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凡 例 

 

1 本目録には，安芸国沼田郡上安村原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（199206）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→ 199206／1 

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。書状類は「〇○書状」とした。絵葉書以外で，内容等で補記すべきも

のがあれば（ ）で補った。集合形態をした資料の内訳を示す場合には，頭に“ ◦ ”

を付けた。 

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。多人数にわたるものは，適宜

「外○名」と略記した。 

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】 

 

安芸国沼
ぬま

田
た

郡上
かみ

安
やす

村 原
はら

田
だ

家文書（請求記号 199206） 

「安の目薬」で著名な原田家に伝来した絵葉書・書状，神機隊関係資料など。 

出 所  原田家 

出所地名  安芸国沼田郡上安村／広島県沼田郡上安村／広島県安佐郡安村字上安／広島市安佐南

区上安[現在] [現在地名] 

旧支配  広島藩領（明知・給知入交り） 

役職等  尊攘志士，「安の目薬」製造元，安佐郡安村村長 

分 量  324 点（5 冊，16 袋，4 包，140 枚，159 通）／目録データ数 417 件 

収蔵までの経緯  平成 5 年（1990）2 月 17 日に佐賀市内の古書店から購入した。 

年 代  幕末～昭和 15 年（1940） 

歴 史  原田家の家号は「大町屋」。同家は同村の野村家・品川家と並び，全国的にも著名な「安

の目薬」の製造元であった。明治年間の当主，初代原田台造（1850～1920）は安村の第 2 代村長

を務めた。 

初代台造の兄隆造（隆，号は西疇）は京都で尊攘志士として活動し，慶応元年（1865）に十津

川郷士三人を引き連れて帰国，保守派の寺尾生十郎（小八郎）を京都で殺害する計画を木原秀三

郎（適処）に告げたが，慰留された。慶応 2 年ごろ，広島藩から生涯 5 人扶持で召し抱えられる。

慶応 3 年 11 月，防州大島で義挙を企てた公家・花山院家理を伴って広島へ帰り，祇園の古西屋

九左衛門宅に匿ったという。木原秀三郎・小林柔助（竹処）・船越洋之助（衛）・池田徳太郎（種

徳）など，広島藩の少壮藩士と親交が深く，神機隊結成にも関わった。維新時には品川砲台長を

務め，明治 6 年に電信修技学校校長に就任したという。その後司法省に入省，検事となり，明治

15 年から長野県の松本裁判所上席検事に就任した。明治 22 年以降は京都に住み，衛鋳生に学ん

で篆刻家・漢詩人として活躍した。 

2 代台造（1879～1962）は原田家の目薬を「安の目薬」として商標登録し，大増販の基礎を作

ったが，子がなく弟の棟（陸軍少将，1893～1982）を養子とした。その子孫は現在東京に住居し

ているため，上安の土地を処分し，現在では広島市水道局の沼田ポンプ所などになっている。同

所には「安の目薬」の記念碑が立つ。 

内 容  明治～昭和の広島県内絵葉書（№1～150），慶応 3 年の「定（神機隊隊中規律）」と「新

旧流軍備之巻」，原田隆造や原田台造へ宛てられた，幕末から昭和戦前期の書状類など。 

関連史料  安佐郡安村会一件（明治 22 年～昭和 3 年）など古文書 53 件が，原田威夫氏から広島

市公文書館へ寄贈され，その目録が『受贈資料目録Ⅰ 広島市公文書館所蔵資料目録 第 18 集』

（平成 6 年）に掲載されている。明治時代の教科書は，同氏から安小学校へ寄贈された。目薬関

係の各種資料は，岐阜県各務原市の「内藤記念くすり博物館」へ寄託された。 

参考資料  三井大作『竹處遺芳』（片山利之，1917 年），橋本素助・川合鱗三編『芸藩志』第 12

巻（文献出版，1977 年），武田正視『木原適處と神機隊の人びと』（月刊ペン社，1986 年），横山

雅昭『相田地区辺の郷土史メモ』（横山雅昭，1994 年）など 

検索手段  「広島県立文書館収蔵文書仮目録」 

 

（2016.9 記述／西村 晃） 



199206　安芸国沼田郡上安村　原田家文書仮目録

広島□○堂製 絵葉書・ 1枚

199206／1
（広島名所）元安橋

広島□○堂製 絵葉書・ 1枚

199206／2
（広島名所）戦勝記念碑

広島□○堂製 絵葉書・ 1枚

199206／3
（広島名所）広島城

広島□○堂製 絵葉書・ 1枚

199206／4
（広島名所）広島県商品陳列所（元安河畔）

広島□○堂製 絵葉書・ 1枚

199206／5
（広島名所）御便殿

広島□○堂製 絵葉書・ 1枚

199206／6
（広島名所）広島停車場

広島□○堂製 絵葉書・ 1枚

199206／7
（広島名所）東照宮

広島□○堂製 絵葉書・ 1枚

199206／8
（広島名所）浅野泉邸

広島□○堂製 絵葉書・ 1枚

199206／9
（広島名所）新天地

広島□○堂製 絵葉書・ 1枚

199206／10
（広島名所）宇品港

広島□○堂製 絵葉書・ 1枚

199206／11
（広島名所）紙屋町電車停留所

(明治43. 5.) 絵葉書・ 1枚

199206／12
広島饒津神社三百年祭芸妓行列

(明治43. 5.) 絵葉書・ 1枚

199206／13
広島饒津神社時代行列（其六）

(明治43. 5.) 絵葉書・ 1枚

199206／14
広島饒津神社時代行列（其七）

(明治43. 5.) 絵葉書・ 1枚

199206／15
広島饒津神社時代行列（其八）

(明治43. 5.) 絵葉書・ 1枚

199206／16
広島饒津神社時代行列（其九）

(明治43. 5.) 絵葉書・ 1枚

199206／17
広島饒津神社時代行列（其十）

絵葉書・ 1枚

199206／18
広島浅野泉邸

絵葉書・ 1枚

199206／19
広島浅野泉邸正門

絵葉書・ 1枚

199206／20
広島浅野泉邸

絵葉書・ 1枚

199206／21
広島浅野泉邸

絵葉書・ 1枚

199206／22
広島浅野泉邸

絵葉書・ 1枚

199206／23
広島浅野泉邸

絵葉書・ 1枚

199206／24
広島浅野泉邸

絵葉書・ 1枚

199206／25
広島浅野泉邸

絵葉書・ 1枚

199206／26
広島浅野泉邸

1



199206　安芸国沼田郡上安村　原田家文書仮目録

絵葉書・ 1枚

199206／27
広島浅野泉邸

大正 2.11. 2 絵葉書・ 1枚

199206／28
広島市私立山中高等女学校第十回運動会　第一学
年生　旗

大正 2.11. 2 絵葉書・ 1枚

199206／29
広島市私立山中高等女学校第十回運動会　第二学
年生　露の玉

大正 2.11. 2 絵葉書・ 1枚

199206／30
広島市私立山中高等女学校第十回運動会　第三学
年生　天性

大正 2.11. 2 絵葉書・ 1枚

199206／31
広島市私立山中高等女学校第十回運動会　第四学
年生　ワンズ

大正 2.11. 2 絵葉書・ 1枚

199206／32
広島市私立山中高等女学校第十回運動会　補習科
生　花輪

大正 2.11. 2 絵葉書・ 1枚

199206／33
広島市私立山中高等女学校第十回運動会　全校生
徒体操

(昭和 3. 6.24) 絵葉書・ 1枚

199206／34
長楽寺伴安火山山海瀟氾濫狂奔せる岩石木材の為
め山林家屋田畑流失総て白河原と化し部落全滅の
惨状

(昭和 3. 6.24) 絵葉書・ 1枚

199206／35
上安公会堂前道路左右決壊の惨状にして仮役場を
該所に移転し吏員一同復旧に努力しつつある状況

(昭和 3. 6.24) 絵葉書・ 1枚

199206／36
相田堤防決壊し役場駐在所并に其附近流失浸水し
耕田忽ち変じて濁流及砂礫に化せる惨状

(昭和 3. 6.24) 絵葉書・ 1枚

199206／37
二宮神社沖橋梁堤防田畑全部破滅辛じて仮橋によ
りて交通を開始せる惨状

(昭和 3. 6.24) 絵葉書・ 1枚

199206／38
正伝寺河原両岸堤防道路及製材所半壊流失の状況

(明治43. 5.) 広島□○堂発行

明治43年5月饒津神社三百年記念

絵葉書・ 1枚

199206／39
広島名所図絵　饒津神社

広島□○堂発行 絵葉書・ 1枚

199206／40
広島名所図絵　大本営趾御座所

広島□○堂発行 絵葉書・ 1枚

199206／41
広島の泉邸

絵葉書・ 1枚

199206／42
本派本願寺広島別院

絵葉書・ 1枚

199206／43
第五師団司令部

広島□○堂発行 絵葉書・ 1枚

199206／44
広島県立広島中学校

広島□○堂発行 絵葉書・ 1枚

199206／45
広島本逕寺（旭松）

(明治43. 5.) 広島□○堂発行

「明治四十三年五月　広島　饒津神社参百年祭記念」スタンプあり

絵葉書・ 1枚

199206／46
贈従三位浅野長政公像

絵葉書・ 1枚

199206／47
｛広島名所｝縮景園（泉邸）

絵葉書・ 1枚

199206／48
｛広島旧蹟｝広島城（天守閣）

2



199206　安芸国沼田郡上安村　原田家文書仮目録

絵葉書・ 1枚

199206／49
広島比治山公園御便殿｛其二｝（市街ヲ望）

袋・ 1袋(8枚)

199206／50
広島県安佐郡安村大田植絵葉書

絵葉書・(1枚)

199206／50／1
広島県安佐郡安村大田植全景

絵葉書・(1枚)

199206／50／2
広島県安佐郡安村大田植　装牛の雄姿（其一）

絵葉書・(1枚)

199206／50／3
広島県安佐郡安村大田植　装牛の雄姿（其二）

絵葉書・(1枚)

199206／50／4
広島県安佐郡安村大田植　早乙女並ニ釆振リ

絵葉書・(1枚)

199206／50／5
広島県安佐郡安村大田植　早乙女の笠揃

絵葉書・(1枚)

199206／50／6
広島県安佐郡安村大田植　早乙女釆振りの田植祭
中（其一）

絵葉書・(1枚)

199206／50／7
広島県安佐郡安村大田植　早乙女釆振りの田植祭
中（其二）

絵葉書・(1枚)

199206／50／8
広島県安佐郡安村大田植　田中山神社に於る早乙
女の笠揃

絵葉書・ 1枚

199206／51
安芸安佐郡安正伝寺の景

絵葉書・ 1枚

199206／52
安芸安佐郡安正伝寺の景

広島高橋製版印刷 絵葉書・ 1枚

199206／53
安芸安佐郡安尋常小学校の景

広島高橋製版印刷 絵葉書・ 1枚

199206／54
安芸安佐郡安尋常小学校の景

広島高橋製版印刷 絵葉書・ 1枚

199206／55
安芸安佐郡安天神社の景

広島高橋製版印刷 絵葉書・ 1枚

199206／56
安芸安佐郡安天神社の景

史跡名勝天然紀念物保存協会
広島支部発行

絵葉書・ 1枚

199206／57
広島大本営跡　全景

史跡名勝天然紀念物保存協会
広島支部発行

絵葉書・ 1枚

199206／58
広島大本営跡　昭憲皇太后御座所

史跡名勝天然紀念物保存協会
広島支部発行

絵葉書・ 1枚

199206／59
広島大本営跡

史跡名勝天然紀念物保存協会
広島支部発行

絵葉書・ 1枚

199206／60
広島大本営跡　御椅子と御火鉢

史跡名勝天然紀念物保存協会
広島支部発行

絵葉書・ 1枚

199206／61
広島大本営跡　玉座

絵葉書・ 1枚

199206／62
安芸宮島里見茶屋ヨリ厳島町ヲ望ム

絵葉書・ 1枚

199206／63
安芸厳島社全景

絵葉書・ 1枚

199206／64
安芸厳島千疊閣内部奉納飯杓子
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199206　安芸国沼田郡上安村　原田家文書仮目録

絵葉書・ 1枚

199206／65
安芸宮島廻廊及千疊閣五重ノ塔

絵葉書・ 1枚

199206／66
尾道全景　其四（西端）

絵葉書・ 1枚

199206／67
広島市牛田中島牧場

絵葉書・ 1枚

199206／68
安芸国佐伯郡上不見山極楽寺山門

県下加茂郡原村北部廠舎原田棟→広島市吉島村東堤防　原田台造様

絵葉書・ 1枚

199206／69
原村陸軍南部廠舎

(明治44). 5.22

広島陸軍地方幼年学校原田棟→安佐郡安村字上安原田積穂様

絵葉書・ 1枚

199206／70
明治四十四年五月遊技大会記念　広島陸軍地方幼
年学校

絵葉書・ 1枚

199206／71
三段峡案内図

三段峡協会発行 絵葉書・ 1枚

199206／72
安芸三段峡二段瀧

三段峡協会発行 絵葉書・ 1枚

199206／73
安芸三段峡天狗ヶ岳

絵葉書・ 1枚

199206／74
広島比治山公園旧御便殿

広島□○堂製 絵葉書・ 1枚

199206／75
広島城

広島□○堂製 絵葉書・ 1枚

199206／76
広島大本営趾

絵葉書・ 1枚

199206／77
株式会社芸備銀行

絵葉書・ 1枚

199206／78
株式会社芸備銀行営業室

絵葉書・ 1枚

199206／79
株式会社芸備銀行会議室

広島偕行社発行 絵葉書・ 1枚

199206／80
広島大本営［　　　］上廊下　日常ノ御運動場）

広島偕行社発行 絵葉書・ 1枚

199206／81
（非売品）広島大本営趾　玉座

広島偕行社発行 絵葉書・ 1枚

199206／82
（非売品）広島大本営趾　御机，御刀掛，御衣桁

絵葉書・ 1枚

199206／83
中国四国生産品共進会第二会及軍艦扶桑

絵葉書・ 1枚

199206／84
中国四国生産品共進会　第一会場

(大正13. 8).21

広島市大手町□□□□→山口県小郡町山手出田新様

絵葉書・ 1枚

199206／85
広島浅野泉邸

　　10. 5. 5

東京ニ於テ出田新→山口県小郡町山手出田周殿

絵葉書・ 1枚

199206／86
広島城

絵葉書・ 1枚

199206／87
安芸厳島客人社正面

絵葉書・ 1枚

199206／88
安芸厳島大元公園
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199206　安芸国沼田郡上安村　原田家文書仮目録

　　　. 7.17 史蹟名勝天然紀念物保存協会
広島支部発行・東京九段下青雲
堂製

広島ニ於テ新→山口県小郡町山手出田昭殿

絵葉書・ 1枚

199206／89
飛行機より見たる広島大本営跡

福山西町島田商店発行 絵葉書・ 1枚

199206／90
備後福山城天守閣

福山西町島田商店発行 絵葉書・ 1枚

199206／91
備後福山公園

福山西町島田商店発行 絵葉書・ 1枚

199206／92
備後草戸明王院全景

福山西町島田商店発行 絵葉書・ 1枚

199206／93
福山市街｛公園地より望む｝

絵葉書・ 1枚

199206／94
備後阿武兎岬の観音堂　岩上ヨリ望ム

備後福山西町島田発行 絵葉書・ 1枚

199206／95
備後鞆港　仙酔島（其二）

絵葉書・ 1枚

199206／96
（尾ノ道）千光寺玉の岩

大正12.10.28 八木商店発行

尾道市長江町四丁目杉村方田村吉太郎→山口県吉敷郡小郡町山手出田新様

絵葉書・ 1枚

199206／97
（尾道名所）西国寺全景

絵葉書・ 1枚

199206／98
尾ノ道千光寺全景・尾ノ道浄土寺全景・尾ノ道西国寺

絵葉書・ 1枚

199206／99
（尾道名所）千光寺及大宝山ノ全景

絵葉書・ 1枚

199206／100
西端ヨリ見タル尾道市

絵葉書・ 1枚

199206／101
尾道西国寺の桜松

絵葉書・ 1枚

199206／102
尾道市全景（其ノ二）

絵葉書・ 1枚

199206／103
尾道市全景　其三（西中央）

鞆原田潮花堂発行 絵葉書・ 1枚

199206／104
備後鞆港　辨天島（其二）

絵葉書・ 1枚

199206／105
広島県立忠海中学校正門

絵葉書・ 1枚

199206／106
広島県三原女子師範学校・広島県立三原高等女学
校御真影奉安庫（背面）

　　　. 9. 2

呉三津田上野七夫→山口県小郡町山ノ手出田秀夫様

絵葉書・ 1枚

199206／107
呉海兵団

　　　. 4. 8

呉青木→愛媛県温泉郡潮見村大字志津川岡本昇君

絵葉書・ 1枚

199206／108
呉市全景

(明治43).12.29

呉山中義勇→伊予松山市魚町二丁目光峯嘉一郎様

絵葉書・ 1枚

199206／109
呉二河橋上ノ電車

　　　. 3.27 広島□○堂発行

三宅良一→県下安佐郡安村字上安原田台造様

絵葉書・ 1枚

199206／110
広島名所図絵（其廿四）比治山公園遠望

(昭和 3). 5. 8 西村屋書店発行

大島郡安下庄小学校中谷庫野→小郡町山口県立実業補習学校農業科教員養成所長出田先生

絵葉書・ 1枚

199206／111
安下庄町　真宮波止場ノ景
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(大正13). 5.30

広島陸軍地方幼年学校第二学年原田棟→安佐郡安村原田積穂様

絵葉書・ 1枚

199206／112
広島陸軍地方幼年学校｛自習室｝

(明治44). 9.17

陸軍中央幼年学校第二中隊原田棟→広島市吉島村原田台造様

絵葉書・ 1枚

199206／113
陸軍中央幼年学校　正門

(明治44). 6. 5

安キ郡倉橋島村昆野松之助→本県安佐郡安村字上安原田台造様

絵葉書・ 1枚

199206／114
安芸倉橋　桂浜松林

東京府千駄ヶ谷町財団法人修養団主幹蓮沼門三→広島県安佐郡安村上安原田台造様

絵葉書・ 1枚

199206／115
修養団白色倫理運動の偉容（四千五百名）

(明治41). 1.19 広島中忠商店発行・広島堀川町
高橋印刷

石見郡野津村山藤貞吉→広島県安佐郡安村原田台造様

絵葉書・ 1枚

199206／116
〔広島中忠商店　美人香油〕

広島堀川町高橋石印 絵葉書・ 1枚

199206／117
広島県西条駅松本学校（其五）

大正 3. 絵葉書・ 1枚

199206／118
寄贈広島市軍人待遇会　野戦重砲兵第二聯隊輜重
隊　大正三年戦役凱旋記念

史蹟名勝天然紀念物保存協会
広島支部発行

絵葉書・ 1枚

199206／119
広島城天守閣

昭和 4. 3.20 広島第一印刷株式会社発行 絵葉書・ 1枚

199206／120
広島市主催昭和産業博覧会　自昭和四年三月二十
日至昭和四年五月十三日（宇品港・厳島）

明治39.10. 絵葉書・ 1枚

199206／121
第三回美術展覧会記念　広陵美術会

絵葉書・ 1枚

199206／122
らい病・はい病・ばい毒専門広島県安佐郡安村大町
原田病院　院長原田綱太　副院長原田園吉

絵葉書・ 1枚

199206／123
寄贈広島市軍人待遇会　野戦重砲兵第二聯隊輜重
隊

広島□○堂調製 袋・ 1袋(6枚)

199206／124
西国寺絵葉書　六枚一組

絵葉書・(1枚)

199206／124／1
西国寺　尾道市真言宗

絵葉書・(1枚)

199206／124／2
金光明最王経（国宝）紫紙金泥菅原道実筆　尾道西
国寺蔵

絵葉書・(1枚)

199206／124／3
五鈷鈴（国宝）　銅　高七寸三分　傳云僧空海将来　
尾道西国寺蔵

絵葉書・(1枚)

199206／124／4
釈迦如来立像　尾道西国寺蔵

絵葉書・(1枚)

199206／124／5
華厳経論　尾道西国寺蔵

絵葉書・(1枚)

199206／124／6
錫杖（国宝）　銅　長一尺三寸七分　尾道西国寺蔵

(明治27) 1. 1

広島市川為次郎→県下安佐郡安村原田台造様

葉書・ 1枚

199206／125
広島尾長東照宮（年賀はがき）

乙巳(明治38) 1. 1

広島市塩屋町富永省吾→県下安佐郡安村原田台造殿

絵葉書・ 1枚

199206／126
広島与楽園（年賀はがき）
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(明治37) 1. 1

広島市国泰寺村森本信一→広島県安佐郡安村上安原田千里君

絵葉書・ 1枚

199206／127
広島饒津神社（年賀はがき）

絵葉書・ 1枚

199206／128
広島電気株式会社本社全景

絵葉書・ 1枚

199206／129
熊見水力発電所（広島県双三郡作木村）・滝山川水
力発電所（工事中）（広島県山県郡加計町）

絵葉書・ 1枚

199206／130
坂火力発電所全景・坂発電所発電機室

絵葉書・ 1枚

199206／131
広島電気株式会社　一階事務室　総会場

八木トンボ堂発行 絵葉書・ 1枚

199206／132
広島県第二回美術展覧会出品　野分　中川広嶺氏
筆

八木トンボ堂発行 絵葉書・ 1枚

199206／133
広島県第二回美術展覧会出品　山水　里見雲嶺氏
筆

絵葉書・ 1枚

199206／134
〔金洞山名所〕

絵葉書・ 1枚

199206／135
〔金洞山名所〕

大正11.12. 2 袋・ 1袋(9枚)

199206／136
山陽中学校・発火演習絵葉書　大正十一年十二月
二日於三篠町

大正11.12. 2 絵葉書・(1枚)

199206／136／1
大正十一年十二月二日於三篠町　山陽中学校発火
演習　東軍前進之光景

大正11.12. 2 絵葉書・(1枚)

199206／136／2
大正十一年十二月二日於三篠町　山陽中学校発火
演習　西軍戦闘之光景

大正11.12. 2 絵葉書・(1枚)

199206／136／3
大正十一年十二月二日於三篠町　山陽中学校発火
演習　東軍斥候敵発見之光景

大正11.12. 2 絵葉書・(1枚)

199206／136／4
大正十一年十二月二日於三篠町　山陽中学校発火
演習　両軍ショウトツ之光景

大正11.12. 2 絵葉書・(1枚)

199206／136／5
大正十一年十二月二日於三篠町　山陽中学校発火
演習　西軍前進之光景

大正11.12. 2 絵葉書・(1枚)

199206／136／6
大正十一年十二月二日於三篠町　山陽中学校発火
演習　西軍増援隊敵ヲ待ツノ光景

大正11.12. 2 絵葉書・(1枚)

199206／136／7
大正十一年十二月二日於三篠町　山陽中学校発火
演習　東軍戦闘之光景

大正11.12. 2 絵葉書・(1枚)

199206／136／8
大正十一年十二月二日於三篠町　山陽中学校発火
演習　赤軍之射撃

大正11.12. 2 絵葉書・(1枚)

199206／136／9
大正十一年十二月二日於三篠町　山陽中学校発火
演習　演習終了後ニ於ケル講評

広島□○堂調製 袋・ 1袋(10枚)

199206／137
臨済宗大本山安芸仏通寺絵葉書（十枚組）

絵葉書・(1枚)

199206／137／ 1
安芸仏通寺本坊全景

絵葉書・(1枚)

199206／137／ 2
安芸仏通寺境内多寶塔
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絵葉書・(1枚)

199206／137／ 3
安芸仏通寺本坊仏殿方丈

絵葉書・(1枚)

199206／137／ 4
安芸仏通寺羅漢山

絵葉書・(1枚)

199206／137／ 5
安芸仏通寺巨蟒橋

絵葉書・(1枚)

199206／137／ 6
安芸仏通寺開山堂登り口

絵葉書・(1枚)

199206／137／ 7
安芸仏通寺境内肯心谷ノ図

絵葉書・(1枚)

199206／137／ 8
安芸仏通寺境内三級瀧

絵葉書・(1枚)

199206／137／ 9
安芸仏通寺活瀧川

絵葉書・(1枚)

199206／137／10
安芸仏通寺松原

(昭和 3. 6. 9～昭和 
5. 9.16)

袋・ 1袋(10枚)

199206／138
安村農業補習学校実習状況絵葉書

昭和 3. 6. 9 絵葉書・(1枚)

199206／138／ 1
安佐郡安校　麦収穫調製ノ状況　

昭和 3. 8. 1 絵葉書・(1枚)

199206／138／ 2
安佐郡安校　葱苗除草状況

昭和 4. 6. 8 絵葉書・(1枚)

199206／138／ 3
安佐郡安校　麥作立毛状況

昭和 5. 6.19 絵葉書・(1枚)

199206／138／ 4
安佐郡安校　麦ノ販売状況

昭和 5. 6.26 絵葉書・(1枚)

199206／138／ 5
安佐郡安校　挿秧状況

昭和 4. 6.27 絵葉書・(1枚)

199206／138／ 6
安佐郡安校　生徒田中部落共同実習地挿秧準備状
況

昭和 4.12.20 絵葉書・(1枚)

199206／138／ 7
安佐郡安校　稲脱穀状況

昭和 5. 6.19 絵葉書・(1枚)

199206／138／ 8
安佐郡安校　竹ノ植付状況

昭和 5. 8.16 絵葉書・(1枚)

199206／138／ 9
安佐郡安校　養蚕ノ状況　天覧ノ繭上簇

昭和 5. 9.16 絵葉書・(1枚)

199206／138／10
安佐郡安校　農舎及温室建設ノ状況

(昭和15. 4.30)

袋に「安佐郡教育品　巡回展覧会記念　於安尋常小学校」のスタンプ印あり

袋・ 1袋(3枚)

199206／139
〔安村警防団絵葉書〕

昭和15. 4.30 絵葉書・(1枚)

199206／139／1
安村警防団検閲式点検　祈武運長久郷土銃後之護
　時維昭和十五年四月三十日原田臺造寄贈五枚組

昭和15. 4.30 絵葉書・(1枚)

199206／139／2
安村警防団検閲式分列　祈武運長久郷土銃後之護
　時維昭和十五年四月三十日原田臺造寄贈五枚組

昭和15. 4.30 絵葉書・(1枚)

199206／139／3
安村警防団検閲火災想定訓練　祈武運長久郷土銃
後之護　時維昭和十五年四月三十日原田臺造寄贈
五枚組

袋・ 1袋(8枚)

199206／140
中国四国生産品共進会記念絵はがき
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絵葉書・(1枚)

199206／140／1
呉市役所

絵葉書・(1枚)

199206／140／2
呉鎮守府【下】呉工廠本部

絵葉書・(1枚)

199206／140／3
中国四国生産品共進会側面

絵葉書・(1枚)

199206／140／4
中国四国生産品共進会第一会場全景

絵葉書・(1枚)

199206／140／5
中国四国生産品共進会第一会場正面

絵葉書・(1枚)

199206／140／6
中国四国生産品共進会第二会場と軍艦扶桑

絵葉書・(1枚)

199206／140／7
【上】魚形水雷発射【中下】潜水艦

絵葉書・(1枚)

199206／140／8
【右上】進水式　軍艦長門【左上】主砲

袋・ 1袋(4枚)

199206／141
松岡校長功績旌表式

絵葉書・(1枚)

199206／141／1
私立広島高等女学校松岡校長功績旌表式場

絵葉書・(1枚)

199206／141／2
私立広島高等女学校松岡校長功績旌表式場

広島立町朝日軒製 絵葉書・(1枚)

199206／141／3
私立広島高等女学校松岡校長功績旌表式場

(明治40).10.30 広島立町朝日軒製

山県郡南方村柿原知佐尾→安佐郡安村原田積穂様内しなよさま御許へ

絵葉書・(1枚)

199206／141／4
私立広島高等女学校松岡校長功績旌表式場

明治40. 1. 1 東京銀座上方屋製

袋入，広島市上柳町長尾ヨミコ→安佐郡安村原田大造様

絵葉書・ 1枚

199206／142
〔年賀はがき〕

包・ 1包(12枚)

199206／143
天城旅館

絵葉書・(1枚)

199206／143／ 1
本館玄関入口（広島天神町天城旅館本店）

絵葉書・(1枚)

199206／143／ 2
本館玄関（広島天神町天城旅館本店）

絵葉書・(1枚)

199206／143／ 3
玄関ヨリ見タル庭園ノ一部（広島天神町天城旅館本
店）

絵葉書・(1枚)

199206／143／ 4
庭園ノ一部（広島天神町天城旅館本店）

絵葉書・(1枚)

199206／143／ 5
庭園ノ一部（広島天神町天城旅館本店）

絵葉書・(1枚)

199206／143／ 6
庭園ノ一部（広島天神町天城旅館本店）

絵葉書・(1枚)

199206／143／ 7
庭園ノ一部（広島天神町天城旅館本店）

絵葉書・(1枚)

199206／143／ 8
客室ノ一部（広島天神町天城旅館本店）

絵葉書・(1枚)

199206／143／ 9
第三応接室（広島天神町天城旅館本店）

絵葉書・(1枚)

199206／143／10
浴室ノ一部及洗面所ノ一部（広島天神町天城旅館本
店）
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絵葉書・(1枚)

199206／143／11
背面ヨリ見タル本館全景（広島天神町天城旅館本
店）

絵葉書・(1枚)

199206／143／12
天城旅館平面図

包・ 1包(6枚)

199206／144
鞆の浦阿伏兎観音　阿伏兎盤臺寺

絵葉書・(1枚)

199206／144／ 1
（備後）阿伏兎日露記念碑

絵葉書・(1枚)

199206／144／ 2
（備後）阿伏兎戎大黒岩

絵葉書・(1枚)

199206／144／ 3
（備後）阿伏兎盤臺寺

絵葉書・(1枚)

199206／144／ 4
（備後）阿伏兎岬観音堂

絵葉書・(1枚)

199206／144／ 5
（備後）阿伏兎能登守弓掛松

絵葉書・(1枚)

199206／144／ 6
（備後）阿伏兎観音堂

昭和 6. 4. 包・ 1包(3枚)

199206／145
新築記念　広島県農工銀行

昭和 6. 4. 絵葉書・(1枚)

199206／145／1
広島農工銀行本店

昭和 6. 4. 絵葉書・(1枚)

199206／145／2
広島農工銀行本店営業室

昭和 6. 4. 絵葉書・(1枚)

199206／145／3
広島県農工銀行本店建築概要

高級コロタイプ印刷

包・ 1包(12枚)

199206／146
福山名所絵葉書

絵葉書・(1枚)

199206／146／ 1
（備後福山）公園記念松

絵葉書・(1枚)

199206／146／ 2
（備後福山）市外草戸明王院

絵葉書・(1枚)

199206／146／ 3
（備後福山）市街全景

絵葉書・(1枚)

199206／146／ 4
（備後福山）公園阿部伊勢守銅像

絵葉書・(1枚)

199206／146／ 5
（備後福山）旧久松城全景

絵葉書・(1枚)

199206／146／ 6
（備後福山）（県社）八幡宮

絵葉書・(1枚)

199206／146／ 7
（備後福山）（県社）入江港西濱

絵葉書・(1枚)

199206／146／ 8
（備後福山）（県社）入江港西濱

絵葉書・(1枚)

199206／146／ 9
福山四十一聯隊営門

絵葉書・(1枚)

199206／146／10
（備後）福山港手城入口

絵葉書・(1枚)

199206／146／11
（備後）福山公園火見櫓

絵葉書・(1枚)

199206／146／12
（備後福山）久松城天守閣
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絵葉書・ 1枚

199206／147
〔絵葉書　川の風景写真〕

広島絵葉書展覧会発行 絵葉書・ 1枚

199206／148
〔絵葉書　庭園の風景画〕

絵葉書・ 1枚

199206／149
〔広島陸軍地方幼年学校絵葉書〕

絵葉書・ 1枚

199206／150
〔絵葉書　踏車写真〕

(明治30年代) （広島県安佐郡安村字上安）

裏に明治30年と同36年の算用書の墨書あり

名刺・ 1枚

199206／151
原田台造（名刺）

　　　.  . 6 権知事→軍監公 切紙・ 1通

199206／152
権知事書状（別冊にて加筆致し候処猶熟考）

公用紙使用

切紙・ 1通

199206／153
〔結隊練兵の素志に対し褒書及び此後の心得方達
書〕

丁卯(慶応 3). 9. 神機隊総裁 切継紙・ 1通

199206／154
定（神機隊隊中規律）

慶応 3. 8.25 木元壮平→信千代 切継紙・ 1通

199206／155
新旧流軍備之巻（屯備之図・行軍之図・角三之備等）

(幕末). 3.15 松陵□→公叙仁兄

「別啓」あり

切継紙・ 1通

199206／156
松陵□書状（開港和議を主張の者大半，浪花にても
醜夷横行）

　　　.12. 4午前 隆→金太殿 切継紙・ 1通

199206／157
隆書状（昨朝着坂，京菜漬送付，金禄債書のことな
ど）

　　　.11.20 亀岡勝知→原田叙様

公用紙使用

切継紙・ 1通

199206／158
亀岡勝知書状（明日平山帰県，御状御托しなれば明
朝迄に御差越し下されたし）

　　　. 7. 1 左小庵→原田隆蔵様 切継紙・ 1通

199206／159
左小庵書状（江馬氏を相尋ね候処兄と小雅会致した
き由，岩本同道御臨席願い）

　　　.10. 4 隆→台造殿

青色紙使用

切継紙・ 1通

199206／160
隆書状（広島にては流行病案外の劇発に驚き候，風
雨安村無事にて安心，女子出生のことなど）

　　　.12. 7 本荘→前田（篤之介）殿 切継紙・ 1通

199206／161
本荘書状（会議所に於いて集議日並につき）

　　　. 7. 5 雄九郎→（日置）権蔵様・（木原）
秀三郎様

端裏書は「五洲→御両賢兄」

切継紙・ 1通

199206／162
雄九郎書状（尾崎浅二郎浪花に於いて病気帰国，神
機隊京師大仏に於いて英式練兵勉強，原田生も余
程勉強）

切紙・ 1通

199206／163
野田希逸之詩（立為天子亦難哉…）

切継紙・ 1通

199206／164
某書状下書（三分営共召集の兵隊被服今以て支給
なし）

　　　. 7.14夜 篤之介→台造君 切継紙・ 1通

199206／165
前田篤之介書状（八木邑成功舎昇級試験は来ル十
八日に振替えにつき御出頭相待ち居申候）

　　　. 8.17 篤之介→台造君 切紙・ 1通

199206／166
前田篤之介書状（昨朝出勤，用材書御辛労のことと
存じ奉り候）

　　　. 1. 2 筒井敬二→原田台造様 切継紙・ 1通

199206／167
筒井敬二書状（年賀，明日会議所連其他有志者参り
呉候筈につき御出で下されたし）
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　　　.(初秋)7. 4 原田隆蔵→日置権蔵様・木原秀
三郎様

切継紙・ 1通

199206／168
原田隆蔵書状（神機隊松田陽蔵。松浦森八除隊帰
国につき柔吉帰藩の上お話仕るべく候）

虫食い固着の為め開披不能

切継紙・ 1通

199206／169
某書状（船中風便悪しく延着など）

　　　.12.14 安藤→原田様 切継紙・ 1通

199206／170
安藤煕書状（三次郡櫃田村馬名所山外官林内民木
伐採延期願の件調査につき）

　　　.12.20夜 安藤→原田様

青色紙

切継紙・ 1通

199206／171
安藤煕書状（三次郡櫃田村馬名所山外官林内民木
伐採延期願の件通報，）

切継紙・ 1通

199206／172
酒院（漢詩）

柏木常雄 切継紙・ 1通

199206／173
[七言絶句二題]

(明治維新後) 地獄局悪鬼共→好妓人奸事衆 竪紙・ 1通

199206／174
[深川花街の側に働く者から献金願書]

　　　. 2.22 秋従弟→西晴英兄

朱で書込み多数

切継紙(罫紙)・ 1
通

199206／175
秋従弟書状下書（山中にて男子一樹出産ながら死
去，山林反別地券面につき）

　　　.11.20 安藤→原田様 切継紙・ 1通

199206／176
安藤書状（依頼を受け候買物の件）

　　　. 1. 8 竹処→杵洲老台 切紙・ 1通

199206／177
小林竹処書状（昨日は待ち候らえども其義なし，今朝
お出で下されたし）

　　　. 7.27 古西屋→大町屋様 切紙・ 1通

199206／178
古西屋書状（御来臨及び年魚御恵贈の礼状）

切紙・ 1通

199206／179
某書状（尾崎浅二郎淋病にて大仏表練兵処にては
療養行届き兼ね候につき下坂，世話方依頼状）

　　　. 7. 9 九右衛門→（小林）柔吉様 切紙・ 1通

199206／180
九右衛門書状（若殿様上京後の国方世評，広島物
価・景気・切支丹改め，軍制一変後は又元の通りに
相成り候）

　　　.11.10 篤之介→台造様 切継紙・ 1通

199206／181
前田篤之介書状（学務課より試験の義打合せたく申
候につき会議所へ出頭方依頼）

　　　.  . 5 圭雄→原田隆□ 切継紙・ 1通

199206／182
圭雄書状（松下を御地表へ差遣候処同人帰京行違
いにて送帰り）

切紙・ 1通

199206／183
〔福岡県筑紫郡住吉村前戸主矢野哲之助・現戸主矢
野徳槌分配金〕

　　　.10.27

封筒欠か

切継紙・ 1通

199206／184
某書状（貴兄語学校籍の処は決して異論なし）

　　　.即刻 隆→小林竹処・池田快堂両賢台

封筒欠か

切継紙・ 1通

199206／185
隆書状（先生家では図らず長席，四条橋では慰労と
して岩本と三人相対酌催し候）

切継紙・ 1通

199206／186
〔原田台造落款考〕

切継紙・ 1通

199206／187
〔茶碗ニ湯ヲ入置ク法等〕

　　　.10.10

封筒欠か

一紙・ 1通

199206／188
某書状（借金依頼）
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　　　. 9.18

封筒欠か

切継紙（罫紙）・ 1
通

199206／189
某書状（山本孫兵衛氏葉書，大風雨大損の御配慮
御礼，福間上京ノ際の手帳御送り等）

封筒欠か

切継紙・ 1通

199206／190
某書状（金太横浜学校廃止につき福沢塾へ預けるこ
とに決断）

　　　.3.18

封筒欠か

切紙・ 1津

199206／191
粛啓（先頃御光来御礼，今暫くにて全治）

　　　.10. 2 川尻亮之助→原田賢兄 切継紙・ 1通

199206／192
川尻亮之介書状（池田知事田方検見，横浜御引移
以来御無音，田舎産の鶏卵送付）

　　　. 2. 8 隆造→御父上様 一紙・ 1通

199206／193
原田隆造書状（水主町桑原俊太と申す人電信局へ
在勤につき委細は同人へ頼み置く）

　　　.12.17 池田佐吉→原田隆造様 切継紙・ 1通

199206／194
池田佐吉書状（別書一通と包物柳処兄へ届け方依
頼）

(慶応 2). 8. 6 御名（浅野茂長）

公用紙使用

切継紙・ 1通

199206／195
八月六日督府へ御建白之写し（長州征伐止戦）

　　　.10.24 権蔵→（原田）隆造盟兄 切継紙・ 1通

199206／196
日置権蔵書状（僕兵太神機隊入隊につき）

甲子(元治元).11.27 豊林 切紙・ 1通

199206／197
歩々秋風慰苦心（七言律詩）

　　申. 8.16 叙拙兄→台蔵賢弟

端裏書「十月二日朝入手、世並屋より直平持帰ル」

切継紙・ 1通

199206／198
原田隆造書状（御父母様，頼先生手簡二帖送付，東
京の細工，郵便報知新聞送付等につき）

(明治)21. 7. 9 隆□→台造さま 切継紙・ 1通

199206／199
原田隆造書状（母上病気見舞，安産祝，夏季休暇，
生綿会社株券につき）

即刻 (船越)洋之助→（平山カ）寛之助
様

切継紙・ 1通

199206／200
船越洋之助書状（黒田氏に相談，小松氏罷帰り候間
彼の人参られては却って不都合）

　　　. 7. 8 船越→原田様 切紙・ 1通

199206／201
船越洋之助書状（美ウナキ御恵贈の礼状）

　　　. 8.17 富士川道貫→原田徳蔵学士

封筒「富士川道貫→原田徳蔵魁儒机」入，虫損

切紙・ 1通

199206／202
富士川道貫書状（早々御彫名の段大慶）

　　　.10. 8 塚本小八郎→三村槌之丞様

公用紙使用

切継紙・ 1通

199206／203
塚本小八郎書状（御家来原田隆蔵へ貸渡しの小銃
一挺等返弁につき）

　　　. 8.14 前篤→原君 切継紙・ 1通

199206／204
前田篤之介書状（御約談の金四十円使者へ相托し
申候，用材願書明日進達方依頼）

　　　. 7.14 船越洋之助→原田隆造様 切継紙・ 1通

199206／205
船越洋之助書状（会計の事大坂もサツハリ出来申さ
ず，実に以て苦痛）

　　　. 2.23 之年→原隆様 切継紙・ 1通

199206／206
之年書状（五条殿にて深更に成候につき木屋町へ一
宿，多分今日は帰国の命あり）

　　　. 2.14 松□（顔カ）→子功原□ 切継紙・ 1通

199206／207
松□書状（吉村先生の義など）

　　　.11. 8 雄→台造殿

紫色紙使用

切継紙・ 1通

199206／208
雄書状（流行病見舞，流行病予防法）
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　　　.11.26 篤之介→台造様 切紙・ 1通

199206／209
前田篤之介書状（七大区飯室村にあるにつき明日会
議所まで出勤成らるべし）

　　　.10. 6 岡山→原田君 切継紙・ 1通

199206／210
岡田書状（養成舎試業につき）

　　　. 6. 5 座時軒→原田君 切紙・ 1通

199206／211
座時軒書状（小儕役印贈り候）

　　　. 5.17 前田篤之介→原田台造殿 切継紙・ 1通

199206／212
前田篤之介書状（西原村堀常三郎受持学校試験御
壱人にてお済ませ下さるべし）

　　　.11.24 得小貫一→船越寿左衛門様 切紙・ 1通

199206／213
得小貫一書状（原田氏やとひ候一件是非参り呉れら
れ候様伝言依頼）

　　　. 9.27 筒井敬二→原田台造様

封筒「西本川 筒井→安村 原田様」入

切紙・ 1通

199206／214
筒井敬二書状（流行病御全快の趣安神）

昭和10. 1.15 秋本秋豊堂薬局㊞

便箋10枚，封筒「下関市岬之町大通 薬問屋 秋本秋豊堂薬局→原田台造様」入

便箋・ 1通

199206／215
秋本秋豊堂薬局書状（御謹製の目薬一手販売の依
頼）

(明治41). 5.24 佐藤富士男→伯父上様

封筒「大坂天王寺上之宮町 佐藤富士男→原田台造様」入

一紙・ 1通

199206／216
佐藤富士男書状（母一身上の事につき礼状）

　　　.12.15 沼田郡安村字長楽寺 富士川雪
→可美夜球（かみやす）原田秋
渓国士

半切して縁を貼り合せ，外側の表裏に差出と宛先を記入する封書

封書・ 1通

199206／217
富士川雪書状（藤岳翁狂乱帰広後はいかが致し候
や）

　　　.10.21 安藤→原田様

藤色紙使用，別紙「記（羽織等買物代金請取，10.21，本郷春木町三丁目並木屋文蔵㊞→上）あり，封筒「東京 安藤熙→原田
台造様」入

切継紙・ 1通

199206／218
安藤熙書状（御依頼の御買物送付申上候）

明治21. 6. 4 （藤井）繁蔵→原田様

封筒「藤井繁蔵→原田台造様」入

切紙・ 1通

199206／219
記（五月分投薬料残金等）

富士川游→原田台造殿

封筒「富士川游→原田様　節酒談話会用」入

切紙・ 1通

199206／220
富士川游書状（広島鍛冶屋町天野氏宅にて節酒談
話会開催通知）

春祺 （黒龍江省安達四街道五洲医
院）院長 韓景伯

「黒龍江省安達站五洲医院公用箋」使用，別紙（〔ヤスノ薬様品寄贈依頼〕，院長㊞外2名）あり，封筒「→原田台造台啓」入

罫紙・ 1通

199206／221
韓景伯書状（ヤスノ薬様品寄贈依頼）

(昭和 3). 7.24 坂本□治→原田台造様

封筒「広島県庁 坂本□治→原田台造様」入

一紙・ 1通

199206／222
坂本□治書状（水害視察時の御芳情に対し挨拶状）

(昭和 5. 4).15 利雄→原田伯父上様

ペン書，封筒「広島市水主町 和田利雄→原田台造様」入

罫紙・ 1通

199206／223
和田利雄書状（安の目薬を当病院で試験的に使用
の件につき返事）

(昭和 4). 8. 6 （桑原宗則）→原田製薬所殿

ペン書，「クワバラ日月堂薬局」用箋2枚をピン止め，封筒「桑原日月堂薬局 松山市花園町 局主桑原宗則→原田台造製薬所」
入

罫紙・ 1通

199206／224
桑原日月堂薬局書状（安の目薬卸し依頼）

(昭和 4. 8.11) （桑原宗則）→安の目薬本ポ殿

ペン書，「クワバラ日月堂薬局」用箋6枚をピン止め，封筒「桑原日月堂薬局 松山市花園町 局主桑原宗則→原田台造殿」入

罫紙・ 1通

199206／225
桑原日月堂薬局書状（安の目薬卸値につき）

(昭和 4). 9.19 長崎県東彼杵郡西大村土屋初
次郎→原田台造謹製

ペン書，封筒「長崎県東彼杵郡西大村土屋初次郎→原田台造謹製」入

罫紙・ 1通

199206／226
土屋初次郎書状（安の目薬により病気全快，取次販
売を希望）
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昭和 6. 3.17 歩兵第八聯隊第三中隊軍曹稙
田増男㊞→原田台造殿

ペン書，3枚，「大阪市歩兵第八聯隊第三中隊 陸軍歩兵軍曹稙田増男→原田台造殿」入

罫紙・ 1通

199206／227
稙田増男書状（貴薬の効力偉大なるに感謝）

　　　. 3. 9 敬二→台造様

封筒「筒井敬二(自ギオン)→原田台造殿」入

切継紙・ 1通

199206／228
筒井敬二書状（昨日国枝速かに承諾，御安堵成らる
べし）

(昭和 6. 2.21) 京都柳馬場竹屋町下 原田隆→
広島市吉島町原田台造殿

中身なし

封筒・ 1袋

199206／229
原田隆書状封筒

丁未(明治40). 8.31 佐藤孝郷→原田台造様

封筒「東京芝区高輪南町佐藤孝郷→原田台造様」入

切継紙・ 1通

199206／230
佐藤孝郷書状（娘縁談の件，拙著進呈等につき）

　　　. 5.16 四郎→原田御父上様

封筒「中村四郎→原田御父上様」入，同封「中村四郎葉書（男子誕生），4月2日，→原田台造様」あり

切継紙・ 1通

199206／231
中村四郎書状（敏之の宮参り祝いとして郵券御目に
掛け候，母上様御逗留につき感謝）

昭和 6. 6.14 北海道帯広町北海館止宿観仙
→原田台造様

「大正堂製」罫紙2枚，封筒「北海道帯広町小泉北海館止宿観仙→原田台造様」入，「趣旨（観仙画伯後援会），昭和6年2月，
刊」1枚を同封

罫紙・ 1通

199206／232
観仙書状（ヤスの目薬送付依頼）

広島東魚屋町阿賀屋方 安藤煕
→原田台造殿

中身なし

封筒・ 1袋

199206／233
安藤煕書状封筒

　　　.12.25 安藤→原田様

桃色紙使用，封筒「広島東魚屋町久野方 安藤煕→原田台造様」入

切継紙・ 1通

199206／234
安藤煕書状（例の一条は成るたけ早々相運び候様
取り計い申したく候，御令妹の一件など）

(明治37). 1. 9 徳槌→原田台造様

封筒「福岡市博多 天野徳槌・天野俊蔵→原田台造様」入

切継紙・ 1通

199206／235
天野徳槌書状（年賀，配当金の件）

昭和 6. 3.17 稙田増男→原田台造殿

ペン書，5枚，「大阪市歩兵第八聯隊第三中隊 稙田増男→原田台造殿」入

罫紙・ 1通

199206／236
稙田増男書状（痔薬御恵与の依頼）

　　　. 5.28 安藤→原田様

青色紙使用，封筒「広島市中の棚阿賀屋方 安藤煕→原田台造様」入

切継紙・ 1通

199206／237
安藤煕書状（神戸出航順延，買物の儀委細承知）

　　　. 8. 7 游→原田様

封筒「游→原田様」入

切継紙・ 1通

199206／238
富士川游書状（珍しき物御恵与の礼状）

　　　. 3. 1 備後松永高等小学校 原田幹子
→広島市吉島村板紙会社上 花
月庵 原田台造様

2通入

封筒・ 1袋(2通)

199206／239
原田幹子書状

　　　. 2.29 幹子→叔父上様 切継紙・(1通)

199206／239／1
o 原田幹子書状（東京女子師範学校長によき俸職

地を相尋ね候処上京せよとの事なれど当校長より
容易に暇呉れ申さず）

　　　. 4. 3 幹子→叔父上様

5枚

罫紙・(1通)

199206／239／2
o 幹子書状（京都で帰宅せず上京して就職活動中，

父に叱られる事は今より覚悟）

(明治)20. 6.11 隆→台造弟

封筒「松本才判所 原田隆→原田台造殿」入

切継紙・ 1通

199206／240
原田隆書状（松本の現況，耕作は先人の遺業を能く
守り疵を付けぬ事こそ要趣と考へ候）

河久保行忠→原田様

中身なし

封筒・ 1袋

199206／241
河久保行忠書状封筒
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　　　.11.30 繁蔵→原田御大人様

封筒「藤井繁蔵→原田台造様」入

切継紙・ 1通

199206／242
藤井繁蔵書状（家族饗応並びに娘長滞留の礼状）

　　　. 3. 3 稜厳→原田台造様

封筒「広島にて金尾稜厳→原田台造様」入

切継紙・ 1通

199206／243
金尾稜厳書状（兼て百事老兄方を信じ御一任申し候
件高木君等と御示し合せ御取計い下さるよう依頼）

(明治 3).閏10.21 岡本孝承→原田軍監様 切継紙・ 1通

199206／244
岡本孝承書状（礼状，仰せ越され候件は卿宮へ申し
上げ候処宜しく申し入れ候様命じられ候）

　　　.　.17 伴 蘇傴亭→安村大町屋多助様

薄緑色紙使用

切継紙・ 1通

199206／245
蘇傴亭書状（浪華よりの紙面拝見，この書状お送り
下されたし）

(明治 4). 1.10 出衛→原田隆造兄 切継紙・ 1通

199206／246
小林出衛書状（広沢参議暗殺につき出港叶わず，老
兄も大丞より呼ばれ候趣につき当地にて洋行の相談
仕りたし）

　　　. 8.25 三宅→原田様

別紙「記（醤油等買物算用）」あり，封筒「三宅雲昇→原田大人」入

切継紙・ 1通

199206／247
三宅雲昇書状（御中元御祝の御礼，旧七月廿四日
地蔵祭花ノ会相催し候につき御妻君様御招待）

民国20. 4.24 （黒龍江省安達站満洲新華医
院）院長 田寶林㊞外3名

「黒龍江省安達站南四道街南頭新華医院公用箋」使用，別紙「懇求（安目薬寄贈依頼）〕，院長田寶林㊞外3名）あり，封筒「安
達站満洲新華医院→原田台造薬房先生仲」入

罫紙・ 1通

199206／248
新華医院書状（安目薬販売依頼）

　　　. 8. 7 松本□→隆造様 切継紙・ 1通

199206／249
松本書状（御令閨様御病死御見舞い）

　　　. 4.27 野幾生→隆造老賢兄 切継紙・ 1通

199206／250
野幾生書状（国事につき此の地にても議論あれども
事挙がらず，父兄の先生を慕い上国御厄介に成るべ
き心底）

　　　. 4.18 切紙・ 1通

199206／251
某書状（昨日御約懸り教員の件）

　　　.11.晦 蝸亭（黒田益之丞カ）→柳處（小
鷹狩介之丞カ）賢兄

切継紙・ 1通

199206／252
蝸亭書状（コスの義，老兄御乗船御早メ相叶わず）

　　　. 6.22 池田佐吉→大仏講武所原田賢
兄

切紙・ 1通

199206／253
口上（午時前後御光来の義必ず相希望）

切継紙・ 1通

199206／254
某書状（御彫刻の画筆を下し試し候えども実に見る
に絶えず）

隆造→父上様

端裏に「極内密書御直覧 他見御無用」「辰ノ初メ之事」とあり

切継紙・ 1通

199206／255
原田隆造書状（京都にて五人扶持で召し抱えられ
候，仏壇の件，黒田・宮田へ贈物の件）

南権少属→原田軍監殿

後欠

切紙・ 1通

199206／256
南権少属書状断簡（出京御約諾のところ只今発途，
御違約の件）

新□初一 原田→木原正君

前欠

切紙・ 1通

199206／257
原田書状断簡（珍品御贈り申し候，洋服寸法お聞か
せ下されたし）

　　　.12.晦(極月尽日) 井関→原田老兄 切継紙・ 1通

199206／258
井関書状（御国産御恵投の礼状）

　　　. 8.26 前田→原田様 切継紙・ 1通

199206／259
前田篤之介書状（始業・器械・学校巡回・買物の事相
談につき御出頭依頼）

　　　. 1. 5 古西屋九左衛門→小林柔吉様 切継紙・ 1通

199206／260
古西屋九左衛門書状（短刀等贈物，京間・縁の事，
洋之助へ山うばの事伝言，失物一件等につき）
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(慶応 4). 6. 2 洋之助→捨太郎様 切継紙・ 1通

199206／261
船越洋之助書状（神機隊贈金の義，神機隊数度戦
争仕り候由）

　　　. 4. 9 敬二→台造様

封筒「筒井敬二→原田台造殿」入

切紙・ 1通

199206／262
筒井敬二書状（八年分小学校入費等入用につき出
頭御依頼）

未(明治 4).10.20 秘史局→東京鎮台御中 切紙・ 1通

199206／263
秘史局書状（別紙を新潟出張軍監へ差立て方依頼）

　　　. 3.12 筒井敬二→原田貴兄 切継紙・ 1通

199206／264
筒井敬二書状（数人借用の資本金引続き借用の都
合につき）

(慶応 4). 8.19 三生→原田兄

端裏書「（西川カ）理三郎・（船越）洋之助・（清水カ）俊吾→隆造君 平安」

切継紙・ 1通

199206／265
理三郎・洋之助・俊吾書状（東征軍の動向，坊城殿
下十八日白石到着，丹土薫之丞帰国等）

前欠か

切紙・ 1通

199206／266
某書状断簡（御発程後の唱楼放遊の興）

　　　. 7.25 小林勝→原田台造様

封筒「小林勝→原田台造様」入

切紙・ 1通

199206／267
小林勝書状（大尾の紅魚御恵投の礼状）

古西屋九左衛門→原田隆造様

中身なし

封筒・ 1袋

199206／268
古西屋九左衛門書状封筒

寺西積→横浜 原田軍監殿

中身なし

封筒・ 1袋

199206／269
寺西積書状封筒

木屋町高辻橋東シ廿三番 金尾
稜厳→広島県安芸国沼田郡上
安村 原田台造様

中身なし

封筒・ 1袋

199206／270
金尾稜厳書状封筒

　　　. 4.26 精忠→台造殿

封筒「白島六番町 鈴木精忠→上保町二而 原田台造殿」入

切継紙(罫紙)・ 1
通

199206／271
鈴木精忠書状（三十日出発上京の予定，東京へ御
用も候へば廿九日迄に仰せ越されたし）

村田生→原田先生

中身なし

封筒・ 1袋

199206／272
村田書状封筒

　　　.　.26 池田徳太郎・小林柔吉→原田隆
蔵様

切継紙・ 1通

199206／273
池田徳太郎・小林柔吉書状（帰京困難につき使者へ
鍵を持たせるよう願書）

　　　.　.29 池田徳太郎・小林柔吉→原田隆
蔵様

切継紙・ 1通

199206／274
池田徳太郎・小林柔吉書状（会計事務につき御内談
のため御出馬下さるよう願書）

　　　.　.22 稜厳→原田賢台

別紙「御願（三日間(稜厳)自坊に於いて説教開筵につき願書下書）」あり，封筒「稜厳→原田君」入

切継紙・ 1通

199206／275
金尾稜厳書状（請願書草稿別紙の振りに相認め候え
ば如何）

　　　. 8. 2 古西屋→大町屋様 切紙・ 1通

199206／276
古西屋書状（珍品御恵投につき礼状）

　　　.10.16 古西屋九左衛門→原田隆蔵さ
ま

中身なし

包・ 1包

199206／277
古西屋九左衛門書状包

　　　. 5. 4 暁→原田君

封筒「沢田暁→原田様」入

切継紙・ 1通

199206／278
沢田暁書状（日当金定メ方甚だ困却につき依頼）

　　　. 1. 6 小林柔吉→日置権蔵様 切継紙・ 1通

199206／279
小林柔吉書状（両人帰国し錦地の御模様伝承，御表
情態如何御座候や，何分にも御自重御尽力を願う）
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(明治) 9.11.23 隆造→台造賢弟 切継紙(罫紙)・ 1
通

199206／280
原田隆造書状（日曜誕生の子を昌夫と命名）

　　　. 7.29 井関咸艮→原田隆造様 切継紙・ 1通

199206／281
井関咸艮書状（青山敬吉辞職願につき）

　　　. 8.11(仲秋旬一) 霞嶂→楳宇仁兄大人 切継紙・ 1通

199206／282
霞嶂書状（御暇乞いに参上致したき処病臥にて能わ
ず，書中にて失敬）

　　　. 8. 7 中尾松太郎→原田台造様 切紙・ 1通

199206／283
中尾松太郎書状（今晩御来船御苦労に存じ奉り候，
英国志五冊返上）

即刻 小林柔吉→原田隆蔵様

公用紙使用。宛名上に「畳屋町船越寿左衛門内書」と貼紙あり

切紙・ 1通

199206／284
小林柔吉書状（寸刻も早々御登城のこと）

　　　. 9.22 小林障平→原田隆蔵様 切継紙・ 1通

199206／285
小林障平書状（遠からざる内御出馬下さるべし）

　　　.  .21 小林→原田様 切紙・ 1通

199206／286
小林書状（差向きお話し置き申さずては叶わざる義
あり，早々御来馬祈り奉る）

　　　. 9.25 盤橋→原田君 切紙・ 1通

199206／287
盤橋書状（墨夷摂海に泊し，頻りに兵庫を開くを請
ふ，その侮慢悪むべきの甚だしき也）

　　　. 2.20 隆→台造殿 一紙・ 1通

199206／288
原田隆造書状（予章・予影・予譜等御入用の件につ
き返書）

　　　. 2. 1 亀山勝知→原田台蔵様 一紙・ 1通

199206／289
亀山勝知書状（東行御見合わせ成らるべし）

　　　.12.23 小林柔吉→原田謙蔵様 切継紙・ 1通

199206／290
小林柔吉書状（御寸暇あらば御来賁祈り上げ奉り
候，易知録借用依頼）

　　　. 3.27 井関→原田君 切紙・ 1通

199206／291
井関書状（御恵投の白蒲萄酒は何れより求め候や，
寺島外務公へ見舞に贈りたい）

　　　.11.11 岡山→原田様 切継紙・ 1通

199206／292
岡山書状（贈物御礼，金禄御改定雛形に準じ差出に
つき）

　　　.　.26 洋之助→隆蔵様 切紙・ 1通

199206／293
船越洋之助書状（石川・土方へ御足労御頼み申し候
処，御足労に及ばず）

　　　. 4. 2 劣弟徳太郎→船越大賢兄

3色の色紙使用

切継紙・ 1通

199206／294
池田徳太郎書状（帰広候処僅か一日の差にて拝眉
を得ざるは遺憾，薩州始め堂々正々御登京皇国鎮
定の大議論始まり候由）

切紙・ 1通

199206／295
某書状（太政官史官安川大主記殿手紙をご一覧の
ため進じ申し候）

　　　.　.20 米津小弟→楳宇賢台 切継紙・ 1通

199206／296
米津書状（三石外御無心申し上げ候処お聞済み下さ
れ万謝）

　　　. 9.24 けぎ登利屋→上安大町屋 切継紙・ 1通

199206／297
毛木登利屋書状(珍魚御恵贈の御礼）

　　　. 6.18 竹本五郎・小島磯石→山本孫兵
衛様

切紙・ 1通

199206／298
竹本五郎・小島磯石書状（文部省雑誌御回覧）

　　　.10.25 浄国寺にて原田隆造→小鷹狩
介之丞様

切継紙・ 1通

199206／299
原田隆造書状（合本の日誌御入用の件は小子所持
の品を取敢えず差上げ申し候）

　　　. 7.15 前田篤→原田様 切継紙(罫紙)・ 1
通

199206／300
前田篤之介書状（昨年末分遺漏は清書捺印差上げ
候，学務課へ精算帳提出依頼）
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　　　. 3. 8 金尾→秋澐雅君 切紙・ 1通

199206／301
金尾書状（御歓酒ノ様ナル事ヲ致したく，明後日潤徳
舎へ御出席の後に御足労下されたし）

　　　.12.22 古西屋九左衛門→原田隆造様 切紙・ 1通

199206／302
古西屋九左衛門書状（初七日の仏事案内）

→隆造君 切継紙・ 1通

199206／303
口伸（至急申談あり，倅の部屋にてお待ち下された
し）

　　　. 6.23 参政蒲生司書・周参見勇記・申
渡熊谷兵衛外2名→御勘定所支
配沼田郡上安村浪人

切継紙・ 1通

199206／304
〔本陣へ呼出状及び広島藩生涯五人扶持申渡書写
し〕

　　　.　.29 的場義→原田君 切継紙・ 1通

199206／305
的場義書状（大太鼓御持ち下され，図らず行違いに
相成り候）

　　　.11.30 得小貫一→原田隆造様 切継紙・ 1通

199206／306
得小貫一書状（朝の内よりお話し仕りたく御賁臨下さ
れまじきや）

　　　. 3. 1 河瀬秀治→原田先生 切継紙・ 1通

199206／307
河瀬秀治書状（昨春来当港御在勤と伝承，是より帰
省につき拝顔を得ず，帰県の上寛々伺い奉りたく候）

寺西積→原田賢兄 切継紙・ 1通

199206／308
寺西積書状（小沢より願い置き候人物両人御庇蔭を
蒙りたし，出兵丸止めに相成り候）

(明治20.初冬) 竪切紙・ 1通

199206／309
〔萩尾山神社にて額揮毫，児に書画を与える文〕

明治 4. 6.吉写 雪浜 横半・ 1冊

199206／310
碁稽古掟　全

　　　. 9. 7 川井久徹・渡辺致→原田兵部権
大録様

竪冊・ 1冊

199206／311
川井久徹・渡辺致書状（去春県兵局と武庫保より拝
借候四斤施条砲六門返納，兵学寮よりの書籍料見
積り，大屋小参事よりの返翰）

(明治36) 竪冊・ 1冊

199206／312
〔士族授産所ニ属スル土地・家屋等売却金分配ニ付
箇条書〕

明治42. 8. 2～ 8.12 秀塋

罫紙使用

竪冊・ 1冊

199206／313
明治四十二季夏八月二日予之今松行反省録

　　　.10. 一場万太夫→渡部倉吉殿 一紙・ 1通

199206／314
一場万太夫書状（別紙廻達）

　　　.11.29 隆造→父上様 切継紙・ 1通

199206／315
原田隆造書状（扶持米・荷物等取りに御人差し出さる
べきにつき）

　　　.　. 3 船越洋之助→原田隆蔵様 切継紙・ 1通

199206／316
船越洋之助書状（今日は祇園丁ぬいの屋にて会談
あり，用向きの節はお通し下さるべし）

　　　. 4. 3 篠村幾蔵→船越洋之助様・原田
隆蔵様

切継紙・ 1通

199206／317
篠村幾蔵書状（尾藩よりの返答惣督よりと存じ候，高
台寺の分御決断の義報知方願書）

　　　. 6.22 佐吉→原田盟兄 切紙・ 1通

199206／318
池田佐吉書状（金十両差上げ候）

　　　. 1.15 松田栄→佐々木次郎様・松山不
苦庵様

切継紙・ 1通

199206／319
松田栄書状（主人より頼まれ候中村辰蔵願達の義知
事公へ仰せ立てられ候旨願書）

　　　.10.19 黒田益之丞→原田隆造様 切継紙・ 1通

199206／320
黒田益之丞書状（明日志和へ探索に人遣わされ候と
の義）

　　　.12.24 吉田俊男→原田隆造様

前欠

切継紙・ 1通

199206／321
吉田俊男書状（どうやらこうやら五十円に決着仕り候
処四十五円入手，当地も無用の器と云事）
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　　　.　.29 柔吉→原田様 切継紙・ 1通

199206／322
小林柔吉書状（発船延引の由，然るべき方へ廻り，
是より水主町へ申し遣わすべし）

明治15.11. 浅井馨(広島)著，松村善助(広
島)出版

木版，落書あり

整版・ 1冊

199206／323
広島県管内地理　全

明治41. 9. 広島市紙屋町広陽写真館

9.7×13.9㎝，台紙付き

写真・ 1枚

199206／324
安佐郡安村原田氏之邸宅裏面之全景
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