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凡 例 

 

1 本目録には，安芸国賀茂郡寺家村藏田家文書を掲載した。 

2 目録の各項目は次のとおり。 

請求記号 本文書群の群番号は（201004）と，この項目の記号を組み合わせたものが請求記

号になる。 

【例】 １→ 201004／1 

表 題 資料に原表題のあるものはそのまま採り，ないものは適宜付与し〔  〕書きで

表記した。 

年 代 資料に記された作成年月日を採った。推測または補足した場合は（  ）書きで

表記した。 

作 成 資料に授受関係のあるものは→で結んで表記した。 

形 態 資料の形態を記した。 

数 量 資料の点数を記した。 

備 考 資料の状態等，特に留意すべき点があれば適宜記した。 

3 文書の配列は請求記号順とした。 

4 利用の参考のため，本文書群の概要を冒頭に記した。 

 

広島県立文書館ホームページhttp://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/



【文書群概要】 

 

安芸国賀
か

茂
も

郡寺
じ

家
け

村 藏
くら

田
た

家文書（請求記号 201004） 

安芸国賀茂郡寺家村で庄屋などの村役人を勤めた藏田家に伝来した文書。 

出 所  藏田家 

出所地名  安芸国賀茂郡寺家村／広島県賀茂郡寺西村／広島県東広島市西条町寺家[現在地名] 

旧支配  広島藩領（明知・給知入交り） 

分 量  149点（83 冊，41 通，7 括，7 包，4 袋，5 枚，1 綴，1 箱） 

収蔵までの経緯  平成 22 年（2010）7 月 22 日，所蔵者より広島県立文書館に寄贈。 

年 代  宝永 4 年（1810）～昭和 59年（1984） 

歴 史  藏田家の屋号は「古屋（こや）」。裏山には中世山城の古屋城があり，周辺一帯は古屋谷

と呼ばれる。泰十郎は文政 6 年 8 月から寺家村組頭を勤め，同 12 年 9 月からは寺家村庄屋とな

り，安政 4 年 12 月まで勤めた。安政 3 年 5 月に割庄屋格となり，明治 5 年 2 月に死去した。文

政 12 年 3 月から 9 月までは米満村庄屋を兼任している。その子儀三郎（後に隆と改名）もその

跡を継ぎ，寺家村庄屋（明治元年正月に割庄屋格）を経て寺家村戸長を勤め，明治 33 年 6 月に死

去した。隆の子はみな早世したため，同村の柏尾家から聴磨が養子に入った。聴磨は日本郵船の

船長となり，昭和 43 年 11 月に死去した。 

内 容  寺家村の年貢免状（原飯田村の免状も含む）などの庄屋文書や戸長文書，蔵田家の香典

帳など私的文書，和書類。桐箱に入れられていたが，湿って虫損も多く，保存場所は悪かった。 

検索手段  「広島県立文書館収蔵文書仮目録」 

利用上の注意  藏田家では桐箱に入れて保存していたが，湿って虫損の被害も甚大なため，開披

できない資料も少なくない。 

 

（2016.8.12 記述／西村 晃） 



201004　安芸国賀茂郡寺家村　藏田家文書仮目録

元治元. 5. 進藤三弥㊞・庄林伊久馬㊞→庄
屋儀三郎・同栄次郎・与頭長百
姓共

虫損大，公用紙使用，継目剥離，端裏に貼紙「元治元子年分　寺家村」あり

竪継紙・ 1通

201004／1
覚（賀茂郡明知方寺家村年貢免状）

慶応元. 9. 庄林伊久馬㊞→庄屋儀三郎・同
栄次郎・与頭長百姓共

虫損大，公用紙使用，継目剥離，端裏に貼紙「慶応元丑年分　寺家村」あり

竪継紙・ 1通

201004／2
覚（賀茂郡明知方寺家村年貢免状）

文久元.

虫損大，固着のため後半部は開披不能，公用紙使用，端裏に貼紙「文久元丑年分寺家村」あり

竪継紙・ 1通

201004／3
覚（明知方寺家村年貢免状）

万延 2.閏正. 西条東村庄屋久太郎外5名→寺
家村庄屋儀三郎殿〈奥書　割庄
屋兵之助㊞〉

虫損大，金30両

竪継紙・ 1通

201004／4
村受証文之事（栄次郎殿借用大畠村歩廻金当度払
上ケに相成り候分村方入用につき借用）

慶応 4.正.22

3通入

包・ 1包(3通)

201004／5
御褒書　慶応四年辰正月廿二日御用

辰(慶応 4).正. 賀茂郡御役所㊞→寺家村庄屋
儀三郎

公用紙使用，包「大急」入

切紙・(1通)

201004／5／1
o 態申遣ス（来廿二日御役所出頭方）

(安政 6. 3.) →寺家村百姓共

公用紙使用，鳥目9貫54文

切紙・(1通)

201004／5／2
o 〔御年貢上納方等相励ニ付褒状〕

(慶応 4. 正.) →社倉支配役同格寺家村庄屋
儀三郎

切紙・(1通)

201004／5／3
o 〔国恩寸志銀差上候段奇特につき割庄屋格申付〕

(文久 2.12.) →寺家村庄屋庄屋儀三郎

鳥目200文，「鳥目弐百文　寺家村儀三郎」と貼紙(公用紙)した明和藩札(1匁)ほか藩札2枚を重ね，半折して挿入

切紙・ 1通

201004／6
〔難渋者へ施行奇特ニ付褒状〕

2通入

包・ 1包(2通)

201004／7
〔申遣書・申付書〕

　　申.12.22 賀茂郡御役所→寺家村庄屋儀
三郎

公用紙使用，包「大急」入

切紙・(1通)

201004／7／1
o 態申遣ス（御用之儀ニ付来廿五日御役所へ出頭

之事）

→寺家村庄屋儀三郎 切紙・(1通)

201004／7／2
o 〔土与丸村難渋助精出銀奇特ニ付庄屋上席申付〕

明治14. 5.16 本山寺務所㊞→西蓮寺総代芸
州蔵田隆

宛名のみ墨書，その他は木版摺

切紙・ 1通

201004／8
〔方便法身尊形一幅授与状〕

文久 2.

虫損大，固着のため後半部は開披不能，公用紙使用，端裏に貼紙「文久二戌年分　寺家村」あり

竪継紙・ 1通

201004／9
覚（賀茂郡明知方寺家村年貢免状）

慶応 3.

虫損大，固着のため開披不能，公用紙使用，端裏に朱書「慶応三年」あり

竪継紙・ 1通

201004／10
覚（賀茂郡明知方寺家村年貢免状）

万延元.

虫損大，固着のため開披不能，公用紙使用，端裏に貼紙「万延元申年分　寺家村」あり

竪継紙・ 1通

201004／11
覚（賀茂郡明知方寺家村年貢免状）

慶応 2. 9. 庄林伊久馬㊞→庄屋富太郎・組
頭長百姓共

虫損大，公用紙使用，端裏に貼紙「慶応二年寅十月　原飯田村」あり

竪継紙・ 1通

201004／12
覚（賀茂郡明知方原飯田村年貢免状）

文久 2.

虫損大，固着のため開披不能，公用紙使用，端裏に貼紙「文久二戌年分御免状　原飯田村」あり

竪継紙・ 1通

201004／13
覚（賀茂郡明知方原飯田村年貢免状）
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子(元治元). 3.27 賀茂郡御役所㊞→賀茂郡庄屋
上席寺家村庄屋義三郎

公用紙使用，包「大急」入

切紙・ 1通

201004／14
態申遣ス（来月朔日当御役所へ出頭方）

明治23. 2. 1 片岡賢三編輯，風月庄左衛門
(京都)発行

多色刷

絵図・ 1枚

201004／15
改正新刻 京都市区名所新図　全

慶応 3.正. 蔵田屋

虫損大，破損

横半・ 1冊

201004／16
諸出勤扣帳

文久元.霜. 竹野屋

虫損大，挿入文書6通あり

横半・ 1冊

201004／17
歌本（閨の扇三下，千代之春，里の暁，越後獅子三
下り外）

晩翠亭

日本三景・富士の著名句あり

小竪冊・ 1冊

201004／18
鶴乃羽古路裳（和歌・俳諧関係覚書）

(慶応 2. 3.17) →社倉支配役同格寺家村庄屋
儀三郎

端裏に貼紙「慶応二寅三月十七日　御用於御役所　庄林伊久馬様御談」あり

切紙・ 1通

201004／19
〔一昨冬諸家様方往来之節駅所継立方心配ニて数
日出精ニ付誉状〕

明治14. 8. 5 広島県㊞→安芸国賀茂郡寺家
村蔵田隆

重ねて丸め一括

括・ 1括(27枚)

201004／20
地券（寺家村字河上・柏尾山・後谷・古屋谷・祇園・重
竹谷）

明治26. 8. 広島郵政局長安原武夫

包「追弔の辞」入

切継紙・ 1通

201004／21
〔故熊谷公君追弔の辞〕

安政 5.極. 西条東村□□文五郎㊞→蔵田
屋儀三郎殿

虫損大，固着のため後半部は開披不能

竪継紙・ 1通

201004／22
覚（去卯年貴家へ売渡し耕作仕候屋敷地・前後田畠
当暮売払ニ付来年二月迄耕作方歎願）

蔵田

虫損大，表紙擦切

横半・ 1冊

201004／23
万［　　］（万覚帳）

忠損大

一紙・ 1枚

201004／24
〔帳面断簡〕

(文政 9. 3.刻) （山田案山子著，西村中和画，
河内屋茂兵衛(大坂)外5名）

板本，裏表紙見返しに「蔵田氏」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／25
義経勲功図絵　後編　三

(文政 9. 3.刻) （山田案山子著，西村中和画，
河内屋茂兵衛(大坂)外5名）

板本，裏表紙見返しに「蔵田氏」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／26
義経勲功図絵　後編　一

(文政 9. 3.刻) （山田案山子著，西村中和画，
河内屋茂兵衛(大坂)外5名）

板本，表紙・裏表紙の見返しに「蔵田氏」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／27
義経勲功図絵　後編　四

（山田案山子著）

板本，表紙・裏表紙の見返しに「蔵田氏」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／28
義経勲功図絵　前編　二

（山田案山子著）

板本，表紙・裏表紙の見返しに「蔵田氏」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／29
義経勲功図絵　前編　五

万延元. 6 小笠原岩次郎㊞・進藤三弥㊞→
庄屋富太郎・与頭長百姓共

虫損大，固着のため奥部開披不能，公用紙使用，端裏に貼紙「万延元申年分　原飯田村」あり

竪継紙・ 1通

201004／30
覚（賀茂郡明知方原飯田村年貢免状）

慶応元. 9.

虫損大，固着のため開披不能，公用紙使用，端裏に貼紙「慶応元丑年九月　原飯田村」あり

竪継紙・ 1通

201004／31
覚（賀茂郡明知方原飯田村年貢免状）
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文久元. 7. 小笠原岩次郎㊞・進藤三弥㊞→
庄屋富太郎・与頭長百姓共

虫損大，固着のため奥部開披不能，公用紙使用，端裏に貼紙「文久元酉年分　原飯田村」あり

竪継紙・ 1通

201004／32
覚（賀茂郡明知方原飯田村年貢免状）

　　巳.11. 賀茂郡御役所㊞→寺家村庄屋
見習儀三郎

公用紙使用，包「大急」入

切紙・ 1通

201004／33
態申遣ス（来月朔日朝御役所へ出頭方）

明治 3. 3.29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

包・ 1包(3通)

201004／34
御褒入　慶応元丑年御郡府御建構ニ付夫方寄附ニ
付御誉　明治三年三月廿九日御用

午(明治 3). 3. ㊞→割庄屋格寺家村庄屋儀三
郎

切紙・(1通)

201004／34／1
o 〔郡府建構之節寸志人夫差出奇特ニ付誉状〕

午(明治 3). 3. ㊞→割庄屋格寺家村泰十郎 切紙・(1通)

201004／34／2
o 〔郡府建構之節寸志人夫差出奇特ニ付誉状〕

午(明治 3). 3. ㊞→寺家村長百姓・百姓共弐百
人之者共

切紙・(1通)

201004／34／3
o 〔郡府建構之節寸志人夫差出奇特ニ付誉状〕

横長・ 1冊

201004／35
受取覚

(明治15～16)

2通1括，手習反古紙を使用

包・ 1包(2通，1
括)

201004／36
〔売渡図等包〕

明治16. 4.25 賀茂郡寺家村売渡人槙野源六
㊞・戸長蔵田隆㊞

竪紙・(1通)

201004／36／1
安芸国賀茂郡寺家村字稲生田分裂売渡図

明治15. 7. 売渡人藤原五平 竪紙・(1通)

201004／36／2
賀茂郡寺家村之内光信山平地分裂売渡図

7点

括・(1括)

201004／36／3
〔帳面断簡・書状等一括〕

(文政 9. 3.刻) （山田案山子著，西村中和画，
河内屋茂兵衛(大坂)外5名）

板本，表紙・裏表紙の見返しに「蔵田氏」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／37
義経勲功図絵　後編　二

文政 9. 3.刻成 （山田案山子著），西村中和画，
河内屋茂兵衛(大坂)外5名

板本，表紙・裏表紙の見返しに「蔵田氏」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／38
義経勲功図絵　後編　五

（山田案山子著）

板本，表紙の見返しに「蔵田氏」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／39
義経勲功図絵　前編　三

常陸国枕石寺

木版，「大義門山枕石寺枕石真形図」と親鸞聖人画像を紙帯「二十四輩第十四番　御枕石図」で一括

括・ 1括(2枚)

201004／40
二十四輩第十四番　御枕石図

写本，虫損大，綴紐切れ

横半・ 1冊

201004／41
新板大津絵ふし（大津絵節）

明治 6. 1. 陸軍省，北畠茂兵衛(東京)

木版，虫損大，官版，裏表紙に「蔵田弘一」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／42
徴兵令

慶応元. 9.28 蔵田屋

虫損大

横長・ 1冊

201004／43
儀三郎妻病死之節御香奠帳

明治10. 3. 8 蔵田謙三

虫損大，綴紐切れ

横長・ 1冊

201004／44
御香料御見舞記帳

明治21. 2. 5 蔵田

虫損大

横長・ 1冊

201004／45
蔵満彦九郎病死之節御香料帖
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文政10. 8.13

虫損大

横長・ 1冊

201004／46
御見舞并香奠帖

明治24. 3. 3 蔵田

虫損大

横長・ 1冊

201004／47
姪チマ病死之節香奠帳

弘化 2. 6. 石川富弥㊞・花房清記㊞→庄屋
徳？三郎・同泰十郎・与頭長百
姓共

虫損大，公用紙使用

竪継紙・ 1通

201004／48
覚（賀茂郡明知方寺家村年貢免状）

明治 6.10. 5 広島県権令伊達宗興

活版，茜色紙使用

竪冊・ 1冊

201004／49
〔広島県布令〕（太政官布第三百八号　新価条例中
銅貨幣鋳造）

文久 3. 8. 三田村保右衛門㊞・進藤左平太
㊞→庄屋富太郎・与頭長百姓共

公用紙使用，継目剥離，端裏に貼紙「文久三亥年分　賀茂郡原飯田村」あ

竪継紙・ 1通

201004／50
覚（賀茂郡明知方原飯田村年貢免状）

明治15.11.27 広島県㊞→蔵田隆 切紙・ 1通

201004／51
〔道路改線費寄附奇特ニ付感謝状〕

明治19.12.17 広島県知事千田貞暁㊞→広島
県安芸国賀茂郡寺家村蔵田隆

一紙・ 1通

201004／52
〔貧民救助米寄附奇特ニ付感謝状〕

明治16.12. 8

行年77歳

横長・ 1冊

201004／53
蔵田隆母病死之節御香料帳

大正元. 8. 4

行年71歳

横長・ 1冊

201004／54
蔵田そま病死之節香典帳

半紙を半折

括・ 1括(7枚)

201004／55
〔手習い〕

明治44.

1袋・5冊・1綴・１包を紙縒で一括

括・ 1括(8点)

201004／56
〔蔵田家重要事件書類入外括〕

明治44年度

19点入

袋・(1袋)

201004／56／1
o 蔵田家重要事件書類入

大正元. 8.23 寺家蔵田聴麿代人柏尾輝喜 横半・(1冊)

201004／56／2
o 買物帖

大正元. 8.26 蔵田 横長・(1冊)

201004／56／3
o 諸道具売却代金扣帳

明治39. 3.

刊

竪冊・(1冊)

201004／56／4
o 明治卅九年三月山口県立大島商船学校生徒進級

試験評点表

明治40. 3.

刊

竪冊・(1冊)

201004／56／5
o 明治四十年三月山口県立大島商船学校生徒進級

試験評点表

明治41. 3.

刊

竪冊・(1冊)

201004／56／6
o 明治四十一年三月山口県立大島商船学校生徒進

級試験評点表

大正元.11.20 蔵田 綴・(1綴)

201004／56／7
o 受取書

聴麿

柏尾聴麿の尋常小学校・高等小学校の修業証書・卒業証書など9通入

包・(1包)

201004／56／8
o 免状入

4
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宝暦 6. 6.序 新井白蛾著，梧桐館(大坂)刊

写本

竪冊・ 1冊

201004／57
唐詩児訓五絶

文化13.11.求版 阿波屋文蔵(大坂)

板本，付表紙，見返しと裏表紙に「蔵田屋」と墨書

竪冊・ 1冊

201004／58
鉢木（謡本）

一紙・ 1枚

201004／59
〔詩歌〕（尋旧蹟於魏文亦黄花助彭祖之術，わかやと
の菊の白露けふことにいく世つもりてふちとなるらむ）

明治15. 3.20 農商務卿西郷従道㊞→広島県
下安芸国賀茂郡寺家村蔵田隆・
天野要次郎・正光平左衛門・天
野良平

包「山林共進会　褒賞　蔵田隆外三名」入，中央部・下部破損

一紙・ 1通

201004／60
褒賞授与証（共進会　山林五等褒賞）

冊子後部の署名押印の部分のみ

竪冊・ 1冊

201004／61
〔帳面断簡〕

写本，後部欠

竪冊・ 1冊

201004／62
女大学

天保 5. 古屋国五郎 竪冊・ 1冊

201004／63
村附御手本（賀茂郡村名附）

天保10.～ 鷺山先生書，儀三郎 竪冊・ 1冊

201004／64
文書御手本（私義御用向ニ而明日出府仕候…）

安政 3.孟春 賀茂郡寺家村蔵田いつ

表紙裏に「明治三年　賀茂郡寺家村柏尾輝喜」，裏表紙に「賀茂郡寺家村　蔵田いつ」と墨書

竪冊・ 1冊

201004／65
名頭字尽・郡村名附・商売往来

宝永 4.正.吉 寺家村庄屋忠次郎

後年の写しか

竪冊・ 1冊

201004／66
万扣帳

蔵田書 竪冊・ 1冊

201004／67
文章手本（過し頃は広島の兄様御出被成…）

天保 7. 2.25 芸州賀茂郡吉川村徳政亮二書 竪冊・ 1冊

201004／68
御手本（貴牘拝見…）

明治17. 4.

5点入，封筒表に「検閲　柏尾」スタンプ印あり

袋・ 1袋

201004／69
国道改線之件願書

蔵田聴麿

「粗品　亡母十七回忌志　蔵田聴麿　神戸市旗家通一丁目五」と印刷された仏事用のし紙に9点入

包・ 1包(9点)

201004／70
〔仏事一件〕

大正13.

3点入，「柏尾輝喜」封筒を使用

封筒・(1袋)

201004／70／1
o 故蔵田隆二十五年忌（大正十三年）・同ソマ十三

年忌（同年）仏事一件

昭和 7.11.

6点入，「大阪振替貯金課」封筒使用

封筒・(1袋)

201004／70／2
o 故蔵田隆三十三年忌営む

大正12. 5. 6

5点入，「文化報徳会長柏尾輝喜」封筒使用

封筒・(1袋)

201004／70／3
o 故蔵田泰十郎五十年忌追弔会一件

蔵田聴麿

同じもの3枚

一紙・(3枚)

201004／70／4
o 〔釈尼智信　七回忌〕

蔵田聴麿

同じもの2枚

一紙・(2枚)

201004／70／5
o 〔釈尭信士　十七回忌〕

大正13. 6.29 広島市革屋町金物卸問屋河野
忠三商店→広島県加茂郡寺西
村柏尾輝喜様

葉書・(1通)

201004／70／6
o 〔買物代金受取〕

5
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明治33. 6.12

表紙に貼紙「昭和二十四年六月十二日　五十年忌」あり

横長・ 1冊

201004／71
蔵田隆死去ノ節香典帖　見舞扣

大正元. 8.26 柏尾輝喜 横長・ 1冊

201004／72
蔵田家会計簿

（笹村西信次）

虫損大，固着のため後部分は開披不能，端裏に貼紙「笹村西信屋」あり

竪紙・ 1通

201004／73
借用仕証文之事

　　申. 2.24 賀茂郡役所㊞→庄屋泰十郎・同
万兵衛・与頭共

公用紙使用

切紙・ 1通

201004／74
態申遣（来廿八日忰儀三郎召連出頭方）

公用紙使用，前部欠，虫損あり，継目剥離

切継紙・ 1通

201004／75
〔褒状断簡〕（申年凶作ニ付難渋ものへ施行いたし奇
特ニ付）

午(明治 3). 3. 賀茂郡役所㊞→寺家村庄屋儀
三郎・同富太郎・与頭共

包入，公用紙使用

切紙・ 1通

201004／76
態申遣（郡府御建構之節夫方助勢申渡御用ニ付長
百姓共内壱人惣代として廿九日御役所出頭方）

　　午.霜.19 永田数登㊞・花房清記㊞→寺家
村庄屋泰十郎

前部欠，継目剥離

切継紙・ 1通

201004／77
態申遣ス（忰儀三郎代勤差免）

(明治21) 横半・ 1冊

201004／78
〔帳面断簡〕（明治二十一年小作米受取帖）

大正 2. 1.14 寺家蔵田［　　］

虫損，表紙下部破損

横長・ 1冊

201004／79
売物代集[　　]

弘化 3. 9. 7 古屋 横長・ 1冊

201004／80
儀三郎妻病死之節御香奠帖

明治 9.11. 安達成章著，二新書房梓

板本

小竪冊・ 1冊

201004／81
熊本・山口両県下 戦争紀聞　上

綿屋喜兵衛(大坂)板

板本，裏表紙に「蔵田屋於いつ」と墨書あり

小竪冊・ 1冊

201004／82
福徳塵功記　全

明治20.12. 5出版 秋葉亭霜楓編輯，猗々堂(東京)
刊

刊本

小竪冊・ 1冊

201004／83
花井於梅醉月奇聞

慶応元. 7.再刻改正 積典堂(大阪)蔵板

摺版，多色摺り，虫損大，破損大，裏表紙に「蔵田姓」と墨書あり

絵図・ 1枚

201004／84
慶応改正 大阪細見全図　完

明和 8.正.28 近松半二外3名作，加島屋清助
(大坂)外5名板

板本，見返しに「嘉永四年　辛亥六月求之　倉田屋」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／85
再版 十三鐘絹懸柳 妹背山婦女庭訓

安永 8.～明治 3.

反故紙包「元治元年　子四月朔日　御用社倉支配役同格郡御役所［　］」入，虫損大，固着のため開披不能文書あり

包・ 1包(19通)

201004／86
〔永代売切証文一括〕

明治 6. 2～

4冊入

袋・ 1袋(4冊)

201004／87
地券入費書類入

明治 6. 2～

虫損大

横長・(1冊)

201004／87／1
o 地券一件諸入費日記帖

明治 6. 2～ 寺家村蔵田

虫損大

横半・(1冊)

201004／87／2
o 村用買物帖

6



201004　安芸国賀茂郡寺家村　藏田家文書仮目録

明治 6. 4. 柿本彦右衛門

虫損大

横半・(1冊)

201004／87／3
o 第八大区蔵田隆殿組賄記

明治15. 5.10

包の上から紙縒で一括

包・ 1包

201004／88
山林共進会褒賞受与証一条

明治15.11～ （大日本山林会㊞）→蔵田隆

包「明治十五年十月廿八日至達」入，さらに袋「大日本山林会報告　蔵田　明治十五年十一月ヨリ」入，虫損大

一紙・(1通)

201004／88／1
o 大日本山林会通常会員之証

刊

一紙・(1枚)

201004／88／2
o 山林共進会授賞人員府県分一覧

明治14.10. 寺家村平民蔵田隆外3名〈奥書
　寺家村戸長代理石川郡造〉

罫紙使用

竪冊・(1冊)

201004／88／3
o 〔山林共進会出品主・反別・木種本数・栽培保護・

来歴等〕

明治15. 5.10 賀茂郡長中尾正名㊞→五等褒
賞蔵田隆外3名

「賀茂郡用紙」使用

罫紙・(1通)

201004／88／4
o 〔蔵田隆外三名山林共進会ニ於テ褒賞ヲ得賞状

并正金送付ニ付本人へ授与之事通達〕

明治15. 5. 7 役場 罫紙・(1通)

201004／88／5
o 記（山林共進会ニ於テ相渡候賞与金目録）

明治 7. 第八大区壱小区寺家村蔵田隆

虫損大

竪冊・ 1冊

201004／89
地券別冊記

明治16. 4. 8 賀茂郡寺家村迫田川井手掛貫
治谷伊平㊞外103名→広島県令
千田貞暁殿

絵図，歎願却下通知（地達第十二号，広島県令千田貞暁㊞，明治16. 4.21）を合綴，袋「並滝寺用水ニ関シ歎願書」入，袋に
「検閲　柏尾　20.6.5」印あり

綴・ 1綴

201004／90
〔寺家村・米満村境界飛地錯雑地併裂之義ニ付歎願
書等綴〕

大正 9. 7.16 寺西村役場㊞→蔵田ソマ殿

謄写版，封筒「地目変換一件　蔵田宅地」（柏尾輝喜封筒使用）入

竪紙・ 1通

201004／91
〔所有地異動届書提出督促通知〕

虫損大，固着のため開披不能部分あり

横半・冊

201004／92
改算記　並秘伝算術モ有

横半・冊

201004／93
諸病奇薬秘記

明治13.

虫損大，固着のため開披不能部分あり

竪冊・冊

201004／94
持地別冊簿

天保癸卯(14). 石川屋和助(大坂)外8名

板本，表紙・裏表紙破損，題箋欠，裏表紙見返しに「寺家村　くらだや」と墨書あり

横半・冊

201004／95
大全早字引節用集

反古紙を利用し作成した蓋付きの紙箱入，箱表に「豊田郡上竹仁村高橋氏」とあり

紙箱・ 1箱(5点)

201004／96
〔地租金等領収証書等綴外〕

(大正 3～ 4年度) （寺西村収入役・大谷本廟納骨
所・西条運送合資組合→蔵田ソ
マ・蔵田聴麿）

33通を合綴

綴・(1綴)

201004／96／1
o 〔地租金領収証書等綴〕

一紙・(1通)

201004／96／2
o 恵心僧都の御言

　　　. 9.28 教ぜんじ内→蔵田御かずもじ様

封筒「西条町教善寺内宇→寺西村蔵田御かずもじ様」入

切継紙・(1通)

201004／96／3
o 教善寺内書状（小紋地借用願）

　　　. 2.けふ 蔵田屋父母→竹野屋お久との 折紙・(1通)

201004／96／4
o 蔵田や父母書状（此元ニも殿様御小休，袷二枚送

り申し候）
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　　　.11.けふ 蔵田屋父母→竹野屋ニてお久と
の

折紙・(1通)

201004／96／5
o 蔵田や父母書状（最早明日は初七日，無常の風

はのがれ給はず）

天保 8. 5.10 梨(木梨)頼母熙昌㊞・毛(毛利)
志摩熙徳㊞・毛(毛利)蔵主房謙
㊞・宍(宍戸)孫四郎元礼㊞→宍
戸九郎右衛門殿

折紙・ 1通

201004／97
〔飯田左次馬病死ニ付嫡子猪之助相続方申渡〕

折紙・ 1通

201004／98
御袷　一　飯田与一左衛門（目録)

明治25.10.21出版 宗孟寛(大坂)著・発行

活版，多色刷，折目で断裂，表紙に「広島県地図」と朱書，裏に「寺家　蔵田姓」と墨書あり

地図・ 1枚

201004／99
広島県管内地図　附広島市街全図

写本

竪冊・ 1冊

201004／100
俳諧道のしるへ

虫損大，固着のため開披不能

竪継紙・ 1通

201004／101
借用添証文之事

虫損大，固着のため後半部開披不能

竪継紙・ 1通

201004／102
借用証文之事

5点を紙縒りで一括

括・ 1括(5点)

201004／103
〔代金請取証外一括〕

　　　. 4.28 山田屋重兵衛㊞→横山様御用
所

切継紙・(1通)

201004／103／1
o 記（紺緋織御正服・同軍服上下仕立代金等請取）

前後欠

切継紙・(1通)

201004／103／2
o ［別宅仕候新兵衛本家へ罷帰り商事差配仕候一

件書状断簡］

明治10. 5.21 桑原茂八郎→横山友時様 切継紙・(1通)

201004／103／3
o 桑原茂八郎書状（二月十六日肥後表へ御出張之

節預り置候荷物ニ付）

前後欠，虫損大

切継紙・(1通)

201004／103／4
o ［村方一統衰微難渋ニ落入候一件書状断簡］

(申.正～ 3.) 四町目多葉粉屋弥八→年寄伊
予屋百十郎殿

前欠，虫損大，継目剥離，継目の剥離した2通を畳み込んで一括

竪継紙・(1括)

201004／103／5
o 〔茂八不調法一件ニ付歎願書二通断簡〕

慶応 3.12. 借り主弥三郎㊞外1名→米主蔵
田屋様

虫損大

竪切紙・ 1通

201004／104
借用手形一札之事

明治 7. 9.23 広島県㊞→蔵田静吉

封筒「庶務課→蔵田静吉殿」入

切紙・ 1通

201004／105
〔学資金として七円差出候段奇特ニ付誉状〕

8点一括

括・ 1括(8点)

201004／106
〔取交証文外一括〕

虫損大，固着のため開披不能

包・(1包)

201004／106／1
o 取交せ証文　安芸郡上瀬野村

(慶応 4)

6通を紙帯「金蔵申渡外」で一括

括・(1括)

201004／106／2
o 〔寺家村金蔵等朝廷御一新に付恩赦一件等一括〕

封筒入，虫損大

切継紙・(1通)

201004／106／3
o 沖春吉日献立
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虫損大

切継紙・(1通)

201004／106／4
o 御入寺之節御行列（藩主慶熾葬儀）

慶応 2. 9～ 義三郎

虫損大

横半・(1冊)

201004／106／5
o 御軍用一件入用銀出入扣

慶応 2. 6. 用所

虫損大，綴紐切れ

横長・(1冊)

201004／106／6
o 御軍用取立銀受払帖

倉田儀三郎

虫損大

小竪冊・(1冊)

201004／106／7
o 国郡村名写

壬申(明治 5). 8. 用係蔵田儀三郎外2名

「寺家村」罫紙使用，虫損大

竪冊・(1冊)

201004／106／8
o 〔寺家村豊崎山平泰寺・青雲山道場明細書〕

明治13. 1.

虫損大

竪冊・ 1冊

201004／107
村内祇園社・大歳社・胡社・荒神・黄幡・垰社原跡図

宝暦10.再校 虎関師錬著，梅邨彌白印版

板本，10.4×7.4㎝，題箋欠，表紙に「三重韻」，背に「平松氏」と墨書あり

小竪冊・ 1冊

201004／108
聚分韻略

(江戸期)

虫損大，固着のため開披不能部分あり

横半・ 1冊

201004／109
万覚帖

明治31. (西条町)本逸見商店→寺家蔵
田様

虫損大，固着のため開披不能部分あり

横半・ 1冊

201004／110
醤油・生酢御通

(嘉永 3.) (竹田出雲外作，加島屋清助(大
坂)外)

板本，後欠，表紙・裏表紙破損，題簽欠，虫損大，内題は「再板仮名手本忠臣蔵」，表紙に「蔵田屋」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／111
仮名手本忠臣蔵

虫損大，固着のため開披不能，公用紙使用

竪継紙・ 1通

201004／112
〔賀茂郡寺家村年貢免状〕

明治41. 1.10発行 田中正次郎編輯，文祥堂(京都)

活版，和装，題簽欠，7.5×16.2㎝，178頁

横半半・ 1冊

201004／113
明治玉篇大全

(明治 7. 3.) 萩田長三輯，大野木市兵衛(大
坂)

板本，和装，8.0×17.3㎝，裏表紙の表裏に紙を貼付して補修，小口に「蔵田姓」と墨書あり

横半半・ 1冊

201004／114
増補布令字弁

安政 5.12. 借主笹村西信屋彦一㊞外2名→
取次方寺家村蔵田屋儀三郎殿
〈奥書　庄屋禎三郎㊞〉

虫損大，端裏に貼紙「金三拾両　笹村西信屋」あり

竪継紙・ 1通

201004／115
借用証文之事

板本，15.2×6.3㎝，虫損大，固着のため開披不能，裏表紙に「ジケ　蔵田為恒」と墨書あり

折本・ 1冊

201004／116
早引年歴通覧

大正 6. 2.12 興文社(東京)編輯・発行

活版，第33版

竪冊・ 1冊

201004／117
増訂十八史略講義　上　少年叢書漢文学講義第壱
編

大正 2. 8. 寺西村柏尾

虫損大

横半・ 1冊

201004／118
買物帳

板本，付表紙あり

竪冊・ 1冊

201004／119
絵本太功記　十冊目

蔵田

虫損大，表紙・裏表紙欠，綴紐切れ

横半・ 1冊

201004／120
〔田畑預定米取立記断簡〕
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和歌短冊5包を新聞紙で一括，上総産南枝・江戸産泉月・広島士方・江戸上野島田丹二

括・ 1括(5包)

201004／121
〔和歌・俳諧短冊〕

(上総産南枝・江戸産泉月・広島
士方・江戸上野島田丹二外)

短冊・色紙など12点

包・(1包)

201004／121／1
o 極上々たんさく

三館舎如渕

俳諧短冊1点

包・(1包)

201004／121／2
o 悼　□句二葉　田坂如渕

安政 3～文久 2 (三原平田屋与右衛門娘辰・予
州松山産西居・津江村土居光寿
四郎・広島藩中西村清古堂・蔵
田代五郎通能・二宮太郎八・広
島御番組高田雄平・大坂天満産
春宥・大多田村恵美須屋健三
郎・豊前国宇佐郡四日市河野藤
兵衛通信・長州萩産其月・佐々
木所左衛門・財満禎三外)

短冊・色紙など57点

包・(1包)

201004／121／3
o 呈上　賀吟

(可松・花流外)

俳諧短冊7点

包・(1包)

201004／121／4
o 〔俳諧短冊〕

墨痴

墨痴俳諧木札1点入

包・(1包)

201004／121／5
o 〔俳諧木札〕

→庄屋上席寺家村庄屋義三郎 切紙・ 1通

201004／122
〔米満村借財仕捌方助精奇特ニ付社倉支配役同格
申付〕

加嶋屋清助(大坂)，佐々井治郎
右衛門(大坂)外1名

板本，2冊を合冊，付表紙して「お染・久松質屋の段」と墨書

竪冊・ 1冊

201004／123
〔染模様妹脊門松　質店の段・伽羅先代萩　御殿の
段〕

(慶応 3.頃) 寺家村蔵田屋

帙入，題箋剥離，虫損大，開披不能部分あり

折本・ 1冊

201004／124
賀茂役人筆順録（役録）

天保 9. 6. 泰十郎

3冊入，袋表に「検閲　（昭和）20.6.5　柏尾」スタンプ印あり

袋・ 1袋(3冊)

201004／125
御巡見衆一件書類

天保 9. 6. 泰十郎

表紙に「但往還筋見分之節相調候手扣也」とあり

横半半・(1冊)

201004／125／1
o 賀茂郡往還筋村々引捨絵図

天保 9. 6. 寺家村庄屋泰十郎 横半半・(1冊)

201004／125／2
o 御巡見様御用出勤之節諸事手控

天保 9. 6. 横半半・(1冊)

201004／125／3
o 御巡見様御通行御行列　写

(明治 2). 8.12 （浅野長勲）

包「御直筆の写(木版)」で包み，さらに「御直筆御写入　庄屋儀三郎預」で包む，外包裏に「御直筆写壱通　御口達書壱通　御
名代松井勝直様ゟ明治二年巳九月五日当村御昼寄村御談之事」とあり

竪継紙・ 1通

201004／126
御直筆の写（版籍奉還）

5点入

封筒・ 1袋(5点)

201004／127
〔共有連名簿・過去帳・法名など〕

明治15. 7. 戸長蔵田隆→広島県令千田貞
暁殿

表紙に「柏尾山　二一四　持主蔵田隆」と朱書あり

竪冊・(1冊)

201004／127／1
o 共有連名簿　賀茂軍寺家村　墓地

明治 9.春

封筒「過去帳　蔵田」入

横長・(1冊)

201004／127／2
o 先代忌日書出シ　明治九年子春しらへ

明治40. 4. 5

封筒「法名　釈貫雲　明治四十年四月五日授　アキ聴麿」入

包・(1包)

201004／127／3
o 法名　アキ聴麿　七八
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枕石寺

法名・法号などの包13点入

包・(1包)

201004／127／4
o 御本山免許　御首御真影

昭和59. 1.25～27 広島法務局東広島支局登記官
㊞

ホチキス綴じ

仮綴・(2点)

201004／127／5
o 〔墓地登記簿謄本〕

大正 2. 2.20 小野鵞堂筆，久栄堂書店(大阪)
発行

刊本，第9版，和装

竪冊・ 1冊

201004／128
真行草 三体千字文　完

(明治 2). 8. （御名代松井勝直）

包「御名代中口達(木版)」入，木版，虫損大，本来は№126の包入りか

切継紙・ 1通

201004／129
〔版籍奉還ニ付御名代中口達〕

明治 5. 2.12 蔵田氏

行年70歳，虫損大，固着のため開披不能部分あり

横長・ 1冊

201004／130
泰十郎病死之節御香典帳

昭和16. 5. 1十七版 延近才吉著，文進堂書店(大阪)
発行

刊本，17版，145頁，和装，付表紙

竪冊・ 1冊

201004／131
古実と新式婚礼式　全

山田案山子著

板本，題簽欠，表紙・裏表紙見返しに「蔵田氏」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／132
義経勲功図会　前編　壱

嘉永 4.序 花屋庵鼎左著，鹿嶋献可堂(大
坂)梓

板本，13.4×9.1㎝，扉題は「蕉門俳諧 増補 四季部類大全」

小竪冊・ 1冊

201004／133
増補 四季部類大全　完

板本，前後欠，表題不明，水濡れで破損，付表紙

竪冊・ 1冊

201004／134
〔女子往来物〕

加嶋屋清助(大坂)板

板本，「弘化四年未極月」，「蔵田氏」と墨書あり，付表紙

竪冊・ 1冊

201004／135
傾城恋飛脚　新口村の段

明治18. 5. 久留間璵三考訂，久留間猪三
郎編輯，此村彦助(大坂)外出版

刊本，和装

小竪冊・ 1冊

201004／136
鼇頭挿画 十八史略纂語字類大全　一

明治18. 5. 久留間璵三考訂，久留間猪三
郎編輯，此村彦助(大坂)外出版

刊本，和装

小竪冊・ 1冊

201004／137
鼇頭挿画 十八史略纂語字類大全　二

明治18. 5. 久留間璵三考訂，久留間猪三
郎編輯，此村彦助(大坂)外出版

刊本，和装

小竪冊・ 1冊

201004／138
鼇頭挿画 十八史略纂語字類大全　三

西脇呉石編書，清文堂(東京)発
行

刊本，和装，裏表紙に「甲南高等学校中等部一年Ｂ組　蔵田泰郎」とペン書あり

竪冊・ 1冊

201004／139
仮名習字帖　全

写本，裏表紙見返しに「蔵田氏」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／140
芭蕉翁秘伝抄　全

加嶋屋清助(大坂)板

板本，付表紙「朝顔日記　大井川」あり，裏表紙に「寺家村　蔵田屋」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／141
朝顔日記　宿屋の段

天保 5.秋新刻 趙子昂書，文海堂(大坂)蔵板

板本，裏表紙見返しに「豊田郡上竹仁村高橋敬四郎物」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／142
楷書千字文

脇坂義堂著，以徳舎蔵版，吉文
字屋市左衛門(大坂)外4名

板本，表紙見返しに「蔵田」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／143
売卜先生安楽伝受　上
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寛政10.春 脇坂義堂著，以徳舎蔵版，吉文
字屋市左衛門(大坂)外4名

板本，表紙の見返しに「蔵田」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／144
売卜先生安楽伝受　下

天保 3.12.写

写本，裏表紙に「蔵田氏」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／145
双島志俗豪傑　全

板本，2冊を合冊，付表紙して「妹背山婦女庭訓」と墨書

竪冊・ 1冊

201004／146
〔妹背山婦女庭訓　二ノ詰・三の切〕

西脇呉石編書，清文堂(東京)発
行

刊本，和装，裏表紙に「蔵田泰郎」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／147
真行草 三体書鑑　全

（山田案山子著）

板本，表紙・裏表紙の見返しに「蔵田氏」と墨書あり

竪冊・ 1冊

201004／148
義経勲功図絵　前編　四

虫損大，固着のため開披不能部分あり

横半・ 1冊

201004／149
〔金銭出入帳〕
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