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（請求記号 198822）

平成 21年（2009）7月

広島県立文書館

凡　例

1 本目録には，備後国尾道町 松本家文書を掲載した。

2 目録の各項目は以下のとおり。

請求番号 　本文書群の群番号（198822）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】　 78/1　→　 198822/78/1

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。内容等で補記すべき
ものがあれば（　）で補った。

年　代 　資料表題に記された作成年月日を採った。
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。

3 文書の排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付した。

5 本目録で使用している日本語文字のうち，JIS規格（JIS X 0208,

1997）に含まれないものは， （より）と （つる）である。
これは，画像として挿入するなど，特別な方法で表示を実現した
ものなので，文字として検索すること，および，テキストとして
抽出することはできない。
本ファイルの利用にあたっては，その点に留意されたい。

広島県立文書館ホームページ

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/monjokan/index.htm

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/monjokan/index.htm


【文書群概要】

備後国
びんごのくに

御
み

調
つぎ

郡尾道町
おのみちまち

松本
まつもと

家文書 （請求記号 198822）

備後国御調郡尾道町の商家松本家ほか数家に伝来した文書

出　所 備後国御調郡尾道町の酒造・笠商を営んだ松本真七郎家の文書。ただし，

同町の小間物商であった西原家の文書などが混在。広島県立図書館が所蔵した時期か

ら「松本家文書」の名称であったため，文書群名は「松本家文書」とするが，原所蔵者

から古書店を経る過程で，複数の文書群が混ざったものと思われる。

出所地名 備後国御調郡尾道町／広島県御調郡尾道町／広島県尾道市［現在］

分　量 133点（106冊，10括，1袋，9綴，7通）／データ件数 381件

収蔵までの経緯 もとは，橋本家文書（198806）と共に広島県立図書館が古書店か

ら購入し所蔵していたが，昭和63年（1988）10月に広島県立文書館の開館に伴い，同館

に移管。

年　代 天保10年（1839）～昭和22年（1947）

歴　史 松本真七郎家は，江戸期には橋本家（角灰屋）の支配人を勤め，「灰屋真七

郎」と称していた。明治期になって「松本」姓を名乗るようになったが，酒造業を廃

して手がけた屠牛業が失敗し，明治13年（1880）には橋本家から多額の借金をすること

となった。そのため，屠牛業を廃し，再び酒造業と笠商を営むこととなった。

一方，西原家は，屋号を「三島屋」と称し，明治24年（1891）『著名広島県商工一覧』

によると業種は「小間物」を記されている。また，明治30年（1897）には，西原善平・善

五郎（善平の父）を代表社員として合名会社西原銀行を設立し，大正15年（1926）まで営

業した。

内　容 松本家の文書としては，「松本傘店」の明治・大正期の当座帳が数点ある。

ただし，当該文書群の中で松本家に関する文書は少ない。

当該文書群は，その大半が西原家に関する文書で占められている。とくに，嘉永期

以降の西原家の経営帳簿類が多く含まれており，また西原銀行についても，大正15年

（1926）解散時のものを中心に，僅かながら残っている。とくに，地方における小間物

商の経営帳簿は，管見のかぎり，全国的にも例が少ないものと思われ，商売の具体的

な内容が分かる点でも貴重である。

なお当該文書群には，麩屋筬兵衛名義の「万覚帳」や竹鶴万三名義の「売」帳など，

上記以外の家の経営帳簿も含まれている。

参考資料 「江戸・明治の小間物商売―尾道町商家の古文書から―」（『広島県立文書館

だより』第25号，平成18年 1月，広島県立文書館）。

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」

（2009.4.21記述／西向宏介）



備後国御調郡尾道町　松本家文書（198822）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 ／ 数量

1 大福帳　弐
※冊子横面に「弐」とあり

文久 2 .正. 三島屋栄五郎 横半／ 1冊

2 大福帳
※後欠

明治 5 . 1 . 　 横半／ 1冊

3 大福帳 明治 6 . 1 . 　 横半／ 1冊

4 大福帳 明治 8 . 2 .吉 西原善平 横半／ 1冊

5 大福帳 明治 9 . 1 .吉 西原善平 横半／ 1冊

6 大福帳 明治10. .吉 西原善平 横半／ 1冊

7 〔大福帳　二〕
※前欠

（文久 3ヵ） 三島屋栄五郎 横半／ 1冊

8 仕入帳　弐番
※冊子側面に「嘉永六丑十月吉日　弐番」とあり

嘉永 6 .10.吉 三島屋栄五郎 横半／ 1冊

9 仕入帳　一
※冊子側面に「一」とあり

嘉永 7 .正.吉 三島屋栄五郎 横半／ 1冊

10 仕入帳　壱
※冊子側面に「壱」とあり

文久 3 .正.吉 三島屋栄五郎 横半／ 1冊

11 仕入帳　二
※冊子側面に「二」

文久 4 .正.吉 三島屋栄五郎 横半／ 1冊

12 仕入帳　弐
※冊子横面に「弐」とあり

慶応 3 .正.吉 三島屋栄五郎 横半／ 1冊

13 仕入帳　弐
※冊子横面に「弐」とあり

明治 4 .正.吉 三島屋栄五郎 横半／ 1冊

14 懸控 明治11. 2 . 西原善平 横半／ 1冊

15 懸控
※表紙かすれ

明治12. 西原善平 横半／ 1冊

16 懸日家栄 明治13. 2 . 西原善平 横半／ 1冊

17 懸日家栄
※後欠

明治15. 1 . 　 横半／ 1冊

18 銀払帳 明治 5 .10.吉 三島屋善平 横半／ 1冊

19 金払帳 明治 6 . 6 . 西原栄五郎 横半／ 1冊

20 売 明治 6 . 1 .吉 竹霞万之 横半／ 1冊

21 懸控 明治 9 . 1 . 西原善平 横半／ 1冊

22 奥筋懸控 明治14. 1 . 西原善平・関係人善二郎 横半／ 1冊

23 通商懸日家栄 明治16. 4 . 西原善平 横半／ 1冊

24 懸控 明治16. 8 . 西原善平代光造 横半／ 1冊

25 日家栄
※後欠

明治20. 1 . 　 横半／ 1冊

26 商売品当座貸帳 明治17. 1 . 松本真七郎 横半／ 1冊

27 万控 明治 8 . 7 . 尾道西原 横半／ 1冊

28 奥筋善二郎係り通商簿　十七年十月
以後付込有り

明治18. 5 . 西原商店 横半／ 1冊

29 万覚帳 明治 3 .正.吉 麩屋筬平 横半／ 1冊

30 金銭判取帳 明治 8 . 4 . 西原善平 横半／ 1冊

31 荷物判取帳 明治16. 5 .吉 西原善平 横半／ 1冊

32 利運日家栄 明治18. 1 . 西善 横半／ 1冊

33 本帳 明治24. 2 .吉 西原店 横半／ 1冊

34 （大）成宝開講集金増加計算簿　第弐
号

明治13. 6 . 取締 横半／ 1冊

35 貨殖講精算簿 明治16. 8 . 取締 横半／ 1冊
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備後国御調郡尾道町　松本家文書（198822）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 ／ 数量

36 当座貸付帳 大正 4 . 1 .吉 松本傘店 横半／ 1冊

37 〔貸付金控〕
※前欠

（明治21.） 西原善平 横半／ 1冊

38 金銭壱時貸付帳　印税済 明治 9 . 1 .吉 西原善平 横半／ 1冊

39 貸金計算簿 明治24.12. 西原会計方 横半／ 1冊

40 出納簿 （明治29.） 大成講 横半／ 1冊

41 安原氏扱貸金利戻ノ書抜 明治23. 4 . 西原善平 横半／ 1冊

42 大宝栄帳 明治17. 4 . まつもと 横半／ 1冊

43 呉服太物通 明治26. 8 .吉 岡田恒助→本西原様 横半／ 1冊

44 運賃通 明治18.10.吉 岡田支舗→西原様 横半／ 1冊

45 売上通 明治18. 7 .吉 大坂唐物町二丁目川瀬正七
→西原善平様

横半／ 1冊

46 通 明治18. 7 .吉 山本長兵衛→西原様 横半／ 1冊

47 御通 明治12. 9 .吉 鈴木庄造→西原御店様 横半／ 1冊

48 御通 （明治18. 8 .） 水落恵三→西原善平殿 横半／ 1冊

49 通 明治28.12. 西原善平→藤田密尓様 横半／ 1冊

50 通 明治16. 9 .吉 須藤→西原様 横半／ 1冊

51 呉服太物現金通 明治26. 7 .吉 松本善七店→西原様 横半／ 1冊

52 染料画の具通 明治29. 3 . 大阪西横堀笹橋染利商店→
備後尾道十四日町西原善平
様

横半／ 1冊

53 御通 明治 2 .正.吉 樋口屋仲蔵→三島屋様 横半／ 1冊

54 御通 明治24. 9 . 水落恵美→西原善平様 横半／ 1冊

55 綛糸通 明治30. 2 . 福山胡町九番地福山糸商合
名会社→西原善平様

横半／ 1冊

56 汽船運賃通 明治16. 1 .吉 高島→西原様 横半／ 1冊

57 運賃通 明治14.12.吉 高島俊→西原様 横半／ 1冊

58 品価記 明治21. 9 .吉 大村治助→西原善平様 横半／ 1冊

59 信貸録 昭和14. 1 . 　 横半／ 1冊

60 判取帖
※表紙かすれ

明治19. 7 . 西備尾道十四日町西原善平 横半／ 1冊

61 〔大福帳〕
※前後欠

　 　 横半／ 1冊

62 廿二年度塩業日記　稲田貸シノ道具
控

明治21. 9 . 西原納戸 横半／ 1冊

63 〔塩業日記〕
※表紙・裏表紙かすれ

（明治20. 4 .） 　 横半／ 1冊

64 当座貸控帳 明治36. 2 .吉 真津茂登 横長／ 1冊

65 当座帳 大正10. 6 . 菅商店 横長／ 1冊

66 当座帳 大正10. 5 .20 松本傘店 横長／ 1冊

67 有代品物控 明治45. 2 .18 真津茂登 横長／ 1冊

68 為替金銀渡帳　竹印 文久 4 .正.吉 尾道三栄 横半／ 1冊

69 為替金銀渡帳　松印 文久 4 .正.吉 尾道三栄 横半／ 1冊

70 為替金銀渡帳　雪印 文治元.正.吉 尾道三栄 横半／ 1冊

71 為替金銀渡帳　花印 文治元.正.吉 尾道三栄 横半／ 1冊

72 為替金銀渡帳　鶴印 文治 2 . 3 .吉 尾道三栄 横半／ 1冊

73 註文日加恵 文久 3 . 9 .吉 尾道西原 横半／ 1冊

74 本葬式行列 　 　 横長／ 1冊
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備後国御調郡尾道町　松本家文書（198822）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 ／ 数量

75 年回祭事録 明治25. 5 .12・
明治28.10.30

　 横長／ 1冊

76 栄五郎忠興神二十年祭　附茂登媛霊
神二十年祭

明治31. 6 . 4 　 横長／ 1冊

77 借物帳 明治24. 5 .15 西原 横半／ 1冊

78 〔借物帖綴〕 明治24. 5 .15 　 綴／ 1綴（ 2冊）

78/1 ◦借物帖　二冊之内 明治24. 5 .15 西原 横半／（ 1冊）

78/2 ◦借物帖　二冊之内 明治24. 5 .15 西原 横半／（ 1冊）

79 葬儀雑用小払扣 明治24. 5 .15 　 横半／ 1冊

80 荷詰帳 明治28. 9 . 西原店 横長／ 1冊

81 通　第拾四号 明治28.10. 神戸寄栄組→西原善平様 横半／ 1冊

82 麦稈真田御通 明治28.11. 元町壱丁め松浦商店→西原
善平様

横半／ 1冊

83 預金通 明治28. 2 . 西原善平→竹林講御中 横半／ 1冊

84 真田買入決算簿 明治28.11. 6 　 横半／ 1冊

85 麦稈綛買入月表 明治28. 8 . 尾道西原組 横半／ 1冊

86 諸雑費書抜帳 明治28.11. 2 　 横長／ 1冊

87 一番日賀（恵） 明治 5 . 4 . 入家満三栄 横半／ 1冊

88 貢租請税上納記 明治12. 8 . 御調郡尾道十四日町西原善
平　改八百四十二番邸

綴／ 1綴（ 4冊）

89 所有地本簿 明治20.春 　 括／ 1括

89/1 ◦所有地本簿　本庄村・公文村 明治20.春 　 横半／（ 1冊）

89/2 ◦所有地本簿　尾道・吉和・向島 明治20.春 　 横半／（ 1冊）

89/3 ◦所有地本簿　大田村・大町村・平
村・市村・花尻村

明治20.春 　 横半／（ 1冊）

89/4 ◦所有地本簿　貝ヶ原村 明治20.春 　 横半／（ 1冊）

90 田畑家屋買入控 明治 7 . 3 . 西原納戸 横半／ 1冊

91 当座預金通帳　第四号 明治45. 2 . 合名会社西原銀行→恵谷謙
造殿

横半／ 1冊

92 〔特別当座預金通帳〕 　 　 括／ 1括（16冊）

92/1 ◦特別当座預金通帳　通帳番号に号
　元帳番号四一二

明治34. 6 .20 備後国尾ノ道合名会社西原
銀行→尾道市十四日町代理
店日本生命保険株式会社

竪冊／（ 1冊）

92/2 ◦特別当座預金通帳　通帳番号百四
拾四号

明治32. 9 .28 備後国尾ノ道合名会社西原
銀行→日本生命保険会社西
原善平殿

竪冊／（ 1冊）

92/3 ◦特別当座預金通帳　元帳第に号第
参四五号

明治34. 2 . 1 尾道市合名会社西原銀行→
東京火災代弁社御中

竪冊／（ 1冊）

92/4 ◦特別当座預金通帳　元帳第に号参
参弐号

明治34. 1 . 9 尾道市合名会社西原銀行→
尾道市十四日町日本生命保
険株式会社尾道代理店御中

竪冊／（ 1冊）

92/5 ◦特別当座預金通帳　元帳志号第六
五〇

明治36. 1 .22 尾道市合名会社西原銀行→
東京火災保険株式会社尾道
代弁店殿

竪冊／（ 1冊）

92/6 ◦特別当座預金通帳　通帳番号に号
元帳番号四八六

明治34.12.21 備後国尾ノ道合名会社西原
銀行→合名会社西原銀行内
日本生命代理店

竪冊／（ 1冊）

92/7 ◦特別当座預金通帳　通帳番号四八
四元帳番号志号

明治34.12. 備後国尾ノ道合名会社西原
銀行→合名会社西原銀行内
東京火災代弁店

竪冊／（ 1冊）
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備後国御調郡尾道町　松本家文書（198822）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 ／ 数量

92/8 ◦特別当座預金通帳　通帳番号第壱
百号

明治32. 4 .17 備後国尾ノ道合名会社西原
銀行→尾道市十四日町東京
火災保険会社代弁店西原善
平殿

竪冊／（ 1冊）

92/9 ◦特別当座預金通帳　元帳第仁号第
七〇八号

明治36. 5 .30 尾道市合名会社西原銀行→
日本生命保険株式会社尾道
代理店殿

竪冊／（ 1冊）

92/10 ◦特別当座預金通帳　元帳第に号第
五八五号

明治35. 8 .17 尾道市合名会社西原銀行→
尾道市合名会社西原銀行内
日本生命保険株式会社代理
店

竪冊／（ 1冊）

92/11 ◦特別当座預金通帳　通帳番号二七
九

明治33. 8 .25 備後国尾ノ道合名会社西原
銀行→尾道市十四日町日本
生命保険株式会社尾道代理
店

竪冊／（ 1冊）

92/12 ◦特別当座預金通帳　通帳番号第二
百拾四号

明治33. 3 .30 備後国尾ノ道合名会社西原
銀行→西原銀行内日本生命
保険株式会社西原善平殿

竪冊／（ 1冊）

92/13 ◦特別当座預金通帳　元帳第波号第
六九六号

明治36. 4 .30 尾道市合名会社西原銀行→
日本生命保険株式会社代理
店

竪冊／（ 1冊）

92/14 ◦特別当座預金通帳　元帳第波号第
六四六号

明治36. 1 .23 尾道市合名会社西原銀行→
尾道市合名会社西原銀行内
日本生命保険株式会社代理
店

竪冊／（ 1冊）

92/15 ◦特別当座預金通帳　第に号第六九
八号

明治36. 4 . 9 尾道市合名会社西原銀行→
尾道市合名会社西原銀行内
日本生命保険株式会社代理
店殿

竪冊／（ 1冊）

92/16 ◦特別当座預金通帳　通帳番号二三
〇

明治23. 5 . 5 備後国尾ノ道合名会社西原
銀行→東京火災保険株式会
社尾道代弁店西原善平殿

竪冊／（ 1冊）

93 〔保険明細簿〕 　 　 綴／ 1綴（ 2冊）

93/1 ◦保険明細簿　第壱号 明治27. 1 . 尾道代理店 竪冊／（ 1冊）

93/2 ◦保険料明細簿 明治27. 1 . 尾道代理店 竪冊／（ 1冊）

94 火災保険料出納簿　第壱号 明治32. 4 .13～
明治35. 8 .31

　 竪冊／ 1冊

95 生命保険部現金出納簿　参号 明治33. 8 . 1～
明治34.11.29

生命保険部 竪冊／ 1冊

96 生命保険部現金出納簿　四号 明治34.11.30～
明治36. 5 .11

生命保険部 竪冊／ 1冊

97 勧業債券利息請求票 明治33.12. 7～
明治35.12.31

尾道代理店 綴／ 1綴

98 〔保険料掛金簿〕 明治25. 4 . 　 括／ 1括

99 日記帳 明治32. 4 . 火災保険部 竪冊／ 1冊

100 火災保険申込書綴 明治32. 4 . 　 綴／ 1綴

101 総勘定元帳 明治32. 4 . 火災保険部 竪冊／ 1冊

102 〔火災保険申込控〕 明治32. 5 . 　 綴／ 1綴

103 雇人簿 明治25. 9 . 　 竪冊／ 1冊

104 傭夫日誌 明治26. 6 . 西原奥 竪冊／ 1冊

105 〔小僧解外覚書ほか括〕 　 　 括／ 1括（ 7冊）

105/1 ◦〔小僧解外覚書〕 　 　 小横半／（ 1冊）

105/2 ◦〔明治廿五年三月廿七日善平外上
坂記外〕

　 　 小横半／（ 1冊）

105/3 ◦雇人控　弐番浜 明治21.正. 　 小横半／（ 1冊）
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番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 ／ 数量

105/4 ◦普請日用簿 明治19. 1 . 　 小横半／（ 1冊）

105/5 ◦〔光蔵出入表外〕 　 　 小横半／（ 1冊）

105/6 ◦廿壱年登坂宿落記 明治21. 　 小横半／（ 1冊）

105/7 ◦〔漢字覚書〕 　 　 小横半／（ 1冊）

106 〔西原銀行解散ニ付一件〕
※事務用綴り紐で括る

（大正14.） 　 括／
1括（ 8袋，6冊，9通）

106/1 ◦〔合名会社解散登記申請書等袋〕 　 　 袋／
（ 1袋〔 3綴，1通〕）

106/1-1 ◦合名会社解散登記申請書
※添付書類（総社員同意書（謄本）・合併仮契約書な
ど）クリップで一括

大正15. 2 . 1 合名会社西原銀行業務擔当
社員西原善平・社員西原誠
一・社員西原チヨ

綴／（ 1綴）

106/1-2 ◦〔大正拾五年壱月卅壱日貸借対
照表等綴〕

　 　 綴／（ 1綴）

106/1-2-1 ◦大正拾五年壱月卅壱日貸借対照
表

大正15. 1 .31 合名会社西原銀行業務担当
社員西原善平・外社員 2名

罫紙／（ 1通）

106/1-2-2 ◦大正拾五年壱月卅壱日現在財産
目録

大正15. 1 .31 合名会社西原銀行・業務担
当社員西原善平・外社員 2
名

罫紙／（ 1通）

106/1-2-3 ◦自大正拾五年壱月壱日至大正拾
五年壱月卅壱日損益計算書

大正15. 1 .31 合名会社西原銀行・業務担
当社員西原善平・外社員 2
名

罫紙／（ 1通）

106/1-2-4 ◦領収証（大正拾四年拾壱月付覚
書第二の請税金引当金）

大正15. 2 . 1 尾道市十四日町 罫紙／（ 1通）

106/1-3 ◦進達願（解散届書壱通）
※印刷

大正15. 2 . 1 尾道市十四日町八百五拾番
邸合名会社西原銀行・業務
担当社員西原善平→尾道市
長殿・広島県知事殿

竪紙／（ 1通）

106/1-4 ◦解散届（西原銀行合併ニ付） 大正15. 2 . 1 合名会社西原銀行・業務担
当社員西原善平・外社員 2
名→大蔵大臣殿

綴／（ 1綴）

106/2 ◦合同本店江合併差金受領証捺印分
控

大正15. 2 . 　 袋／（ 1袋〔 2綴〕）

106/2-1 ◦〔株式割当計算書ほか綴〕 大正15. 2 . 　 綴／（ 1綴〔 7点〕）

106/2-1-1 ◦株式割当計算書 　 　 罫紙／（ 1通）

106/2-1-2 ◦領収証（第一合同銀行株式ニ対
スル売却代金）

大正15. 2 . 尾道市十四日町西原善平 罫紙／（ 1枚）

106/2-1-3 ◦領収証（第一合同銀行株式ニ対
スル売却金）

大正15. 2 . 尾道市十四日町西原誠一 罫紙／（ 1通）

106/2-1-4 ◦領収証（第一合同銀行株式ニ対
スル売却金）

大正15. 2 . 尾道市十四日町西原チヨ 罫紙／（ 1通）

106/2-1-5 ◦合併計算書
※「株式会社第一合同銀行」罫紙使用

　 　 罫紙／（ 1通）

106/2-1-6 ◦領収証（合併契約書第三条交付
金）

大正15. 2 . 1 尾道市十四日町八百五拾番
邸外 2名→岡山市下之町八
拾参番地株式会社第一合同
銀行取締役頭取大原孫三郎
殿

罫紙／（ 1通）

106/2-1-7 ◦領収証（積立金外） 大正15. 2 . 1 尾道市十四日町八百五拾番
邸合名会社西原銀行→株式
会社第一合同銀行取締役頭
取大原孫三郎殿

罫紙／（ 1通）

106/2-2 ◦合併計算受渡書 　 　 綴／（ 1綴）

106/3 ◦責任留保契約書及留保解除証 　 　 袋／（ 1袋〔 3点〕）
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番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 ／ 数量

106/3-1 ◦責任解除通知書（西原銀行合併
ニ付）

大正15. 2 . 4～
昭和 4 . 2 .21

岡山市下之町八拾参番地株
式会社第一合同銀行取締役
頭取大原孫三郎→西原善平
殿外 2名

綴／（ 1綴）

106/3-2 ◦契約書（控）（西原銀行合併ニ
付）

大正15. 2 . 1 岡山市下之町八拾参番地株
式会社第一合同銀行取締役
頭取大原孫三郎→西原善平
外 2名

綴／（ 1綴）

106/3-3 ◦追加契約書（西原銀行合併ニ付） 昭和22. 6 .22 尾道市十四日町八百五拾番
邸西原善平・西原誠一・西
原チヨ→岡山市内山下字寄
邸参拾番地ノ弐株式会社第
一合同銀行取締役頭取大原
孫三郎殿

罫紙／（ 1通）

106/4 ◦合同へ代払請証書 　 　 袋／（ 1袋〔10点〕）

106/4-1 ◦金子借用証書
※ 106/4-1～7まで 7通は重ねて一つに折り畳む

　 借主野田千太郎・保証人西
原善平→合名会社西原銀行
御中

罫紙／（ 1通）

106/4-2 ◦金子借用証書 　 借主水草嘉太郎・保証人西
原善平→合名会社西原銀行
御中

罫紙／（ 1通）

106/4-3 ◦金子借用証書 　 借主池本常吉・保証人西原
善平→合名会社西原銀行御
中

罫紙／（ 1通）

106/4-4 ◦金子借用証 （明治）36. 5 .22 西原沢吉・保証人西原善平
→合名会社西原銀行御中

罫紙／（ 1通）

106/4-5 ◦金子借用証書 　 借主藤田芳松・保証人西原
善平→合名会社西原銀行御
中

罫紙／（ 1通）

106/4-6 ◦年賦金証 明治39. 3 .29 尾道市東御所町百五十四
邸・児玉弥二郎→合名会社
西原銀行御中

竪紙／（ 1通）

106/4-7 ◦金子借用証 　 借主児玉弥二郎・保証人西
原善平→合名会社西原銀行
御中

罫紙／（ 1通）

106/4-8 ◦金子借用証 　 借主西原誠一・保証人西原
善平→合名会社西原銀行御
中

罫紙／（ 1通）

106/4-9 ◦約束手形　第弐号 大正14. 6 .30 尾道市十四日町西原虎之助
→合名会社西原銀行殿

一紙／（ 1通）

106/4-10 ◦為替手形　第337号 昭和 2 . 9 . 5 大阪市東区今橋弐丁目弐番
地株式会社竹原商店取締役
竹原友三郎→尾道市十四日
町西原善平殿

一紙／（ 1通）

106/4-11 ◦荷為替取組案内書 昭和 2 . 9 . 5 竹原商店→西原善平様 はがき／（ 1通）

106/5 ◦西原商店旧証書（当方代払証書其
外在裡）
※封筒裏「尾道市十四日町合名会社西原銀行」

　 　 袋／（ 1袋〔18点〕）

106/5-1 ◦担保品差入証書 　 兵庫県武庫郡今津村西原沢
吉→西原銀行業務担当社員
西原善平殿

罫紙／（ 1通）

106/5-2 ◦担保品差入証書
※印刷，一部手書

　 尾道市十四日町五百弐番地
西原虎之助→西原銀行御中

紙／（ 1通）

106/5-3 ◦差入証（借用金ノ利息外） 大正12. 2 .12 西原虎之助→合名会社西原
銀行御中

罫紙／（ 1通）

106/5-4 ◦当座勘定借越約定書
※印刷，一部手書

明治42. 1 .26 尾道市十四日町八百八拾九
番邸西原虎之助→西原銀行
業務担当社員西原善平殿

竪紙／（ 1通）
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番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 ／ 数量

106/5-5 ◦差入証書（西原銀行トノ取引ニ
付）

明治42. 1 .26 尾道市十四日町八百五拾九
番邸西原虎之助→合名会社
西原銀行御中

紙／（ 1通）

106/5-6 ◦〔名刺〕 　 岡山税務署在勤税務署属矢
野一雄

紙／（ 1枚）

106/5-7 ◦約束手形　第壱号
※印刷，一部手書，106/5-7～9 は重ねて一つに折り
畳む

大正 9 . 7 .24 兵庫県武庫郡今津村野田十
太郎

一紙／（ 1通）

106/5-8 ◦約束手形
※印刷，一部手書

大正10. 5 .23 尾道市久保町藤田芳松 一紙／（ 1通）

106/5-9 ◦約束手形　第壱号
※印刷，一部手書

大正10. 5 .23 尾道市久保町藤田芳松→西
原銀行

一紙／（ 1通）

106/5-10 ◦〔年賦証書・約束手形等目録〕 　 　 切紙／（ 1通）

106/5-11 ◦〔税金計算書〕
※「広島税務監督局管内税務署」罫紙使用

　 　 罫紙／（ 1通）

106/5-12 ◦〔証書類持参願書〕
※元西原銀行滞賃消印明細書外を綴る

. 3 . 9 岡山税務署→西原誠一殿 綴／（ 1綴）

106/5-13 ◦元西原銀行所有不動産調書
※「広島税務監督局管内税務署」罫紙 2枚使用

　 　 罫紙／（ 1通）

106/5-14 ◦当座預金貸越約定書
※印刷，一部手書

大正 6 . 3 .25 兵庫県武庫郡今津村西原沢
吉→西原銀行業務担当社員
西原善平殿

竪紙／（ 1通）

106/5-15 ◦借用証 　 尾道市水尾町千百三拾四番
屋敷借主池本常吉・仝保証
人池本猪太郎・尾道市土堂
町九十三番地仝勝本信太郎
→合名会社西原銀行様

罫紙／（ 1通）

106/5-16 ◦〔担保品差入証書ほか綴〕 　 　 綴／（ 1綴〔 2通〕）

106/5-16-1 ◦約束手形
※印刷，一部手書

大正14.12. 2 尾道市御調郡市村宮市安原
鼎三・保証人西原善平→西
原銀行殿

切紙／（ 1通）

106/5-16-2 ◦担保品差入証書
※印刷，一部手書

大正14.12. 2 安原鼎三→合名会社西原銀
行御中

竪紙／（ 1通）

106/5-17 ◦約束手形
※印刷，一部手書

明治42.11. 6 尾道市久保町六百三拾四番
地水草嘉太郎・保証人尾道
市久保町弐百拾三番地上月
法月→西原銀行

切紙／（ 1通）

106/5-18 ◦〔借用証文綴〕 　 　 綴／（ 1綴〔 4通〕）

106/5-18-1 ◦証（借用証文） 大正15. 9 .30 尾道市十四日町西原虎之
助・西原サト→西原善平殿

罫紙／（ 1通）

106/5-18-2 ◦証（借用証文） 大正15.10. 1 尾道市十四日町西原虎之助
→西原善平殿

罫紙／（ 1通）

106/5-18-3 ◦証（売払証文） 大正15. 4 .16 尾道十四日町売主外 1名→
買主西原善平殿

罫紙／（ 1通）

106/5-18-4 ◦証（売払証文） 大正15. 4 .23 尾道市十四日町売渡主→買
主西原善平殿

罫紙／（ 1通）

106/6 ◦十四年十二月卅一日貸借対照表及
損

大正14.12.31 　 袋／（ 1袋〔 6通〕）

106/6-1 ◦〔不動産ニ付手形〕 大正14. 菅・西原 切継紙／（ 1通）

106/6-2 ◦第五拾六期大正拾四年拾弐月卅
壱日現在貸借対照表
※ 106/6-2～4は重ねて一つに折り畳む

大正14.12.31 広島県尾道市十四日町八百
五拾番邸合名会社西原銀行

罫紙／（ 1通）

106/6-3 ◦大正拾四年拾弐月参拾壱日現在
財産目録

大正14.12.31 合名会社西原銀行業務担当
社員西原善平

罫紙／（ 1通）
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106/6-4 ◦第五拾六期自大正拾四年七月壱
日至大正拾四年拾弐月卅壱日損
益計算書

大正14.12.31 合名会社西原銀行業務担当
社員西原善平・社員西原誠
一・社員西原チヨ

罫紙／（ 1通）

106/6-5 ◦〔貸金目録〕 （大正14.12.31） 　 切紙／（ 1通）

106/6-6 ◦〔西原銀行決算書〕 （大正14.12.31） 　 切継紙／（ 1通）

106/7 ◦合同勘定引次ノ際貸借対照写
※持株明細共

大正15. 3 . 2 　 袋／（ 1袋）

106/8 ◦第十二期営業報告書 大正14. 1 . 1
～ 6 .30

株式会社第一合同銀行 並製本／（ 1冊）

106/9 ◦第十三期営業報告書 大正14. 7 . 1
～12.31

株式会社第一合同銀行 並製本／（ 1冊）

106/10 ◦〔合併仮契約書ほか〕
※封筒裏「岡山市下之町株式会社第一合同銀行」

大正14. 　 袋／（ 1袋）

106/10-1 ◦合併仮契約書（第一合同銀行ト
西原銀行）
※和文タイプ

大正14.11.17 第一合同銀行取締役頭取大
原孫太郎・西原銀行業務担
当社員西原善平外 2名

仮冊／（ 1冊）

106/10-2 ◦大蔵省宛説明書（西原銀行合併
ニ付）
※和文タイプ

大正14.12. 第一合同銀行取締役頭取大
原孫三郎・西原銀行業務担
当社員西原善平→大蔵省銀
行局普通銀行課長加藤栄一
郎殿

竪紙／（ 1通）

106/10-3 ◦覚書（西原銀行営業引継ニ付）
※和文タイプ

大正14.12. 5 尾道市十四日町八百五拾番
邸合名会社西原銀行業務担
当社員西原善平→株式会社
第一合同銀行取締役頭取大
原孫三郎殿

竪紙／（ 1通）

106/10-4 ◦覚書（第一合同銀行ト西原銀行
トノ合併ニ付付帯契約）

大正14.11.17 岡山市下之町八拾三番地株
式会社第一合同銀行取締役
頭取大原孫三郎→尾道市十
四日町八百五拾番邸合名会
社西原銀行業務担当社員西
原善平外 2名

罫紙／（ 1通）

106/10-5 ◦大蔵大臣合併認可書蔵銀第五八
二二号
※和文タイプ

大正14.12.28 大蔵大臣浜口雄幸→合名会
社西原銀行

竪紙／（ 1通）

106/11 ◦〔添付書類目録（西原銀行合併ニ
付）〕
※和文タイプ， 4通とも同じもの

　 　 竪紙／（ 4通）

106/12 ◦銀行営業会社合併并之ニ伴フ変更
認可申請書
※添付書類あり， 2冊とも同内容， 1冊は控か

大正14.12. 第一合同銀行取締役頭取大
原孫三郎外 9名・西原銀行
業務担当社員西原善平外 2
名→大蔵大臣浜口雄幸

冊／（ 2冊）

106/13 ◦解散届（西原銀行合併ニ付）
※和文タイプ， 5通とも同じもの

大正14.12. 西原銀行業務担当社員西原
善平外 2名→大蔵大臣浜口
雄幸

竪紙／（ 5通）

106/14 ◦大正拾四年拾弐月五日現在（福
本）合名会社西原銀行営業引継書
（甲）

大正14.12. 5 経営委託書西原銀行業務担
当社員西原善平・経営受託
者第一合同銀行取締役頭取
大原孫三郎

竪冊／（ 1冊）

106/15 ◦大正拾四年拾弐月五日現在（福
本）合名会社西原銀行営業引継書
（乙）

大正14.12. 5 西原銀行業務担当社員西原
善平・第一合同銀行取締役
頭取大原孫三郎

冊／（ 1冊）

107 金銭荷物判取帳 明治24. 9 . 尾道西原善平 横半／ 1冊

108 当座帳 （明治19. 8 .25） 笠店松本 横半／ 1冊

109 必要精式控簿 大正 2 . 合名会社西原銀行 竪冊／ 1冊

110 〔西原銀行総決算簿〕 明治29. 3 . 　 竪冊／ 1冊
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番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 ／ 数量

111 明治十七年八月廿五日暴風激浪之為
メ吉和浜堤防破壊修繕記

明治17. 　 袋／1袋（ 1冊，2括）

111/1 ◦修繕出納諸記 明治17. 9 .17 出納係西原受 横長／（ 1冊）

111/2 ◦九月八日会議ヽ案外括
※ 1綴，2括，8通を一括

　 　 括／（ 1括）

111/3 ◦吉和浜関係書類入
※ 1括，3通を一括

　 　 括／（ 1括）

112 明治十八年度之吉和浜請日産日記簿
※袋入り

明治18. 　 綴／ 1綴

113 明治十九年度之吉和浜及ヒ向普請日
記簿
※袋入り

明治19. 　 綴／ 1綴

114 明治二十年正月ヨリ向普請日記簿
※袋入り

明治20. 1 . 　 綴／ 1綴

115/1 永代売渡シ申畑証文之事
※庄屋武一郎裏書，奥書与頭半兵衛・同吉郎兵衛・当分同
与七郎→庄屋武一郎

天保10. 8 . 売主新屋助三郎・請人加し
屋与兵衛→七十屋善兵衛

竪紙／ 1通

115/2 永代売渡シ家屋敷之事
※包入，町年寄上席橋本吉兵衛 2名裏書

文久 3 .12. 売主松原屋幸三郎・証人栗
原屋理助→大坂屋伊兵衛

竪紙／ 1通

116 〔鉄道要地買収書類〕 　 　 括／
1括（ 5袋，1綴，38通）

116/1 ◦地所売収書類　壱　雑費書付入 　 　 袋／（ 1袋〔 5点〕）

116/1-1 ◦吉和村塩田鉄道買収ニ付今井楼
ニテ申合規約書

　 　 袋／（ 1袋）

116/1-1-1 ◦〔吉和村塩田鉄道買収面積・買
収金一覧〕

　 　 綴／（ 1綴）

116/1-1-2 ◦〔吉和村塩田買収関係書類括〕
※紙縒りで括る

　 　 括／（ 1括〔 4点〕）

116/1-1-2-1 ◦〔総代四名選挙用紙・塩田等級
投票用紙〕

明治24. 8 .11 （西原善平外塩田処有者 7
名）

包／（12通）

116/1-1-2-2 ◦〔御調郡吉和村塩田鉄道買収面
積・買収金一覧〕

　 　 切継紙／（ 1通）

116/1-1-2-3 ◦〔今井楼集会決定事項〕 　 　 綴／（ 1綴）

116/1-1-2-4 ◦（国近）政七書翰 .12. 9 政七→西原尊大人 切継紙／（ 1通）

116/1-1-2-5 ◦〔記〕 　 　 切紙／（ 1通）

116/1-2 ◦鉄道線路之議付張紙 　 　 袋／（ 1袋）

116/1-3 ◦〔塩田等買収関係書類括〕 　 　 括／（ 1括〔14点〕）

116/1-3-1 ◦山陽鉄道株式会社　松永・山波
浜買収額謄写

明治24. 8 .26 　 仮冊／（ 1冊）

116/1-3-2 ◦〔地主規約書ほか綴〕 明治24. 　 綴／（ 1綴）

116/1-3-2-1 ◦〔国近満右衛門外 3名書翰〕 明治24.11.16 国近満衛門外 3名→山下マ
ス外 2名

罫紙／（ 1通）

116/1-3-2-2 ◦規約書 明治24. 真田茂吉外 7名 罫紙／（ 1通）

116/1-3-2-3 ◦委任状 明治24.11. 真田茂吉外 7名 罫紙／（ 1通）

116/1-3-3 ◦〔塩田買収面積・買収金一覧〕 明治24.12.17 　 仮冊／（ 1冊）

116/1-3-4 ◦〔買収用地面積・略図〕 　 　 竪紙／（ 1通）

116/1-3-5 ◦初メ会社 発表ノ買収額（御調
郡吉和村鉄道要地買収ニ付）

　 　 仮冊／（ 1冊）

116/1-3-6 ◦安田氏首尾木中裁按書 　 　 仮冊／（ 1冊）

116/1-3-7 ◦〔塩田等級表〕 明治24. 　 仮冊／（ 1冊）
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番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 ／ 数量

116/1-3-8 ◦〔塩田地価・買収面積・価格・残
地一覧〕

　 　 仮冊／（ 1冊）

116/1-3-9 ◦〔塩田地価・買収面積・価格・残
地一覧〕

　 　 仮冊／（ 1冊）

116/1-3-10 ◦〔買収塩田目録、仲裁人発表書〕 　 　 仮冊／（ 1冊）

116/1-3-11 ◦廿四年度山陽鉄道会社吉和浜買
収件書類

明治24. 　 仮冊／（ 1冊）

116/1-4 ◦児玉弥二郎書翰 明治23. 1 .21 児玉弥二郎→西原尊大人 封書／（ 1通）

116/1-5 ◦鉄道ニ付意見上申書 明治23. 尾道町字十四日町西原秀松
外32名

冊／（ 1冊）

116/2 ◦鉄道要地之件付認タル草稿書　反
古

　 　 袋／（ 1袋〔20点〕）

116/2-1 ◦議事録
※罫紙

明治24. 8 . 吉和村新浜総代人 竪冊／（ 1冊）

116/2-2 ◦総代人出勤簿　吉和村新浜
※「総代出勤控」を合綴

明治24.11. 吉和村新浜 竪冊／（ 1冊）

116/2-3 ◦〔塩田組合分離届ほか綴〕 　 　 綴／（ 1綴）

116/2-4 ◦〔計算書〕 　 　 綴／（ 1綴）

116/2-5 ◦〔計算書〕 　 　 一紙／（ 1通）

116/2-6 ◦〔吉和村鉄道要地面積并買収代
金計算書〕

　 　 綴／（ 1綴）

116/2-7 ◦〔吉和村鉄道要地面積・地価・買
収地・代価一覧表〕

　 　 綴／（ 1綴）

116/2-8 ◦誌 　 　 罫紙／（ 1通）

116/2-9 ◦〔鉄道要地買収金額一覧〕 　 　 罫紙／（ 1通）

116/2-10 ◦〔吉和村塩田補償金一覧表〕 　 　 罫紙／（ 1通）

116/2-11 ◦〔吉和村鉄道要地買収費用一覧
表〕

　 　 罫紙／（ 1通）

116/2-12 ◦初発役場ヨリ発票額并反当表 　 　 綴／（ 1綴）

116/2-13 ◦〔塩田面積・価格一覧〕 　 　 綴／（ 1綴）

116/2-14 ◦〔塩田買収金一覧〕 　 　 綴／（ 1綴）

116/2-15 ◦〔日記〕 　 　 罫紙／（ 4通）

116/2-16 ◦吉和浜地所買収金包紙 　 　 紙／（ 1通）

116/2-17 ◦仮徴収
※記・費用賦課簿・入費簿・受取証 8通合綴

　 　 綴／（ 1綴）

116/3 ◦首尾木氏規約書
※封書の中身は 1綴，1通

　 首尾木一→西原老台 封書／（ 1通）

116/3-1 ◦保証書（御調郡吉和村塩田買収
ニ付）

明治24.12. 御調郡貢村首尾木一 紙／（ 1通）

116/3-2 ◦協議書（御調郡吉和村塩田鉄道
用地買収ニ付）

明治24.12.29 御調郡三原村安田義行・仝
郡貢村首尾木一→西平善平
外 5名

綴／（ 1綴）

116/4 ◦記（蒸しすし代25銭） . 1 . 東京鮑→西原様 紙／（ 1通）

116/5 ◦首尾木一書翰 （明治25）1 . 4 首尾木一→西原老台 紙／（ 1通）

116/6 ◦塩田売買件書類 　 　 袋／（ 1袋〔 5点〕）

116/6-1 ◦〔寄附申込書ほか〕 明治25. 1 . 3 三原東満津尾規矩松→尾道
港十四日町西原善平様

袋／（ 1袋〔 3通〕）

116/6-1-1 ◦岩井久太郎書翰 明治25. 1 . 1 岩井久太郎 一紙／（ 1通）

116/6-1-2 ◦松尾菊松書翰 明治25. 1 . 2 松尾菊松→西原大人様 切紙／（ 1通）
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番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 ／ 数量

116/6-1-3 ◦寄附申込書 明治25. 1 . 御調郡三原町字三原三百五
十六番邸松尾丈兵衛・代理
同菊松→山陽鉄道会社副社
長村野山人殿

竪紙／（ 1通）

116/6-2 ◦寄附申込書 明治24.12. 御調郡尾道町十四日西原善
平→山陽鉄道会社副社長村
野山人殿

竪紙／（ 1通）

116/6-3 ◦〔記〕 　 　 切紙／（ 1通）

116/6-4 ◦〔記〕 　 　 罫紙／（ 1通）

116/6-5 ◦〔塩田買収金・補償金一覧〕 　 　 切継紙／（ 1通）

116/7 ◦鉄道線路関係書
※中身は長井松太郎書翰（西原善平あて）ほか 3通

　 　 袋／（ 1袋〔 4点〕）

116/7-1 ◦長井松太郎書翰 明治27. 2 . 長井松太郎→西原善平様 切紙／（ 1通）

116/7-2 ◦〔記〕 　 　 切継紙／（ 1通）

116/7-3 ◦記 . 1 .18 小西組→西原様 切継紙／（ 1通）

116/7-4 ◦記 　 　 切継紙／（ 1通）

116/8 ◦〔吉和村長通知綴〕
※封筒入，封筒表「御調郡尾道町小西庄兵衛殿・西原善平殿・山下マス殿」，封筒裏「御調郡吉和村役場　廿
四年一月拾四日達」

明治25. 1 .14 　 綴／（ 1綴〔 2通〕）

116/8-1 ◦〔山陽鉄道用地寄付ニ付報酬金〕 明治25. 1 .14 御調郡吉和村長園田秀太郎
→御調郡尾道町小西庄兵衛
殿外 2名

罫紙／（ 1通）

116/8-2 ◦〔山陽鉄道線路工事開始ニ付通
達〕

明治25. 1 .14 御調郡吉和村長園田秀太郎
→御調郡尾道町小西庄兵衛
殿外 2名

罫紙／（ 1通）

116/9 ◦松井石部両氏之書面 　 　 袋／（ 1袋〔 2通〕）

116/9-1 ◦ちか四六書翰 .12.26 ちか四六→松井書記殿 罫紙／（ 1通）

116/9-2 ◦松井将五書翰 .12.26 松井将五→西原君 罫紙／（ 1通）

116/10 ◦天野祥造書翰（寄附書之儀ニ付） . 1 . 3 吉和浜天野祥造→西原善平
様

封書／（ 1通）

116/11 ◦天野祥造書翰（鉄道設計ニ関スル
協議ニ付）

.12.27 天野祥造→西原様 封書／（ 1通）

116/12 ◦首尾木一書翰（塩田之件） .12.28 首尾木一→西原老台 封書／（ 1通）

116/13 ◦首尾木一書翰 . 1 . 4 首尾木一→西原老台・国近
政七様

封書／（ 1通）

116/14 ◦首尾木一書翰 .12.30 首尾木一→西原老台 封書／（ 1通）

116/15 ◦首尾木一書翰（寄附書ニ付） .12.25 首尾木一→西原老台 封書／（ 1通）

116/16 ◦首尾木一書翰（寄附証明書ニ付） . 1 . 3 首尾木一→西原老台 封書／（ 1通）

116/17 ◦天野直蔵書簡（鉄道設計ノ協議ニ
付）

.12.24 天野直蔵→西原善平様 封書／（ 1通）

116/18 ◦首尾木一書翰 .12.24 首尾木一→西原老台 封書／（ 1通）

116/19 ◦松尾内依頼書
※はがき 1通を同封する

.12.25 三浦松尾内→尾之道西原様 封書／（ 1通）

116/19-1 ◦松尾内書翰 .12.25 松尾内→西原様 切継紙／（ 1通）

116/19-2 ◦松尾菊□郎書翰 明治24.12.25 大坂東区安土町四丁目飯田
松次郎菊□郎→備後尾道港
十四日町西原善平様

はがき／（ 1通）

116/20 ◦真田茂書翰（三原ノ地主集会ニ付
伺書）

.12.21 真田茂→西原 封書／（ 1通）

116/21 ◦首尾木一・園田秀太郎書翰（塩田
ノ件決断ニ付）

.12.24 首尾木一・園田秀太郎→西
原老台

封書／（ 1通）

116/22 ◦首尾木一書翰（塩田之件ニ付決議
ヲ求ム願書）

.12.22 首尾木一→西原老台 封書／（ 1通）
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番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 ／ 数量

116/23 ◦首尾木一書翰（回答之旨委細承知
ニ付）

.12.21 首尾木一→西原老台 封書／（ 1通）

116/24 ◦首尾木一書翰 .12.21 首尾木一→西原老台 封書／（ 1通）

116/25 ◦首尾木一書翰（仲裁ニ付依頼書） .12.15 首尾木一→西原老台 封書／（ 1通）

116/26 ◦〔山陽鉄道線路設計上ノ示談ニ付
出頭願書〕

明治24.11.27 御調郡吉和村長園田秀太郎
→御調郡尾道町小西庄兵衛
殿外 3名

封書／（ 1通）

116/27 ◦〔山陽鉄道用地買収ノ件ニ付郡長
ヘノ上申了知願〕

明治24.11.27 御調郡吉和村長園田秀太郎
→塩田所有者総代人御調郡
尾道町小西庄兵衛殿外 3名

封書／（ 1通）

116/28 ◦天野祥造書翰（中裁一件承諾ニ付） .12.19 天野祥造→西原様 封書／（ 1通）

116/29 ◦首尾木一・園田秀太郎書翰（塩田
之事ニ付協議）

.12.14 首尾木一・園田秀太郎→西
原老台・天野祥造様

封書／（ 1通）

116/30 ◦〔国近政七書翰断簡（協議欠席ニ
付）〕

. .14 （国近）政七→西原尊大人 封書／（ 1通）

116/31 ◦（国近）政七書翰（吉和村役場ヨリ
帰省ニ付貴命ノ件）

.12.15 （国近）政七→西原尊大人 封書／（ 1通）

116/32 ◦天野祥造書翰（松井君周旋ニ付伺
書）

.12. 3 天野祥造→西原善平様 封書／（ 1通）

116/33 ◦首尾木一・園田秀太郎書翰（両人
トノ会合ニ付）

.12.16 首尾木一・園田秀太郎→西
原老台

封書／（ 1通）

116/34 ◦〔芸備塩業臨時会委任状草稿〕 　 橋本吉兵衛外 1名 切継紙／（ 1通）

116/35 ◦（国近）政七書翰（貴命ニ随ヒ参堂
ニ付）

　 （国近）政七→西原様 封書／（ 1通）

116/36 ◦天野祥造書翰（内密事件ノ協議ニ
付伺書）

.12. 9 天野祥造→西原善平様 封書／（ 1通）

116/37 ◦首尾木一書翰（鉄道用地ノ件ニ付
配計願）

.12.19 首尾木一→西原老台 封書／（ 1通）

116/38 ◦真田茂吉・松尾菊松書翰（今夜照
会欠席ニ付）

.12.16 真田茂吉→西原善平様 封書／（ 1通）

116/39 ◦国（近）政七書翰（病気治療ニ付） .12. 9 国（近）政七→西原尊大人様 封書／（ 1通）

116/40 ◦（国近）政七書翰（本家ヘ伺フニ付） .12.11 （国近）政七→西原尊大人 封書／（ 1通）

116/41 ◦首尾木一書翰（我々仲裁ノ採容ニ
付）

.12.13 首尾木一→西原善兵衛様 封書／（ 1通）

116/42 ◦園田秀太郎・首尾木一・安田義行
書翰（御取調書持参願書）

.12. 8 園田秀太郎・首尾木一・安
田義行→西原善平様・天野
祥造様

封書／（ 1通）

116/43 ◦首尾木一・安田義行書翰 .12. 7 首尾木一・安田義行→西原
善平様

封書／（ 1通）

116/44 ◦園田秀太郎・首尾木一書翰（訪問
ニ付伺）

.12.18 園田秀太郎・首尾木一→西
原老台

封書／（ 1通）

117 〔借用証文之事ほか括〕 　 　 括／ 1括
（1包，1括，1通，2枚）

117/1 ◦借用証文之事
※木札を包む

明治 3 . 6 . 借用主山手保五郎・住人好
助→銀主紺屋善兵衛様

竪紙／（ 1通）

117/2 ◦地券一枚手形
※木札を紙で包み糊付けしたもの（117/2-1）をさらに包み糊付け

. 8 .12 治三郎 包／（ 1包）

117/2-1 ◦書附入地札壱枚預書
※木札「見附下畑壱畝六歩高弐升四合好蔵」を包み糊付け

. 2 .16 治三郎 包／（ 1包）

117/3 ◦〔金子借用証文ほか括〕 　 　 括／（ 1括）

117/3-1 ◦記（金子借用証文）
※木札を包む

明治10. 3 .31 大町借主甚兵衛・証人保蔵
→松本真七郎殿

竪紙／（ 1通）
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117/3-2 ◦手形一通地札一枚 .霜. 粒田勘右衛門 包／（ 1包）

117/3-2-1 ◦〔松本真七郎出頭命令書ほか一
括〕
※重ねて折り畳む

　 　 括／（ 1括）

117/3-2-2 ◦〔肥後万吉酒代不足ニ付地札預
書〕
※木札「中下畑弐拾七歩高四升五合弥次郎」に貼付

　　未.春 　 切紙／（ 1通）

117/4 ◦相対不用 　 弥介 木札／（ 1枚）

117/5 ◦相対不用 　 利三郎 木札／（ 1枚）

118 〔西原銀行関係書類〕
※包入，差入証書・当座預金借越約定書他

　 　 括／ 1括

119 拾四日本町坂野屋家并ニ中浜江通り
抜け住只小路貸家図面

弘化 4 . 4 . 　 折本／ 1冊

120/1 〔地所建家売渡証ほか括〕
※地所建家売渡証（120/1-1）で 120/1-2～4を包む

明治11.10. 　 括／ 1括（ 2綴，2通）

120/1-1 ◦地所建家売渡証 明治11.10. 第十大区一小区尾道十四日
町七百六十五番邸売主松本
真七郎・証人 1名→買主一
山スカ殿

竪紙／（ 1通）

120/1-2 ◦〔家作売払届ほか綴〕
※ 120/2～4は「尾崎家書類」と書いた紙で包む

明治11.10. 　 綴／（ 1綴〔 2通〕）

120/1-2-1 ◦家作売払届 明治11.10. 松本真七郎・親類六井与七
郎→戸長宇都宮常松殿

竪紙／（ 1通）

120/1-2-2 ◦家作買受届 明治11.10. 一山スカ・親類森脇甚右衛
門→戸長宇都宮常松殿

竪紙／（ 1通）

120/1-3 ◦古証文紛失届
※二つ折りにして端を紙縒りで綴じる

明治11.10. 第十大区一小区尾道十四日
町七百六十五番邸平民松本
真七郎外 1名→戸長宇都宮
常松殿

竪紙／（ 1通）

120/1-4 ◦〔売渡第十大区一小区尾道故後地
村六十七番地ノ内建物図面〕

明治11.10.26 広島県第十大区尾道十四日
町七百六十五番邸住居建物
持主松本真七郎→一山スカ
殿

綴／（ 1綴）

120/2 書文宇津志 明治25.11. 5 　 包／ 1括

120/2-1 ◦家借用証写シ 明治23. 6 . 5 御調郡尾道町弐百十八番邸
松本真七郎外 1名→家主林
谷和助殿

竪紙／（ 1通）

120/2-2 ◦記（家賃領収証） 明治25.11.13 林谷→松本真七郎殿 切継紙／（ 1通）

120/2-3 ◦造作家附借用証写 明治17. 4 . 借主松本真七郎→林谷和助
殿

竪紙／（ 1通）

120/2-4 ◦家屋借用証写 明治25. 9 . 借主→家主吉和伊久造殿 竪紙／（ 1通）

120/2-5 ◦家屋借用証写 明治25.10. 2 借主→家主吉和伊久造殿 竪紙／（ 1通）

120/3 敷金預り証
※包入

明治26. 4 .11 橋本陽三郎→松本真七郎殿 竪紙／ 1通

121/1 地券 明治14.10.19 広島県→御調郡市村添田禎
三郎

竪紙／ 1通

121/2 地券 明治15. 5 .12 広島県→御調郡向島東村吉
光金之丞

竪紙／ 1通

121/3 地券 明治15.10.25 広島県→御調郡市村安藤勝
助

竪紙／ 1通

122 拾四日町大福帳　三
※冊子側面に「三」とあり

万延元.10.吉 三島屋栄五郎 横半／ 1冊

123 〔大福帳断簡〕
※前欠

　 西原善平 横半／ 1冊
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124 〔大福町断簡〕
※前後欠

　 　 横半／ 1冊

125 記（借用証文領収ニ付）
※包入，同文の写しあり

明治10. 7 . 浅野敬五→松本重助殿 竪継紙／ 1通

126 貸屋買物帳 明治 9 . 2 . 西原 横半／ 1冊

127 万小間物御通 　 西原善平→吉祥坊岩子屋於
様

横半／ 1冊

128 杣場通 . 2 . まりや甚介→大工ヤ常七様 横半／ 1冊
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