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凡 例 

1 本目録には，安芸国賀茂郡竹原下市村吉井家文書を掲載した。 

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（200612）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】63/3-1 → 200612／63／3-1 

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。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り，推測した場合は（  ）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「他○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。 

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。 

 

広島県立文書館ホームページ 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/ 



旧支配  広島藩領（蔵入地） 

出所地名  安芸国賀茂郡竹原下市村／広島県

賀茂郡竹原町／広島県竹原市 

分量 2,944 点（2,004 冊，465 括，362 通，32

点，54 綴，14 枚，13 巻），データ件数（一

括文書の内訳を含めた点数）は 8,753件。 

収蔵までの経緯  吉井家文書は，過去に広島大

学をはじめとして数回にわたって文書調査が

なされている。広島県史編さん関係で昭和 49

年 2月に文書整理がなされているほか，昭和

60年代に計5回（昭和 61年10月・12月，62

年10月，63年4月・7月）の調査が広島大学

の教員・学生らにより実施されている。 

平成18年（2006）8月に所蔵者吉井耕一氏

より寄託受入れ。令和元年（2019）8月26日

に現所有者と寄託契約締結。 

年代 寛永 2 年（1625）～平成 8 年（1996）。

ただし，年代が判明する 3,391件数（データ

数）のうち，昭和戦後期以降のものは 70件余

りしかなく，大正期以降のものでも 280件弱

であり，文書群の大部分は近世・明治期で占

められる。 

歴史 竹原町は、もともと室町・戦国期には下

野村の馬橋古市に市場集落賀あったが，賀茂

川（成井川）の土砂堆積により次第に港の機

能が失われ、より下流の新開地にできた市場

集落である竹原下市に取って代わられた。下

市村では慶安～明暦期（1648～1658）に塩浜

約60町歩が開かれ，多くの有力商人たちが塩

田経営に参加した。寛文10年（1670）には3

軒の塩問屋が設置され、領外売りの大俵塩を

独占的に販売することが認められたが，この

3軒とは，米屋半三郎（吉井家 3代目当徳(ま

さのり)）と阿波屋忠三郎，小田屋伊兵衛であ

った。 

吉井家の祖は小早川氏の家臣吉井肥後で，

豊田郡小泉村に居住したとされる。その子に

あたる吉井家の初代源兵衛は，寛永 15 年

（1638）の地詰帳に田4反6畝6歩，畠2

反6 畝18歩，屋敷2 畝12 歩（1 軒）の名

請人として登場している。吉井家の屋号は「米

屋」であり，貢租米集散地で藩の米蔵のあっ

た竹原下市の米商人であったと推定されてい

る。吉井家の大福帳には寛永4年以来の下市

や周辺農村への貸付が記されており，かなり

早くから貢租米の納入立替や籾種・麦種の種

貸，その他の貸付によって資産を蓄積してい

ったことが明らかにされている。尤も，当初

は下市で最上層の商家ではなかったが，塩田

の開発ブームにあたる慶安3年（1650）に2

代目又三郎が蓄積した資本をもとに塩田経営

に進出し，5反9畝と6反6畝12歩（2軒）

の塩田所有者となった。又三郎の代には田畑

の開墾と購入も進め，さらに明暦3年（1657）
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には町浜年寄役に就任し，下市最上層の商人

へと上昇を遂げた。以後，吉井家の当主は，

一時期を除いて代々年寄役を世襲し，下市第

一の商人として地位を維持したのである。 

寛文8年（1668）に又三郎が死去した後，

3 代目半三郎当徳が相続し，以後当主は代々

半三郎を襲名した。3 代目の時期に吉井家は

大俵塩問屋の特権が認められており，初期の

質店に加え，酒造・塩業さらに塩問屋と業種

を追加し，商家として飛躍的な発展を遂げた。

3代目から4代目にかけての元禄・正徳期は

竹原塩業の最盛期でもあり，吉井家も元禄16

年（1703）に22反帆の舟を建造して廻船業

に乗り出し，竹原塩を独占的に領外へ運搬し

て取引した。廻船は北国の越中方面へ赴き，

米や大豆・干鰯などと交換し，それを大坂や

尾道で売却して中間利潤を得た。また，出羽・

江戸方面へも塩を廻送して米・その他の商品

と取引したのである。また，塩田所有も元禄

15年（1702）には6軒，享保7年（1772）

には9軒へと増加し，塩業を軸に資産を増殖

させていったのである。 

内容  本文書群は， 容器別に見ると，慳貪箱

36・箪笥 2・木箱 6・紙箱 2・紙袋 1・衣裳函

3 であり，それに屏風 4 点が加わる。これか

らも分かるように，吉井家文書には，多数の

慳貪箱に納められた和書類が含まれており，

その数は 1,600冊余にのぼる。また，衣裳函

の 1つは絵画・詩文などの軸物を納めたもの

であるが，他にも同家文書には，当主の俳諧・

詩文などに関する文芸関係の文書類が多数含

まれており，多くの町人学者を生み出した竹

原下市の文化的発展の様相を物語っている。 

  木箱に入っていた文書のうち，竹原の学

問・文化に関する文書群としては，「唐崎文

庫」・「頼文庫」・「頼春水登用一件」とそ

れぞれ題された木箱入り文書がある。「唐崎」

とは，磯宮の神官唐崎家のことであり，寛文

期に山崎闇斎のもとで学んだ唐崎定信は，竹

原下市における学問文化の端緒を開いた人物

である。吉井家では，とくに 6代目半三郎当

聡（まさとし）が定信の孫である唐崎常陸介

信徳と深いつながりを有した。常陸介は尊王

論者として国事に奔走し，宝暦 12年（1762）

6 月には広島藩から閉門を命じられたが，当

聡は町浜年寄でありながら常陸介に対して積

極的な経済的援助を行っており，その結果入

牢を命じられている。このような関係を反映

して，「唐崎文庫」には常陸介からの借財関

係書状や詩稿などをはじめとする文書類が納

められている。また，吉井家は頼家との関係

も深く，とくに頼春水の広島藩儒登用にも深

く関わっていた。春水の広島藩儒登用の前提

となったのは「大日本史」の献上であったが，

6 代目当聡とその忰勘五郎は献上本の斡旋に

あたった。吉井家には「大日本史献上一件」

と題する文書も残存し，安永 9年（1780）初

頭から 1年間，藩との交渉を行うなど，春水

の登用に尽力している。 

  6 代目当聡は闇斎門下の広島藩儒植田艮背

に学び，艮背が没する享保20年まで関係が続

いたとされるが，当聡関係の文書としては，

「小学外篇聞書」や「大学講義」・「近思録」

をはじめ，艮背に学んだ享保期の講義聞書メ

モなどが数多く残っている。また，俳句・和

歌に関する書冊類も多く，年代が判明するも

のでは，当聡が家督を相続する前後の寛保・

延享期のものが多い。さらに，和歌に関して

は，京都の有賀有伯に学んだ道工彦文や米屋

の別家である上米屋半平（吉井豊庸）の和歌・

講義録などの書冊類も吉井家文書の中に多数

残されている。 



  また，吉井家のように近世初期から都市の

有力商人として活躍した商家では，当然のご

とく歴代先祖の慶弔事に関する文書の数量も

多い。慶事については，「近代当家慶事扣箱」

と題する箱入り文書があり，元文から大正期

に及ぶ 200件余りが納められている。また弔

事については，「吉井氏御先祖御法事諸帖面 

但近代之分」とだいする箱入り文書があり，

弘化 3 年（1846）8 月に整理されたものであ

るが，その後追加された文書なども含め，延

享から大正期までのもの約 390件が残る。 

  このほか，衣裳函に納められた文書群には，

軸物を納めたもののほか，近世の町・浜関係

の諸文書を納めたものがあり，塩業を中心と

した経営文書などがある。 

  塩業関係文書としては，延享 4 年（1747）

から天明 8年（1788）にかけての「年内算用

大〆帳」36冊をはじめ，塩取引に関わる証文

類（受取状・仕切状・塩浜預り証文など），

塩問屋関係の古書類（問屋万控日記・問屋万

覚帳，その他願書類など），塩浜・河川の普

請関係文書，塩浜下札・浜加地子銀控などの

租税関係文書など，合計 250件以上ある。 

  なお，吉井家の経営文書のうち特筆すべき

ものとして，大福帳（「大福之本帳」）があ

る。大福帳は寛永・正保・承応期など，近世

前期のものを中心に合計 11冊残っている。一

番古いものは寛永10年（1633）であるが，そ

の中身については寛永 4年からの記載がある。

いわゆる「大福帳」と称する帳簿で現存する

最古のものは，伊勢国飯野郡射和村富山家の

大福帳で，元和10年（1624）のものであるが，

吉井家の大福帳はこれに次いで古く，最古級

の大福帳である。 

  商家として古い歴史を有する吉井家では，

家の歴代の事跡をまとめた旧記も作成され保

管されていた。吉井家には「旧記箱」が 2点

残されており，1 つは「旧記」をはじめ，塩

の売捌きに関する掟書や問屋定法，当主が諸

事した「下市村手鑑」などが納められている。

そして，もう 1つには，吉井家とともに 3軒

の塩問屋に認められていた阿波屋・小田屋の

問屋株返上に関する一件文書が納められてい

る。 

  吉井家文書の中で，もう 1つ特筆すべきも

のとして，箪笥収納文書がある。箪笥は 2点

あり，1つは縦42㎝×横58㎝×奥行39㎝と

いう小型の漆塗りの箪笥で，抽斗が 5つある。

もう 1つは縦 89㎝×横 94㎝×奥行 48㎝の

同じく漆塗りの箪笥であり，滑車が取り付け

られた車箪笥である。前者の箪笥には，酒造

関係文書や成井川瀬替一件文書，その他塩浜

関係文書や書簡類などが納められているが，

後世からの改変（抽斗の題箋の張り替えや抽

斗内の文書の入れ替えなど）が多く加えられ

ている。後者の車箪笥収納文書も，後世の改

変や文書調査を行った際に貼られたと思われ

る貼紙が見受けられるが，前者に比べれば改

変は少ない。この車箪笥は，延享3年（1746）

に，5 代目半三郎計暁（かずあきら）から 6

代目当聡への家督相続の際に，重要文書を整

理し引き継ぐために誂えられたものと考えら

れる。抽斗に収納された文書の中身は，主に

町浜年寄としての公用関係文書と塩問屋など

の経営関係の証文・書状類，及び家督相続に

関わる重要書類（帳面・目録・証文・家系図

など）から成る。この車箪笥収納文書は 2370

件余あり，当館へ寄託された吉井家文書全体

の総件数のうち約三分の一近くを占める。 

  以上のほかに，吉井家一族の吉井利三郎

（上吉井家 5代目）が明治初期に局長を務め

た竹原郵便局に関する文書が昭和期までのも



のも含めて約 480件ある。また，吉井家の本

宅ほか邸宅平面図や竹原塩田・新開地の絵図

類もあり，近世を中心とする竹原の歴史にと

って不可欠の文書群であると言える。 

 

検索手段  「広島県立文書館収蔵文書仮目録」 

参考文献 『竹原市史』第 1 巻（竹原市役所，

1972），『同』第2巻（同，1963） 

西向宏介「近世商家の箪笥収納文書―安芸国

竹原町吉井家の事例―」（『広島県立文書館

紀要』第9号，2007） 

 

                                          

（2020.2.26記述／西向宏介） 

 

 

 



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

宝暦13.10.吉 米屋半三郎・同忰勘五郎他3名
→頼母子講中

文書箪笥（大）―抽斗ア

竪冊・ 1冊

200612／1
頼母子帳

天明 4.閏正.～

文書箪笥（大）―抽斗ア

竪冊・ 1冊

200612／2
臺次郎名改心得違之儀ニ付請引一巻覚書

宝暦元.極.吉 吉井筒鈴(花押)→吉井半三郎
殿・同御内室様

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒付

竪継紙(巻物)・ 1
通

200612／3
示談決定之次第（半三郎殿嗣子無之につき本家相続
方）

　　寅. 下市年寄半三郎→下村儀左衛
門様

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・ 1括(4点)

200612／4
〔堀屋弥七富大札直訴一件につき口上書類〕

　　寅. 年寄半三郎

文書箪笥（大）―抽斗ア

竪継紙・(1通)

200612／4／ 1
o乍恐申上候口上之覚

文書箪笥（大）―抽斗ア

仮竪冊・(1冊)

200612／4／ 2
o年寄半三郎呼出シ向　写し

長生寺→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切紙・(1通)

200612／4／ 3
o〔釋南崖書〕

　　寅. 2. 下市年寄半三郎→下村儀左衛
門様

文書箪笥（大）―抽斗ア

竪継紙・(1通)

200612／4／ 4
o申上候口上之覚　ひかへ

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・ 1括(4点)

200612／5
〔年寄役務関係文書〕

　　　霜. 9 御紙蔵→竹原町米屋半三郎江
／笠間次右衛門・田村与一兵衛
→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ア／包入（御紙蔵→竹原下市村年寄米屋半三郎へ）

切(継)紙・(2通)

200612／5／ 1
o態申遣（田坂屋市郎左衛門跡役忰為五郎へ楮

改役・津出し蔵元申付）・〔添書〕

　　　 3.14 半三郎他2名→松文蔵様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／5／ 2
o〔浜方割賦銀受引の儀につき書付写〕

文書箪笥（大）―抽斗ア

竪紙・(1通)

200612／5／ 3
o〔慶長新銀換算早見表〕

賀茂や権左衛門〔他〕→米屋

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒付

切(継)紙・(1括(10
通))

200612／5／ 4
o巳三月朔日かもや権左衛門受取書・〔ほか受取

書〕

寛延 3. 5.21 米屋文三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙一括

括・ 1括

200612／6
算用目録扣

寛延 2.正. 下市米屋

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

折紙・(1通)

200612／6／ 1
o覚

　　　  3.18 米屋半三郎→松崎久一郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切紙・(1通)

200612／6／ 2
o〔文三郎方縁談の儀につき書付控〕

　　寅. 上市徳三郎

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

折紙・(1通)

200612／6／ 3
o上市徳兵衛方小帳之控覚書

元文 4. 2.

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

折紙・(1通)

200612／6／ 4
o元文四己未年二月手代甚兵衛別宅仕せ

1



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

寛延 3.卯.24 米屋文三郎・一座人数米屋母同
文三郎内・同内徳兵衛・同伝蔵
→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア

仮横長・(1冊)

200612／6／ 5
o出入算用目録扣

　　未.正.～

文書箪笥（大）―抽斗ア

折紙・(2通)

200612／6／ 6
o一,田野浦川桝形堀算用目録半三郎殿江亥七月

駈合扣

文書箪笥（大）―抽斗ア

紙縒・(1点)

200612／6／ 7
o〔題箋紙縒〕（「先年上市米屋受引并ニ手前払底

之節頼母子受書」）

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・ 1括

200612／7
見合入用書状并請取書入在之書状

文書箪笥（大）―抽斗ア

紙縒・(1点)

200612／7／ 1
o〔題箋紙縒〕（「見合入用書状并請取書入在之書

状」）

　　卯.正. 9 木原屋六右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付3通

括・(1括)

200612／7／ 2
o卯正月参ル請取書入在之入用状（年始状ほか）

　　　 11.10 竹原米屋半三郎→三原屋六右
衛門様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

括・(1括)

200612／7／ 3
o〔書簡〕（「内用書」）

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切紙

200612／7／ 3- 1
o覚

文書箪笥（大）―抽斗ア／3通

切継紙

200612／7／ 3- 2
o〔若狭屋孫九郎系図〕

　　　 11.10 木原や六右衛門→米や半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切継紙

200612／7／ 3- 3
o〔書簡〕（御地御神楽の儀,ほか箇条書付）

宝暦 8.10.13 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／7／ 4
o平原御社（船越村）寄附金之儀申来ル書状（私

寅(宝暦 8).10.14 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／7／ 5
o平原御社寄附金受取書入在之書状　三津

　　　 11. 5 木原や六右衛門→米や半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／7／ 6
o〔書簡〕（十之丞殿事,私養子の儀,ほか箇条書

付）

　　　 11.21 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／7／ 7
o〔書簡〕（若狭屋方角の儀,御家母様広島滞留の

由,十之丞殿事箇条書付）

　　　  9.11 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙･竪紙・(2
通)

200612／7／ 8
o〔書簡〕（上原村八幡宮行幸の儀,ほか箇条書

付）・〔行幸行列書〕

　　　 10. 5 木原屋六右衛門→米や半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／7／ 9
o〔書簡〕（十之丞殿儀,扶持の儀,ほか箇条書付）

　　　  6. 6 木ハらや六右衛門→こめやおた
めとの

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／7／10
o〔書簡〕（十之丞の事半三郎殿御しかりの由につ

き）

2
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　　　  6.27 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／7／11
o〔書簡〕（十之丞殿事いかが相成候哉）

　　　  4.27 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／7／12
o〔書簡〕（桃花買込の儀,十之丞殿儀,ほか箇条書

付）

　　　  5.17 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／7／13
o〔書簡〕（十之丞殿儀,浜田より飛脚参り五郎右衛

門参るべき趣,ほか箇条書付）

　　　  7. 8 米屋十之丞→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(4通)

200612／7／14
o口演（十之丞殿儀）・〔可部より米屋十之丞書簡〕

　　　  2. 5 吉井十之丞(花押)→吉井半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

折紙・(2通)

200612／7／15
o〔書簡〕（山県郡有田村小田氏へ参向,怡仙公へ

薬種拵えその他医方諸用相勤め申すこと等書
付）

　　　  4.27 吉井十之丞→小田怡仙先生公
〔他〕

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付（要用書 吉井十之丞・可部→米屋半三郎様）

竪紙(綴)・(1綴･2
通)

200612／7／16
o御願申上候口上書（医業勤学の儀等につき）[ほ

か]

　　　  5.11 小田怡仙(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付（小田怡仙・自有田村→米屋半三郎様）

折紙・(1通)

200612／7／17
o〔書簡〕（十之丞医術御望の儀につき）

　　　  7.10 小田怡仙(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付（小田怡仙・自有田村→米や半三郎様）

折紙・(1通)

200612／7／18
o〔書簡〕（十之丞殿御儀につき）

　　　  9.21／ 8.26 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付／7-19～21は紙縒一括

切継紙・(2通)

200612／7／19
o〔書簡〕（娘儀御引取御世話下さるべき段御深切

の御儀,ほか箇条書付）

　　　  9.21 木原屋伴蔵(花押)→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付／7-19～21は紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／7／20
o〔書簡〕（浜田より孫七参り申候儀,おとら儀等書

付）

　　　 11. 4 木原屋六右衛門(花押)→米屋半
三郎様／木原屋伴蔵(花押)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付／7-19～21は紙縒一括

切継紙・(2通)

200612／7／21
o〔書簡〕（おため儀,おとら儀,筒鈴翁儀,商売方浜

方の儀等書付）

　　　  7.18／閏 7.19／
後 7.27

いわみや保五平→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切(継)紙・(4通)

200612／7／22
o〔書簡〕（可部木原屋薬遣わされ候儀につき）

　　　  8. 9 いわみや安五郎→竹原米屋半
左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切紙・(1通)

200612／7／23
o〔書簡〕（長寿散売切申候につき）

　　　  9.22 いわみや安五郎→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切紙・(1通)

200612／7／24
o〔書簡〕（長寿散渋紙壱つ受取）

　　　  9.20 自尾道・いわみや安五郎→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／7／25
o〔書簡〕（長寿散可部へ仰せ遣わされたき願）

明和 7. 5.

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒付

仮横長・ 1冊

200612／8
明和七年庚寅五月廿八日御祝覚，明和七年寅五月
九日役難ニ付追込被仰付候節見直衆覚，音物ひか
へ
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元禄 9. 7.15 米や長四郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア

竪継紙・ 1通

200612／9
借用申銀子之事

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙一括／紙縒付

括・ 1括(3冊･10
通)

200612／10
永年賦御書出（包紙表題「年賦建り御書写し」）

卯(宝暦 9). 2. 後藤源之丞・龍神彦右衛門→郡
中年寄・割庄屋・村々庄屋・与頭

文書箪笥（大）―抽斗ア

仮横長・(1冊)

200612／10／ 1
o申渡ス覚（御貸米銀の儀）

寅(宝暦 8). 4.

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／10／ 2
o高田郡御役所御書出し写シ（借り米銀永年賦に

つき）

卯(宝暦 9). 5. 賀茂郡下市村年寄半三郎･同九
左衛門･同並庄屋正三郎･同与
頭常七･権五郎･文三郎

文書箪笥（大）―抽斗ア

仮横長・(1冊)

200612／10／ 3
o御窺申上候覚（三拾ヶ年賦仰せ付けられ候につ

き）

　　　  6. 5 下市村割庄屋喜三次→下市年
寄半三郎様・同与頭権五郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／10／ 4
o〔書簡〕（御仕向方之儀につき）

　　　  6. 4 年寄半三郎・与頭権五郎→割庄
屋喜三次様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／10／ 5
o〔書簡〕（年符方之儀につき様子書付）

　　卯. 5. 賀茂郡三津村年寄保右衛門他4
名

文書箪笥（大）―抽斗ア

仮横長・(1冊)

200612／10／ 6
o御窺申上覚（御年貢方百姓人別算用下札尻未

進につき）

　　　  5.

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／10／ 7
o口達之覚（未進過上方其外借米銀につき）

　　　 霜. 5 下市村年寄半三郎･同与頭常
七･同塩浜仲間藤兵衛→江藤伝
六様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／10／ 8
o江藤伝六様へ卯霜月六日三津迄■遣ス書状ひ

かへ（永年賦之儀につき）

　　　 霜.21 下市年寄半三郎･同与頭常七･
同塩浜仲間藤兵衛→江藤伝六
様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切紙・(1通)

200612／10／ 9
o江藤伝六様へ弐度目指遣ス書状ひかへ

　　　 11.20 白市屋庄次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／10／10
o〔書簡〕（江藤氏へ届状之儀につき）

　　　 霜. 5／11.21 下市村年寄半三郎･同与頭常
七･同塩浜仲間藤兵衛←→江藤
伝六様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(2通)

200612／10／11
o〔書簡〕（永年賦之儀につき）[〔返書共]

　　　  5. 御勘定所→後藤源之丞・龍神彦
右衛門

文書箪笥（大）―抽斗ア

折紙・(1通)

200612／10／12
o〔郡方借米銀取付之儀につき御触〕

　　　  5.

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／10／13
o〔未進米銀引戻し書上書〕

木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／紐一括

括・ 1括

200612／11
〔十之丞事用状ほか書簡〕
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文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・(1括)

200612／11／ 1
o〔長寿散取次所同断の儀書簡ほか書付〕

　　　  8. 8 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付／4通･1通

切継紙･折紙

200612／11／ 1- 1
o〔書簡〕（長寿散取次所相談の儀につき）･（古

札通用の儀等につき）

　　　 閏11.20 木原や六右衛門→米や半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付／2通

切継紙･折紙

200612／11／ 1- 2
o〔書簡〕（福王寺より返書参申候につき）

文書箪笥（大）―抽斗ア／2通

折紙

200612／11／ 1- 3
o産霊社ニて月次日取を極メ置神拝略次第伝

授之事

文書箪笥（大）―抽斗ア／題箋付紐一括

括・(1括)

200612／11／ 2
o十之丞事用状壱巻

　　　  3. 5／ 5.17／ 
7.23／ 7.11

木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙(2枚)･紙縒付6通

切(継)紙

200612／11／ 2- 1
o〔書簡〕（十之丞殿事，ほか箇条書付）

　　　 閏 7.12 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付2通

切継紙

200612／11／ 2- 2
o〔書簡〕（播磨屋おすへ儀,ほか箇条書付）,謹

考（家運長久の祈祷につき）

　　　 10. 3 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付1通

切継紙

200612／11／ 2- 3
o〔書簡〕（積翠老書付此元へ参候儀,おとら儀,

五郎右衛門取立之儀,ほか箇条書付）

　　　 閏 7.24 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙･題箋1枚付1通

切継紙

200612／11／ 2- 4
o〔書簡〕（尾道長寿散売も宜候由につき）

　　　 閏 7.10 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付1通

切継紙

200612／11／ 2- 5
o〔書簡〕（他人へ仏法をすすめ候儀,神道宜御

座候儀,ほか箇条書付）

　　　 10.12 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付1通

切継紙

200612／11／ 2- 6
o〔書簡〕（おみち病気全快の儀,十之丞殿儀,ほ

か箇条書付）

　　　  9.12 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切継紙

200612／11／ 2- 7
o〔書簡〕（おみち傷寒相煩われ候儀,広楽人参

の事,御向宝蔵焼失の由,十之丞殿事,ほか書
付）

　　　  7.11 木原屋六右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付1通

切継紙

200612／11／ 2- 8
o〔書簡〕（時計直し方,ほか箇条書付）

　　　 10. 9 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付1通

切継紙

200612／11／ 2- 9
o〔書簡〕（おみち病後無難の由,十之丞殿儀,ほ

か箇条書付）

　　　  9.12 木原や六右衛門→米や半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付1通

切継紙

200612／11／ 2-10
o〔書簡〕（おみち傷寒相煩われ候由,人参用方

之儀,ほか箇条書付）

　　　 12.21 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付1通

切継紙

200612／11／ 2-11
o〔書簡〕（おみち全快之由,堀田氏用付の儀,十

之丞殿儀,ほか箇条書付）
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　　　 12.17 木原や六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付1通

切継紙

200612／11／ 2-12
o〔書簡〕（おみち追々肥立の儀,十之丞殿事,ほ

か書付）

(安永 2). 薬師寺,西方寺,浜用所(竹原塩
浜)

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・ 1括

200612／12
〔西方寺へ取替銀受取状ほか〕

　　　  9.28 薬師寺→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／12／ 1
o〔書簡〕（拙僧忠海勝運寺へ罷越候儀,三原川口

屋小児へ護符之儀,ほか箇条書付）

　　　  7.16 薬師寺→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切紙・(1通)

200612／12／ 2
o〔弁才天御社修履相調申候書付〕

巳(安永 2).蝋.25 西方寺納所→本米屋御手代中

文書箪笥（大）―抽斗ア

切紙・(1通)

200612／12／ 3
o覚（御経料・借用銀）

巳(安永 2).閏 3.11 西方寺→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／12／ 4
o覚（御預置申候銀受取）

(安永 2).閏 3. 5 浜用所(㊞｢竹原塩浜｣)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／12／ 5
o覚（西方寺江取替銀受取）

巳(安永 2).極.28 西方寺納所→本米屋御手代中

文書箪笥（大）―抽斗ア

切紙・(1通)

200612／12／ 6
o覚（御借所牖御寄附料請取）

本庄三太右衛門,寺西一三次,辻
儀左衛門

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・ 1括

200612／13
〔本庄三太右衛門妻お里儀につき書付〕

　　　 正. 3 本庄三太右衛門(花押)→米屋半
三郎様人々御中

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

折紙・(1通)

200612／13／ 1
o〔書簡〕（年始御祝詞）

　　　 11.28 本庄三太右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

折紙・(1通)

200612／13／ 2
o〔書簡〕（妻安産祝御礼）

　　　 10.15 本庄三太右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

折紙・(1通)

200612／13／ 3
o〔書簡〕（里儀本妻之唱ヘニ仕候につき）

　　　 10.27 寺西一三次→米や半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ア

折紙・(1通)

200612／13／ 4
o口述（お里程宜格式･安産の儀,百姓難渋役方御

心配の儀につき）

　　　 10.15 辻儀左衛門(花押)→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

折紙・(1通)

200612／13／ 5
o〔書簡〕（お里儀三太右衛門方より願之趣相済申

候につき）

(寛文 7.～11).

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・ 1括

200612／14
〔塩浜関係書類〕

寛文 7.極.25／12.15 下野村庄屋次郎兵衛(花押)･組
頭惣右衛門(花押)他3名→下市
米屋又三郎殿／東ノ村平兵衛→
米屋虎助様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

竪紙・(2通)

200612／14／ 1
o下ノ村算用状壱つ･平兵衛状壱つ（借用銀受取

等）

　　　 12. 2 平兵衛(花押)→竹原下市市郎左
衛門様

文書箪笥（大）―抽斗ア

折紙・(1通)

200612／14／ 2
o〔書簡〕（私塩浜半三郎ニて売申候につき）
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　　　 極.29 →米や半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア

折紙・(1通)

200612／14／ 3
o〔我等浜質物ニ入申すべき旨書付〕

亥(寛文11).極. 7 夫安左衛門(花押)･請取主平兵
衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア

竪紙・(1通)

200612／14／ 4
o覚（浜代銀請取）

寛文11.12.朔 買主半三郎(花押)･売主平兵衛
(花押)→坂崎甚右衛門様･城徳
右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗ア

竪紙・(1通)

200612／14／ 5
o覚（東野村平兵衛塩浜売買）

(寛文11ｶ).極.13 ひかし平兵衛→米や半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア

竪紙・(1通)

200612／14／ 6
o〔帖切広島にて御調なさるべき旨書付〕

(寛文11ｶ).極.23 平兵衛(花押)→米や半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア

折紙・(1通)

200612／14／ 7
o覚（塩代・借銀算用）

(寛文11ｶ).極. 7 平兵衛(花押)→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア

折紙・(1通)

200612／14／ 8
o〔銀壱貫目御借し下さるべき旨書付〕

文書箪笥（大）―抽斗ア／もと複数通あったもの（途中切れ）

折紙・(1通)

200612／14／ 9
o〔来年も浜預りの儀につき書付〕

寛文11.12.朔 売主東之村平兵衛(花押)･買主
米や判三郎(花押)

文書箪笥（大）―抽斗ア

竪紙・(1通)

200612／14／10
o覚（東之村平兵衛浜売買につき両方相判）

寛文10.極.30 東村平兵衛(花押)→米や半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ア

竪紙・(1通)

200612／14／11
o借用仕銀子之事（塩浜質入）

寛文11.極. (東野村平兵衛→下市米屋半三
郎)

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙一括

括・(1括)

200612／14／12
o東ノ村平兵衛諸事手形状

寛文11.極. (東野村平兵衛→下市米屋半三
郎)

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙･題箋付紙縒一括

括

200612／14／12- 1
o本貢銀子手形書状壱通

(寛文11ｶ).極.16 平兵衛(花押)→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

折紙

200612／14／12- 1- 1
o〔書簡〕（田成作御手前に御作の儀につき）

寛文11.極.23 東村平兵衛(花押)→下市米や半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

竪紙

200612／14／12- 1- 2
o借用仕銀子之覚

　　　  2. 3／ 2. 6 平兵衛(花押)→長四郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／題箋付紙縒一括(2通)

竪紙

200612／14／12- 2
o平兵衛田地之時状

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙･紙縒一括

括

200612／14／12- 3
o借状一通又状之写

(寛文11ｶ).極16 平兵衛判→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

折紙

200612／14／12- 3- 1
o〔書簡〕（田成作御手前に御作の儀につき）

寛文11.極.23 東野村平兵衛判→下市米や半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

竪紙

200612／14／12- 3- 2
o借用申銀子之覚

　　　 9. 堺屋助七,米屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・ 1括

200612／15
〔御蔵米所御払米の儀につき諸書付〕
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　　　  9. 3 堺屋助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付／添書1通付

切継紙・(1通)

200612／15／ 1
o〔書簡〕（御蔵米所御払代銀御延米の儀につき

早々出浮すべき旨）

　　亥. 9. 竹原浦下市米屋半三郎･同堺屋
助七→伊藤与助様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙一付

竪紙･折紙・(2通)

200612／15／ 2
o御内々御窺申上候口上之覚（御蔵米尾道･三

原･三津･竹原御蔵にて払下の儀につき）,〔同封
書簡〕

　　　  9. 3 堺屋助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／15／ 3
o〔書簡〕（御蔵納り米俵数御申越下されたき旨）

　　寅.正.

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／15／ 4
o寅正月積り書

　　　  9. 2 さかいや助七→米や半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙(2枚)付

切継紙・(1通)

200612／15／ 5
o〔書簡〕（御蔵米所御払の儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・ 1括

200612／16
〔白市屋十蔵方縁談関係書類〕

　　　 卯.29 年寄半三郎･庄屋次助･与頭共
→有田庄太様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／16／ 1
o口上（蔵屋庄兵衛不束不埒にて手錠申付の儀）

　　　 卯.27 庄屋次助→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／16／ 2
o〔書簡〕（三原屋家の儀につき）

　 (丑.卯.) 野吹屋嘉平次,河野勝蔵,宗巴屋
正蔵←→米屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・(1括)

200612／16／ 3
o〔白市屋十蔵方へ縁談の儀につき書付〕

　 (丑).卯. 8 野吹嘉平次→米屋半三郎様･升
本屋次助様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付1通

切継紙

200612／16／ 3- 1
o〔書簡〕（白市屋十蔵方へ友屋与左衛門息女

縁談の儀につき）

　 (丑).卯. 8 河野勝蔵→米屋半三郎様･升本
屋次助様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付1通

切継紙

200612／16／ 3- 2
o〔書簡〕（白市屋十蔵方へ友屋与左衛門娘嫁

娵之契約の儀につき）

　　丑.卯.13 米屋半三郎・升本屋次助→河野
勝蔵様

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切継紙

200612／16／ 3- 3
o河野様へ丑四月十三日御答之ひかへ（白市

屋十蔵縁談滞り候儀につき）

　　丑.卯.13 米屋半三郎・升本屋次助→野吹
嘉平次様

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切継紙

200612／16／ 3- 4
o野吹氏様へ丑四月十三日御答之ひかへ（白

市屋十蔵縁談之儀につき）

　　　  4.10 宗巴屋正蔵→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切紙

200612／16／ 3- 5
o〔書簡〕（御示談之一条につき）

　　　  4.10 白市屋伊三郎→そうはや正蔵
様，宗巴屋正蔵→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付2通

切紙

200612／16／ 3- 6
o口上（違変之儀につき），〔同封書簡〕

　　　  5.19 米屋半三郎・升本屋次助→野吹
屋嘉平次様・河野勝蔵様

文書箪笥（大）―抽斗ア／帯紙付2通

切継紙

200612／16／ 3- 7
o〔書簡〕（白市屋十蔵縁約之儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・ 1括

200612／17
〔加藤嘉七難渋の儀等につき書簡ほか口上〕

　　　  9.20 →米や半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切紙・(1通)

200612／17／ 1
o〔書簡〕（御寸志御初穂の儀につき）
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　　　 極.15 忠海屋三郎平→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／17／ 2
o〔書簡〕（か七へ御心を添られ候儀につき）

　　　 霜.朔 渡■伊右衛門→半三郎様・勘五
郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／17／ 3
o〔書簡〕（只今まで御懇意に預り候儀につき）

　　　 極.19 加藤喜七→御年寄半三郎様・御
庄屋次助様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

折紙・(1通)

200612／17／ 4
o〔書簡〕（御心頭懸下され候儀につき）

　　　 霜.18 (割庄屋)吉郷村甚右衛門(自四
日市)→下市村年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／17／ 5
o〔書簡〕（此壱封楢崎氏へ御届ケ下されたき旨）

　　　 極. 3 加藤喜七→御年寄半三郎様・御
庄や次助様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／17／ 6
o〔書簡〕（私儀病気万端難渋につき銀才覚の儀相

談）

　　寅. 5. 米屋勘五郎，米屋半三郎←→堺
屋助祐七(助七)

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・(1括)

200612／17／ 7
o〔於御普請長蔵殿・助七殿役方立合之儀かけ合

有之ニ付書付〕

　　寅. 5. 米屋勘五郎←→堺屋祐七

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付6通

切(継)紙

200612／17／ 7- 1
o於御普請長蔵殿・助七殿役方立合之儀かけ

書扣一通

　　　  8.25 堺屋助七→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切継紙

200612／17／ 7- 2
o口上（頼母子之儀委細仰聞かせられ候御趣

意につき）

　　　  9.13 堺屋助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切継紙

200612／17／ 7- 3
o口上（勘五郎殿へ御頼申上候一条御銀書之

御趣につき）

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・ 1括

200612／18
〔塩浜仲間役・長サ役関係書類ほか〕

　　　  7.25 小嶋嘉平太→年寄半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／18／ 1
o〔仲間役并長サ役五人とも御紙面遣され候儀申

渡〕

　　　  6.19 かも郡番組→下市年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／18／ 2
o〔今日御逢成さるべき旨内々書付〕

　　寅. 8.23 小嶋嘉平太→下市村年寄半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切継紙・(1通)

200612／18／ 3
o〔仲間役・長役之もの居合方の儀につき書付〕

　　卯. 4.10 下市村年寄半三郎→塩浜庄屋
次助・塩浜仲間役長蔵

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付

切紙・(1通)

200612／18／ 4
o態申遣ス（下市村庄屋・塩浜庄屋申付）

　　卯. 6.

文書箪笥（大）―抽斗ア

切継紙・(1通)

200612／18／ 5
o覚（塩値段落入浜方大凶年につき）

　　寅. 5. →年寄半三郎

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・(1括)

200612／18／ 6
o〔役儀御免申付書〕

　　寅. 5. 百姓共→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙(2枚)付1通

切継紙

200612／18／ 6- 1
o以書付御願申上（庄屋庄三郎様御役御免仰

付られ候儀につき）
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　　寅. 5.28 沢田九八郎・永原十六郎→年寄
半三郎

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付2通

切継紙

200612／18／ 6- 2
o申渡ス・態申遣ス（厳島福開末札当り銀取揚

置につき下市村年寄半三郎追込申付）

(明和 6).

文書箪笥（大）―抽斗ア／紙縒一括

括・(1括)

200612／18／ 7
o〔浅野近江様御内佐々木伴次関係書類〕

　　　  7.朔 瀬野近郷内佐々木伴次→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙(2枚)付1通

切継紙

200612／18／ 7- 1
o

本紙者寅三月朔日所役方迄出ス

　　　  7. 2 米や半三郎→佐々木伴次様

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切継紙

200612／18／ 7- 2
o〔書簡〕（旅宿へ御尋の節仰聞かされ候一条

につき）

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切継紙

200612／18／ 7- 3
o堀屋一儀広島受引覚書

明和 6. 6.24～ 7. 2

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

折紙

200612／18／ 7- 4
o浅野近江様御内佐々木伴次殿請引へ覚書

　　　  8. 6 〔　　〕や藤左衛門→かとや正三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切紙

200612／18／ 7- 5
o口上（広島佐々木伴次殿より飛脚参申候儀に

つき）

　　丑.極. 9 同庄や■役正三郎→年寄半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切紙

200612／18／ 7- 6
o覚（取揚置候冨銀の儀につき）

　　　 12.9 同 正三郎→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切継紙

200612／18／ 7- 7
o〔書簡〕（今日之集会指延につき）

　　　  8. 6

文書箪笥（大）―抽斗ア／1通

切継紙

200612／18／ 7- 8
o半三郎様へ遣ス

　　午. 8.17 賀茂郡御役所，小嶋冨十郎・大
藤良蔵・松浦新五兵衛→下市村
年寄見習半三郎

文書箪笥（大）―抽斗ア／包紙付／紙縒付

切(継)紙・ 1括(2
通

200612／19
申渡・態申遣（半三郎下市村年寄本役申付）

　　辰.

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／20
〔塩浜凶年一件書類〕

　　辰.11.17 米屋半三郎→塩浜御役人中様

文書箪笥（大）―抽斗イ

竪紙・(1通)

200612／20／ 1
o口上之覚（預け浜につき）

巳(宝暦11). 2.

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／20／ 2
o覚（勘定所改高調べ）

　　辰.12.16 米屋半三郎→年寄並正三郎殿・
割庄屋喜三郎殿・塩浜仲間中

文書箪笥（大）―抽斗イ

竪紙・(1通)

200612／20／ 3
o申上候口上之覚（私抱の塩浜預人も無御座身

上不如意）

　　辰.12. 7

文書箪笥（大）―抽斗イ

折紙綴・(1綴)

200612／20／ 4
o覚（塩浜凶年につき御調べ）

　　辰.12. 4～7 下市年寄半三郎・同並正三郎→
山本善助様・荒木又七様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／20／ 5
o乍恐御答申上候覚（塩浜凶年につき申上候書付

の内御不審の旨御尋につき）

　　辰.12. 6 米屋半三郎→塩浜尾役人衆中

文書箪笥（大）―抽斗イ

竪紙・(1通)

200612／20／ 6
o覚（塩浜凶年にて預り人無御座につき）

10



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

　　辰.12. 6 下市年寄半三郎→山本善助様・
荒木又七様

文書箪笥（大）―抽斗イ

竪紙・(1通)

200612／20／ 7
o御答申上候覚（浜役方へ差出候口上書印形御

役印相違の旨御尋につき）

　　辰.11. 下市年寄半三郎[ほか7名]→賀
茂郡御役所

文書箪笥（大）―抽斗イ

竪継紙・(1通)

200612／20／ 8
o乍恐申上候口上之覚（塩浜凶年困窮につき仕込

銀御仕向願）

　　　 霜.20 浜庄屋半兵衛→年寄半三郎様・
同並正三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／20／ 9
o〔塩浜大変につき御出浮依頼書付〕

　　　 12.15 喜兵衛→下市年寄半三郎様・同
正三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／20／10
o〔浜師中約方仰談の儀につき書付〕

　　辰. 沖浜半三郎

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／20／11
o〔辰年分出来塩〕

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／20／12
o覚（奉公人等人数）

　　　 極.20 竹原屋惣左衛門→年寄半三郎
様・同正三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／20／13
o〔浜方御調べの儀,御運上銀の儀につき書付〕

　　　 極.13

文書箪笥（大）―抽斗イ

切(継)紙・(2通)

200612／20／14
o覚（名前書上）

　　　 極.16 竹原屋惣左衛門→年寄半三郎
様・同並正三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／20／15
o〔急御用にて御状箱御役所へ差上候儀につき書

付〕

　　巳. 2.

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／20／16
o覚（塩浜中借銀算用詰）

宝暦11.11.

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／20／17
o覚（地方・町方免割）

　　卯. 5. 6

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／20／18
o覚（町用所惣算用前）

(明和 2.～安永 7.)

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／21
〔東照宮通御祭礼一件書類〕

明和 2. 9.17

文書箪笥（大）―抽斗イ

小横長・(1冊)

200612／21／ 1
o通御祭礼御行列附

安永 7.11.

文書箪笥（大）―抽斗イ

横長・(1冊)

200612／21／ 2
o安永七戊戌年十一月御国中諸秤於広島御改有

之候ニ付出勤仕播磨屋十兵衛江掛合扣

明和 2. 9.17 広陵豊寿軒

文書箪笥（大）―抽斗イ

横半(版画)・(1冊)

200612／21／ 3
o御祭礼御行烈(行列)略絵図

　　　  8.14 →五組へ

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／21／ 4
o覚（東照宮御祭礼ニ付御触写）

　　　  8.26 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／21／ 5
o〔御祭礼の節につき書付〕
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(明和 8.～安永 8). 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／22
御差合名・覚（宗旨帳改覚）

安永 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／22／ 1
o戌年安永七之分御指合名

安永 8. 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(2通)

200612／22／ 2
o安永八亥年分（亥年御指合名・覚（宗旨帳改

覚））

(安永 7).閏 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／22／ 3
o覚（宗旨帳改覚）

安永 6. 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒付

切継紙・(2通)

200612／22／ 4
o安永六酉年分（御指合名・覚（宗旨帳改覚））

(安永 5). 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒付

切継紙・(3通)

200612／22／ 5
o御差合名・覚（宗旨帳改覚）

安永 4. 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／帯紙付

切継紙・(2通)

200612／22／ 6
o御差合名・覚（宗旨帳改覚）

(安永 2.～ 3). 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒付

切継紙・(5通)

200612／22／ 7
o御差合名・覚（宗旨帳改覚）

明和8.～ 9. 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒付

切継紙・(4通)

200612／22／ 8
o明和八卯年分・明和九辰年分（御差合名・覚（宗

旨帳改覚））

　　　  7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／23
御差合名・覚（宗旨帳改覚）

卯(宝暦 9).閏 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(2通)

200612／23／ 1
o御指合名・覚（宗旨帳改覚）

辰(宝暦10). 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／23／ 2
o御指合名・覚（宗旨帳改覚）

午(宝暦12). 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／帯紙付

切継紙・(2通)

200612／23／ 3
o御指合名・覚（宗旨帳改覚）

用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／23／ 4
o御差合名

未(宝暦13). 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／23／ 5
o覚（宗旨帳改覚）

申(明和元). 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／帯紙付

切継紙・(2通)

200612／23／ 6
o御指合名・覚（宗旨帳改覚）

酉(明和 2). 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／帯紙付

切継紙・(2通)

200612／23／ 7
o御指合名・覚（宗旨帳改覚）

戌(明和 3). 7. 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／23／ 8
o御差合名・覚（宗旨帳改覚）

亥(明和 4). 7. 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／23／ 9
o覚（宗旨帳改覚）
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丑(明和 6). 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／帯紙付

切継紙・(2通)

200612／23／10
o御指合名・覚（宗旨帳改覚）

明和 7(寅). 7. 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／帯紙付

切継紙・(2通)

200612／23／11
o御差合名・覚（宗旨帳改覚）

宝暦 2. 2.

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／24
體国院様御行烈(行列)書付[ほか]

宝暦 2. 2.

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙(巻紙)・(3
巻)

200612／24／ 1
o體国院様御行烈(行列)書付三巻

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／24／ 2
o〔公方様及び大納言様への献上物書上并び加

増者・新知者等書上〕

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／24／ 3
o賢而不賢（当夏江戸より若殿様へ被遣候御直筆

之写）

宝暦 2. 2. 8 伊予屋七郎右衛門→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙・(1通)

200612／24／ 4
o〔書簡〕（御上御凶変葬礼の儀につき）

　　子. 2. 6

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙(巻紙)・ 1
巻

200612／25
子二月六日於御新屋敷御囲御会席

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／26
〔御公儀触書・聞書等〕

元文元. 6.

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙・(1通)

200612／26／ 1
o元文元年辰六月御上使御通船ニ付浦辺筋へ御

書出シ之ひかへ

　　　  6.19

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／26／ 2
o御巡見御用ニ付四日市火廻り被仰付候書付

　　卯.10. 5

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／26／ 3
o江戸大坂江御触状之写

文書箪笥（大）―抽斗イ

折紙・(1通)

200612／26／ 4
o聞書覚（殿様御名代若殿様江被仰渡候）

　　　  7.12

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／26／ 5
o覚（大田彦三郎殿御祝儀御取揚）

文書箪笥（大）―抽斗イ

折紙・(1通)

200612／26／ 6
o覚（悪銀厳島へ遣され候者をとらえ下吟味一件）

延享 2.12.

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙・(2通)

200612／26／ 7
o江戸表聞書二枚

延享 2. 9.

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙・(1通)

200612／26／ 8
o将軍宣下京江府控写

享保 2.11.朔

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／26／ 9
o広島御家中江御書出写

　　子. 9.26 番組→割庄屋中

文書箪笥（大）―抽斗イ

竪紙・(1通)

200612／26／10
o〔揚売多く徘徊致し候儀につき申達〕
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　　丑. 6.

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙・(1通)

200612／26／11
o御公儀様より被仰出書附写シ（米銀御下げの儀

につき）

　　　  9.

文書箪笥（大）―抽斗イ

折紙・(1通)

200612／26／12
o沖塩浜座鋪

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／26／13
o松平伊達守様御領内山城国戸井郡小泉村百姓

万平（長命者書上）

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／26／14
o〔松平美濃守領分珍敷長命者書上〕

(正徳元).

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙綴･折紙･切
紙・(2綴･5通)

200612／26／15
o御巡見様御書付・雲妙院様御弔之時御使者ニ

付国々香典付

正徳 6.

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙・(2通)

200612／26／16
o御国御続書付　其外珍敷物有（綱長公御連子・

吉長公御続）

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／27
〔大坂与力・同心関係書類〕

　　丑.12.18

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切(継)紙・(3通)

200612／27／ 1
o竹原ニ而御廻し米御用情出シ相勤候付御褒美

被為遣候人別目録

　　丑. 5. 2 米屋半之丞→松岡常左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙・(1通)

200612／27／ 2
o大坂御同心松岡常左衛門殿御戻り之儀用事有

之書状進候ひかへ本書ハ杉原ニ而調ル

松岡常左衛門→米屋半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗イ

包紙・(1枚)

200612／27／ 3
o〔包紙〕

　　　  5.21 松岡常左衛門→米屋半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切紙・(1通)

200612／27／ 4
o〔書簡〕（御無心申置候厳島への初穂役につき）

　　丑.正.～ 2. 用所，用場，しまや善蔵，角屋九
右衛門→米屋半之丞様，庄屋正
三郎→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒･包紙付

切(継)紙・(10通)

200612／27／ 5
o御与力様時節請取書付包

　　丑. 2. 御宿主米屋半三郎→松平日向
守様御与力吉田勝右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒･包紙付

切(継)紙･折紙･竪
紙・(10通)

200612／27／ 6
o御与力様時節扣類

明和 9. 4.／安永 7. 2.

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／28
〔御用銀･寸志銀下市村へ割賦方につき書簡〕

　　　  3. 下市村米屋半三郎←→小嶋嘉
平太様・渡辺伊右衛門様，割庄
屋東野村作平→下市村年寄半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒付･包紙(4枚)付

切継紙・(6通)

200612／28／ 1
o〔書簡〕（御用銀･寸志銀下市村へ割賦方につき）

　　　  3. 竹原屋惣左衛門，播磨屋十三郎
→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒･包紙(3枚)付

切継紙・(4通)

200612／28／ 2
o〔書簡〕（御用聞被仰聞候儀等につき）

　　戌. 3. 割庄屋東野村作平→下市村年
寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒･包紙(3枚)付

切継紙・(4通)

200612／28／ 3
o〔書簡〕（御用銀･寸志銀下市村へ割賦方につき）
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明和 9. 4.／安永 7. 2. 四日市年寄小左衛門[ほか12名]
→賀茂郡御役所

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒付

横長･折紙・(2冊･1
通)

200612／28／ 4
o御用銀并寸志銀奉差上御受判形帖･覚･日光御

宮御修履御手伝被蒙仰ニ付此度当郡へ被仰付
候寸志銀并御用銀一巻覚書

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／29
〔龍神友松斎竹原一宿につき書簡〕

友松斎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

折紙・(1通)

200612／29／ 1
o〔書簡〕（京都入用銀につき）

　　酉.12. 龍神友松斎→東屋嘉七様，米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒付

折紙・(3通)

200612／29／ 2
o〔書簡〕（此辺へ罷越申候につき御意を得たき

旨）

　　　 12.11 湯川十郎次内星野清大夫→竹
原米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙・(1通)

200612／29／ 3
o〔書簡〕（龍神友松斎殿御世話につき御礼）

　　　 11.14 友松斎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙・(2通)

200612／29／ 4
o〔書簡〕（船中入用・船賃借用依頼）

　　　 11.13 龍神兵庫事友松斎→年寄半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙(2枚)付

折紙・(1通)

200612／29／ 5
o〔書簡〕（今日当所照蓮寺にて一宿につき御寺へ

御出下されたき旨）

　　　 11.14 友松斎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

竪紙・(1通)

200612／29／ 6
o〔御頼申諸事御座候旨書付〕

　　　 11.13 龍神友松斎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／29／ 7
o〔書簡〕（少し御頼申入れたき事御座候旨）

　　　 12.11 龍神友松斎→ひかしや嘉七様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙(2枚)付

折紙・(1通)

200612／29／ 8
o〔書簡〕（御無心申入の儀につき礼状）

　　　 12.11 龍神友松斎→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙・(1通)

200612／29／ 9
o〔書簡〕（御頼申入の儀につき礼状）

安永 9. 7. 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／帯紙付

切継紙・ 1括(2通)

200612／30
御差合名・覚（宗旨帳改覚）

　　戌.11. 仲間藤兵衛[ほか4名]→年寄半
三郎殿･同九左衛門殿，下市年
寄半三郎･同九左衛門→賀茂郡
御番組衆中様

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒付

切継紙・ 1括(2通)

200612／31
塩浜仲間中より年寄へ内願書写し封書ニ而表書者様
当テ平四郎殿持参也

　　　  6.22 郡御役所→下市村年寄孫次郎
[ほか3名]

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙綴・ 1綴

200612／32
覚（父母孝行者へ褒美仰渡につき）

　　　  3.／卯.11 小出次左衛門・永原十六郎→四
日市年寄小左衛門・藤左衛門
[ほか12名]

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒･包紙(2枚)付

切継紙・ 1括(2通)

200612／33
態申遣ス（郡中御用銀仰付）・〔連名訂正につき書付〕

　　　 10.11／10.8 東村喜三次→下市年寄半三郎
様，角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒･包紙(2枚)付

切(継)紙・ 1括(3
通)

200612／34
〔書簡〕（塩浜御役歎書付御取次の儀等につき）

寛保 3.～寛延 4.

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／35
〔宗旨帳改書類〕
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　　寅. 7. 用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(2通)

200612／35／ 1
o御指合名・覚（宗旨帳改覚）

　　丑. 7. 本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／35／ 2
o御指合名（「丑年差合ニ付帖役除ク故別帋帖目

録無之」）

　　戌. 7. 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／35／ 3
o覚（宗旨帳改覚）・御指合名附

　　酉. 7. 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／35／ 4
o御指合名・覚（宗旨帳改覚）

　　丑. 7.24

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／35／ 5
o覚（宗旨帳改覚）

　　申. 7. 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／35／ 6
o覚（宗旨帳改覚）・御指合名

　　亥. 7. 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(2通)

200612／35／ 7
o御指合名（「子歳掛者不快ニ付帖改除ク」）・覚

（宗旨帳改覚）

　　亥.～未. 7. 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／35／ 8
o御指合名・覚（宗旨帳改覚）

寛保 3. 7.～寛延 4. 7.

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／35／ 9
o宗旨帳請取覚・宗旨帖改覚

　　丑. 7. 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／帯紙付

切継紙・(2通)

200612／35／10
o丑年御差合名・覚（宗旨帳改覚）

　　　 霜. 9 笠間次右衛門・田村与一兵衛→
矢賀村[ほか17村]村々役人中

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／35／11
o〔御用状〕

文書箪笥（大）―抽斗イ

折紙綴・ 1綴

200612／36
卯月紙面之内写シ

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／37
〔諸書付類〕

　　　 　9.26／寅. 5. 6 坂戸氏へ／河合新八

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切(継)紙・(3通)

200612／37／ 1
o〔当郡附役人入替にて普請差し支えの儀願書下

書〕・覚（状箱受取）

　　　 12. 3／極. 5

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙･竪紙・(3
通)

200612／37／ 2
o山内次左衛門様御頼之儀ニ付書状ニ而申上候

扣

　　　  4.19／卯.22／
卯.26

広村庄屋勝次→仁方村[ほか10
村]村々御役人中様／下市年寄
半之丞→前川次右衛門様御内
安藤孫三様／安藤孫三→竹原
年寄半之丞様／広村勝二→竹
原下市半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙(3枚)付

切(継)紙・(4通)

200612／37／ 3
o〔植木前川様御屋敷へ差し出しの儀につき書

　　　  8.29／ 9. 5 坂戸金兵衛→米屋半之丞様／
四日市用場→土与丸村[ほか6
村]村々庄屋中様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／37／ 4
o〔御買上塩の儀等につき書付〕
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　　　 10.晦 坂戸金兵衛→竹原年寄半之丞
様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／37／ 5
o〔書簡〕（忠海より舟にて三津村迄罷帰り申す儀）

　　　 10.晦 本郷村庄屋五右衛門・同武七郎
→竹原下市村年寄半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗イ／37-5の添書カ

切継紙・(1通)

200612／37／ 6
o〔添書〕

文書箪笥（大）―抽斗イ

括・ 1括

200612／38
〔頼弥太郎墨跡依頼等につき書付類〕

天明元. 6. 8～10 忠海屋三郎平→米屋勘五郎様
／米屋勘五郎→松浦藤次郎様・
松本丹次様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切(継)紙・(3通)

200612／38／ 1
o松浦・松本御両氏へ返書ひかへ（頼弥太郎へ書

御頼の儀）

(天明元). 6.16 かも郡番組→年寄半三郎殿・庄
屋次助殿・米屋勘五郎殿／河野
勝蔵

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／38／ 2
o弥太郎上坂之儀ニ付河野氏より来書

(天明元).閏5.23 松本丹次・松浦豊次郎→米屋勘
五郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／38／ 3
o〔書簡〕（頼弥三(太)郎逗留の儀につき）

　　　 正.23 賀茂郡御役所→下市村年寄半
三郎

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／38／ 4
o態申遣（殿様御任官につき罷出べき旨）

(天明元). 6. 3 松浦藤次郎・松本丹次→米屋勘
五郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙(2枚)付

切継紙・(2通)

200612／38／ 5
o〔書簡〕（頼弥太郎其元に滞留の由につき）

　　　  4.11 同並正三郎→年寄半三郎様・同
九左衛門様／寺家村兵三郎→
下市村年寄半三郎様・同九左衛
門様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙(2枚)付

切(継)紙・(2通)

200612／38／ 6
o〔郡中寸志銀の儀につき書付〕

　　　  6.12 賀茂郡番組→下市年寄半三郎
殿・同庄屋次助殿・浜庄屋長蔵
殿・米屋勘五郎殿

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／38／ 7
o〔頼弥太郎墨跡御頼の儀につき書付〕

　　丑. 6.15 下市年寄半三郎・庄屋次助・米
屋勘五郎→賀茂郡尾番組衆中
様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／38／ 8
o丑六月十五日御番組衆へ半三郎・次助より差出

ス書状ひかへ（頼弥太郎手跡の儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・(1括)

200612／38／ 9
o〔厳島奉納百歌仙絵馬，頼弥太郎墨跡等につき

書付類〕

戌(宝暦 4).閏 2.23 井上甚五→年寄半三郎様・九左
衛門様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙(2枚)付1通

切継紙

200612／38／ 9-1
o〔書簡〕（厳島へ百歌仙の絵馬奉納につき）

(宝暦 4). 3.27 舟より→米屋半三郎様・角屋庄
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切紙

200612／38／ 9-2
o口上（厳島奉納百歌仙絵馬の儀につき）

　　　  6.20 下市年寄半三郎・庄屋次助→賀
茂郡御番組衆中様

文書箪笥（大）―抽斗イ／2通

切(継)紙

200612／38／ 9-3
o弥太郎墨跡之儀ニ付御番組衆へ差遣候挨拶

之書状ひかへ[ほか]
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　　　  6.20 下市年寄半三郎・米屋勘五郎→
河野勝蔵様

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切継紙

200612／38／ 9-4
o弥太郎登坂之儀ニ付河野氏へ差遣ス返書ひ

かへ

　　　  5.27 西藤丈八→下市年寄半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付2通

切(継)紙

200612／38／ 9-5
o〔村井氏助様より紙包御役所へ御頼来候間飛

脚序に取に御越下されたき旨書付〕

　　　  6. 8 弥太郎→三郎平様

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切紙

200612／38／ 9-6
o〔拙書之事につき書付〕

　　卯. 6. 5／13 割庄屋寺家村兵三郎・同吉行村
保右衛門←→下市村年寄並庄
屋正三郎様／白市屋（三津）→
竹原米屋

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒･包紙付3通

切(継)紙

200612／38／ 9-7
o覚（御両使様御通り四日市御泊り御用につき

請取）

　　　 霜.29 松原弥太郎←→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒･包紙付

切(継)紙･折紙・ 1
括(4通)

200612／39
〔書簡〕（堺屋喜右衛門拙宅へ預御出候儀につき）[ほ
か]

　　　 10.晦／未.12. 1
／ 8.25

大橋久左衛門内矢野仙右衛門
→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒･包紙付

切(継)紙・ 1括(3
通)

200612／40
〔書簡〕（塩二俵等御頼につき）・覚（塩・こも包請取）
[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／41
〔書簡〕（田中屋伝左衛門駒所望の儀につき）

なんはや次郎左衛門→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／41／ 1
o〔書簡〕（馬の儀御尋下され候儀につき）

　　　  7.26 桑原源左衛門・山田伝内→竹原
浦年寄半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／41／ 2
o〔書簡〕（鹿毛の駒御頼申入）

　　　  7.21 桑原源左衛門・山田伝内→竹原
年寄半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／41／ 3
o〔書簡〕（竹原下ノ浦田中屋助市方に鹿毛の駒所

持致し候由につき）

　　　 極.24 竹原浦年寄半之丞→桑原源左
衛門様・山田伝内様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／41／ 4
o〔書簡〕（駒御旦那様御見分遊ばされ度由）

　　　 極.17 山田伝内・桑原源左衛門→竹原
浦年寄半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／41／ 5
o〔書簡〕（田中屋伝左衛門駒の儀につき）

　　　 12.13 広田丈蔵→竹原浦年寄半之丞
様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切紙・(1通)

200612／41／ 6
o〔書簡〕（御頼の駒の儀直段少々指引相成）

　　　 12.12 竹原浦年寄半之丞→広田丈蔵
様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／41／ 7
o〔書簡〕（田中屋伝左衛門駒所望の儀につき）

　　　 正. 6 竹原浦年寄半之丞→桑原源左
衛門様・山田伝内様・諏藤貞右
衛門様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／41／ 8
o〔書簡〕（田中屋伝左衛門方へ駒代銀相渡）

　　　 12.26 桑原源左衛門・山田伝内・諏藤
貞右衛門→竹原浦年寄半之丞
様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／41／ 9
o〔書簡〕（田中屋伝左衛門馬旦那見申されたき由

につき）
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　　亥. 3.

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／42
〔塩浜仲間役人数減し候儀につき口上書〕

　　亥. 3. 下市年寄半三郎・同町浜庄屋次
助・同塩浜庄屋長蔵→賀茂郡御
番組衆中様

文書箪笥（大）―抽斗イ

折紙綴・(1綴)

200612／42／ 1
o口上之覚（塩浜仲間役人数減し候儀につき）

　　亥. 3. 下市年寄半三郎・塩浜庄屋次
助・同長蔵→賀茂郡御役所

文書箪笥（大）―抽斗イ

竪継紙・(1通)

200612／42／ 2
o申上候口上之覚（塩浜仲間並と申役名御立遊

ばされたき旨）

植木貢内梶山金八[ほか]→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／43
〔書簡〕（御書物借用につき）[ほか]

　　子.極.

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／43／ 1
o子極月町用所より差越候両人へ助清銀員数書

出し

　　　  9.13／22／25 植木貢内梶山金八→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(3通)

200612／43／ 2
o〔書簡〕（東国太平記・奈良土産等返進）

　　　  9.11 植木貢内梶山金八→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／43／ 3
o〔書簡〕（御書物御貸し下されたき旨）

　　　 10.朔 植木貢内梶山金八→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／43／ 4
o〔書簡〕（東国太平記返呈）

　　　 10. 3 植木貢内梶山金八→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(2通)

200612／43／ 5
o〔書簡〕（御書物借用につき）

　　　 10. 4 梶山金八→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／43／ 6
o〔書簡〕（大和俗訓・初学訓絵本御見せ下された

き旨）

　　　 10. 4 梶山金八→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／43／ 7
o〔御書物取に参上仕る旨書付〕

　　　 10. 8 植木貢内梶山金八→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／43／ 8
o〔初学訓・大和俗訓返進致す旨書付〕

　　　 10. 9 植木貢内梶山金八→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／43／ 9
o〔絵本故事記返上書付〕

　　　 11.26 植木貢内梶山金八→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／43／10
o〔書簡〕（大和本草所持の仁より御借り下された

き旨）

　　　 10.29 植木貢内梶山金八→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／43／11
o〔書付〕

　　　 10.26 植木貢内梶山金八→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／43／12
o〔通俗三国志借覧依頼書付〕

　　　 10.10 梶山金八→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／43／13
o〔書簡〕（煙草御分け下されたき旨）
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　　　 10.11 梶山金八→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／43／14
o〔煙草の儀早々御廻し下され候儀につき書付〕

　　　 10.29 村上弥平太・村田源蔵→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／43／15
o〔御蔵所別条これなき儀書付〕

　　　 10. 7 筧勘大夫(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切紙・(1通)

200612／43／16
o〔書簡〕（市兵衛儀御深切御世話遣わされ候儀に

つき）

　　　 閏 4.29 筧貞四郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切紙・(2通)

200612／43／17
o〔書簡〕（山縣左文殿へ畳表御届依頼）・覚（畳表

受取）

　　　  8.21 西藤丈八→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／43／18
o〔書簡〕（新酒明け指戻し申候につき）

　　　  8.20 丈八→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／43／19
o〔書簡〕（貴様御手酒の内二升私親へ取戻したき

旨）

　　　  8.25 西藤丈八→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切紙・(1通)

200612／43／20
o〔書簡〕（御手酒御世話につき御礼）

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／44
〔書簡〕（御買塩の儀につき）[ほか]

　　　 極.27 坂戸金兵衛→米屋半之丞殿

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切紙・(1通)

200612／44／ 1
o〔書簡〕（御買塩代受取方の儀につき）

　　　 極.14 坂戸金兵衛→米屋半之丞殿

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／44／ 2
o〔書簡〕（御買塩の儀につき）

　　　 10.26 下市年寄半之丞→坂戸金兵衛
様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／44／ 3
o〔書簡〕（御買塩の儀につき）

　　　 12. 9 下市年寄半之丞→坂戸金兵衛
様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／44／ 4
o〔書簡〕（御買塩の儀委細返書拝見につき）

　　　 極.26 米屋半之丞→坂戸金兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／44／ 5
o〔書簡〕（御買上塩代銀御渡し方の儀につき）

　　　 10.29 坂戸金兵衛→米屋半之丞殿

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙(2枚)付

切継紙・(1通)

200612／44／ 6
o〔書簡〕（御買塩入銀値段の儀につき村々廻状）

　　酉. 6.22 下市村年寄半三郎→郡御役所
様

文書箪笥（大）―抽斗イ

竪紙・(1通)

200612／44／ 7
o覚（親孝行者へ御褒美遣わされ候者の儀御尋に

つき）

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／45
〔成井川瀬替普請・多井川下見取米等書類〕

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・(1括)

200612／45／ 1
o〔成井川瀬替普請につき書付〕[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切紙

200612／45／ 1-1
o政五郎殿働賃凡積方書付
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　　午. 7.

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切紙

200612／45／ 1-2
o覚（賀茂郡下市村多井新開永荒・痛畝数）

　　午. 7.10

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切継紙

200612／45／ 1-3
o覚（御番組様方盆の中御引取につき役人出

勤方）

　　午. 7. 3

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切紙

200612／45／ 1-4
o覚（御普請所入用見積）

　　巳. 5. 小出次左衛門・永原十六郎→年
寄半三郎[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗イ／帯紙付4通

切継紙

200612／45／ 1-5
o〔成井川瀬替普請の儀免許申付覚〕

明和 7.～ 8.

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・(1括)

200612／45／ 2
o〔多井川下見取米調候書付〕

　　　  9. 7 寺西一三次→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付1通

切紙

200612／45／ 2-1
o〔書簡〕（広島酒座にて荒算用写戻り候につ

き）

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

一紙

200612／45／ 2-2
o〔元米元利書上〕

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切紙

200612／45／ 2-3
o〔古宮分持畝高書上〕

　　辰.極. 町用所→古宮

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切継紙

200612／45／ 2-4
o覚（川下見取米・物成高書上）

明和 7.～ 8. →庄屋次助・与頭中

文書箪笥（大）―抽斗イ／1綴

切(継)紙

200612／45／ 2-5
o明和八年分多井川下見取下札写シ・明和七

年分多井川下見取下札写シ

　　　  9. 8 寺西一三次→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切紙

200612／45／ 2-6
o口上（見取米調候田并古地田両所何程の事

に候哉につき）

　　　  2. 6 長生寺→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／45／ 3
o〔書簡〕（御祈祷料銀受納につき）

安永 2.閏 3.18 西川与四郎・服部金左衛門・龍
神甚太夫[ほか]→妻木弥八郎殿
[ほか3名]

文書箪笥（大）―抽斗イ

竪継紙･切継紙・
(1通)

200612／45／ 4
o覚（三上郡青田村百姓市左衛門夫婦奇特につき

御褒美米相渡）

　　巳. 4.10

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／45／ 5
o覚（下市棟数・人数書上）

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／46
〔威鉄砲持主半三郎病死につき書付等書類〕

　　寅. 6. 竹原下市年寄半三郎[ほか3名]

文書箪笥（大）―抽斗イ

竪紙・(1通)

200612／46／ 1
o〔鉄砲持主半三郎病死につき役人共方預り置申

候書付〕

　　　  6. 3 加藤善助→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切(継)紙・(2通)

200612／46／ 2
o〔先注進書につき申達〕

　　　  6. 5 小国金八(花押)→米屋半平様・
同半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙(2枚)付

切継紙・(1通)

200612／46／ 3
o〔半三郎殿御名御改御願の通相叶候御報書付〕
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　　寅.10.朔 小池文左衛門・藤川次右衛門→
下市村年寄半平・同元右衛門・
同庄屋正三郎・与頭共

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／46／ 4
o態申遣ス（威鉄砲持主半三郎病死につき忰半三

郎相勤めたき願聞届）

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・(1括)

200612／46／ 5
o〔出来塩凡積等書類〕

　　未. 8.17

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切継紙

200612／46／ 5-1
o覚（出来塩凡積）

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切継紙

200612／46／ 5-2
o覚（郡中役人名書上）

　　　  9.26 下市村役人共→賀茂郡御番組
衆中様

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切継紙

200612／46／ 5-3
o帋面を以申上候（大石類族次郎三郎母より願

書差出候儀につき）

　　　  9.26 竹原町年寄半三郎・同並正三郎
→尾道町御年寄太郎左衛門様
[ほか2名]

文書箪笥（大）―抽斗イ／1通

切継紙

200612／46／ 5-4
o案帋（大石類族次郎三郎儀につき）

寛保 3.10.

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／47
〔浅野外記様逗留一件書類〕

(寛保 3).10.19 風早村庄屋伝四郎→下市村年
寄半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／47／ 1
o〔書簡〕（浅野外記様私宅御宿仕り明日貴様方御

宿の旨）

(寛保 3).10.28 忠海年寄貞右衛門・同源右衛門
→竹原年寄半平様・御内半之丞
様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙・(1通)

200612／47／ 2
o〔書簡〕（浅野外記様御保養のため御地へ御越

明日此許へ御越の旨）

寛保 3.10.

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／47／ 3
o浅野外記様御供付

(寛保 3).

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／47／ 4
o覚（夫賃書上）

(寛保 3).10.21 風早村伝四郎→下市村年寄半
之丞様／風早村庄屋伝四郎→
三津村・木谷村・吉名村・下市村
迄

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／47／ 5
o〔浅野外記様御逗留につき村送り書付〕・覚（うす

べり御送下さるべき旨廻状）

(寛保 3).10.19 竹内仙左衛門・宇高作太夫→竹
原町ニて米屋半三郎様・同半之
丞様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／47／ 6
o〔外記様養生のため浦辺逗留につき貴様御宅逗

留致させたき旨書付〕

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／48
〔浜方出火の節働申人別・賃金書上〕

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／48／ 1
o浜方出火之節早速かけ付働申人別

文書箪笥（大）―抽斗イ

折紙綴・(1綴)

200612／48／ 2
o覚（浜方夫賃書上）

文書箪笥（大）―抽斗イ

括・ 1括

200612／49
〔三原家中角力見物，焼鯛御世話依頼につき書付類〕
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(宝暦13).11. 9／宝暦
13. 9.17

戸田勘五兵衛(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙・(2通)

200612／49／ 1
o〔書簡〕（御地大火の様子御尋，当秋角力見物の

節御取持につき御礼）・〔三原御家中湊明神祭礼
の節相撲御見物の儀書付〕

　　　  2.15 林豊六郎内三宅勘八→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切紙・(1通)

200612／49／ 2
o〔先日御約申候鯛二枚落手の旨書付〕

　　　  2.14 石守太兵衛内片岡寅次→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切紙・(1通)

200612／49／ 3
o〔籠焼鯛二枚旦那方へ差出し申候旨書付〕

　　　  2.11 寺西小平二内中嶋百蔵→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切紙・(1通)

200612／49／ 4
o〔此元旦那様より焼塩の儀早々御世話の段申付

けられ候旨御報書付〕

　　　  2. 5 寺西小平二内中嶋百蔵→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切紙・(1通)

200612／49／ 5
o〔焼塩二つ用所にて御調御越下されたき旨書

付〕

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／50
〔御役所にて諸事御調べの儀等につき書簡類〕

　　　  9.23 下市年寄並正三郎→年寄半三
郎様[ほか4名]

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／50／ 1
o〔書簡〕（御役所にて御調べの儀，銀札・御蔵納

米の儀につき）

　　　  9.24 割庄屋喜三次→下市年寄半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／50／ 2
o〔書簡〕（正三郎殿郡方にて御調べの儀につき）

　　　  9.21 同並正三郎→年寄半三郎様・同
九左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／50／ 3
o〔書簡〕（御役所郡方へも御調べ成され候儀につ

き）

　　　  9.25 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／50／ 4
o〔書簡〕（格別の御減し御役所にて番組様方と申

合候事につき）

　　卯.10. 4 町役人→町中へ

文書箪笥（大）―抽斗イ

竪継紙・(1通)

200612／50／ 5
o [銀札御城下へ持出日限迄に御引替の儀につき

書付]

　　　  9.30／卯.10. 4 同並庄屋正三郎→下市年寄半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／50／ 6
o〔書簡〕（御勘定所へ内伺の儀，銀札通用十月廿

九日迄の儀等につき）

　　 　10. 3 東野村喜三次→下市半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／50／ 7
o〔書簡〕（広島表首尾合響，諸事減方の儀につ

き）

　　　 10.朔 庄屋正三郎→年寄中様・組頭中
様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／50／ 8
o〔竹原奈良屋喜三兵衛忰平蔵豊田郡高崎村薬

師寺弟子願の儀につき書付〕

　　　 10. 3／10. 5 御役所→下市村庄屋正三郎／
同並庄屋正三郎→年寄半三郎
様・同九左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／50／ 9
o〔竹原奈良屋喜三兵衛忰平蔵豊田郡高崎村薬

師寺弟子に相成候儀につき書付〕

　　　 10. 8 同並正三郎→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／50／10
o〔書簡〕（御勘定所御調べ等諸事申上）
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　　　 10. 8 年寄並正三郎→下市年寄半三
郎様・同与頭常七様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／50／11
o〔書簡〕（御勘定所御調べ等につき）

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／51
〔書簡〕（書物・手跡等御頼の儀につき）

　　　 極.13 神尾源十郎内青木金右衛門→
下市年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／51／ 1
o〔書簡〕（淡路より書物差戻候節手前迄御差越下

されたき旨）

　　　 10.12 山田孫右衛門→年寄半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／51／ 2
o〔書簡〕（薄石の儀望の者値段聞合せ給うべき

旨）

　　　 11.22 山田孫右衛門→竹原年寄半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切紙・(1通)

200612／51／ 3
o〔書簡〕（薄石二枚請取申候につき）

　　　  9.朔 山田孫右衛門→年寄半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙(2枚)付

切継紙・(1通)

200612／51／ 4
o〔書簡〕（其辺に薄きへげ石多く相見申すにつき

船便にて一枚御越給うべき旨）

　　　 霜,29 割庄屋高屋東村藤左衛門(花押)
→下市年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／51／ 5
o〔書簡〕（御代官様御地御貸替銀の儀等につき）

　　　 11.10／ 9.18 大橋久五右衛門内山口龍蔵←
→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒･包紙付

切継紙・(2通)

200612／51／ 6
o〔書簡〕（旦那様仰付けられ候阿圭手跡の儀につ

き）

　　　  7. 3 新庄村善明寺→本米屋甚六様

文書箪笥（大）―抽斗イ／捻り封

竪紙・(1通)

200612／51／ 7
o〔書簡〕（春末に半三郎様より御書翰預り候につ

き御礼）

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／52
〔大坂平野町田中常悦より浜方仕入銀等借用一件書
類〕

寺西一三次→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗イ

一紙・(1枚)

200612／52／ 1
o〔題箋〕

　　　  2.29 寺西一三次→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／52／ 2
o口上（大坂平野町田中常悦利安に銀子出され候

様申試候儀につき）

　　　  2.23 袴屋武八郎→栗原左平太様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／52／ 3
o〔書簡〕（浜方仕入銀大坂より借用につき御聞置

下されたき儀につき）

　　　  2.晦 次助→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／52／ 4
o〔書簡〕（御面談ならでは返答仕難き旨）

　　申.霜.

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／53
〔田坂屋市郎左衛門楮方跡役一件書類〕

　　申.霜. 米屋半三郎→御紙蔵[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／53／ 1
o〔田坂屋市郎左衛門跡役為五郎若年につき後見

御請の儀御紙面控〕

　　申,霜, 竹原町田坂屋為五郎→笠間次
右衛門様・田村与一兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切紙・(1通)

200612／53／ 2
o楮方跡役御請ひかへ
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　　申.10.24 源三郎・半兵衛→宮木平三様・
田村与一兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／53／ 3
o申上候口上覚（楮津出しの節荷物蔵元の儀為

五郎へ跡役仰付けられたき旨写し控）

文書箪笥（大）―抽斗イ／帯紙一括

括・ 1括

200612／54
〔広島比治山町浄念寺本堂再建一件書類〕

　　　  9.23 安楽寺→賀茂郡竹原年寄半三
郎様参人々御中

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／54／ 1
o〔本堂再建につき寄進依頼書付〕

　　卯.11.14 米屋半三郎→西勝蔵様

文書箪笥（大）―抽斗イ

切継紙・(1通)

200612／54／ 2
o広島浄念寺(比治山町)本堂建立奉加之儀ニ付

西勝蔵様より御書面返答扣

文書箪笥（大）―抽斗イ

折紙・(1通)

200612／54／ 3
o〔人別銀子書上覚〕

　　　 11.朔 西勝蔵→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切紙・(1通)

200612／54／ 4
o〔書簡〕（広島浄念寺建立につき御世話依頼）

　　　 10.14 たなべばば→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗イ包紙(3枚)付

折紙・(1通)

200612／54／ 5
o〔書簡〕（比治山町常念寺前角類焼につき）

文書箪笥（大）―抽斗イ

括・ 1括

200612／55
〔年始御祝詞ほか書付〕

　　　 正.28 野村十右衛門(花押)→竹原米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切紙・(1通)

200612／55／ 1
o〔書簡〕（年始御祝詞）

　　　  7.24 林甚左衛門内香川益右衛門・木
本百郎・米原八郎→竹原年寄半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／55／ 2
o〔旦那儀御普請奉行仰蒙り足軽並の通下置か

れ候につき申入書付〕

　　　  2.19 村尾藤右衛門(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／55／ 3
o〔書簡〕（年始御祝詞）

安永 4.閏12. 年寄半三郎

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒付

折紙・(1通)

200612／55／ 4
o覚（四日市年寄小左衛門殿より申来候儀につ

き）

　　　  6. 9

文書箪笥（大）―抽斗イ／紙縒一括

括・ 1括

200612／56
〔勘五郎殿御用向出勤につき書付〕

　　　  6. 9 尾道屋小左衛門→下市年寄半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

折紙・(1通)

200612／56／ 1
o〔日田御銀御用につき書付〕

　　　  6. 9 白市屋新右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗イ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／56／ 2
o〔勘五郎殿御用向御出浮につき書付〕

宝暦 6. 3.

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・ 1括

200612／57
新浜預り御借物入銀代共ニ差引目録[ほか]

宝暦 6. 3. 8 本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

横長・(1冊)

200612／57／ 1
o新浜預り御借物入銀代共ニ差引目録

子(宝暦 6). 3. →本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切(継)紙・(2通)

200612／57／ 2
o覚　伝四郎本浜分[ほか覚]
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子(宝暦 6). 3.12 秋田屋新蔵→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

折紙綴・(1綴)

200612／57／ 3
o種田屋伝四郎跡より差出ス差引目録

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・ 1括

200612／58
〔銀子借用一件書類〕

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・(1括)

200612／58／ 1
o〔借用銀返弁等の儀につき書簡類〕

　　　 12.25 かと正三郎→米半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／58／ 1-1
o〔書簡〕（前方借用申候三貫目の銀子返弁に

つき）

　　　 極.28 角屋正三郎→米半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／58／ 1-2
o〔書簡〕（新浜味噌手前にて御取らせ下された

き旨）

　　　 極. 8 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／58／ 1-3
o〔書簡〕（前廉借用仕候銀子元利返弁につき）

　　　 極.25 角屋九左衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／58／ 1-4
o口上（土井浜長兵衛へ取代銀の儀につき）

　　　 12.27 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／58／ 1-5
o〔書簡〕（御取替銀利足御断り申進候儀につ

き）

正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／58／ 1-6
o〔銀子御差延下され候儀につき御礼書付〕

　　　 12.23 沢田屋忠左衛門→角屋正三郎
様／正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付2通

切継紙

200612／58／ 1-7
o〔書簡〕（上のや次介殿生立の儀につき）・〔書

簡〕（借用銀・取替銀の儀につき）

角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・(1括)

200612／58／ 2
o〔銀子借用依頼書簡類〕

角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／58／ 2- 1
o〔書簡〕（忠左衛門方入銀塩代の儀につき）

　　　 極･26 角屋正三郎→米半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／2通

切(継)紙

200612／58／ 2- 2
o〔書簡〕（元銀御差延置下され候儀につき御

礼）

　　　 12.28 角屋正三郎→米屋半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／2通

切(継)紙

200612／58／ 2- 3
o口上（銀子しかと借手も相聞申さず候につき）

　　　 10.21 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

折紙

200612／58／ 2- 4
o〔書簡〕（酒米買込差閊につき銀弐貫目借用

依頼）

　　　  9.28 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／58／ 2- 5
o〔書簡〕（銀子御三貫匁取替依頼）

　　　 11.22 かとや正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／58／ 2- 6
o〔書簡〕（借用仕候銀子返弁の儀につき）

かとや正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切紙

200612／58／ 2- 7
o〔此度の手形弐通にいたし候旨書付〕

　　　 10.朔 かどや正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／58／ 2- 8
o〔書簡〕（銀子受取の儀につき）
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　　　 10.朔 上米半(様)→角正(様)

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／58／ 2- 9
o〔銀子今夕受取の儀書付〕

　　　 10. 2 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／58／ 2-10
o〔銀子三貫目此者へ御渡下されたき旨書付〕

　　　  5.20／ 6. 6 角屋正三郎→米屋半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付3通

切(継)紙

200612／58／ 2-11
o〔書簡〕（銀子五百匁借用依頼），〔手形進申候

儀書付〕

角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

括・(1括)

200612／58／ 3
o〔借用銀返弁につき書簡類〕

　　　  9.29 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／58／ 3- 1
o〔書簡〕（明日御城下へ出府の儀，銀子壱貫目

借用仕りたき儀）

　　　 12.23 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／58／ 3- 2
o〔書簡〕（取替銀の儀返弁延引につき）

　　　 12.24 かとや正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／58／ 3- 3
o〔書簡〕（借用銀返弁の儀につき）

　　　  3.29 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／58／ 3- 4
o〔書簡〕（借用銀返弁延引依頼）

　　　 12.26 角屋正三郎→米半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／58／ 3- 5
o〔書簡〕（銀壱貫目御返弁申候につき）

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／58／ 3- 6
o〔徳右衛門殊の外なげき申す旨書付〕

　　　 12.29 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／58／ 3- 7
o〔書簡〕（借銀残り弐貫匁御差延置下さるべき

旨）

　　　 　 26 角正三郎→米半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／58／ 3- 8
o〔書簡〕（十貫目の辻利足書立下さるべき旨）

　　寅.極.26 本米屋→下角屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／58／ 3- 9
o覚（元利算用）　ひかへ

　　　 12.27 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1綴

切(継)紙綴

200612／58／ 3-10
o〔利銀返弁の儀書付〕

巳(安永 2).極.30 田坂屋→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切紙・ 1通

200612／59
田坂屋へ助情銀請取書

　　　 極.23 角屋九左衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・ 1通

200612／60
〔書簡〕（土井浜御引請御求成され候由につき）

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・ 1括

200612／61
〔次助御役願につき父子間故障一件書類〕

　　　 10.11 割庄屋仁賀孫十郎→下市村米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／61／ 1
o〔書簡〕（四日市御用一条藤兵衛殿答書の儀に

つき）

　　　 10.15 割庄屋土井屋孫十郎→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／61／ 2
o〔書簡〕（藤兵衛殿返答約の儀につき）
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　　子.11.21 竹原屋惣左衛門(平田屋川)→舟
頭八兵衛殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／61／ 3
o覚（本米屋分御状受取）

　　　 10.26 下市年寄半三郎・割庄屋仁賀孫
十郎→松浦藤次郎様・松本丹次
様・河野勝蔵様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／61／ 4
o〔書簡〕（次助父子不平の一条内済相調申候に

つき）ひかへ

　　　 霜. 6 同与一郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／61／ 5
o〔思召の儀承知の旨書付〕

　　　 11. 6 同与一郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／61／ 6
o〔今夜次助殿方へ紙面遣すべき旨書付〕

　　　 11. 6 同与一郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／61／ 7
o〔御草案の通り相調進申候ところ御返事致すべ

き口上申参候旨書付〕

　　　 11. 5 割庄屋仁賀孫十郎→下市年寄
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／61／ 8
o〔書簡〕（藤兵衛一条内済の儀御番組様方より御

返書参不申候哉）

　　　 10.27 にか孫十郎→下市半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／61／ 9
o〔書簡〕（藤兵衛一条内済の儀御紙面下書宜しき

文意に御座候）

　　　 11. 5 白市屋新右衛門(三津)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／61／10
o〔書簡〕（与一殿応対の趣いかが仕候哉）

　　　 11. 7／11. 8 にか孫十郎→下市半三郎様／
白市屋新右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙(2枚)付

切継紙・(2通)

200612／61／11
o〔書簡〕（次助殿御父子一条内済相片付申儀に

つき）･（次助殿筋立候返答出来不申につき）

　　　 11.朔 竹原屋惣左衛門→米屋勘五郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切紙・(1通)

200612／61／12
o〔書簡〕（庄屋殿事御尊父様御苦労内済の趣に

つき奉察候）

　　　  8.27 升本屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／61／13
o〔御目に懸り申筈のところ足痛の旨書付〕

　　　  9.15 升本屋藤兵衛→米半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／61／14
o〔書簡〕（此度の一条平和の御取計御断りの旨，

次助家督一円無御座候旨）

　　　  9.12 升本屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／61／15
o〔今日押て参上仕るべき旨書付〕

忠海屋三郎平→米屋半三郎様・
勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

竪紙・(2通)

200612／61／16
o〔書簡〕（藤兵衛殿願書控の儀次助殿甚だ当惑

につき）

　　　  9.14 三津年寄新右衛門→下市年寄
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／61／17
o口上（河野勝蔵様への御状受取）

田坂屋伊兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／61／18
o〔書付内見の儀承知仕る旨書付〕

　　　 11. 3 白市屋新右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／61／19
o〔書簡〕（私儀迎船差越し罷帰候につき）
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　　　 霜, 3 同与一郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／61／20
o〔今一応御取計につき参申すべき旨書付〕

　　　  8.28 升本屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／61／21
o〔書簡〕（私家内不意の大変につき）

　　　  8.27 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

折紙・(1通)

200612／61／22
o〔書簡〕（あなた様御親子様諸事御心配多き儀に

つき）

　　　  9. 9 忠海屋三郎平→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／61／23
o〔今日忠海へ参申すべき旨書付〕

　　　  8.28 忠海屋三郎平→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／61／24
o〔歯痛ゆるみ候ハ丶彼方へ参申したき旨書付〕

　　　  9. 7 年寄半三郎→松浦藤次郎様・松
本丹次様・河野勝蔵様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／61／25
o〔書簡〕（風説御聞成され候一条につき各様御書

意の趣同意の旨）ひかへ

　　　  9.27 忠海屋三郎平→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／61／26
o口上（夜前仰聞かされ候趣升藤へ申談ずべき

旨）

　　　 10. 4 宗■屋正蔵→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／61／27
o〔書簡〕（孫十郎殿方へ罷出示談の儀につき）

　　　 10. 4 宗■屋正蔵→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／61／28
o〔書簡〕（御出かけ今一応御意を得たき旨）

　　　 10. 3 仁賀孫十郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／61／29
o〔書簡〕（升本屋藤兵衛殿の儀私罷出申すべきと

ころ四日市御泊御用にて得罷出不申候につき）

　　　 10.24 割庄屋仁か孫十郎→下市村年
寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／61／30
o〔増本屋父子一条の儀内済取計候様仰下され

候につき御報廻状〕

　　　  9.21 仁か土井屋孫十郎→下市年寄
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／61／31
o〔書簡〕（次助殿御親子間故障の儀につき）

　　　 12.朔 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

折紙･切紙・(2通)

200612／61／32
o〔書簡〕（文三郎様方御養子の儀当所紙屋町伊

予屋台次郎殿相済申候につき）

　　　  6.25 升本屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／61／33
o〔書簡〕（次助願の儀御指留の御紙面到来につ

き）

　　　 10. 3

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／61／34
o口上（次助御役の願書御引請成さるべき旨）写し

　　　 10. 3 升本屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／61／35
o〔孫十郎殿御集会の上仰聞かされ候儀御返答

仕りたき旨書付〕

　　　 10.26 宗■屋正蔵→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／61／36
o〔書簡〕（書面相認申候につき御覧に備申候）

　　　  9. 2 河野勝蔵・松本丹次・松浦藤次
郎→下市年寄半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／61／37
o〔次助親子不平の儀風説の趣甚不審につき申進

候書付〕
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文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・ 1括

200612／62
〔頼母子年賦銀受取書類〕

天明 7. 4.

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・(1括)

200612／62／ 1
o〔銀子受取書類〕

天明 7. 4.10 木原屋六右衛門・同人妻ゆふ→
竹原米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

竪紙

200612／62／ 1-1
o銀子請取書

(天明 7). 4.11 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

竪紙

200612／62／ 1-2
o〔書簡〕（元利御渡下され落手の御礼）

　　亥. 4.12～午.12.29 →本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／62／ 1-3
o覚（預け銀受取）

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・(1括)

200612／62／ 2
o〔頼母子年賦銀受取の儀ほか諸事書簡類〕

　　　 11.17 木原一要(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切継紙

200612／62／ 2- 1
o〔書簡〕（貴家頼母子年賦銀等につき）

　　　 11.15 白市屋新右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切紙

200612／62／ 2- 2
o〔書簡〕（年賦頼母子につき）

　　　 11. 5 木原屋六右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切継紙

200612／62／ 2- 3
o〔書簡〕（頼母子年賦銀受取の儀ほか諸事）

　　　 霜. 4 木原屋源五右衛門(花押)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切継紙

200612／62／ 2- 4
o〔書簡〕（貴家年賦頼母子銀受取の儀につき）

　　　  5. 9 五郎右衛門→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／62／ 2- 5
o〔年賦銀証文返進の儀につき追啓〕

　　　 霜. 7 向屋勘三郎(㊞｢向屋･吉田｣)→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

折紙

200612／62／ 2- 6
o〔書簡〕（例年の通り年賦銀百目請取）

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・(1括)

200612／62／ 3
o〔紀州吉川文右衛門年賦銀ほか受取書類〕

明和 9. 2.21 紀州衣奈 吉川清蔵→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

竪紙

200612／62／ 3- 1
o覚（文右衛門殿年賦銀受取）

　　申. 3. 6～卯. 4. 3 紀州衣奈吉川清蔵，文右衛門→
米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙･竪紙

200612／62／ 3- 2
o覚（文右衛門殿年賦銀受取）

　　　  2.28 吉川文右衛門(兵庫より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切継紙

200612／62／ 3- 3
o〔書簡〕（私此度江戸行の仕立り候につき銀子

俵蔵殿へ御渡し依頼）

　　寅. 3.25～4.18／
寅. 6.29／丑. 3.29

田坂屋市郎左衛門(花押)→米屋
勘五郎殿／上市綿屋→本米屋
／源七取次→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒付3通

切(継)紙

200612／62／ 3- 4
o覚（酒場賃之分当分預り置追々相渡候受取

書）[ほか受取書]

安永 3.

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・ 1括

200612／63
〔阿州瀬戸屋銀子取替一件書類〕
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甲午(安永 3).10.

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・(1括)

200612／63／ 1
o〔阿州瀬戸屋銀子手形引替書類〕

(安永 3).10.22 瀬戸屋亀吉(阿波より)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切継紙

200612／63／ 1- 1
o〔書簡〕（入銀塩殊の外高直の儀，銀子尾道富

吉屋喜助方へ手形相渡候儀につき）

午(安永 3).10.29 とみよしや喜助→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／63／ 1- 2
o覚（銀受取）

(安永 3).10.27 富吉屋喜助(尾道より)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／63／ 1- 3
o〔書簡〕（阿州瀬戸屋弥兵衛九州御下りの儀に

つき手形引替依頼）

甲午(安永 3).10. 阿州瀬戸屋亀吉→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

竪紙

200612／63／ 1- 4
o銀子手形之事

　　　 10. 8 岡田亀吉(瀬戸屋，阿波より)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切継紙

200612／63／ 2
o〔書簡〕（弥兵衛平戸表へ差下につき御用立残銀

御遣しの儀，船々御世話の儀依頼）

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・(1括)

200612／63／ 3
o〔阿州瀬戸屋塩代銀取替等につき書簡類〕

　　　 12.18 瀬戸屋彦吉(阿波より)・兵右衛門
→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切継紙

200612／63／ 3- 1
o〔書簡〕（入銀塩代銀金子に仕替陸にて持進

候につき請取依頼）

　　　 12.23 はいや次郎右衛門→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／63／ 3- 2
o〔書簡〕（阿州四軒家瀬戸屋彦吉より長兵衛殿

風悪しく手前迄着につき塩代請取に御出下さ
れたき旨）

　　戌.極.25 いわし屋徳右衛門→竹原米屋半
三郎殿・源助殿取次

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／63／ 3- 3
o覚（代銀相渡）

　　　  5.12 瀬戸屋彦吉・八郎兵衛(阿波より)
→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切継紙

200612／63／ 3- 4
o〔書簡〕（住吉丸御取替銀返弁の儀につき）

　　申, 7. 9～11.晦 せとや三郎兵衛・彦吉→米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／63／ 3- 5
o覚（年賦銀）

　　　  6. 7 瀬戸屋徳右衛門(尾道より)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切継紙

200612／63／ 3- 6
o〔書簡〕（北国干鰯商事讃州丸亀にて直段相

応に売附の儀，当地船作事大痛の儀等につ
き）

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・ 1括

200612／64
〔年賦銀受取書類〕

　　　  3.17 高嶋屋弥平治(尾道より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／64／ 1
o〔書簡〕（大渡り銀子御送り下されたき旨）

　　　  9.23 高嶋屋弥平治→米屋半三郎様・
同幸助様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切紙・(2通)

200612／64／ 2
o〔書簡〕（買致置候塩積立下されたき旨）

　　　  4.11 高嶋屋弥平治(尾道より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／64／ 3
o〔書簡〕（銀子お送り下されたき旨）
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　　　  4.24 高嶋屋弥平治(尾道より,灰屋㊞)
→米屋半三郎様・同好助様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／64／ 4
o〔書簡〕（先日の手形に文言違申候につき）

　　　 12.19 高嶋屋弥平治(瀬戸田より)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／64／ 5
o〔書簡〕（年賦銀受取申候につき）

　　　 11.29 高嶋屋弥平治(尾道より)→米屋
好助様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／64／ 6
o〔書簡〕（銀子算用なされ受取申候につき）

　　　 12.28 灰屋次郎右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／64／ 7
o〔書簡〕（粟嶋弥平次より御用御座候由につき）

　　　 10.20 高嶋屋権七(尾道より)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／64／ 8
o〔書簡〕（御地入銀塩値段御知せ下されたき旨）

　　　 12.28 高嶋屋弥平治代権七→米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／64／ 9
o覚（銀子受取）

午(宝暦12).閏 4.10 高嶋屋弥平治(花押)→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／64／10
o覚（銀子受取,古手形尾道より相戻）

　　丑.10.20 粟嶋高嶋屋弥平治代権七→米
屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／64／11
o覚（丑ノ年賦銀受取）

明和 5. 6. 8 高嶋屋弥平治(花押)→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ

竪紙・(1通)

200612／64／12
o覚（年賦銀請取）

　　亥. 6.17 高嶋屋弥平治(花押)→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／64／13
o覚（亥年歳賦銀受取）

　　戌. 7. 2 高嶋屋弥平治(花押)→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ

竪紙・(1通)

200612／64／14
o覚（戌ノ年賦銀請取）

　　酉.12.19 高嶋屋弥平治(花押)→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／64／15
o覚（年賦銀請取）

　　申.11.17 高嶋屋弥平治(花押)→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ

竪継紙・(1通)

200612／64／16
o覚（銀子受取）

明和 9. 5.18 阿州四軒家瀬戸屋三郎兵衛→
竹原米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ

竪紙・(1通)

200612／64／17
o覚（年賦銀受取）

　　　 12.24 高嶋屋弥平治→米屋半三郎様・
同米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／64／18
o〔書簡〕（年賦残銀御借し下されたき旨）

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・ 1括

200612／65
頼母子年賦銀方書状（紙縒題箋表題）
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　　　 11. 5 木原屋六右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／65／ 1
o〔書簡〕（御地大火の儀,仕込銀相談の儀,三貫目

頼母子の儀等諸事につき）

　　申.正.15／12.26 田坂屋平右衛門→年寄半三郎
殿[ほか4名]／可部町木原屋六
右衛門→可部町年寄太郎左衛
門殿[ほか2名]／木原屋六右衛
門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

竪(継)紙･切継紙・
(3通)

200612／65／ 2
o〔田坂屋平右衛門忰源助儀可部町木原屋六右

衛門養子に遣したき旨書簡・願書案文〕

　　　  3.22 木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／65／ 3
o〔書簡〕（家業向の儀,頼母子銀の儀等につき）

　　　  2.14 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／65／ 4
o〔書簡〕（頼母子銀相違なく到着の儀等につき）

　　　 12.27 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

折紙・(1通)

200612／65／ 5
o〔書簡〕（昨日の御銀認置候儀につき）

　　　 霜.11 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

折紙・(1通)

200612／65／ 6
o〔書簡〕（暫逗留仕る右一件につき内談大方調候

につき）

　　　 正.21 保右衛門→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／65／ 7
o〔書簡〕（可部六右衛門方より御伝語,吉田より飛

札差越等の儀につき）

　　　 正.21 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

折紙・(1通)

200612／65／ 8
o〔書簡〕（年始祝詞）

　　　 12.26 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／65／ 9
o〔書簡〕（白市大原屋より頼母子講相加り候由飛

札返答の儀等につき）

　　　 11. 6 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／65／10
o〔書簡〕（市中大火の儀につき）,別啓（手前御預

銀の儀等につき）

　　　 正. 8 門前藤左衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

折紙･切継紙・(2
通)

200612／65／11
o〔書簡〕（年始祝詞,保右衛門方銀子取遣りの儀

伝承候儀等につき）

　　　 10.28 江戸屋千兵衛(福山より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／65／12
o〔書簡〕（貴公様近年御不勝手につき）

　　　  5.12 江戸屋千兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／65／13
o〔書簡〕（拙子頼母子の儀御免下さるべく候由に

つき）

　　　 霜.17 向屋勘三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

折紙･切継紙・(2
通)

200612／65／14
o〔書簡〕（好助殿より内々委細承申候儀につき）

　　　  2. 4 向屋勘三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／65／15
o〔書簡〕（銀子相渡申候儀，御注文一通并小切手

受取申候儀につき）

　　　  3. 6 向屋勘三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／65／16
o〔書簡〕（銀子相違なく御受取の由）
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　　　 正.26 大原屋千右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

折紙・(1通)

200612／65／17
o〔書簡〕（年始御祝札）

　　　 極.23 大原屋千右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

折紙･切継紙・(2
通)

200612／65／18
o〔書簡〕（頼母子会の儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／65／19
o〔人別銀高書上〕

宝暦13.10.／宝暦
13.12.23

米屋半三郎･同忰勘五郎･証人
木原屋六右衛門･同白市屋保右
衛門･同米屋文三郎→頼母子講
中／米屋半三郎→大原屋千右
衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(2通)

200612／65／20
o〔半三郎手前不勝手につき頼母子講興行銀高請

取書〕,覚（頼母子銀受取）ひかへ

(宝暦13).11.14／宝暦
13.11.

米屋半三郎→岡田彦吉様･同八
郎兵衛様･同七左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切(継)紙・(2通)

200612／65／21
o〔書簡〕（御手船北国登りの節当所にて荷物売払

下されたき旨）,覚（銀子預り）

(宝暦13).11.10 米屋半三郎→大原屋千右衛門
様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／65／22
o〔書簡〕（私身上内証向き不勝手の儀につき）

(宝暦13).10.25 米屋半三郎→江戸屋千兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／65／23
o〔書簡〕（私方内証向き不勝手の儀につき）

(宝暦13).10.～11.

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・(1括)

200612／65／24
o〔頼母子加入の儀につき書簡〕

(宝暦13).霜.25 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／65／24- 1
o〔書簡〕（頼母子銀受取の儀につき）

(宝暦13).霜.17 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／65／24- 2
o〔書簡〕（去暮御取次申候銀子算用合の儀に

つき）

未(宝暦13).11.11 藤兵衛→半三郎様／増本屋→
米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付2通

切(継)紙

200612／65／24- 3
o〔書簡〕（算用合の銀子受取申候）,覚（銀子算

用）

(宝暦13).10.24 藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付3通

切継紙

200612／65／24- 4
o〔書簡〕（頼母子五百目加入の儀につき）[ほ

か]

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・(1括)

200612／65／25
o〔頼母子の儀につき書簡〕

　　　 極.23 同勘五郎(花押)(大坂道空町より)
→吉井半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切継紙

200612／65／25- 1
o〔書簡〕（家内御仕向一件頼母子御企の儀に

つき）

　　　 正.28 同勘五郎(花押)(大坂より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切継紙

200612／65／25- 2
o〔書簡〕（年始祝詞）

　　　 12.13 三沢五郎右衛門(花押)(大坂より)
→吉井半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切継紙

200612／65／25- 3
o〔書簡〕（頼母子の儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・ 1括

200612／66
〔浜加地子算用一件書類〕
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大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙(2枚)付

切(継)紙・(7通)

200612／66／ 1
o〔浜加地子算用目録御仕替一件書類〕

　　卯.極.22 従大石屋→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／66／ 2
o覚（加地子銀算用）

　　丑. 8. 浜庄屋半兵衛･仲間(㊞｢竹原塩
浜｣)→米屋半三郎･宇助預り

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切(継)紙・(3通)

200612／66／ 3
o覚（村中割賦銀取立）

　　丑. 8. 浜庄屋半兵衛･仲間(㊞｢竹原塩
浜｣)→米屋半三郎･弥三郎預り

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／66／ 4
o覚（村中割賦銀取立）

　　寅.12. かもや好右衛門→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／66／ 5
o覚（浜加地子算用）

　　寅, 7.12 紺屋七左衛門(㊞｢原村･紺屋七
左衛門｣)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／66／ 6
o覚（浜用所地以押元利受取）

　　寅. 7.12 紺屋七左衛門→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／66／ 7
o覚（地以押元利受取）

　　寅. 8. 浜庄屋半兵衛･仲間中(㊞｢竹原
塩浜｣)→半三郎･半兵衛預り

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／66／ 8
o覚（村中割賦銀高取立）

堺屋半兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切(継)紙・(4通)

200612／66／ 9
o〔塩浜預り一件書類〕

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／66／10
o浜加地子丑寅両年分扣

　　寅.10. →本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／66／11
o覚（丑三月村中押算用）

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／66／12
o浜加地子丑寅卯三ヶ年分算用差引之扣

　　　 10.27 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／66／13
o〔書簡〕（銀子借用依頼）

明和元.～同 5. 本米屋→浜天野屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙袋(2枚)付,包紙･紙縒付

折紙綴・ 1綴(2綴)

200612／67
分ケ浜塩代割符天野屋へ相渡ス同所請取通ひ

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・ 1括

200612／68
〔浜用所年賦銀算用覚等書類〕

　　巳. 5. 2／安永 5. 2. 浜用所→本米屋／米屋半三郎
／広しまや長蔵→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙･紙縒付

切紙・(3通)

200612／68／ 1
o浜用所年賦銀請取書,瀬替御普請寸志銀割,〔古

借取立銀御渡下さるべき旨書付〕

　　未.極.20～亥 2.14 浜用所(㊞｢竹原塩浜｣)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／68／ 2
o覚（銀受取）

　　子. 5. 浜用所(㊞｢竹原塩浜｣)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／68／ 3
o覚（年賦仕切銀請取）

　　申.極.23 浜用所(㊞｢竹原塩浜｣)

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／68／ 4
o〔阿波銀算用･才覚銀新借分算用等覚〕
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　　巳.10.26～ 浜用所→米屋半三郎殿（本米
屋）,米屋好助

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／68／ 5
o覚（貸付銀元利･阿波屋押銀等取立）

　　巳. 7.13～未.極.24 塩浜庄屋次助→米屋半三郎殿,
浜用所(㊞｢竹原塩浜｣)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ／帯紙付

切継紙・(1通)

200612／68／ 6
o覚（銀取立）

申(明和元).閏極.

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／68／ 7
o覚（仕切銀算用目録）

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・(1括)

200612／68／ 8
o〔銀受取覚〕[ほか]

　　卯.正. 浜用所藤左衛門→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／68／ 8- 1
o覚（銀請取）

　　丑.正.28 浜用所(㊞｢竹原塩浜｣)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／68／ 8- 2
o覚（銀請取）

　　丑.正.28 浜用所(㊞｢竹原塩浜｣)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／68／ 8- 3
o覚（銀請取）

　　丑.極. 浜用所→本米屋見せ

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／68／ 8- 4
o覚（小田屋問屋株銀御越下さるべく候）

　　卯, 5. 浜用所→本米屋（包紙上書「堺
屋半兵衛→米屋半三郎様」）

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切紙

200612／68／ 8- 5
o覚（銀算用）

　　　 12.28 さかいや半兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／68／ 8- 6
o口上（浜用所向につき帳面仕向仕候）

　　丑.12.28 堺屋半兵衛→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ／2通

切紙

200612／68／ 8- 7
o口上（普請銀受取）

　　　 12.28 さ半兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／68／ 8- 8
o〔手形御調御こし下さるべき旨書付〕

さかいや半兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／68／ 8- 9
o〔半銀御こし下さるべき旨書付〕

宝暦 9.～明和 7.

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・(1括)

200612／68／ 9
o〔浜用所年賦銀算用覚〕

明和 7. 6.

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付1通

切紙

200612／68／ 9- 1
o明和七年寅六月大嶋や彦右衛門店懸銀割賦

添付出し壱枚（包紙表題）

　　辰.11. 浜用所

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／68／ 9- 2
o浜庄屋半兵衛殿より最初被配候算用目録写

し

　　巳,正. 堺屋半兵衛→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／68／ 9- 3
o浜庄や半兵衛殿より後被配候算用目録

　　巳.

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／68／ 9- 4
o浜用所請帳面之内書抜写し

宝暦 9.12. 賀茂屋好右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

竪紙

200612／68／ 9- 5
o覚（年賦銀御勤につき御礼一札）案紙
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文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切紙

200612／68／ 9- 6
o覚（年賦銀算用）

明和元.11.

文書箪笥（大）―抽斗ウ／1通

切継紙

200612／68／ 9- 7
o明和元年申十一月浜用所覚書

文書箪笥（大）―抽斗ウ／紙縒一括

括・ 1括

200612／69
〔浜加地子算用一件書類〕

　　酉. 2.14 坪のや吉十郎→米屋半三郎殿,
綿屋弥三郎→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／69／ 1
o申年弥三郎浜加地子入用書付

　　酉.正.18 大石屋→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／69／ 2
o申年繰浜加地子入用書付分

　　申.極. 野嶋や→米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／69／ 3
o申年沖浜加地子入用書付分

　　午.12.29～未.12.30 →米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／69／ 4
o午未年分本浜加地子入用書付分

　　未.12.28 本米屋→大石屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ／帯紙付

切継紙・(1通)

200612／69／ 5
o巳午未年分浜加地子算用目録扣

　　未.12.28 大石屋→米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／69／ 6
o覚（堺屋家年貢当年浜加地子算用へ入申儀間

違の旨）

　　未.極.25 大石屋→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／69／ 7
o覚（当未年暮の算用詰）

　　　 12.28 大石屋次助→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／69／ 8
o〔浜加地子当年分につき書付〕

　　　  7.10 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／69／ 9
o〔書簡〕（浜加地子算用目録当方まで進置候につ

き）

　　午. 7.10 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／69／10
o覚（当午年分浜加地子受取下さるべく候）

　　　 正.晦 大石屋藤兵衛→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／69／11
o〔中堀浜加地子算用御引合下さるべき旨書付〕

　　未. 8.25 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／69／12
o〔書簡〕（中堀浜加地子算用合につき）

　　　  2.19 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／69／13
o〔書簡〕（浜用所より軒別取立押銀半兵衛殿方へ

請込の儀,帳面引渡に差閊候につき）

　　 　 3. 5 大　藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／69／14
o〔書簡〕（目録物押方の儀につき）

　　　 卯. 3 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／69／15
o〔書簡〕（浜加地子算用合につき）

　　　  9. 6 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／69／16
o〔書簡〕（中堀加地子算用目録御不審の儀につ

き）
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　　未. 8.25 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／69／17
o覚（未年分中堀浜加地子）

　　未. 3.晦 大石屋→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切継紙・(1通)

200612／69／18
o覚（巳年・午年加地子）

　　巳. 8.25 本米屋→大石屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／69／19
o覚（浜用所借用銀等算用）ひかへ

　　巳. 2.15 大石屋→米屋

文書箪笥（大）―抽斗ウ

切紙・(1通)

200612／69／20
o覚（押銀算用）

　　亥.卯.

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・ 1括

200612／70
〔塩問屋方申渡一件書類〕

　　亥.卯.18

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

折紙･竪(継)紙・(4
通)

200612／70／ 1
o亥卯月十八日与右衛門江申渡シ候書付ひか

へ・先年正徳三年巳春より心附ケ在之次第之書
付扣有・此度塩問屋方何角一巻入用ひかへ之
書付集入有

　　亥.卯.18

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付,紙縒付

折紙･切(継)紙・(6
通)

200612／70／ 2
o出店塩問屋方申渡し覚書等此内ニ在之

　　亥.卯.21 御内与右衛門→米屋半三郎様
／かけ与右衛門→御本家様

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

折紙綴･折紙・(1
綴･1通)

200612／70／ 3
o手代与右衛門方請込之書付二通

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・ 1括

200612／71
古貸帖古手形類（紙縒題箋表題）

文書箪笥（大）―抽斗エ

折紙綴・(1綴)

200612／71／ 1
o客衆より銀請取覚

寛文11.正. 米屋後宝

文書箪笥（大）―抽斗エ

横半・(1冊)

200612／71／ 2
o万貸帳

明暦元.12.～延宝 
6.11. 4

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・(1括)

200612／71／ 3
o〔銀子借用証文類〕

　　　 閏3. 9 備前屋長右衛門→又三郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

折紙

200612／71／ 3- 1
o〔書簡〕（銀子壱貫目御越下されたき旨）

　たつ.11. 4 →米屋かうひつ殿

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

切紙

200612／71／ 3- 2
o覚（銀済申候）

　　　  6.22 →米屋又三郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪紙

200612／71／ 3- 3
o〔奥方にて買物仕候間銀子御借し下されたき

旨書付〕

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

切紙

200612／71／ 3- 4
o〔銀子算用覚〕

延宝 6.11. 4 新町六郎右衛門・子利右衛門→
米屋小十郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪紙

200612／71／ 3- 5
o覚（銀子借用）

延宝 2.12.20 →米屋半三郎殿・御袋殿

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪紙

200612／71／ 3- 6
o借用申銀子之事
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寛文 9.12.24 ひろしま六兵衛(花押)→米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪紙

200612／71／ 3- 7
o借用申銀子之事

延宝 2.極.29 なら原善助→米屋太兵衛殿

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪紙

200612／71／ 3- 8
o覚（銀子借用）

　　午. 3.29 彦右衛門(花押)→米屋小十郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪紙

200612／71／ 3- 9
o覚（銀子借用）

　たつ.11.15

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付1通

切紙

200612／71／ 3-10
o覚（銀子借用）

　　未. 8. 5 次郎兵衛(花押)→米屋又三郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪紙

200612／71／ 3-11
o〔銀子借用依頼書付〕

明暦 2. 3.晦 →米屋又三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪紙

200612／71／ 3-12
o覚（明暦元年角浜利銀の内請取）

明暦元.12.

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪継紙

200612／71／ 3-13
o覚（取替銀目録扣）

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・ 1括

200612／72
御代官衆御うら判銀さん用状（紙縒題箋表題）

卯(延宝 3). 7.13

文書箪笥（大）―抽斗エ

横長・(1冊)

200612／72／ 1
o塩浜堤捨石積申運賃払帳

巳(延宝 5). 3.23

文書箪笥（大）―抽斗エ

横長・(1冊)

200612／72／ 2
o御用銀并御裏判銀之算用帳

文書箪笥（大）―抽斗エ

折紙・(5通)

200612／72／ 3
o覚（銀算用）

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・ 1括

200612／73
〔浜用所算用書類〕

　　巳.極. 本米屋→上市わたや

文書箪笥（大）―抽斗エ

切紙・(1通)

200612／73／ 1
o覚（浜加地子銀算用）ひかへ

　　巳. 7.13 米屋→かもや好右衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／73／ 2
o覚（沖浜本浜分借用銀）ひかへ

　　巳. 5. かもや権左衛門→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／73／ 3
o覚（銀算用）

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(2通)

200612／73／ 4
o覚（浜用所戻し塩算用）

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／73／ 5
o覚（浜用所へ取替銀算用）

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／73／ 6
o〔人別銀高書上〕

文書箪笥（大）―抽斗エ

切紙・(1通)

200612／73／ 7
o〔未進塩代等書上〕
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　　巳. 7.13／巳.10.23 かもや権左衛門→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒付

切(継)紙･折紙・(4
通)

200612／73／ 8
o覚（銀子請取）[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・ 1括

200612／74
〔磯宮神主唐崎淡路御暇歎書一件書類〕

　　　 11.19 喜三次→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／74／ 1
o〔書簡〕（早く御安心成さるべき旨）

　　　 10.17 賀茂郡番組→下市年寄判三郎
殿・同並庄屋正三郎殿・組頭中

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

切(継)紙・(3通)

200612／74／ 2
o〔磯宮神主淡路より歎書付差出候儀につき御用

状〕

　　　 10.19 青木金右衛門→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

切紙・(1通)

200612／74／ 3
o〔番組中へ封書差出候て決断の儀につき書付〕

　　　 10.13 神尾源十郎内青木金右衛門→
年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

切紙・(1通)

200612／74／ 4
o〔番組中へ御封状差越候儀につき書付〕

　　午.11.

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／74／ 5
o〔番組衆書上〕

　　午.11. 下市村年寄半三郎[ほか4名]→
御名当テ

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙・(1通)

200612／74／ 6
o〔淡路より御歎書･書状差出申候儀取次書付〕

　　午.11. 下市年寄半三郎[ほか3名]→賀
茂郡御役所

文書箪笥（大）―抽斗エ

切紙・(1通)

200612／74／ 7
o乍恐申上候口上之覚（年寄並庄屋正三郎無印

の儀につき）草案

　　　 10.23 年寄半三郎→年寄並庄屋正三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／74／ 8
o〔書簡〕（淡路殿御受引成され難き儀につき）ひ

かへ

　　　 霜. 3 下市年寄半三郎→割庄屋喜三
次殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

折紙・(1通)

200612／74／ 9
o〔書簡〕（正三郎殿名印とも除きくれ候様申され候

儀につき）

　　　 10.25 年寄半三郎→割庄屋喜三次様

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／74／10
o〔書簡〕（御内談申承たき旨）ひかへ

　　　 10.25 東村喜三次→下市年寄半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／74／11
o〔書簡〕（先日御内談の儀につき）

　　　 10.24 東村喜三次→下市年寄半三郎
様・与頭中様

文書箪笥（大）―抽斗エ

切紙・(1通)

200612／74／12
o〔書簡〕（淡路殿一儀御内談これ有る趣につき）

　　　 11. 3 割庄屋東村喜三次→下市年寄
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／74／13
o〔書簡〕（其村神主淡路殿御暇の歎書出候儀に

つき）

　　午.10. 7／ 9.11 磯宮神主淡路→年寄半三郎殿
[ほか4名]／松山右膳・安田内匠
→唐崎淡路守様

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

竪紙･切継紙・(2
通)

200612／74／14
o乍恐御歎申上候口上之覚（他宗御指留御宥面

願）写し,〔書簡〕（貴様御儀中納言殿御逢成され
たき旨）写し

　　　 10.18 下市年寄半三郎→神尾源十郎
様御内青木金右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／74／15
o〔書簡〕（御番組衆中様への飛札御受引置遣さ

れ候趣承知）
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　　　 10.18 下市年寄半三郎→賀茂郡御番
組衆中様

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／74／16
o〔書簡〕（淡路儀未御返答なきにつき）ひかへ

　　　 10.13 下市年寄半三郎→賀茂郡御番
組衆中様

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／74／17
o〔書簡〕（磯宮神主淡路より歎書指出申候儀につ

き）ひかへ

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・ 1括

200612／75
〔家業不勝手相続難につき歎願書類･御用銀目録〕

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・(1括)

200612／75／ 1
o〔家業不勝手相続難につき歎願書類〕

　　　  3.16 松原文蔵・山下十右衛門→半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

切紙

200612／75／ 1- 1
o〔居屋敷・塩浜書上〕

　　寅.極. 米屋半三郎→年寄九左衛門殿
[ほか4名]

文書箪笥（大）―抽斗エ／2通

竪(継)紙

200612／75／ 1- 2
o乍恐御願申上候口上覚（家相続難につき御

銀歩易拝借願）

　　卯. 2. 年寄半三郎→年寄九左衛門殿・
同並正三郎殿→賀茂郡御番組
衆中様

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪継紙

200612／75／ 1- 3
o乍恐御願申上候口上之覚（年寄役御赦免願）

　　卯.正. 年寄米屋半三郎→年寄九左衛
門殿・同並庄屋正三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪継紙

200612／75／ 1- 4
o乍恐御歎キ申上候口上之覚（家業不勝手に

つき御用銀御下げ願）

　　卯.正. 年寄米屋半三郎→年寄九左衛
門殿・同並庄屋正三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪継紙

200612／75／ 1- 5
o乍恐御歎申上候口上之覚（家業不勝手につ

き塩浜・田畑山林等売払借銀返済願）

　　卯. 2. 年寄米屋半三郎→年寄九左衛
門殿・同並庄屋正三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪継紙

200612／75／ 1- 6
o乍恐御歎申上候口上之覚（家業不勝手につ

き塩浜・田畑山林等売払借銀返済願）

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪紙

200612／75／ 1- 7
o〔御恵を以少々渡世成し下されたき旨書付〕

　　卯. 2. 年寄米屋半三郎→年寄九左衛
門殿・同並庄屋正三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

竪継紙

200612／75／ 1- 8
o乍恐御歎申上候口上之覚（家業不勝手につ

き塩浜・田畑山林売払借銀返済願）

　　　  3.19 下市年寄半三郎→松原文蔵様･
山下十右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗エ／1通

切紙

200612／75／ 1- 9
o〔竪帳壱冊･横帳壱冊落手の旨書付〕ひかへ

　　卯. 3.19 下市年寄半三郎→松原文蔵様・
山下十右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗エ／2通

竪継紙

200612／75／ 1-10
o覚（屋敷・塩浜惣高書上）下書

　　丑. 9. 5 宿米屋半三郎→町御用所

文書箪笥（大）―抽斗エ／帯紙付

切継紙・(1通)

200612／75／ 2
o覚（讃州三本松松屋五左衛門北国より干鰯・米

積送につき）

　　丑. 9. 槌屋喜助→本米屋[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒付

切(継)紙・(6通)

200612／75／ 3
o覚（受取代銀相渡）

宝暦 9. 2.

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

折紙綴・(3綴)

200612／75／ 4
o御用銀目録扣卯二月十日御歎書与一同ニ御番

組衆迄上ル
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宝暦 9.正.

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

横長・(2冊)

200612／75／ 5
o御用銀目録町用所より差越候分弐通

享保16.卯.25

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・ 1括

200612／76
掛塩問屋与右衛門方より差出手形八通書状一通

享保16.卯.25

文書箪笥（大）―抽斗エ

一紙・(1枚)

200612／76／ 1
o〔題箋〕

　　　 11. 9 魚屋吉郎治→米屋よ右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／76／ 2
o〔書簡〕（為替銀江戸より船参申す時分まで御待

下されたき旨）

　　申.11. 2 十一屋四郎右衛門→米屋与右
衛門様

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／76／ 3
o〔書簡〕（前廉塩代不足銀の儀につき）

享保12.12.28 三津屋甚八→米屋よ右衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙・(1通)

200612／76／ 4
o借用申銀子之事

享保 5. 6.25 雑賀賀宗左衛門船内伝吉･同勘
四郎→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙・(1通)

200612／76／ 5
o覚（塩代不足銀）

享保13. 6.22 淡州福良浦魚屋利左衛門→米
屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙・(1通)

200612／76／ 6
o借用申銀子之事

享保20.閏3. 6 大石浦かり主善助・くらや源助
(花押)→米屋清兵衛殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙・(1通)

200612／76／ 7
o借用申手形之事

享保13.極.28 八軒屋喜平次→米屋吉兵衛殿･
同清兵衛殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪継紙・(1通)

200612／76／ 8
o証文之事（年賦銀預）

享保13. 6.16 摂州大石浦升屋太兵衛→米屋
与右衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙・(1通)

200612／76／ 9
o借用申銀子之事

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・ 1括

200612／77
〔八軒屋借屋貸渡し一件書類〕

　　　  3.14 三人→文蔵様

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／77／ 1
o〔年寄共へ惣預りの帳面見せ申さざる段不埒の

儀につき書付〕

文書箪笥（大）―抽斗エ

切紙・(1通)

200612／77／ 2
o覚（八軒屋家附源七へ改貸渡し置分目録）

延享 3.12.25 家貸り主嶋屋源七･請人たはこや
長助→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪継紙・(1通)

200612／77／ 3
o借屋証文一札

　　午.正. 本米屋･八軒屋借屋家守源七
方･同借屋中

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

折紙・(1通)

200612／77／ 4
o八軒屋借屋家守り源七へ相渡し置候家賃帖口

書ひかへ

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・ 1括

200612／78
〔家督の儀願書,年賦銀･売買作法等書類〕

　　　  6.22 →米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／78／ 1
o〔手形物の事につき書付〕
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　　　  6. 2(安永 9. 9.写
取)

役人中→問屋中・商人中

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪継紙・(1通)

200612／78／ 2
o覚（米麦等売買作法につき触書）

天明 2.12.19 町浜庄屋次助→年寄代勤勘五
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／78／ 3
o御役所より御渡シ銀取次庄屋次助殿請取書一

通

戌(宝暦 4).極.／ 4.21
／宝暦 9. 5. 4

賀茂郡御役所→下市村年寄半
三郎[ほか3名]･仲間共

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

竪紙･切(継)紙・(3
通)

200612／78／ 4
o町浜庄屋中より被差越候大切成ル継立証文壱

通（横嶋山切祓普請入用銀請取）[ほか]

　　午.10. 御内好助･同又七･同甚六･同清
蔵→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

竪継紙・(2通)

200612／78／ 5
o乍憚御願申上候口上之覚（御当家家督難義に

つき本家仕向の事）,覚（年賦銀御断願）

享保16.

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・ 1括

200612／79
〔阿波商人塩売買一件書類〕

　　　 極.晦 掛出店又兵衛,清兵衛→御本家
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ

折紙・(6通)

200612／79／ 1
o覚（当年延与相見江目録差上申候）

　　　  3.15 阿わ北浜村岡田(瀬戸屋)理兵衛
→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙(2枚)付

切継紙・(1通)

200612／79／ 2
o〔書簡〕（預け銀の儀仰下され候儀につき）

　　　 正.23 岡田理兵衛→米屋半三郎様･又
兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙(2枚)付

切継紙・(1通)

200612／79／ 3
o阿波才田瀬戸や理兵衛殿より之書状（年始祝

詞,爰元塩の儀につき）

享保16. 6.17 淡路福良魚屋平太夫→米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙･帯紙付

竪紙・(1通)

200612／79／ 4
o淡路平太夫殿借用手形

享保16.卯.18 米屋半三郎→手代中江

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

竪継紙・(1通)

200612／79／ 5
o出店江相渡ス書付（塩売買につき七ヶ条定）

享保16.極.11 阿州高嶋浜中又右衛門代浜中
太次兵衛→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙付

竪継紙・(1通)

200612／79／ 6
o借用申銀子之事（塩代目録表不足借用）

文書箪笥（大）―抽斗エ

包紙・(1枚)

200612／79／ 7
o〔包紙〕

享保16.11. 8／11.朔 冨田屋彦三郎→米屋半三郎殿,
米屋与右衛門様･清兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗エ／包紙(3枚)･帯紙･紙縒付

竪紙･切継紙・(2
通)

200612／79／ 8
o覚（阿州宮嶋冨屋金左衛門殿入銀塩代請取）･

〔書簡〕（入銀塩御頼につき）

享保19.～元文 3. 　

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・ 1括

200612／80
〔塩代不足にて銀子借用証文〕

享保20. 3.15 紀州日置浦喜右衛門船善助→
竹原米屋清兵衛殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙・(1通)

200612／80／ 1
o覚（塩仕切表にて借用）

享保20. 3. 5 紀州雑賀浦野伝吉→竹原米屋
半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／80／ 2
o覚（銀子借用）

享保20.10.朔 阿州才田岡田弥五郎→米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙・(1通)

200612／80／ 3
o借用手形之事
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元文 3.11. 6 淡州榎本嘉兵衛→竹原米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪継紙・(1通)

200612／80／ 4
o覚（塩代不足にて借用）

元文 2.10.16 紀州日置浦升屋藤兵衛→米屋
半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

切継紙・(1通)

200612／80／ 5
o覚（塩代不足にて借用）

享保19.卯.10 阿州高嶋村篠原太惣兵衛→米
屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪継紙・(1通)

200612／80／ 6
o借用手形之事（塩代銀不足にて借用）

文書箪笥（大）―抽斗エ／紙縒一括

括・ 1括

200612／81
〔銀子受取手形･売塩代銀押手形類〕

未(安永 4).閏極.26 塩浜庄屋次助→米屋半三郎殿,
浜用所(㊞｢竹原塩浜｣)→米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙･切継紙・(2
通)

200612／81／ 1
o覚（銀子請取）

　　巳. 5.13 浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,浜
用所→米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙･切継紙・(2
通)

200612／81／ 2
o覚（入役銀押手形）

　　巳. 5. 2 塩浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,
浜用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙･切継紙・(2
通)

200612／81／ 3
o覚（売塩代銀押手形）

　　巳. 7. 9／巳. 7. 4 塩浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,
浜用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪継紙･切継紙・
(3通)

200612／81／ 4
o覚（売塩代銀押手形）

　　巳. 7. 9 塩浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙・(1通)

200612／81／ 5
o覚（塩代銀押手形）

　　巳. 9.23 塩浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,
浜用所→米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙･切紙・(2通)

200612／81／ 6
o覚（売塩代銀押手形）

　　巳.極.28 塩浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,
浜用所→米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙･切継紙・(2
通)

200612／81／ 7
o覚（売塩代銀押手形）

　　　 閏3.20 浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,浜
用所→米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙･切(継)紙・(3
通)

200612／81／ 8
o覚（巳年押初り手形）

　　午.卯.21 塩浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,
浜用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙･切継紙・(2
通)

200612／81／ 9
o覚（午年押手形始り）

　　午. 5.21 浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,浜
用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙･切紙・(2通)

200612／81／10
o覚（売塩代銀押手形）

　　未. 7. 7 浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,浜
用所→米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙･切紙・(2通)

200612／81／11
o覚（御運上銀請取）

　　未. 6. 3 浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,浜
用所→米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙･切紙・(2通)

200612／81／12
o覚（銀子受取）

　　未. 5. 9 浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,浜
用所→米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪継紙･切紙・(2
通)

200612／81／13
o覚（銀子受取）
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　　午.極.21 浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,浜
用所→米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪継紙･切継紙・
(2通)

200612／81／14
o覚（押銀受取）

　　午.11.21 浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,浜
用所→米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙･切継紙・(2
通)

200612／81／15
o覚（押銀手形）

　　午.10.29 浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙・(1通)

200612／81／16
o覚（売塩代銀押手形）

　　午. 7. 4 浜庄屋長蔵→米屋半三郎殿,浜
用所→米屋

文書箪笥（大）―抽斗エ

竪紙･切継紙・(2
通)

200612／81／17
o覚（銀子請取）

天和元.(元文 3.下旬
写)

和篤

文書箪笥（大）―抽斗オ／紙袋(表書「明治四十年五月改之 米屋御先祖源兵衛様共遺訓 大福帳並広島城延売記写シ及覚書
在中」)入

竪冊・ 1冊

200612／82
米屋御先祖源兵衛様共遺訓

文書箪笥（大）―抽斗オ／封筒(茶封筒)一括

括・ 1括

200612／83
吉井家系図 五代系図入（封筒表題）

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙付

一紙(継紙)・(1枚)

200612／83／ 1
o浦上盛幸五代系

寛文 8.～文政元.

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／83／ 2
o〔回忌書上〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／83／ 3
o〔吉井家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／83／ 4
o〔吉井家系図〕

明治44. 6.28 竹原町戸籍吏村上英

文書箪笥（大）―抽斗オ

罫紙(刊)・(1通)

200612／83／ 5
o〔戸籍謄本〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

竪紙・(1通)

200612／83／ 6
o〔系図（近藤氏）〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／83／ 7
o〔吉井家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

便箋・(1通)

200612／83／ 8
o吉井半三郎当燕五代系図

文書箪笥（大）―抽斗オ

便箋・(1通)

200612／83／ 9
o吉井半三郎当友五代系図

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／83／10
o〔下市田坂屋累代書上〕

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙(2枚)付

一紙・(2通)

200612／83／11
o明治代本吉井近世系図（吉井正彦五代系図）

文書箪笥（大）―抽斗オ

便箋・(1通)

200612／83／12
o〔略系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

便箋・(1通)

200612／83／13
o三翁頌徳碑（建設金書上）
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文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(2枚)

200612／83／14
o〔一紙〕

明治36. 5.

文書箪笥（大）―抽斗オ

竪紙・(1通)

200612／83／15
o〔吉井家系図〕

(昭和)37. 4.10 三上裕→吉井直尚子様

文書箪笥（大）―抽斗オ／封筒付

便箋・(3通)

200612／83／16
o〔書簡〕（近藤家系図ほか）

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(4通)

200612／83／17
o〔吉井家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／83／18
o〔吉井家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙付

一紙・(2通)

200612／83／19
o五代系 吉井峰

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙付

折紙綴･折紙･切
紙・(1綴･12通)

200612／83／20
o聴伝之覚書・可部新屋家系・〔吉井家系図〕[ほ

か]

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／83／21
o〔吉井家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／83／22
o〔辻村家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／83／23
o〔吉井家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ／封筒(茶封筒)一括

括・ 1括

200612／84
縁家他家系図五代系図（封筒表題）

文書箪笥（大）―抽斗オ／封筒(茶封筒)一括

括・(1括)

200612／84／ 1
o他家系図入（系図・戸籍謄本関係書類）

大正10. 7.(写)

文書箪笥（大）―抽斗オ

罫紙綴・(2綴)

200612／84／ 2
o井上家系記

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙付

竪継紙・ 1通

200612／85
吉井氏田坂屋家系

文書箪笥（大）―抽斗オ／封筒(茶封筒)一括

括・ 1括

200612／86
縁家系図入（封筒表題）

文書箪笥（大）―抽斗オ

罫紙綴・(1綴)

200612／86／ 1
o竹原上市米屋管氏過去帳写

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／86／ 2
o備中玉島新町米屋本家・分家

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙付

一紙・(1通)

200612／86／ 3
o山路栄夫五代系図

文書箪笥（大）―抽斗オ

便箋・(1通)

200612／86／ 4
o亀田治夫五代系図

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(3通)

200612／86／ 5
o備中浅口郡玉島町家号新笹屋（小野家系図）
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文書箪笥（大）―抽斗オ

罫紙・(3通)

200612／86／ 6
o〔福本家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

罫紙・(1通)

200612／86／ 7
o丸亀笠嶋屋系図

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／86／ 8
o〔木村家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(1通)

200612／86／ 9
o玉嶋さゝ屋事

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／86／10
o備中浅口郡玉島町家号篠屋（小野家系図）

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(2通)

200612／86／11
o釣合書

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／86／12
o佐竹続合

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙付

一紙・(1通)

200612／86／13
o小野逸太郎五代系図

文書箪笥（大）―抽斗オ

罫紙・(1通)

200612／86／14
o〔木村家相続につき書付〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

竪紙・(1通)

200612／86／15
o〔伊予国西條町古川家ほか略系〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(1通)

200612／86／16
o府中木村家ノ略系

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／86／17
o〔万代四郎右衛門家系図〕

昭和11. 4.

文書箪笥（大）―抽斗オ

罫紙・(1通)

200612／86／18
o広島市山田家血統五代系図

昭和11. 4.

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(1通)

200612／86／19
o〔村上家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙(継紙)・(1通)

200612／86／20
o〔保田家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／86／21
o〔竹原上市米屋菅良造家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(1通)

200612／86／22
o永喜先生（略系）

文書箪笥（大）―抽斗オ／封筒付

一紙・(1通)

200612／86／23
o辻村家五代系図

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／86／24
o〔下角屋累代書上〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

罫紙綴・(1綴)

200612／86／25
o石井氏後妻続合書
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文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／86／26
o〔保田家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

罫紙・(1通)

200612／86／27
o〔伊藤家･松本家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／86／28
o山南清水屋周橘（略系）

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／86／29
o〔伊予国渡辺家略系〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／86／30
o〔略系〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／86／31
o〔頼家略系〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙・(1通)

200612／86／32
o〔三宅家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ／紙袋一括

括・ 1括

200612／87
〔吉井家系図・覚書〕

　　　 10. 8 村井武右衛門→半三郎殿･御袋
様

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙(3枚)付

竪紙･切(継)紙・(6
通)

200612／87／ 1
o村井家代々之法名[ほか]

元文 5. 5.16 同性正伴之書記

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙付

竪継紙･切継紙・
(2通)

200612／87／ 2
o家系之大略（吉井家系図）[書簡共]

　　　  6.21 兵之助→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／87／ 3
o〔書簡〕（四五十両御恩借願）

文書箪笥（大）―抽斗オ／紙袋一括

括・(1括)

200612／87／ 4
o吉井系家関係

文書箪笥（大）―抽斗オ／1冊

小横長

200612／87／ 4- 1
o見聞要旨普久漏

文書箪笥（大）―抽斗オ／4通

竪紙

200612／87／ 4- 2
o〔吉井家縁家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ／1点

紙袋

200612／87／ 4- 3
o〔紙袋〕（「吉井系図写シ」）

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙付2通

竪紙

200612／87／ 4- 4
o備後国甲奴郡稲艸村田房麦屋越知氏（系図）

文書箪笥（大）―抽斗オ／1通

一紙

200612／87／ 4- 5
o〔藤井亮造家略系〕

文書箪笥（大）―抽斗オ／1通

竪紙

200612／87／ 4- 6
o〔木原家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙付1通

切継紙

200612／87／ 4- 7
o上市米屋系統（菅家略系）
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文書箪笥（大）―抽斗オ／1通

竪紙

200612／87／ 4- 8
o吉井氏田坂屋家系之事

文書箪笥（大）―抽斗オ／紙縒一括

括・ 1括

200612／88
諸家釣合聞書（紙縒題箋表題）

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／ 1
o〔川口家系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／ 2
o下梶屋（系図）

文書箪笥（大）―抽斗オ

竪紙・(2通)

200612／88／ 3
o〔山下家略系・覚書〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

折紙・(1通)

200612／88／ 4
o比和隠居屋（小田家・庄原田辺家略系）

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／ 5
o〔広島保田七兵衛家略系〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／ 6
o竹原上市米屋家系

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(1通)

200612／88／ 7
o〔伊予小松家中町代官森田五右衛門家略系〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

折紙・(1通)

200612／88／ 8
o〔森田五右衛門家系図〕

　　　  9.22 灰屋三郎助→平賀東介様

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(1通)

200612／88／ 9
o〔広島茶屋佐々木次郎右衛門家略系〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／10
o〔備中浅口郡船尾村きしのや小野氏・西ノ浦旧

連島村福島屋早瀬家覚書〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

折紙・(1通)

200612／88／11
o〔系図〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／12
o極内密御親披（仕立方不足の由につき）

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／13
o山南小菊（桑田家略系・覚書）

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／14
o赤穂屋分家上之町赤穂屋・本家仁尾屋（略系）

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／15
o岡山武田善次ニ而助三郎承ル所左ニ（諸家略

系）

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／16
o〔田坂屋略系〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(1通)

200612／88／17
o覚（江木家略系）
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　　　  4.20 紀伊国屋太郎右衛門→川口屋
助一郎様

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(1通)

200612／88／18
o〔書簡〕（縁談聞合の儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／19
o忠蔵親類書

文書箪笥（大）―抽斗オ

竪紙・(1通)

200612／88／20
o〔米屋半三郎妻略系〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／21
o〔政岡氏略系〕

　　　 正.22 光宗屋儀左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／22
o〔書簡〕（吉舎屋母儀病死仕候につき）

　　　  3.朔 柚木屋伝十郎→米屋彦九郎様

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／88／23
o〔柚木屋系譜覚書〕・〔書簡〕（御入家熟縁大悦に

つき）

　　　 12. 5 助五郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／24
o〔書簡〕（庄原胡物屋方縁談の儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／25
o〔矢掛元屋江木氏略系・覚書〕

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／88／26
o高戸氏家系

文書箪笥（大）―抽斗オ

一紙(継紙)・(1通)

200612／88／27
o〔吉井半三郎計暁家系図〕

　　　  6. 2 →春山様

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／28
o〔福山江良屋当時の続合書付〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(1通)

200612／88／29
o〔寺町ヤジ茂右衛門娘覚書〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／30
o〔不久へや又五郎家・岡山赤穂屋朴助家略系〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(1通)

200612／88／31
o〔夫婦とも見下す様のことなき旨書付〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／32
o〔倉橋材木屋略系等覚書〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(1通)

200612／88／33
o〔田坂屋平右衛門家略系につき書付〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(1通)

200612／88／34
o〔嶋屋兵右衛門家略系〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／35
o〔神石郡油木村三好家略系・覚書〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／36
o〔忠海にて元祖より四代目吉井九右衛門家累代

書上〕
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文書箪笥（大）―抽斗オ

折紙・(1通)

200612／88／37
o柚木中古略系図

　　　  6.19 白市屋孫次郎→三国屋助右衛
門様

文書箪笥（大）―抽斗オ／紙縒付

切継紙・(4通)

200612／88／38
o四日市光棟屋西氏系・瀬野本平野氏系・〔書簡〕

（三次御縁談の儀等につき）

　　　 12. 7 若狭屋嘉右衛門→米屋半三郎
殿,光宗屋儀左衛門→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙(2枚)付･紙縒付

切継紙・(2通)

200612／88／39
o〔書簡〕（吉舎屋母御悔の御懇情につき御礼）

　　　  5. 1 助右衛門→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／40
o〔書簡〕（縁談の儀,ほか御役向諸事につき）

　　　 11.朔

文書箪笥（大）―抽斗オ

切(継)紙・(2通)

200612／88／41
o〔広島西村甚右衛門続合書〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／42
o〔三良坂吉舎屋子供六人書上〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／43
o〔歴屋才蔵家ほか略系〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・(1通)

200612／88／44
o〔三津新屋三代目菅弥右衛門家・白市木原七郎

右衛門家書上〕

文書箪笥（大）―抽斗オ

切継紙・(1通)

200612／88／45
o庄原胡物屋（田辺七左衛門家系図）

文書箪笥（大）―抽斗オ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／88／46
o花鳥屋林右衛門殿より聞書 中村氏親類系書

正保 4. 9. 3／寛延 4.
閏6.中旬

観音新開源左衛門書上ル

文書箪笥（大）―抽斗オ／紙縒付

竪継紙･切継紙・ 
1括(2通)

200612／89
安芸国広島初・御城御玄関より方々道法覚

文書箪笥（大）―抽斗オ

切紙・ 1通

200612／90
寿性院様慶祥の小泉村屋敷址を訪ねて

文書箪笥（大）―抽斗オ

便箋・ 1通

200612／91
〔寿性院三百年忌挨拶下書〕

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙一括

括・ 1括

200612／92
〔角屋正三郎等諸事書付〕

　　　 正.16 角 正三郎→米 半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／92／ 1
o〔書簡〕（常八同意の由につき）

　　　 11. 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／92／ 2
o〔書簡〕（喜三次殿参られ示談の儀御面談申した

き旨）

　　　 正.22 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／92／ 3
o口演（浜方寄合の儀）

文書箪笥（大）―抽斗カ

折紙綴・(1綴)

200612／92／ 4
o〔町浜近年困窮の儀につき諸事箇条書付写〕

　　　 　 24 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切(継)紙・(2通)

200612／92／ 5
o〔書簡〕（下宿割の儀につき）
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　　　 10.20 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／92／ 6
o〔書簡〕（御子様方御宿につき）

　　　 11. 9 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／92／ 7
o〔書簡〕（作左･喜三次内談の向につき）

　　　 11. 8 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／92／ 8
o〔書簡〕（夜分御出下されたき旨）

　　　 　 20 同並正三郎→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／92／ 9
o〔書簡〕（竹内氏御出成され候由につき御立寄下

されたき旨）

　　　 11. 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／92／10
o〔書簡〕（御内用御出府成さるべき由につき）

　　　 11. 9 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／92／11
o〔書簡〕（一両日の内御見合夜分寄候よう廻文下

されたき旨）

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／92／12
o〔思召承りたき旨書付〕

大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／92／13
o〔今日御集会の由書付〕

　　　 正.15 さかいや半兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／92／14
o〔書簡〕（少し御閑談申承りたく）

　　　 11.23 同並正三郎→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／92／15
o〔書簡〕（役談の儀につき）

　　　 11.11 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／92／16
o〔書簡〕（広島へ御出候事急には相成不申哉）

正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／92／17
o〔頼母子につき内密書付〕

　　　 11. 6 松原文蔵→半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙(2枚)付

切継紙・(2通)

200612／92／18
o〔書簡〕（御用向殊の外差湊につき）

　　　 11. 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／92／19
o〔急に御目に懸段申進候につき書付〕

正三郎様→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／92／20
o〔書簡〕（松原氏へ内談の儀につき）

　　　 　 13 同並正三郎→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／92／21
o〔書簡〕（貴宅へ相替候書もの出不申哉御尋）

　　　 10.23 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／92／22
o〔紙面相認候につき御直し成さるべき旨書付〕

正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／92／23
o〔貴様御出下されたき旨書付〕

　　　 12. 1 半三郎→九左衛門様・正三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／92／24
o〔藤兵衛殿より申来候につき順達致候旨書付〕
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　　　 12.朔 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様・
角屋九左衛門様・角屋正三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切紙・(1通)

200612／92／25
o〔書簡〕（苦々敷儀仰聞かされ驚入候儀につき）

　　　 正.14 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／92／26
o〔書簡〕（増正方いかがいたし候哉）

　　　 12.朔 正三郎→半三郎様・九左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／92／27
o〔切紙拝見致し候につき書付〕

　　　 11. 7 かとや正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／92／28
o〔今日御入来下されたき旨書付〕

ハンザサマアクル

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙(2枚)付

竪紙・(2通)

200612／92／29
o〔町浜近年の困窮等につき書付〕

　　　 11.27 同並正三郎→年寄半三郎様・同
九左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／92／30
o〔徳兵衛妻ひち欠落仕候儀,旧年盗塩取扱候新

助･正助儀等につき書付〕

(宝暦 7).

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／93
〔浜方仕入銀上方にて工面の儀につき書簡類〕

　　　  9.21 さかいや半兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙(｢木原徳左衛門｣)付

切継紙・(1通)

200612／93／ 1
o〔書簡〕（銀子手形調方の儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／93／ 2
o御名目（京都銀主ほか）

　　丑.10. 4 京都大仏北棟梁町御仏具師西
村屋→げい州木原徳左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／93／ 3
o覚（真鍮腰高花皿代銀）

　　　 10. 9 源光院(花押)→吉井半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

折紙・(1通)

200612／93／ 4
o〔書簡〕（木原徳左衛門殿御上京御地御噂も承

之候につき）

　　　 12.25 日野屋九兵衛(大坂より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／93／ 5
o〔書簡〕（塩浜要用銀催覚の儀急に出口も無御座

につき）

　　　 12. 6／11.20 鴻池新七→米屋半三郎様／米
屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙(2通)付

切継紙・(2通)

200612／93／ 6
o〔書簡〕（塩浜要用銀の儀御断りにつき）・御紙面

一通御返進

　　　 12. 6 鴻池新七支配人孫兵衛→柏屋
徳左衛門様・米屋御手代幸助様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／93／ 7
o口上之覚（主人店へ御出成され候一件の儀につ

き御礼）

　　　 12.16／12.17 天王寺屋勘兵衛(大坂より)→米
屋半三郎様／天王寺屋勘兵衛
→阿波屋仁右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／93／ 8
o口上（塩浜仕入銀惣仲間へ御借り請につき御断

り御返答）

　　　 12.17 堺屋利右衛門(大坂より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／93／ 9
o〔書簡〕（塩浜銀子入用の由につき相調申さざる

旨）

丑(宝暦 7).極.27／
正.20

四日市柏屋徳左衛門→竹原米
屋半三郎様／大坂道頓堀幸町
三丁目唐金屋庄左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙(2枚)付

切(継)紙･折紙･竪
継紙・(4通)

200612／93／10
o〔書簡〕（上方へ工面の儀につき）[唐金屋への書

状･銀子借用証文案文･覚（入用銀目録）共]
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　　　 11.20 米屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・(1括)

200612／93／11
o〔書簡〕（塩浜要用につき借用銀願控）

　　　 11.20 米屋半三郎→天王寺屋勘兵衛
様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／93／11- 1
o〔書簡〕（来春塩入銀の儀につき）ひかへ

　　　 11.20 米屋半三郎→阿波屋仁右衛門
様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／93／11- 2
o〔書簡〕（柏屋徳左衛門殿･手代好助差上せに

つき奉頼存候）ひかへ

　　　 11.20 米屋半三郎→河内屋貞兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／93／11- 3
o〔書簡〕（柏屋徳左衛門･手代好助差登せ申す

につき御挨拶）ひかへ

　　　 霜.20 半三郎→唐金屋庄左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／93／11- 4
o〔書簡〕（柏屋徳左衛門･手代好助差登せ御内

談につき）ひかへ

　　　 霜.20 米屋半三郎→橘屋孫兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／93／11- 5
o〔書簡〕（塩浜要用につき借用銀願）ひかへ

　　　 11. →鴻池新七殿,日野屋九兵衛殿,
橘屋孫兵衛殿,堺屋利右衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／93／11- 6
o〔書簡〕（当所塩の儀売留三匁七分に引下に

つき別通）ひかへ

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・(1括)

200612／93／12
o〔書簡〕（浜方仕入銀入用の儀につき）

　　寅. 4.15 柏屋徳左衛門→米屋半三郎様
／四日市柏屋徳左衛門→三津
白市屋保右衛門殿･竹原米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付2通

切(継)紙

200612／93／12- 1
o〔書簡〕（上方算用目録延引につき）・覚（上方

往来諸入用）

　　　  4.16 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

切継紙

200612／93／12- 2
o〔書簡〕（手前取扱法事の儀等につき）

　　　 極. 9 柏屋徳左衛門(大坂より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

切継紙

200612／93／12- 3
o〔書簡〕（堺屋利右衛門ほか受判等埒明不申

儀につき）

　　　 極.10 阿波屋仁右衛門(大坂より)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付2通

切継紙

200612／93／12- 4
o〔書簡〕（浜仕入方銀子入用の儀残念につき）･

相庭

　　　 12.18 尼崎屋平兵衛･重太郎(大坂より)
→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

切継紙

200612／93／12- 5
o〔書簡〕（御手代幸助様･徳左衛門様御用事に

て拙宅に御滞留につき）

　　卯.12. 5 四日市柏屋徳左衛門→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

折紙綴・(1綴)

200612／93／13
o覚（上方往来入用銀受納）

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／94
〔吉名村庄屋等借銀の儀につき書簡類〕

　　　  7. 4 吉名村より 新屋平三郎(花押)→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

竪紙・(1通)

200612／94／ 1
o〔書簡〕（御貸銀の儀につき）
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元禄 5.10.29 吉名村宗百姓中連判→川北孫
右衛門様･筒井彦兵衛様･伴宗
兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗カ

竪紙・(1通)

200612／94／ 2
o乍恐仕上ル御受之一札（豊田郡吉名村庄屋平

三郎等五名借銀村中へ割賦につき）

　　　 極.26 吉名村庄屋六兵衛(花押)･組頭
中→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

折紙・(1通)

200612／94／ 3
o〔書簡〕（先役人へ御借し成され候銀子の儀につ

き）

　　　 極.24 吉名村庄屋六兵衛(花押)･組頭
中→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

折紙・(1通)

200612／94／ 4
o〔書簡〕（銀子の儀当村御勘定不埒につき）

　　　 12.24 吉名新屋平三郎(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

折紙・(1通)

200612／94／ 5
o〔書簡〕（貸銀の事につき）

　　　 12.25 吉名新屋平三郎(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

折紙・(1通)

200612／94／ 6
o〔書簡〕（銀子の儀手違につき来春迄御差延られ

たき旨）

　　　 極.28 吉名新屋六兵衛(花押)･組頭中
→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙(2枚)付

折紙・(2通)

200612／94／ 7
o〔書簡〕（銀子の儀牛銀取立も罷成らず候につ

き）

　　　  7.13 吉名新屋平三郎(花押)→半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗カ

折紙・(1通)

200612／94／ 8
o〔書簡〕（大豆売買不罷成につき）

　　　  7.13 半三郎→庄屋六兵衛[ほか3名]

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／94／ 9
o吉名村へ遣書状ひかへ（其元大豆売買の儀に

つき）

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／95
〔浜方談の儀につき書簡類〕

　　　 卯.21 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／ 1
o〔書簡〕（浜庄屋出府につき）

　　　  3.23 番組→半三郎殿･九左衛門殿･
正三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙(2枚)付

切継紙・(1通)

200612／95／ 2
o〔浜方仕向の儀,入野屋茂右衛門一件の儀につ

き書付〕

　　　  3.17 番組→下市役人中

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／95／ 3
o〔塩浜一巻の儀につき書付〕

　　　  3.15 松原文蔵→半三郎殿･九左衛門
殿･正三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切(継)紙・(3通)

200612／95／ 4
o〔紙面の趣暫く返答延引の旨書付〕

角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／帯紙一括

括・(1括)

200612／95／ 5
o〔書簡〕（浜方割賦の儀等につき）

　　　  2. 4 同並正三郎→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

切継紙

200612／95／ 5- 1
o〔書簡〕（貴様御出帆成なされ候由につき申合

仕りたき儀等）

　　　 正.26 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／95／ 5- 2
o〔書簡〕（増正･増吉両人へ談候趣につき）

　　　 　 25 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切紙

200612／95／ 5- 3
o〔書簡〕（貴室御用銀の儀につき）
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　　　 正.27 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／95／ 5- 4
o〔書簡〕（浜方割賦の儀浜師相談相決し不申

につき）

　　　  2. 2 同並正三郎→下市年寄半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

切継紙

200612／95／ 5- 5
o〔書簡〕（浜庄屋出府と申す事等につき）

　　　  2.朔 同並正三郎→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

切継紙

200612／95／ 5- 6
o〔書簡〕（浜師とも申出の趣委しく仰聞かされ候

趣につき）

　　　  7. 9 山下十右衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／95／ 6
o〔書簡〕（文蔵出勤無之につき）

　　　  7. 2 下市年寄半三郎[ほか2名]→松
原文蔵様･山下十右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／95／ 7
o〔書簡〕（浜庄屋懸り合一段その後如何御様子も

不被仰聞につき）ひかへ

下市年寄半三郎[ほか2名]→松
原文蔵様･山下十右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切紙・(1通)

200612／95／ 8
o〔書簡〕

　　　  2.18 堺屋半兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／95／ 9
o口上（浜加地子算用送り状）

　　　  6.22 半三郎･九左衛門･正三郎→文
蔵様･十右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／10
o〔書簡〕（浜庄屋方へ申談候一件につき）

　　　  2.18～19 堺屋半兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／帯紙付

切(継)紙・(3通)

200612／95／11
o〔書簡〕（浜師返答の儀につき）

　　　  2.16 正三郎→半三郎様／増たや正
兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切(継)紙・(2通)

200612／95／12
o〔書簡〕（増正への御文通の趣につき）・口上

　　卯. 5. 8 下市年寄半三郎･同九左衛門･
同並正三郎→厨子久蔵様･荒木
丈七様

文書箪笥（大）―抽斗カ

竪継紙・(1通)

200612／95／13
o口上之覚（塩浜諸算用の儀につき）

　　　 卯.23 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／14
o〔書簡〕（九左衛門方越下されたき旨）

　　　 閏卯.25 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／15
o〔書簡〕（御噂申上置候もの御目に懸置申したく）

正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／95／16
o〔御入来下さるべき旨書付〕

　　　  5. 2 同九左衛門→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／17
o〔書簡〕（近日御城下御役人様方御出の由につ

き）

　　　  4.10 松原文蔵･山下十右衛門→半三
郎殿･九左衛門殿･正三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙(2枚)付

切紙・(1通)

200612／95／18
o〔両通の紙面披見の旨書付〕

宝暦 9. 5. 7 塩浜庄屋半兵衛→年寄半三郎
殿･同九左衛門殿･同並正三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／95／19
o口上覚（瀬違御普請銀預り残銀の内浜師共へ

貸付候段につき誤証文）
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　　　  5. 9 下市年寄半三郎･九左衛門→松
原文蔵様･山下十右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／20
o〔書簡〕（当村方町方算用合の儀,浜庄屋と懸り合

の儀等につき）ひかへ

　　　  5. 8 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／21
o〔後刻参上仕る旨書付〕

　　　  5. 9 九左衛門→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／95／22
o〔書簡〕（別紙熟覧御尤もに奉存候旨）

　　　  5.14 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／95／23
o〔書簡〕（御紙上の趣具に承知,諸帳･諸書付一向

私手元取放不申候旨）

　　　  5.29 同並正三郎→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切紙・(1通)

200612／95／24
o〔今日明日相続き新座敷へ出勤の旨書付〕

　　　  6. 8 年寄並正三郎→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／95／25
o〔書簡〕（其元御役方の趣猶又御受引の趣につ

き）

　　　  6.13 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／26
o〔御城下表の首尾合につき書付〕

　　　  6.13 角屋正三郎→米半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／27
o〔御入来下さるべき旨書付〕

　　　  7.19 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／28
o〔書簡〕（今日御出成さるべしと奉存候につき）

正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／95／29
o〔書簡〕（喜三次普請方の儀につき）

　　　 　 19 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／30
o〔書簡〕（御袖書の趣具に承知の旨）

　　　 卯. 9 下市年寄半三郎･同九左衛門･
同並正三郎→松原文蔵様／正
三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙(2枚)付

切(継)紙・(4通)

200612／95／31
o〔書簡〕（浜方談の儀につき）[控共]

　　　  3.22 正三郎→半三郎様／半三郎･九
左衛門･正三郎→文蔵様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／95／32
o〔書簡〕（浜方の儀につき）

　　　 閏3. 6 同並正三郎→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／33
o〔書簡〕（浜方談の儀承知仕候につき）

　　　 　 13 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／34
o〔貴様様子御聞せ下さるべき旨書付〕

　　　  3.11 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／35
o〔浜方寄合の儀御申越候旨書付〕

　　　  3. 6 同並正三郎→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

一紙・(1通)

200612／95／36
o〔御袖書具に承知仕候旨書付〕

　　　  2.19 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／37
o〔浜方仲間中未だ見えざる旨書付〕

　　　  2.20 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／95／38
o〔藤左呼候て尋ね成さるべき哉の旨書付〕
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　　　  2.21 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／39
o〔暮前迄御見合すべき哉の旨書付〕

　　　 閏2･23 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／40
o〔藤左衛門丈へ御返答の趣御尤もの儀書付〕

　　　 　 14 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／95／41
o〔九左衛門方未だ様子承不申につき書付〕

　　　  2.23 下市村御年寄半三郎･同九左衛
門･同並正三郎→三津村年寄保
右衛門様[ほか3名]

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／95／42
o〔書簡〕（当所塩浜立り合の儀につき）

　　　  2.23 下市村年寄半三郎･同九左衛
門･同並正三郎→三津村年寄保
右衛門様[ほか3名]

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／43
o〔書簡〕（当所塩浜立り合の儀につき）

　　　 閏.30 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切紙・(1通)

200612／95／44
o〔右書付今一応御用意下さるべき旨書付〕

　　　 　 27 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(2通)

200612／95／45
o〔書簡〕（下ノ村へ明日参り少し逢申したき旨書

付）

　　　  2.23 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／95／46
o〔御互に勘弁の儀いかが可仕哉の旨書付〕

(宝暦11).

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／96
三津庄次郎事用状壱巻（紙縒題箋表題）

(宝暦11).

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・(1括)

200612／96／ 1
o〔書簡〕（庄次郎離縁の儀につき）

　　辰. 5.18 助左衛門→半之丞様／田部助
左衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付3通

切(継)紙

200612／96／ 1- 1
o〔書簡〕（三津一件につき）,田部氏より之御状

(宝暦11). 2.12／2.13 大原屋千右衛門→小松屋利兵
衛様／小松屋利兵衛(三津)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付3通

切継紙･折紙

200612／96／ 1- 2
o〔書簡〕（白市屋親子間の儀につき）

(宝暦11). 3.朔 白市屋保右衛門(三津)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

切継紙

200612／96／ 1- 3
o〔書簡〕（手前庄次郎儀諸方内談済寄候につ

き）

(宝暦11). 2.20 白市屋保右衛門(三津)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付3通

切継紙

200612／96／ 1- 4
o〔書簡〕（手前庄次郎蟄居の儀につき）,庄次郎

へ申聞候口上書案文

宝暦11. 2.／ 3.10 木原庄次郎→高橋藤左衛門殿
／白市屋保右衛門→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付2通

切継紙

200612／96／ 1- 5
o御頼申口上（白市屋再縁の沙汰御止め下さる

べき旨）,〔書簡〕（庄次郎離縁の儀につき）

(宝暦11). 3.18 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

切継紙

200612／96／ 1- 6
o〔書簡〕（庄次郎儀存寄の通り受引決定可仕

旨承知）
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宝暦11. 4.24～28 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様／白市屋保右衛門→白
市屋甚助様／門前藤左衛門･津
多屋彦四郎→白市屋保右衛門
殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付3通

切継紙

200612／96／ 1- 7
o〔書簡〕（離縁の儀決定仕候につき）,離縁一札,

両人衆添書

(宝暦11).

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・(1括)

200612／96／ 2
o〔庄次郎離縁の儀につき書簡類〕

宝暦11. 4.28 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎殿･同幾三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1綴

折紙綴

200612／96／ 2- 1
o〔庄次郎離縁の次第書写〕

　　　  9.24 白市屋保右衛門(三津)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

切継紙

200612／96／ 2- 2
o〔書簡〕（庄次郎白市へ引越の儀につき）

　　　 10.15 白市屋保右衛門(三津)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

切継紙

200612／96／ 2- 3
o〔書簡〕（右一件甚助方へ申渡候返答いまだ

差延候につき）

　　　  8.13 小物や源七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

折紙

200612／96／ 2- 4
o〔書簡〕（庄次郎一件につき御世話奉願候）

　　　  9. 6 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

切継紙

200612／96／ 2- 5
o〔書簡〕（庄次郎方へ相達御紙面いか様の書

中に御座候哉）

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・(1括)

200612／96／ 3
o〔書簡〕（庄次郎不審の儀につき）[ほか書簡共]

白市屋庄次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括(包紙付5通)

括

200612／96／ 3- 1
o〔書簡〕（私不審の儀につき）

　　　  2.21 名賀屋彦右衛門(花押)→米屋半
三郎様･同幾三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

折紙

200612／96／ 3- 2
o〔書簡〕（幾三郎様御婚礼御調につき祝詞）

　　　  2.21 名賀屋彦右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

折紙

200612／96／ 3- 3
o〔書簡〕（三津表埒明候段御無音仕候につき）

　　　  3. 7 名賀屋彦右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付1通

折紙

200612／96／ 3- 4
o〔書簡〕（清誉浄春様拾七回忌の由につき）

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／97
〔塩浜庄屋半兵衛役方仕向の儀につき書簡類〕

　　　 閏7.朔 浜庄屋半兵衛→年寄半三郎様･
同九左衛門様･同並正三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／97／ 1
o〔書簡〕（松原公・山下公御連名御紙面の趣承知

仕候につき）

　　　 閏7. 2 割庄屋喜三次→年寄半三郎様･
同九左衛門様･同並正三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／97／ 2
o〔書簡〕（右御請書御連名にて御出成されたき

旨）

　　　 閏7. 2 半三郎･九左衛門･正三郎→割
庄屋半兵衛様,割庄屋東ノ村喜
三次様

文書箪笥（大）―抽斗カ／帯紙付

切継紙・(2通)

200612／97／ 3
o〔書簡〕（御番組様方より遣わされ候御紙面御請

書の儀につき）
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　　　  7.30 割庄屋東村喜三次→下市年寄
半三郎様[ほか3名]

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／97／ 4
o〔書簡〕（御両人様よりの御紙面御請書の儀につ

き）

　　　  7.朔 割庄屋東村喜三次→下市年寄
半三郎様･同九左衛門様･同並
正三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／97／ 5
o〔書簡〕（御紙面御請書の文意承知の趣に相見

え候につき）

　　　 　 晦 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／97／ 6
o〔少しの間御出下されたき旨書付〕

文書箪笥（大）―抽斗カ

竪紙・(1通)

200612／97／ 7
o〔御内談申したき事御座候旨書付〕

　　　  7.28 正三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／97／ 8
o〔書簡〕（早々御請書相納候由幾三郎殿御苦労

に奉存候につき）

　　　  7.28

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／97／ 9
o〔書簡〕（喜三次殿方への添御書判成されたく

　　卯. 7. 年寄半三郎→年寄九左衛門殿･
同並正三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ

竪紙・(1通)

200612／97／10
o乍恐御願申上ル口上之覚（年寄御役儀御赦免

願）ひかへ

　　　  7.28 割庄屋東村喜三次→下市年寄
半三郎様･同九左衛門様･同正
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／97／11
o〔書簡〕（御紙面御請書私方迄御出成され候につ

き）

　　　  7.28／ 7.晦 下市年寄半三郎･同九左衛門･
同並正三郎→割庄屋東ノ村喜三
次様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切(継)紙・(2通)

200612／97／12
o〔書簡〕（御紙面御書意の旨を以て貴様御口達の

趣承知）ひかへ

　　　  7. 下市年寄半三郎･同九左衛門･
同並正三郎→松原文蔵様･山下
十右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／97／13
o〔塩浜庄屋半兵衛近来役方仕向の儀につき示談

に及び申したき旨書付控〕

　　　  7. 下市年寄半三郎･同九左衛門･
同並正三郎→松原文蔵様･山下
十右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(2通)

200612／97／14
o〔塩浜庄屋半兵衛浜方仕向の儀につき存寄御座

候旨書付控〕

　　　  7.18 割庄屋東村喜三次(花押)→下市
年寄半三郎様[ほか3名]

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切紙・(1通)

200612／97／15
o〔書簡〕（松原文蔵・山下十右衛門両様へ御用談

の御紙面私方へ到来につき）

　　　  7. 山下十右衛門･松原文蔵→年寄
半三郎殿[ほか3名]

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙(2枚)付

切継紙・(1通)

200612／97／16
o以煎紙申達候（塩浜庄屋半兵衛引請帳面見せ

申さず懸り合の儀につき）

　　　  7. 山下十右衛門･松原文蔵→年寄
半三郎殿[ほか3名]

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／97／17
o以煎紙申達候（塩浜庄屋半兵衛引請帳面見せ

申さず懸り合の儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／98
〔組頭文三郎跡役堺屋助七の儀につき内存申上書付
類〕

　　　 極.22 割庄屋孫十郎→下市与頭与一
郎様･同卯兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／98／ 1
o〔書簡〕（其町紺屋弥太郎より御献上の書物貴様

方より御指上の由承知）
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　　　 極.23 割庄屋仁賀孫十郎→下市村御
役人中様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／98／ 2
o〔書簡〕（急御用状一通御請取成さるべき旨）

　　　 12.15 下市年寄半三郎･同庄屋次助→
賀茂郡御番組衆中様

文書箪笥（大）―抽斗カ

折紙綴・(1綴)

200612／98／ 3
o〔当所組頭文三郎跡役の儀につき内存書付控〕

　　　 12.25 下市年寄半三郎･同庄屋次助→
松浦藤次郎様･松本丹次様･河
野勝蔵様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／98／ 4
o〔新役撰の儀につき申上書付控〕

　　　 極.23 割庄屋孫十郎→下市年寄半三
郎様･同庄屋次助様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／98／ 5
o〔御咎の儀御赦免につき御悦の旨書付〕

　　　 極.22 河野勝蔵･松本丹次･松浦藤次
郎→下市年寄半三郎殿･庄屋次
助殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／98／ 6
o〔与頭中の内入替跡役の儀につき内々申入書

付〕

　　　 極.20 河野勝蔵･松本丹次･松浦藤次
郎→下市町年寄半三郎殿･同庄
屋次助殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／98／ 7
o〔下市町与頭後役の人名御役所内評論の趣に

つき書付〕

　　　 12.16 賀茂郡番組→下市年寄半三郎
殿･同庄屋次助殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／98／ 8
o〔堺屋助七跡役の儀内存の趣承知の旨書付〕

　　　 極. 6 賀茂郡番組→下市年寄半三郎
殿･同庄屋次助殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／98／ 9
o〔其町与頭文三郎跡役堺屋助七へ仰付の儀承

知置かれたき旨書付〕

寺西一三次→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／99
〔縁談につき口上書類〕

　　　  5.12 寺西一三次→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／99／ 1
o口述（お里殿御了簡次第に日限御極め御知せ

下さるべく候）

　　　  5.10 寺西一三次→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／99／ 2
o口上（昨日申落候事等につき孫三郎拙宅へ出浮

申されたき旨）

　　　  5. 8 寺西一三次→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／99／ 3
o口上（右一条文談にては難解につき三原出船致

し候旨）

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／99／ 4
o〔御普請奉行本庄三左衛門様ほか書上〕

　　　  5. 4 寺西一三次→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／99／ 5
o口上（御出下され候儀御断り）

　　　  5. 3 寺西一三次→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／99／ 6
o〔書簡〕（齋藤氏息女の儀につき）

　　　 卯.23 寺西一三次→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／99／ 7
o口上（玄的殿息女三原家中より噺したくと申され

候方有之につき）

　　　  9. 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／100
〔書簡〕（鍵屋惣三郎方地突人夫の儀につき）
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　　　  9. 7 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／100／ 1
o〔書簡〕（今日惣三郎方へ申遣候儀につき）

　　　  9. 6 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／100／ 2
o〔書簡〕（昨今鍵屋惣三郎方地突仕候儀につき）

　　　  9. 7 米屋半三郎→角屋正三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／100／ 3
o〔書簡〕（鍵屋惣三郎方地突人夫者共の儀につ

き）ひかへ

　　寅. 9. 御師久保興五郎大夫→吉井半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・ 1通

200612／101
記（永代常夜燈料代）

　　　 11.

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・ 1通

200612／102
口達（御上山門御手伝御用につき家中銘々万端取縮
方）

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／103
〔京都帯屋与兵衛･若山屋又兵衛厳島参詣の儀等に
つき書簡類〕

　　　  2. 8／ 3.17 京都福原養元(花押)→芸州米屋
半三郎様／京知恩院内桧山貞
蔵→竹原米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙(2枚)付

折紙･切(継)紙・(3
通)

200612／103／ 1
o〔書簡〕（内々の儀につき）

　　　  3.27 京知恩院内桧山貞蔵(花押)→竹
原米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／103／ 2
o〔書簡〕（あわや仁右衛門殿弥決断有之歟）

　　　  4. 8 福原養元(船中より)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／103／ 3
o〔書簡〕（今般京都帯屋与兵衛・若山屋又兵衛厳

島参詣につき拙者同伴にて貴様方へ御尋仕度）

　　　 卯. 9 京貞兵衛(花押)→竹原米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

折紙・(1通)

200612／103／ 4
o〔書簡〕（京衆其元へ着船の由につき）

　　卯. 3.28 阿波屋仁右衛門(大坂より)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切紙・(1通)

200612／103／ 5
o〔書簡〕（此書状養元様へ御渡し可被下候）

　　　  3.21 阿波屋仁右衛門(花押)(大坂より)
→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

折紙・(1通)

200612／103／ 6
o〔書簡〕（明朝京都帯屋与兵衛･若山屋又兵衛福

原養元同道にて厳島見物の由）

　　卯. 6. 8 若サや左兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／103／ 7
o覚（京都若山屋又兵衛より紙包請取）

　　　  5.10 京都福原養元(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

折紙・(1通)

200612／103／ 8
o〔書簡〕（拙者室より書写･増位山･法花清水･有

馬へ罷越）

　　　  5.19 帯屋与兵衛(花押)･若山屋又兵
衛(花押)→米屋半三郎様･同幾
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

折紙・(1通)

200612／103／ 9
o〔書簡〕（其御地にて逗留御馳走下され候御礼）

　　　 閏7. 4 帯屋宗兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

竪紙・(1通)

200612／103／10
o覚（帯屋与兵衛殿方へ届け物受取）

　　　  7. 4 米屋半三郎→帯屋与兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／103／11
o〔書簡〕（帯地拾本の内七本惣兵衛殿へ相渡候

につき）扣
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　　　  5.19 帯屋与兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／103／12
o〔書簡〕（御約束の帯地拾本差下申候につき）

　　　 閏7.10 柏屋徳左衛門→白市屋保右衛
門様･米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／103／13
o〔書簡〕（船中着致し候につき船便にて御知らせ）

　　　 閏7.21 京都福原養元(花押)(京都より)→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

折紙・(1通)

200612／103／14
o〔書簡〕（今般与兵衛･又兵衛方へ御返礼遣され

早速相届申候）

　　　  7.23 米屋半三郎→福原養元様

文書箪笥（大）―抽斗カ

折紙・(1通)

200612／103／15
o別啓（当地浜方仕入銀の儀につき）

　　　  7.21 帯屋宗兵衛(京都より)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／103／16
o〔書簡〕（益寿比天膏の儀,御預り申上候羽二重

の儀,帯地の儀につき）

　　　 閏7.22 帯屋与兵衛(京都より)→米屋半
三郎様･御手代衆中様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／103／17
o〔書簡〕（帯地七本請取につき）

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／104
〔京都知恩院内桧山貞蔵書簡類〕

　　　 11. 5 京都福原養元(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

折紙・(1通)

200612／104／ 1
o〔書簡〕（下向の儀何分老人の儀につき年内得下

不申）

　　　 11.21 京桧山貞蔵(花押)→竹原米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／104／ 2
o〔書簡〕（返書可有之ところ延引の儀等につき）

　　　 10.22 京都桧山貞蔵(花押)→竹原米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切紙・(1通)

200612／104／ 3
o〔書簡〕（京都よりの返書如何御座候哉）

　　　 10.13 京都知恩院内桧山貞蔵(花押)→
竹原米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／104／ 4
o〔書簡〕（追て返書参り次第私方へも御達可被下

候）

　　　  9.25 京貞蔵→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／104／ 5
o〔書簡〕（養元老への書状被遣可被下候）

　　　  9.26 京貞蔵→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／104／ 6
o〔書簡〕（私儀今日在所へ見廻申したき旨）

　　　  9.21 京都知恩院内桧山貞蔵→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／104／ 7
o〔書簡〕（去冬貴公様三津木原氏より四日市徳左

衛門京大坂へ差登候一儀不埒につき）

　　　 10. 1 尼崎屋平兵衛(㊞｢堀江五丁目･
鶴橋一丁西･尼崎屋｣)→米屋半
三郎様･忠右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／104／ 8
o覚（書状受取）

　　　  9.23

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／104／ 9
o口上（塩浜方頭取内談相調候様仕りたき存意に

つき）

　　　  9.27 京都知恩院内桧山貞蔵→福原
養元様

文書箪笥（大）―抽斗カ

折紙・(1通)

200612／104／10
o〔書簡〕（銀主御同伴御下向下され塩浜御見分

被下候様仕りたき旨）
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　　　  9.27 下市米屋半三郎→福原養元様

文書箪笥（大）―抽斗カ

折紙・(1通)

200612／104／11
o〔書簡〕（去冬柏屋徳左衛門差登申候一儀につ

き）

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／105
役用筋用状類壱巻（紙縒題箋表題）

　　　  2.

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・(1括)

200612／105／ 1
o〔田坂屋浜加地子銀滞り一件書類〕

　　　  2.14 庄屋喜三次･忠助→年寄半三郎
様･正三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付3通

切(継)紙

200612／105／ 1- 1
o口上（田坂屋浜加地子銀年々滞り銀引渡しに

つき）[ほか]

　　　  2.17 年寄半三郎→浜庄屋喜三次様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／105／ 1- 2
o〔田坂屋浜一件につき書付〕

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・(1括)

200612／105／ 2
o〔拝借銀等一件書類〕

　　　 12. 2 堺屋半兵衛→米屋半三郎様･角
屋正三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切紙

200612／105／ 2- 1
o口上（私難渋至極の場合につき）

　　巳. 2. 先庄屋半兵衛

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／105／ 2- 2
o覚（御用塩代･焼塩代算用）

　　巳. 2. 塩浜先庄屋半兵衛→年寄半三
郎殿･同正三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

竪紙

200612／105／ 2- 3
o覚（御拝借の内私引請分承知）

　　　 　 21

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／105／ 2- 4
o〔借用銀の儀につき書付〕

　　卯.極.11

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付4通

切(継)紙

200612／105／ 2- 5
o御拝借かり主分り之儀御尋御紙面并御請申

上候付紙ひかへ（包紙表題）

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／106
〔諸寺和尚等世話一件書簡〕

　　　  6.14 木原屋彦左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

折紙・(1通)

200612／106／ 1
o〔書簡〕（周顕儀御地において相続仕度所存につ

き）

　　　  9. 3 広島妙慶院→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

折紙・(1通)

200612／106／ 2
o〔書簡〕（手前へ客僧御座候ところ未だ当所願等

相叶不申につき）

　　　 10.28 源光院(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

折紙・(1通)

200612／106／ 3
o〔書簡〕（拙子弟子其御境大石長建寺へ住職仕

せたき儀につき）

角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／107
〔酒売場内口論の儀等につき書簡〕

　　　  2.23 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／107／ 1
o〔書簡〕（酒売場内へ少し之口論仕候者入割の

儀につき）

　　　  2.17 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／107／ 2
o〔書簡〕（私方売場にて酒貸方の儀につき口論に

及び候につき）
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　　　  2.17

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／107／ 3
o〔書簡〕（座敷屋根繕いの儀,酒売場にて口論の

儀につき）ひかへ

　　　 正. 6／正.14 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(2通)

200612／107／ 4
o〔書簡〕（堀内氏娘の儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・ 1括

200612／108
〔酒場預り方一件書簡類〕

明和元. 8. 大石屋次助･同藤兵衛→田坂屋
市郎左衛門殿･同為五郎殿･同
御一家中

文書箪笥（大）―抽斗カ

竪継紙・(1通)

200612／108／ 1
o覚（酒場･酒道具等借請一札）

文書箪笥（大）―抽斗カ

一紙・(2通)

200612／108／ 2
o〔修履御引請の儀につき書付〕

　　　  7.26 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／108／ 3
o〔書簡〕（酒場預りの願書今日役方へ願出につ

き）

　　　  7.23 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／108／ 4
o〔書簡〕（田坂屋御居宅･酒場共預り申す儀につ

き）

　　　  7.18 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／108／ 5
o〔書簡〕（昨日御返書被下候一儀につき）

大藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／108／ 6
o〔書簡〕（田坂屋出入の者の儀につき）

　　　  7.16 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／108／ 7
o〔書簡〕（田坂屋家御引渡しの儀につき）

　　　  7.10 大石屋藤兵衛→米屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗カ

切紙・(1通)

200612／108／ 8
o〔書簡〕（田坂屋本家預り方の儀につき）

　　　  7.朔 吉見屋勘十郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／108／ 9
o〔書簡〕（酒場賃銀の儀につき）

　　　 臘. 9 吉見屋勘十郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／108／10
o〔書簡〕（為五郎願の儀御免許被為仰付候由に

つき）

　　　  8.18 吉見屋勘十郎(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／108／11
o〔書簡〕（田坂屋酒場方御指引を以相片付の儀,

為五郎願の儀につき）

　　　  6.17 升本屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／108／12
o〔書簡〕（預り酒場の儀につき）

　　　  6.23 升本屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／108／13
o〔書簡〕（酒場の儀につき）

　　　  8. 3 升本屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ

切継紙・(1通)

200612／108／14
o〔書簡〕（私方酒場戻しの儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗カ／紙縒一括

括・(1括)

200612／108／15
o〔田坂屋酒場損亡一件書簡類〕
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　　　 霜.25 升本屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切紙

200612／108／15- 1
o〔書簡〕（酒場相止候趣願書下書につき）

　　　  8.17 升本屋藤兵衛→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15- 2
o〔書簡〕（酒場の儀につき）

　　　  8.17 米屋勘五郎→升本屋藤兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15- 3
o〔書簡〕（勘十郎いまだ罷出不申候につき）ひ

かへ

　　　  8. 9 藤兵衛→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切紙

200612／108／15- 4
o〔書簡〕（勘十郎殿へ厚く申入可被下候）

　　　  8. 9 升本屋藤兵衛→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切紙

200612／108／15- 5
o〔書簡〕（勘十郎殿も御帰り被成候由につき）

　　　  8. 9 升本屋藤兵衛→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15- 6
o〔書簡〕（幾重被仰下候而も御断申すほか仕

形無御座候）

　　　  8. 9 升本屋藤兵衛→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切紙

200612／108／15- 7
o〔書簡〕（いつ迄も御断申すほか無御座候）

勘五郎→藤兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切紙

200612／108／15- 8
o〔書簡〕（勘十郎儀幾重被仰聞候而も御勘弁

被下候様申す覚悟につき）ひかへ

　　　  8. 8 勘五郎→藤兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗カ／2通

切継紙

200612／108／15- 9
o〔書簡〕（田坂屋渡世の忽行当り候につき幾重

にも御勘弁申候）ひかへ

　　　  8. 8 米屋勘五郎→升本屋藤兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15-10
o〔書簡〕（勘十郎急に罷帰り候様申候）ひかへ

　　　  8. 6 米屋勘五郎→升本屋藤兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15-11
o〔書簡〕（酒場の儀当時田坂屋渡世方に当て

居申候につき）ひかへ

　　　  8. 8 米屋勘五郎→升本屋藤兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15-12
o〔書簡〕（右一件勘十郎へ申聞候につき）ひか

へ

　　　  8. 8 升本屋藤兵衛→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15-13
o〔書簡〕（今一応御勘弁被下候様貴様より仰談

下されたき旨）

　　　  8. 8 升本屋藤兵衛→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15-14
o〔書簡〕（酒場大変の儀田坂屋方御迷惑につ

き）

　　　  8. 7 升本屋藤兵衛→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15-15
o〔書簡〕（酒場の儀勘十郎殿御出浮成され候

につき）

　　　  8. 6 升本屋藤兵衛→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15-16
o〔書簡〕（酒場損銀相約り候処案外の儀につ

き）

　　　  7.25 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切紙

200612／108／15-17
o〔書簡〕（修履一ヶ条の儀につき）

　　　  7.27 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15-18
o〔書簡〕（酒場諸道具請取申候儀につき）
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　　　  9.28 米屋半三郎→升本屋藤兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15-19
o〔書簡〕（酒場の儀につき）ひかへ

　　　  9.25 升本屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15-20
o〔書簡〕（酒場の儀損亡無是非相止め候仕合

につき）

　　　 10. 3 升本屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗カ／1通

切継紙

200612／108／15-21
o〔書簡〕（酒場大造なる損亡につき此上手数の

儀御断りの旨）

　　　  9.23 隅田屋七左衛門(花押)→竹原町
米屋半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗カ／包紙付

折紙・(1通)

200612／108／16
o〔書簡〕（田坂屋為五郎殿方酒株暫時借用仕候

筈の儀につき）

明和元. 8. 大石屋次助･同藤兵衛→田坂屋
市郎左衛門殿･同為五郎殿･同
御一家中

文書箪笥（大）―抽斗カ

竪継紙・(1通)

200612／108／17
o覚（酒場･酒道具等借請一札）案文

文政 2. 3. 下市塩浜

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪冊・ 1冊

200612／109
多井新開東堤之内長五百拾間仕添上ハ置諸入用積
帖

文化14. 花屋七左衛門･同孫右衛門･同
忠次郎

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪冊・ 1冊

200612／110
差縺一件四月廿一日より五月十六日まて受引振扣
日記

享保12.(延享 4.正).

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪冊・ 1冊

200612／111
享保十二丁未歳ヨリ之覚　此大算用帳享保十二年未
正月改より同十五年戌正月改迄分此前後者帖面ニ
〆無之ニ付算用難見分事

寛文11.12.13(延享 4. 
3. 6)

塩浜庄屋市郎左衛門･下市庄屋
忠三郎

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪冊・ 1冊

200612／112
竹原下市村多井新開浜付帖　右町用所帖面之内書
抜写

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪冊・ 1冊

200612／113
乍恐申上候口上之覚（竹原近在村々差縺につき）

浜庄屋弥九郎→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙･紙縒付

横半・ 1冊

200612／114
塩浜軒別畝数帖

文書箪笥（大）―抽斗キ

一紙・ 1括(2枚)

200612／115
〔付箋〕

文書箪笥（大）―抽斗キ

折本・ 1冊

200612／116
竹原塩浜惣畝高･下市寺社由来[ほか]

寛永15.～安永 2.

文書箪笥（大）―抽斗キ

折本・ 1冊

200612／117
〔竹原田畑新開御地詰〕

文化 8. 2. 橘屋伝八→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・ 1通

200612／118
廻船加入証文之事

文書箪笥（大）―抽斗キ／木箱一括

括・ 1括

200612／119
土居浜買切前後証文書附類一巻入（木箱表題）

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／119／ 1
o〔庄左衛門方へ米屋より貸銀一件書簡〕

　　　 12.19 とい善六･同藤三郎→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切紙

200612／119／ 1- 1
o〔書簡〕（塩浜の儀正左衛門より被申候通りに

被成可被下候）
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　　　 12.19 土居忠五郎(花押)→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

切紙

200612／119／ 1- 2
o〔書簡〕（庄左衛門方に貴様御貸銀算用合不

埒につき）

　　　 12.19 米屋半三郎→土居忠五郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切継紙

200612／119／ 1- 3
oひかへ（庄左衛門殿へ私より貸銀算用難被成

につき）

延享 4. 3.29 借主土居庄左衛門･請人小田屋
太兵衛→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／119／ 2
o借用申銀子之事（塩浜質入）案文

延享 2.12.

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／119／ 3
o借用申銀子之事（塩浜質入）浜用所案文

延享 2.極. 7

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙(2枚)付

切継紙・(4通)

200612／119／ 4
o東ノ村庄屋作左衛門殿･同所土居忠五郎殿より

之返書此方より遣之候書状扣共〆四通

延享 2.12. 借り主土居庄左衛門→米屋半三
郎殿･同半之丞殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪継紙・(1通)

200612／119／ 5
o借用申銀子之事（塩浜質入）案文

延享 4.極.

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙(3枚)･紙縒付

切(継)紙･竪紙・(8
通)

200612／119／ 6
o大切請取証文等数通入（永代売渡申下市浜之

事ほか）

延享 4.12.26

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙(2枚)･紙縒付

切(継)紙･竪継紙・
(8通)

200612／119／ 7
o東ノ村庄左衛門殿へ売渡候田畠腰林先地主売

券状

元禄 7.正.17 東ノ村庄左衛門･同庄助･請人長
四郎→米屋半三郎殿･同五郎三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪継紙・(1通)

200612／119／ 8
o一札　東ノ村庄左衛門殿浜之内弐反分ハ元禄

七年戌正月ニ買添ニ而此弐反分ノ代銀手前より
出テ候ニ付此方ノ浜也其手形入有

寛保元.10. 9 東ノ村庄左衛門･同所土居六三
郎･証人米屋善三郎→米屋半三
郎殿･同半之丞殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／119／ 9
o塩浜預り申証文一札　寛保元年酉ノ十月九日塩

浜弐反分東ノ村庄左衛門殿江先ツ一ヶ年分之
約束書物ニ而来戌之年中預ケ分ニ仕埒明則浜
預り手形如斯ニ候

宝暦 9.極. 8 売主米屋徳十郎･証人俵屋嘉兵
衛･五人組広島屋彦十郎→米屋
半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪継紙･切紙・(2
通)

200612／119／10
o田野浦畠売券状壱通　外ニ代銀請取書壱通

延享 4.12.

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪(継)紙・(5通)

200612／119／11
o土居庄左衛門殿塩浜買切証文案紙共五通

(宝暦元.～寛延 3).

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／120
〔差引算用書・御ゆるめ銀関係書類〕

(宝暦元.～ 2).

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／120／ 1
o〔差引算用書･御ゆるめ銀の内返弁証文〕

　　酉. 7.／極. 浜用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付2綴

切(継)紙綴

200612／120／ 1- 1
o酉七月浜用所より参差引算用書付類

　　酉.11.29 浜用所→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切継紙

200612／120／ 1- 2
o覚（差引算用書）

宝暦 2.正.

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

折紙

200612／120／ 1- 3
o後日避嫌肝要証文壱通
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未(宝暦元). 8.24 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 1- 4
o覚（御ゆるめ銀の内返弁証文）

未(宝暦元).霜.朔 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 1- 5
o覚（御ゆるめ銀の内返弁証文）

申(宝暦 2).極.26 浜庄屋市郎左衛門→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／2通

竪紙･切紙

200612／120／ 1- 6
o覚（御ゆるめ銀の内返弁証文）

申(宝暦 2). 8. 6 浜庄屋市郎左衛門→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 1- 7
o覚（御ゆるめ銀の内返弁証文）

申(宝暦 2). 8. 9 浜庄屋市郎左衛門→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 1- 8
o覚（御ゆるめ銀の内返弁証文）

未(宝暦元).閏6.29 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 1- 9
o覚（御ゆるめ銀の内返弁証文）

申(宝暦 2). 8. 9 浜庄屋市郎左衛門→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 1-10
o覚（御ゆるめ銀の内返弁証文）

申(宝暦 2). 8. 6 浜庄屋市郎左衛門→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 1-11
o覚（御ゆるめ銀の内返弁証文）

未(宝暦元). 6.23 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 1-12
o覚（御ゆるめ銀の内返弁証文）

申(宝暦 2). 6.19 浜庄屋市郎左衛門→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 1-13
o覚（御ゆるめ銀の内返弁証文）

(寛延 3).

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／120／ 2
o〔小田屋一巻書類〕

　　　  2.18 壷屋市郎兵衛(花押)(中嶋より)→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

切継紙

200612／120／ 2- 1
o〔書簡〕（小田屋一巻につき）

寛延 3.12. 竹原米屋半三郎→小田屋御客
阿州中嶋壷屋市蔵殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 2- 2
o売申塩場書之事　ひかへ

　　戌.( 9.～極). 塩浜庄屋市郎左衛門→米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／帯紙付

竪紙･切紙・(6通)

200612／120／ 3
o覚（御ゆるめ銀差出証文）

　　未.( 4.～ 5). 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒付

竪紙・(3通)

200612／120／ 4
o覚（御預り銀の内証文）

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／120／ 5
o〔御ゆるめ銀ほか諸証文〕

　　　 12. 2 仲間保右衛門(花押)→小田屋

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 5- 1
o売申塩之事（阿州市蔵殿乗懸買塩）
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　　午.10.29 塩浜庄屋平左衛門→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 5- 2
o覚（御ゆるめ銀差出証文）

　　午.極. 2 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 5- 3
o覚（小田屋問屋株買代渡証文）

　　未. 4. 3 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 5- 4
o覚（御ゆるめ銀受取証文）

　　未. 2.22 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 5- 5
o覚（御預け銀の内証文）

　　午.霜.19 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／120／ 5- 6
o覚（瀬違御普請方入用証文）

酉(宝暦 3). 7. 8～戌
(宝暦 4).閏2.29

浜庄屋市郎左衛門→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒付6通

竪紙･切継紙

200612／120／ 6
o〔御ゆるめ銀証文〕

延享元.

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒(2点)一括

括・ 1括

200612／121
延享元年子十月之御用銀一巻書付（紙縒題箋表題）

宝暦 4.正. 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付2通

切紙・(2通)

200612／121／ 1
o寸志銀下札同酉年分用所請取切手壱通入･同

戌年分請取切手一通同年受取帖ニ有

　　　 正.22 下市米屋半三郎･同田坂屋太左
衛門･同角屋九左衛門→割庄屋
東野村作左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／121／ 2
oひかへ（子歳御勅使御往来の節諸入用の儀に

つき）

　　子.12.

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／121／ 3
o〔銀子算用覚〕

　　子.12.

文書箪笥（大）―抽斗キ／1点

切紙

200612／121／ 3- 1
o子十二月八日親仁様方へ出ス書付ひかへ

　　子.12.18

文書箪笥（大）―抽斗キ／1点

切継紙

200612／121／ 3- 2
o覚（銀子相渡）

　　子.極.16 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗キ／1点

切紙

200612／121／ 3- 3
o覚（御船手廣田丈蔵様へ御状被遣候船人等

賃銀受取）

　　子.12.18 田坂屋･角屋･米屋

文書箪笥（大）―抽斗キ／2点

切(継)紙

200612／121／ 3- 4
o覚（銀子算用）

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／121／ 4
o〔四日市御用銀一件書類〕

　　子.12.17

文書箪笥（大）―抽斗キ／3通

切継紙

200612／121／ 4- 1
o覚（銀子算用）

　　子.12.17 米屋

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切紙

200612／121／ 4- 2
o覚（銀子算用）

　　　 10.28 田坂屋甚五郎→米屋半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切紙

200612／121／ 4- 3
o覚（銀子算用）
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　　　 10.28 上角屋

文書箪笥（大）―抽斗キ／2通

切紙

200612／121／ 4- 4
o十月廿八日夜持参銀

　　子.10.28 米屋

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切紙

200612／121／ 4- 5
o出銀覚

　　　 10.28 半之丞[ほか]→四日市弥三次様
[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗キ／3通

切(継)紙･折紙

200612／121／ 4- 6
o覚（金子渡証文）

　　　 10.29 割庄屋五右衛門･同作左衛門･
同弥三次→下市年寄半之丞様･
同田坂屋太左衛門様･同角屋九
左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

切継紙

200612／121／ 4- 7
o覚（御用之金銀受取）

　　子.10.28 割庄屋福本村五右衛門･四日市
弥三次→下市年寄り半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

切継紙

200612／121／ 4- 8
o〔書簡〕（金子并小間銀の儀につき）

　　　 12. 8 米屋半之丞→割庄屋東ノ村作左
衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切継紙

200612／121／ 4- 9
o作左衛門殿へ之書状扣（御用ニ付私共より四

日市へ差出候銀子の儀につき）

　　　 極. 8 東野村庄屋作左衛門→米屋半
之丞様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

折紙

200612／121／ 4-10
o〔書簡〕（四日市へ被差出候銀子いまだ返済

無御座候につき）

　　子.10.25 小畠吉左衛門→年寄半之丞殿･
田坂屋太左衛門殿･角屋九左衛
門殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

切継紙

200612／121／ 4-11
o〔書簡〕（今般奉幣使御帰落の儀につき）

　　子.10. →下市村年寄半之丞･同所田坂
屋太左衛門･同所角屋九左衛門

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／121／ 4-12
o〔奉幣使四日市御止宿につき御用仰付達書〕

　　　 極.18 小畠吉左衛門→米屋半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

切継紙

200612／121／ 4-13
o〔書簡〕（四日市において被仰付候御用銀の

儀につき）

(享保15.～延享 2).

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／122
〔安達屋取替銀一件書類〕

　　　 12.24 安達屋長三郎(広島より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／122／ 1
o〔書簡〕（私西堺町へ引越申候儀,伯父様御恩借

申上候儀等につき）

　　　 11. 2 あだちや→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

折紙･切継紙・(2
通)

200612／122／ 2
o〔書簡〕（難儀致し候儀につき）

　　　 11.20 安達屋長三郎(広島より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

折紙・(1通)

200612／122／ 3
o〔書簡〕（私渡世相続がたく候につき）

(享保15.～延享 2).

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／122／ 4
o〔安達屋取替銀一件書類〕

　　　 卯. 7／卯.10 福原屋嘉兵衛(花押)→米屋半之
丞様／米屋半之丞→福原屋嘉
兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒･包紙付2通

折紙

200612／122／ 4- 1
o〔書簡〕（御親父様御病死の儀,安達屋了睦老

御一周忌の儀につき）
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延享 2. 6. 安達屋長三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙(3枚)付4通

折紙(綴)･切紙･竪
紙

200612／122／ 4- 2
o長三郎御儀ニ付福田氏ヨリ添状,了睦様之法

事ニ付寺へ上物書付,右御後へ取替銀手形壱
通

享保15. 6.11[ほか] 安達屋十郎右衛門→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒･包紙(2枚)付5通

折紙･竪紙

200612／122／ 4- 3
o広島安達屋御手形状（綿商売につき銀子取

替依頼）

(宝暦13).[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／123
〔堺屋頼母子銀につき書付類〕

奈良屋長三郎／白市屋平五郎
(竹原)／大石屋藤兵衛／さかゐ
や助七[ほか]→米屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括,包紙付

括・(1括)

200612／123／ 1
o堺屋頼母子払銀請取証文[ほか書付類]

宝暦13. 9. 2[ほか] 堺屋喜右衛門／上野屋甚五右
衛門(白市より)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括,包紙(3枚)付

括・(1括)

200612／123／ 2
o堺屋頼母子銀之儀ニ付上野屋請引書状

堺屋喜右衛門→米屋半三郎様
／白市屋儀右衛門→米屋幸助
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／123／ 3
o〔堺屋頼母子銀につき書付類〕

安永 2.12. 本家半三郎→向左仲殿／左仲
→本家半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪継紙・ 1通

200612／124
覚（中堀吉近浜売払代銀歩廻し方につき取交証文）

寛保 3. 7.24 堺屋忠右衛門→米屋伝蔵殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・ 1通

200612／125
覚（銀子請取）

宝暦 4.12.27[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒(2点)一括

括・ 1括

200612／126
〔小田屋塩問屋株売払証文類〕

　　丑. 4.／ 8.25 浜用所→本米屋／町庄屋正三
郎･浜庄屋半兵衛→米屋半三郎
殿･阿波屋九左衛門殿／つほや
悦右衛門(阿州中嶋より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒･包紙付

切(継)紙・(3通)

200612／126／ 1
o覚（小田屋問屋株代銀につき）,〔書簡〕（先一巻

相済候儀御礼）

宝暦 4.12.27 塩浜庄屋市郎左衛門･仲間藤兵
衛[ほか4名]→米屋半三郎殿･阿
波屋九左衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／126／ 2
o売渡申証文之事（小田屋塩問屋株）

宝暦 4.極.27 米屋半三郎･阿波屋九左衛門→
塩浜庄屋市郎左衛門殿･同仲間
衆中

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／126／ 3
o買請申証文之事（小田屋塩問屋株）扣

宝暦 4.12.27 塩浜庄屋市郎左衛門･仲間藤兵
衛[ほか4名]→米屋半三郎殿･阿
波屋九左衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／126／ 4
o売渡申証文之事（小田屋塩問屋株）写シ

宝暦 4.極.27 米屋半三郎→浜庄屋市郎左衛
門殿･仲間衆中

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／126／ 5
o預り申銀子之事　扣

宝暦 4.極.27 米屋半三郎･阿波屋九左衛門→
塩浜役人衆中･角屋正三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪継紙・(1通)

200612／126／ 6
o覚（阿州市郎兵衛殿より小田屋へ引負銀払につ

き）扣
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宝暦 7. 6.27 竹原米屋半三郎→壷屋市蔵殿･
同悦右衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪継紙・(1通)

200612／126／ 7
o覚（銀子預り）ひかへ

宝暦 4.12.27 米屋半三郎･阿波屋九左衛門→
町庄屋正三郎殿･浜庄屋市郎左
衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪継紙・(1通)

200612／126／ 8
o預り申銀子之事　扣

浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／127
〔御宥銀･運上銀等受渡証文類〕

　　午. 3. 4 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／127／ 1
o覚（銀子預り）

　　午. 3. 7 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／127／ 2
o覚（銀子預り）

　　巳.極.26 浜庄屋平左衛門･仲間→米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

切紙・(1通)

200612／127／ 3
o覚（御ゆるめ銀の内戻し置申候）

　　巳.極.14 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

切紙・(1通)

200612／127／ 4
o覚（御ゆるめ銀の内戻し置申候）

　　巳. 8.10 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

切紙・(1通)

200612／127／ 5
o覚（銀子戻し申候）

　　巳. 5.20 浜用所(㊞｢竹原塩浜｣)→米屋次
助殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／127／ 6
o覚（押銀の内受取）

　　巳. 5.20 浜用所(㊞｢竹原塩浜｣)→米屋次
助殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

切紙・(1通)

200612／127／ 7
o覚（押銀の内受取）

　　巳. 6.13 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／127／ 8
o覚（運上銀押の内御渡し可被成候）

　　巳. 6.22 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／127／ 9
o覚（運上銀押残り銀御渡し可被成候）

　　巳. 7.晦 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／127／10
o覚（運上押銀残りの内御渡し可被成候）

　　巳. 8.20 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／127／11
o覚（運上銀押預け銀の内御渡し可被成候）

　　巳. 8.23 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／127／12
o覚（運上銀押預け銀差引残り御渡し可被成候）

　　巳. 7.12 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／127／13
o覚（運上銀押残りの内御渡し可被成候）
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　　巳. 6.29 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／127／14
o覚（運上押銀残りの内御渡し可被成候）

　　巳. 8.10 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／127／15
o覚（売塩代銀の内御渡し可被成候）

　　辰.10.25／巳.卯. 7 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙･切紙・(2通)

200612／127／16
o辰年御宥銀拾壱貫目預り之分浜用所へ追々相

渡ス請取書付二通

宝暦13.12. 米屋半三郎[ほか9名]

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙･切紙・ 1括(2
通)

200612／128
問屋中申合連印証文（塩口銭相定）

　　巳.正.13 堺屋利右衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙(2枚)付

切継紙・ 1通

200612／129
大坂堺屋利右衛門殿より塩并船頭孫四郎殿御指下
シ之趣御申越書状入（積塩の儀御相談）

　　辰.10.20 米屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗キ／帯紙付

竪継紙･切継紙・ 
1括(2通)

200612／130
覚（御用相立申蔵所書上）･〔同書上御越依頼状〕

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／131
〔手代欠落につき注進書付ほか〕

　　丑. 2. 米屋半三郎出店手代甚兵衛→
町御役人中様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／131／ 1
o戌二月下書附（持高・質物銀利足等覚）

　　亥. 9. 4 米屋半三郎→町御役所

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／131／ 2
o覚（蔵所書上）

　　辰. 8. 2 竹原米屋半三郎浜大工市三郎
[ほか3名]→助七様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／131／ 3
o辰ノ八月二日御小人助七殿と申仁手前釜や江

尋被参候者無之候ニ付釜や大工共返答ノ書付
一通有

　　戌. 2. （出店新米屋→町役所）

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／131／ 4
o出見世新米屋より先年町役所へ指出候書付案

文（酒売手代文六欠落につき注進）

(寛延 4.～ 3).

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／132
〔入用銀借用覚ほか〕

　　戌. 6. 塩浜庄屋市郎左衛門→米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／132／ 1
o覚（瀬違御普請方入用銀御渡し可被成候）

　　未. 6.27 浜庄屋平左衛門(㊞｢竹原塩浜｣)
→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／132／ 2
o覚（瀬違御普請所山掘抜入用銀御渡し可申上

候）

　　未. 7.14 浜庄屋平左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／132／ 3
o覚（掘抜御普請入用銀御渡申上候）

未(寛延 4).閏6. 2 浜庄屋平左衛門･仲間中→米屋
半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／132／ 4
o覚（小田屋問屋株代借用）

　　申.12.20 町庄屋正三郎･加判一郎左衛門
→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切紙・(1通)

200612／132／ 5
o町庄屋正三郎殿･浜庄屋市郎左衛門殿連印銀

五貫目之押手形一通
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酉(宝暦 3). 4.27 塩浜庄屋市郎左衛門→米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／132／ 6
o覚（瀬違御普請所山掘抜入用銀御渡し可被成

候）

宝暦 3. 4. 8 塩浜庄屋市郎左衛門･仲間中→
米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／132／ 7
o覚（塩浜方入用借用）

　　申.極.21 浜庄屋市郎左衛門･月番仲間藤
兵衛→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／132／ 8
o覚（浜中貸附銀借用）

　　申.極.26 浜庄屋市郎左衛門→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／132／ 9
o覚（預け銀）

　　申.極.30[ほか] 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒付

切(継)紙・(4通)

200612／132／10
o〔書簡〕（助七手形の儀等につき）

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／133
〔御米払下げの儀等一件書類〕

→津田茂次右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／133／ 1
o覚（御米被遣候様願書案紙）

寛延. →津田茂次右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／133／ 2
o買請証文小細書入案紙

　　未.10. 竹原下市米屋半三郎→津田茂
次右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／133／ 3
o差出候案紙（御蔵御米代銀上納覚）

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／133／ 4
o〔御米払下げの儀等につき書簡類〕

　　　 閏7.28 伊藤与助→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

切継紙

200612／133／ 4- 1
o〔書簡〕（御米値段の儀）

　　　 霜.10 伊藤与助→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

切継紙

200612／133／ 4- 2
o〔書簡〕（御米の儀につき）

　　子.10. 竹原米屋半三郎→伊藤与助様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／133／ 4- 3
o覚（御米御払下げ願）

　　子.10. 竹原米屋半三郎→伊藤与助様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切継紙

200612／133／ 4- 4
o口上（御米御貸下げ願）

　　　  6. 5 豆屋又兵衛(広島より)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

切継紙

200612／133／ 4- 5
o〔書簡〕（尾道一両日逗留仕申候）

　　亥. 6.晦 米屋伝蔵→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・ 1通

200612／134
覚（京都堺屋忠右衛門方にて借用銀請取）

(宝暦 8.～安永10).

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／135
〔米屋徳十郎勝手向不如意一件書類〕

宝暦12.卯.30 米屋徳十郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／135／ 1
o口上書(私身上勝手向不如意の儀)

明和 6. 2. 6 米屋徳十郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪継紙・(1通)

200612／135／ 2
o覚（私世帯方算用詰不足銀の儀）
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安永10.正.晦 直平→本家半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪継紙・(1通)

200612／135／ 3
o覚（私方年分入用不足銀の儀）

安永 3.極. 3 竹原米屋左仲→内海森野屋作
十郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪継紙・(1通)

200612／135／ 4
o覚（塩浜質入借用銀）

宝暦 8. 6. 米屋徳十郎→本家

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／135／ 5
o覚（御抱家借受）

　　午.12. 3 大サき森のや権四郎→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／135／ 6
o覚（銀子請取）

　　戌.12.

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒･包紙(2枚)一括

括・ 1括

200612／136
小田屋書状集

元禄 9.極.29 小田屋孫次郎→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／136／ 1
o借用申銀子之事

享保10.極.晦／享保
11.11.13

松屋好右衛門[ほか]→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒･包紙付

竪紙・(2通)

200612／136／ 2
o松屋好右衛門･同平兵衛より貸り銀断ニ付年賦

ニ仕替候手形一通[ほか]

元禄 9.極.24 横嶋八左衛門･同金兵衛→米屋
半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／136／ 3
o横嶋八左衛門殿手形（「借用申銀子之事」）

正徳元.極.26 小田屋孫次郎→米屋小三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／136／ 4
o小田屋孫次郎殿御手形一通（「覚（借用銀請

取）」）

　　　 極.28 小田屋元右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／136／ 5
o〔書簡〕（年賦銀の儀につき）

　　　 極.26 小田屋元右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／136／ 6
o〔書簡〕（寄銀無御座候につき）

　　　 12.26

文書箪笥（大）―抽斗キ

切紙・(1通)

200612／136／ 7
o追啓仕候（年賦通持進申候）

　　　 極.26 小田屋元右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／136／ 8
o〔書簡〕（漸々二年分銀進上仕候）

　　　 極.27 小田屋元右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／136／ 9
o口上（伊予屋七郎右衛門殿御遠慮の儀につき）

　　　 12.30 小田屋元右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／136／10
o〔書簡〕（年賦銀の儀につき）

　　　 極.28 小田屋元右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／136／11
o口上（年賦銀の儀につき）

　　　 極.26 小田屋元右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／136／12
o〔書簡〕（年賦銀の儀につき）

76



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪継紙･切継紙・ 
1括(2通)

200612／137
覚（年賦銀算用）,小田屋より銀主方へ被廻候帖面内
写シ書抜

　　卯. 4.／辰.霜.

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・ 1括(2通)

200612／138
態申遣ス（年寄半三郎商用損方不幸につき）,申上候
覚（半三郎御用履歴書上）

　　辰.霜. 年寄米屋半三郎･庄屋角屋正三
郎→竹原御蔵所[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／139
〔御米買請覚ほか〕

文書箪笥（大）―抽斗キ

折紙綴・(1綴)

200612／139／ 1
o〔御米高・代銀算用覚〕

　　辰.霜. 7 年寄米屋半三郎･庄屋角屋正三
郎→竹原御蔵所

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／139／ 2
o覚（御米二品願）ひかへ壱

　　辰.霜. 9 年寄米屋半三郎･庄屋角屋正三
郎→竹原御蔵所

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／139／ 3
o覚（御米買請）ひかへ弐

　　辰.霜.11 下市商人嶋屋保左衛門[ほか5
名]→年寄半三郎殿･庄屋正三
郎殿／年寄米屋半三郎･庄屋角
屋正三郎→竹原御蔵所

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(2通)

200612／139／ 4
o覚（御米売払につき願）ひかへ三

　　辰.霜.15 年寄米屋半三郎･庄屋角屋正三
郎→毛利徳左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／139／ 5
o覚（御米買請）当分ひかへ

文書箪笥（大）―抽斗キ

一紙・ 1枚

200612／140
〔紙縒題箋〕（「三津口忠七証文類一巻」）

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／141
〔書簡〕（指紙(差紙)借受の儀等につき）

　　　  7. 8 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／141／ 1
o〔書簡〕（指紙代上納の儀等につき）

　　　  9.26 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／141／ 2
o〔書簡〕（御指紙拝借致されたき趣につき）

　　　  9.26 加藤喜七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／141／ 3
o〔書簡〕（茂次右衛門殿と話にて御借受被成候儀

につき）

　　　 10.10 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／141／ 4
o〔書簡〕（指紙別条無く御請取の由,当年も御米御

売請申されたき由につき）

　　　  9.27／10.27 津田茂次右衛門→加藤喜七様
／加藤喜七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙(2枚)付

切(継)紙・(3通)

200612／141／ 5
o〔書簡〕（差紙御借受の儀等につき）

寛政 3.

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／142
〔社倉法につき一件書類〕
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亥(寛政 3). 6. 松野久左衛門･周参見新右衛門
→下市村社倉拾人組頭取貞太
郎

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／142／ 1
o態申遣ス（社倉法の儀）

寛政 3. 7. 下市村社倉十人組頭取貞太郎
→賀茂郡御役所

文書箪笥（大）―抽斗キ

切紙・(1通)

200612／142／ 2
o〔社倉麦加入願聞届につき請書〕

寛政 3. 4. 社倉十人組頭取貞太郎→年寄
藤次郎殿[ほか2名]

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(2通)

200612／142／ 3
o申上覚（社倉麦追加願）

(寛延 4.～宝暦 3).

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／143
〔指紙(差紙)･御蔵米手形案紙等〕

酉(宝暦 3). 9.24 加藤喜七→津田茂次右衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／143／ 1
o覚（竹原町米屋半三郎へ指紙御貸遣わされたき

旨）ひかへ

　　戌. 6.16 竹原米屋半三郎代好助→加藤
喜七様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／143／ 2
o覚（三原･忠海両所御蔵米買受申したき旨）

未(寛延 4). 9.21 竹原下市米屋半三郎→津田茂
次右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／143／ 3
o買請証文案紙（竹原御蔵米）ひかへ

未(寛延 4). 9.21 竹原下市米屋半三郎→津田茂
次右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／143／ 4
o願書案紙（竹原御蔵米買受願）ひかへ

未(寛延 4). →津田茂次右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／143／ 5
o買請証文案紙（竹原御蔵米）

酉(宝暦 3). 9.25 竹原下市米屋半三郎→沖万右
衛門様･油木佐助様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／143／ 6
o覚（指紙借受手形）ひかへ

酉(宝暦 3). 7.11 竹原下市米屋半三郎→津田茂
次右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／143／ 7
o覚（当所御蔵米代銀上納）ひかへ

宝暦 2.11.11 竹原米屋半三郎→津田茂次右
衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／143／ 8
o覚（竹原御蔵米代銀御指延手形）ひかへ

宝暦 2.11.18 田坂屋市郎左衛門→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／143／ 9
o覚（竹原御蔵米請取）案紙

宝暦 2.11.18 天野屋保右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／143／10
o覚（御蔵米分ケ浜割受取）案紙

申(宝暦 2). 4. 5 竹原下市米屋半三郎→津田茂
次右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／143／11
o覚（当所御蔵米代銀上納）ひかへ

寛延 4.10.朔 竹原下市米屋半三郎→竹原御
蔵所様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／143／12
o覚（御米買請）ひかへ

文書箪笥（大）―抽斗キ

切紙・(1通)

200612／143／13
o覚（差紙代銀差上相済）
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津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／144
〔御買米一件書簡〕

　　　  6.14 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／144／ 1
o〔書簡〕（御用事にて帰帆の由残念奉存候）

　　　  3.28 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切紙・(1通)

200612／144／ 2
o〔書簡〕（御買米代上納指延願の儀につき）

　　　 11.22 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／144／ 3
o〔書簡〕（御米三百石の辻御請取の儀等につき）

　　　 11.11 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切(継)紙・(3通)

200612／144／ 4
o〔書簡〕（御米入用の由につき）

　　　 霜.21 加藤喜七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／144／ 5
o〔書簡〕（茂次右衛門殿被申聞候趣無滞相済候

由につき）

　　　 霜.16 加藤喜七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／144／ 6
o〔書簡〕（津田茂次右衛門殿へ逢申候儀につき

村々廻状）

　　　 卯.21 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／144／ 7
o〔書簡〕（御買米代銀上納の儀につき）

　　　 卯. 5 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切紙・(1通)

200612／144／ 8
o〔書簡〕（去冬御買米三百石代上納につき）

　　　 卯. 4

文書箪笥（大）―抽斗キ

切紙・(1通)

200612／144／ 9
o〔書簡〕（半三郎より米代上納可仕旨承知）

　　　  3.25 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／144／10
o〔書簡〕（御買請の米代上納の儀につき）

　　　 11. 7 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切紙・(1通)

200612／144／11
o〔書簡〕（御米御買請被仕度由につき）

　　　 10.25 津田茂次右衛門→米屋判三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／144／12
o〔書簡〕（沼田郡去暮御年貢筋大不出来の儀に

つき）

　　　 10.21 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切紙・(1通)

200612／144／13
o〔書簡〕（御払御相場につき村々廻状）

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／145
〔借用銀･頼母子銀等につき書簡類〕

(宝暦 8).

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／145／ 1
o〔借用銀一件書類〕

宝暦 8. 9. 村井儀右衛門→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

竪紙

200612／145／ 1- 1
o覚（正銀借用証文）
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　　　 極.28 村井周雲→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

切継紙

200612／145／ 1- 2
o〔書簡〕（借用銀返進の儀兼ねての心得と相違

につき）

宝暦 8. 2. 7 伊予屋七郎右衛門(花押)→米屋
母人様･本家好助殿取次

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／145／ 2
o覚（銀子借用証文）

(宝暦 7).

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

竪紙・(1括)

200612／145／ 3
o〔頼母子銀一件書類〕

宝暦 7.極. 齋藤立平･証人銭屋徳右衛門→
米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

竪紙

200612／145／ 3- 1
o覚（頼母子銀受取）

　　　 臘.28 齋藤立平→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切継紙

200612／145／ 3- 2
o〔書簡〕（頼母子銀依頼）

　　　 臘.28 齋藤立平→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切紙

200612／145／ 3- 3
o〔書簡〕（頼母子銀受取手形進候につき）

　　　 　 30 齋藤立平→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切紙

200612／145／ 3- 4
o〔書簡〕（頼母子銀の内拾匁返弁）

　　　 12.26 齋藤立平→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切紙

200612／145／ 3- 5
o〔書簡〕（頼母子銀年賦の儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／145／ 4
o〔桧山茂善等書簡〕

　　　 霜.19 桧山悦十郎→竹原米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切紙

200612／145／ 4- 1
o〔書簡〕（茂善儀も病気快方につき）

　　　 10.27 桧山茂善(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙(2枚)付2通

折紙･切紙

200612／145／ 4- 2
o〔書簡〕（来春貴宅へ参向可仕候につき）

　　　 霜.28 福寿院→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙･切紙･帯紙一括

括・ 1括

200612／146
〔福寿院より被頼候書簡〕

　　　 霜.28 福寿院→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切紙・(1通)

200612／146／ 1
o〔書簡〕（御大願の趣祈念仕候）

　　　 霜,28 福寿院→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／146／ 2
o〔書簡〕（書付戸田氏へ相渡候につき随分談可申

由）

　　　 霜.28 福寿院→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／146／ 3
o〔書簡〕（御願被成候事につき存付候事出来）

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／147
〔村田伊右衛門頼母子一件書類〕

　　　 10. 5

文書箪笥（大）―抽斗キ

切紙・(1通)

200612／147／ 1
o覚（銀札入請取）

　　　  7. 3 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／147／ 2
o〔書簡〕（村田豊八様御内用有之御出被成候様

子）

　　　  7. 3 米屋半三郎→角屋庄三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／147／ 3
o村田公頼母子之儀庄三郎殿より文返答ひかへ
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　　　  8. 2／10.21 村田伊右衛門→米屋勘五郎様
／米屋勘五郎→村田伊右衛門
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／帯紙･包紙付

切継紙・(2通)

200612／147／ 4
o〔書簡〕（御頼母子の儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／148
〔御米･指紙(差紙)代上納一件書類〕

　　　  6.29 加藤喜七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／148／ 1
o〔書簡〕（紙面持参の儀）

　　　  7.11 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／148／ 2
o〔書簡〕（米代此度上納被致につき）

　　　  7. 2 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／148／ 3
o〔書簡〕（御米代の儀日切延引の趣につき）

　　　  9.21 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／148／ 4
o〔書簡〕（指紙拝借の儀御申出につき）

　　　  8.11 茂次右衛門→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／148／ 5
o〔書簡〕（指紙の儀示談少し御待候様にと存候）

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

括・(1括)

200612／148／ 6
o酉十月御指紙売払節広島宿仕切状二通其外同

節源六忠七差出算用書付

　　酉.10.11 いよや久右衛門→源六様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

折紙

200612／148／ 6- 1
o覚（銀子相渡）

　　酉.10.12 六郎兵衛→米屋源六様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪継紙

200612／148／ 6- 2
o売仕切（御差紙）

　　酉.10.12 大門屋甚右衛門→米屋源六様

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／148／ 6- 3
o覚（指紙相渡）

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／149
〔御米買請一件書簡類〕

　　未.10.朔 御勘定所積方→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／149／ 1
o御勘定所御請取御切手

　　　 10.12 津田茂次右衛門→竹原米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／149／ 2
o〔書簡〕（御米も追々御請取の由）

　　　 10. 2 津田茂次右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／149／ 3
o〔書簡〕（御払米代銀弥八郎持参の由）

　　　 10. 2 茂次右衛門→弥八郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

切紙・(1通)

200612／149／ 4
o〔御米代申入書付〕

　　　  9.25 津田茂次右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／149／ 5
o〔書簡〕（御米代上納被致候儀につき）

　　　  9.24 津田茂次右衛門→下市米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切紙・(2通)

200612／149／ 6
o〔書簡〕（竹原下市御蔵米百五拾石御買請被申

候につき）
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　　　  9.22 津田茂次右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／149／ 7
o〔書簡〕（御買米の儀につき）

　　　  9.16 津田茂次右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／149／ 8
o〔書簡〕（三津･竹原米望被申候はば案文の通調

可被指越候）

　　　  8.29 津田茂次右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切紙・(1通)

200612／149／ 9
o〔書簡〕（弥八郎被指越委細口上承知の旨）

　　　  8.29 米屋半三郎→津田茂次右衛門
様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切紙・(1通)

200612／149／10
oひかへ（御米買の儀につき）

　　　 極. 7 津田茂次右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／149／11
o〔書簡〕（御米買請の由弥八郎物語承候につき）

　　　 正.晦 津田茂次右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切紙・(1通)

200612／149／12
o〔書簡〕（御米買請の儀承知につき）

　　　 極.16 津田茂次右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／149／13
o〔書簡〕（買米の儀につき）

　　　 正.13 津田茂次右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

折紙・(1通)

200612／149／14
o〔書簡〕（御蔵米買請被申候儀につき）

　　午.極.

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／149／15
o午極月南部様へ之書状ひかへ（私より御願懸り

の儀につき）

　　午.極.10

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／149／16
o午極月正三郎殿へ手紙返事のひかへ（御米買

の儀につき）

　　　 11.19 かとや正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／149／17
o〔書簡〕（御米の事如何思召候哉）

　　　 極.10 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／149／18
o〔書簡〕（御米の事一件貴様御思慮御決行被成

候哉）

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／150
〔銀子受渡書類･算用目録類〕

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／150／ 1
o〔銀子受渡書類〕

享保11. 2.29 庄司半左衛門→米屋半三郎殿
／庄司半左衛門(花押)→竹原米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙(2枚)付2通

竪紙･切継紙

200612／150／ 1- 1
o庄司氏預り銀享保拾一歳午ノ二月廿九日態

飛脚ニ持せ返進相添也則庄司氏より請取書
一通并返状入有

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

切紙

200612／150／ 1- 2
o村井様銀子木村惣右衛門様迄度々相済書付

　　　  7.13 高間源大夫→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

折紙

200612／150／ 1- 3
o〔書簡〕（当春預け置候同名銀子急に入用の

事出来申すにつき）
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　　　  6. 5／極. 8 白市屋新六(花押)→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙(2枚)付2通

切継紙･折紙

200612／150／ 1- 4
o三津之書状弐通（御調被成候銀子返上の儀

延引につき）

　　　 霜.19 福田立元(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙(2枚)付1通

折紙

200612／150／ 1- 5
o未十月ニ広島ニ而買候人参代御請取書状入

　　　  5.22／5.29 福田立元(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙(2枚)付2通

折紙

200612／150／ 1- 6
o申ノ五月ニ人参弐両広島立元様より御求囉

右代銀同五月末ニ御請取御状入有

　　亥. 6.22 平尾聞三郎内→米屋半之丞殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／150／ 2
o平尾様迄手前より相渡御請取書并御返事之御

文有

　　亥.正～ 2.

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／150／ 3
o〔別家文三郎妻縁の儀につき書簡類〕

　　亥.正.22

文書箪笥（大）―抽斗キ／切継紙付1通

折紙

200612／150／ 3- 1
o亥正月廿二日広島林氏江遣ス返書ひかへ

（此許文三郎妻縁の儀につき）

　　　 正.17 林堅良(広島播磨屋町より)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

折紙

200612／150／ 3- 2
o〔書簡〕（文三郎殿御妻縁の儀につき）

　　　 正.17 林堅良→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

折紙

200612／150／ 3- 3
o追テ申上候（御結納の儀等につき）

　　　 極.27 林堅良(広島播磨屋町より)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付2通

折紙･切紙

200612／150／ 3- 4
o〔書簡〕（文三郎殿御妻縁御求被成候につき）

　　　 12.15 米屋半三郎→林堅良様

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒付3通

切(継)紙

200612／150／ 3- 5
o林堅良殿へ遣ス書状ひかへ（手前別家文三

郎妻縁相求申度につき）[ほか]

　　　 正.26 林堅良(広島播磨屋町より)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1通

折紙

200612／150／ 3- 6
o〔書簡〕（文三郎殿御妻縁御約束相調候につ

き）

　　亥. 2. 米屋文三郎→年寄半三郎殿[ほ
か4名]

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／150／ 3- 7
o御願申上候口上之覚（私妻に囉請申度契約

につき聞届引越願）

　　亥. 2. 法安新三郎→年寄竹原屋惣左
衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／150／ 3- 8
o奉願口上之覚（まさ儀米屋文三郎妻遣申候に

つき引越願）

助左衛門→御三人様

文書箪笥（大）―抽斗キ

包紙・(1枚)

200612／150／ 4
o〔包紙〕

文書箪笥（大）―抽斗キ

切紙・(1通)

200612／150／ 5
o覚（竹原塩浜別塩代書上）

文書箪笥（大）―抽斗キ

折紙・(1通)

200612／150／ 6
o当時覚（御用銀御下げ被為遊請取）

　　酉.正.14

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／150／ 7
o申ノ年より酉年江越物（米・麦・綿・塩）

　　申.12.25

文書箪笥（大）―抽斗キ

折紙・(1通)

200612／150／ 8
o覚（平助方へ相渡ス塩浜前給銀）
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　　　  3.26 助左衛門→半三郎殿御内儀様･
半之丞様･三川保右衛門様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／150／ 9
o〔半平殿所帯向不審の儀につき書付〕

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／150／10
o半平方世帯向之儀ニ付存念之趣左ニ申試候

　　　  2.14 半三郎→堅良様

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／150／11
o亥二月林氏へ遣ス日取書付ひかへ

　　未.

文書箪笥（大）―抽斗キ

折紙・(1通)

200612／150／12
o未ノ年分諸入用

　　酉.11.27 広島庄右衛門(花押)→半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／150／13
o覚（田坂屋市郎左衛門殿御肝煎にて借用証文）

　　酉.11.10

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙・(2通)

200612／150／14
o小倉屋次左衛門わけ浜仕時間数割符候書付

　　寅.正.13 新米屋手代新三郎→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ

折紙綴・(1綴)

200612／150／15
o目録之覚（有物覚）

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／150／16
o覚（元禄十六癸未歳より庚申年迄三拾八ヶ年覚

書）

　　　  2. 4 林堅良→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／150／17
o〔書簡〕（文三郎妻縁･御引越の儀等につき）

文書箪笥（大）―抽斗キ

折紙綴・(2綴)

200612／150／18
o巳年酒算用目録・新酒算用

未(享保12).閏正.

文書箪笥（大）―抽斗キ

折紙綴・(1綴)

200612／150／19
o午ノ年中内之諸入用覚

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／150／20
o〔算用目録〕

上米屋見せ

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1綴

折紙綴

200612／150／20- 1
o丑年分質算用目録

　　丑.正.10 上米屋見せ

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙･切紙付1綴

折紙綴

200612／150／20- 2
o子年算用目録

　　寅.正.10 上米屋見せ

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

折紙綴

200612／150／20- 3
o丑年分塩浜算用目録

　　寅.正.18 上米屋

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

切継紙

200612／150／20- 4
o丑年より寅年へ越物覚

文書箪笥（大）―抽斗キ

折紙・(1通)

200612／150／21
o覚（各月分算用）

延享 3.正.

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・(1括)

200612／150／22
o〔浜算用目録〕

延享 3.正.吉

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付1冊

横長

200612／150／22- 1
o丑ノ年浜算用（「丑ノ年浜四軒算用目録」）
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寅(延享 3).正.

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

折紙

200612／150／22- 2
o丑ノ年より寅年へ越物

文書箪笥（大）―抽斗キ／1通

竪紙

200612／150／22- 3
o覚書（買塩代）

(寛延 2.～明和 6).

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒(2点)一括

括・ 1括

200612／151
〔銀子算用覚・奉公人御暇関係証文類〕

明和 6. 4.18 甚六(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙･紙縒付

竪紙・(1通)

200612／151／ 1
o明和六年丑四月十八日何角申付暇差遣ス　甚

六へ心付遣ス受取証文一通

宝暦 7.12. 3[ほか] 売主三津口村五郎八[ほか3名]
→有田屋忠七殿／有田屋忠七
→米屋好助殿御取次

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙･切継紙・(3
通)

200612／151／ 2
o永代ニ売渡ス田地之事･覚（銀子借用証文）[ほ

か]

宝暦 4.極.29 米屋忠七→御本家／沖浜忠七
→御本家見セ

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切紙・(3通)

200612／151／ 3
o忠七請取証文三通　宝暦四年極月分

　　　  8.20 助次郎→米屋幸助様／助次郎
→米屋御手代衆中様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

切紙・(2通)

200612／151／ 4
o〔源八病死につき借用御断りの儀書付〕

　　戌. 2.23 半三郎→忠七殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／151／ 5
o覚（塩代銀等差引過銀算用）

　　戌. 2.22

文書箪笥（大）―抽斗キ

切継紙・(1通)

200612／151／ 6
o覚（代銀算用）

宝暦 4. 2.23 御内忠七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪継紙・(1通)

200612／151／ 7
o仕ル一札（私儀子共立御暇願聞届の儀）案紙

　　　 11.29 泉や→米屋甚六殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

切紙・(1通)

200612／151／ 8
o覚（代銀請取）

寛延 3.極.27 御内佐七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／151／ 9
o覚（給銀請取）

宝暦 4. 2.23 御内忠七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／151／10
o仕ル一札（私儀子共立御暇願聞届の儀）案紙

寛延 2. 2. 7 中嶋屋新四郎･同おい太四郎→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪継紙・(2通)

200612／151／11
o手代新四郎証文（御養下されたき旨願）[案文共]

(文政 7.～文久元).

文書箪笥（大）―抽斗キ／紙縒一括

括・ 1括

200612／152
〔塩浜帳切手形類〕

安政 6. 3. 売主花屋七左衛門[ほか3名]→
買主米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／152／ 1
o安政五年午十一月花屋七左衛門殿より買受 新

浜帖切手形壱通

嘉永 2.正. 売主豊田郡入野村打森九郎兵
衛･証人谷元屋新兵衛→買主米
屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／152／ 2
o永代御帖切之事

天保12. 3. 売主広島井筒屋惣八郎[ほか3
名]→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／152／ 3
o永代御帳切之事
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文政 7. 5. 譲り主川口屋源右衛門･証人川
口屋助一郎→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／152／ 4
o譲渡塩浜之事

　　申.12.14 井筒屋惣八郎名目引受浜役場
[ほか3名]→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ

竪紙・(1通)

200612／152／ 5
o覚（塩浜売渡）

文久元.極. 売主米屋金助･証人田口屋東四
郎→買主米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗キ／包紙付

竪継紙・(1通)

200612／152／ 6
o文久元年酉十月廿四日米屋金助より買受 北堀

浜帳切手形壱通

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・ 1括

200612／153
〔御城下大火関係書類ほか〕

　　辰.11. 9～巳.正. 5 船宿正右衛門→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

切継紙・(1通)

200612／153／ 1
o御蔵所より辰十一月預り候銀員数書付并船宿

正右衛門請取証文惣継立一通

　　　  3.10 竹内彦五郎→年寄半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

切継紙・(1通)

200612／153／ 2
o〔書簡〕（筆烈の儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／153／ 3
o給知米船賃しらへ覚書

　　　  5.13 割庄屋喜三次→下市年寄半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗ク

切紙・(1通)

200612／153／ 4
o〔御約束の花被遣候御礼書付〕

　　寅. 4. 下市年寄並正三郎･割庄屋乃美
尾村佐助→賀茂郡役所

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪継紙・(1通)

200612／153／ 5
o乍恐申上候口上之覚（御城下大火につき土灰か

き御用被為成候様にと奉存候）

文書箪笥（大）―抽斗ク

切紙・(1通)

200612／153／ 6
o諸番吟味尋之事・自身番札渡方

　　　 霜.

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙綴・(1通)

200612／153／ 7
o〔下市・上市組辻番所等書上〕

大坂阿波座戸屋町弐丁目細工
人田中源右衛門

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙(木版刷)・(1
通)

200612／153／ 8
o龍起水火消道具

大坂阿波座戸屋町弐丁目細工
人田中源右衛門

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙(木版刷)・(1
通)

200612／153／ 9
o龍起水 直段附

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・ 1括

200612／154
〔当国由緒・諸氏家系等書類〕

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／154／ 1
o覚（御当国之御祖）

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／154／ 2
o浅野氏家系

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(2通)

200612／154／ 3
o〔「恩を報う事人の大節なり」〕

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙綴・(1綴)

200612／154／ 4
o嗣（「清盛六十四ニテ卒シ」）
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文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙・(1通)

200612／154／ 5
o無知之者打寄

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙綴・(1通)

200612／154／ 6
o尼子氏素性ノ紀

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／154／ 7
o〔会津油田村惣平所持の源義経書につき書付〕

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪継紙・(1通)

200612／154／ 8
o書紀ス（毛利元就公）

文書箪笥（大）―抽斗ク／紐一括

括・(1括)

200612／154／ 9
o〔御成敗式目等写〕

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／154／ 9- 1
o〔「西塔之武蔵房弁慶最後書捨之一通」〕

(文治 5.閏 4.28) 義経→源右兵衛佐殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／154／ 9- 2
o含状

(元暦 2. 6.) 源義経

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／154／ 9- 3
o腰越

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／154／ 9- 4
o初登山手習教訓書

(寿永 3. 2. 8) 丹治直実→伊賀平内左衛門尉

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／154／ 9- 5
o熊谷遺状

(寿永 3. 2.14)

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／154／ 9- 6
o経盛返状

(貞永元. 8.10)

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／154／ 9- 7
o御成敗式目

(永享元.)

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／154／ 9- 8
o〔「不知文道而武道修不得勝利事」〕

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・ 1括

200612／155
〔厳島社参祈祷関係書類〕

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙一括

括・(1括)

200612／155／ 1
o宮島御嶋廻り料物扣惣而御祈祷料扣

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／155／ 1- 1
o覚（嶋廻り料・百八燈料）

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／155／ 1- 2
o覚（百八燈料）

　　　  8. 2 飯田→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

折紙

200612／155／ 1- 3
o御祈祷向之事

宝暦12. 6.27

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

折紙

200612／155／ 1- 4
o此許出船厳島へ渡海社参并御嶋廻入用覚

　　午. 6.晦

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

竪紙

200612／155／ 1- 5
o宮島竹原屋献立
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　　午. 7.11 嶋屋左七郎→竹原米屋内清蔵
殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／155／ 1- 6
o覚（銀子請取）

　　午. 6.27

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒付1綴

綴

200612／155／ 1- 7
o午六月廿七日御出船厳島御社参諸入用覚

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

折紙

200612／155／ 1- 8
o御嶋廻り料扣覚

元文 3. 4.

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／155／ 2
o厳島大明神

　　　 閏 7.27 広島本川佐野屋源右衛門→や
ねや権七殿

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／155／ 3
o覚（染物注文）

広島木地屋■三郎

文書箪笥（大）―抽斗ク

切紙・(1通)

200612／155／ 4
o出し茶真■

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙一括

括・(1括)

200612／155／ 5
o控ニ成ル紙面也

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／155／ 5- 1
o覚（諸品注文）

　　　  9.30 長生寺→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ク／2通

切紙

200612／155／ 5- 2
o〔書簡〕（御祈祷料等受納）

　　　  9.28

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／155／ 5- 3
o〔明星院への書状等持参依頼書付〕

　　　  9.28

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／155／ 5- 4
o覚（諸品値段）

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／155／ 5- 5
o浴油支度

文書箪笥（大）―抽斗ク／紐一括

括・ 1括

200612／156
〔婚礼等の儀につき書簡類〕

柄崎市郎→吉井直■様

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

折紙・(1通)

200612／156／ 1
o〔書簡〕（貴意を懸られ候儀）

　　　  2.21 木原正直(花押)→吉井豊房雅伯

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／156／ 2
o〔書簡〕（善悪の絵早速拝見）

沈溪拝

文書箪笥（大）―抽斗ク

切紙・(1通)

200612／156／ 3
o寄吉井某（七言律詩）

　　　  3.17 中村其悦(花押)→吉井直平様

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／156／ 4
o〔書簡〕（婚礼無滞相整につき）

　　　 10.14 筒鈴→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ク

切紙・(1通)

200612／156／ 5
o〔書簡〕（御尋の一件につき）

　　　 12. 4 藤屋太郎左衛門→米屋直平様

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／156／ 6
o〔書簡〕（絵の儀につき）
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　　　  4.12 桜屋藤左衛門事休甫→米屋直
平様

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／156／ 7
o〔書簡〕（加地子入用割の儀につき）

　　　  9.12 亀屋藤治郎→吉井半平様

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／156／ 8
o〔書簡〕（馬丸家八朔の献進物落手につき）

　　　  6.15

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／156／ 9
o再答（右之一件唐崎翁へ被仰談候由につき）

　　　 蝋.15 茶屋太郎兵衛→米屋直平様

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／156／10
o〔此品進上につき一筆書付〕

　　　 卯.11 伊予屋七郎右衛門→米屋直平
様

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／156／11
o〔書簡〕（可部木原屋遠着の法事有之につき叔父

誠意様御出浮）

　　　  5.20 川口屋源右衛門→米屋直平様

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

折紙・(1通)

200612／156／12
o〔書簡〕（於尚儀全快につき）

　　　  6.24 光明院[　　]→半平様

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／156／13
o〔書簡〕（其元何れも御同伴にて御渡海久々対談

致し大悦の事）

角屋政次郎→米屋直平様

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／156／14
o〔書簡〕（御集会につき）

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙･紙縒一括

括・ 1括

200612／157
上方見物所附

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙綴・(1綴)

200612／157／ 1
o三月廿二日竹原出船

貞享 4. 4.15

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

折紙綴・(1綴)

200612／157／ 2
oちよわ様おわかきしふんかみかたへ御いてノお

ほへかき

文書箪笥（大）―抽斗ク

切紙・(1通)

200612／157／ 3
o入湯養性かがみ

延享元.卯. 米屋半之丞

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪冊・ 1冊

200612／158
家督惣絵図

元禄 9.正.(延享4. 3. 6) 塩浜庄屋藤兵衛

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪冊・ 1冊

200612／159
賀茂郡竹原塩浜畝高并浜付田地所付帖

万治 3. 8.20(延享 
4.11.29)

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪冊・ 1冊

200612／160
竹原下市町屋鋪間詰之帖

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・ 1括

200612／161
〔瀬戸内里程関係書類〕

　　　  2.14 筒鈴→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／161／ 1
o〔書簡〕（幾三郎貴家へ御引請被成一件につき）

(安永 3). 京師書房揚文軒子山口茂兵衛
奉嘉 自編敬刻

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

一紙・(1通)

200612／161／ 2
o年代記

広島銀山町南がは伊予屋

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

一紙・(1通)

200612／161／ 3
o諸国随所 懐中潮時計 附月之出入
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文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙綴・(1綴)

200612／161／ 4
o下関より（里数・米穀売買口銭等書上）

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／161／ 5
o〔長崎より大坂八軒屋迄里数書上〕

大坂島之内･小林源助

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

一紙・(1通)

200612／161／ 6
o楠木日和鏡（楠木軍方日和鏡）

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／161／ 7
o〔瀬戸内海略絵図〕

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／161／ 8
o〔瀬戸内海略絵図〕

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・ 1括

200612／162
〔生花・歌・画関係書類ほか〕

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙・(1通)

200612／162／ 1
o〔「みつにちかきろうたいは…」〕

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙・(1通)

200612／162／ 2
o〔「見わたせはやなきさくらをこきませて…」〕

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／162／ 3
o序舞

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／162／ 4
o仕舞方覚書聞書

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／162／ 5
o五一色之事・就花活寸法

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙・(1通)

200612／162／ 6
o〔「所はこゝのへ乃とうほくのれい地にて…」〕

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

一紙・(1通)

200612／162／ 7
o〔音符書上〕

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙綴・(1綴)

200612／162／ 8
o仕舞■組

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・(1括)

200612／162／ 9
o〔陸路往来関係書類〕

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／162／ 9- 1
o飛脚賃ひかへ（四日市江五里・川尻江七里）

延享 5.正.

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／162／ 9- 2
o碓数定

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付1綴

折紙綴

200612／162／ 9- 3
o広島へ陸路之時第一之仕様書付委細有（「広

島江陸路駕籠ニ而往来之自分覚書」）

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・(1括)

200612／162／10
o〔生花・歌・画関係書類〕

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／162／10- 1
o目録
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　　　  8.

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／162／10- 2
o食事禁戒十一條

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／162／10- 3
o友引

文書箪笥（大）―抽斗ク／1冊

折本

200612／162／10- 4
o薄板之一巻（生花の秘伝心得）

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

折紙

200612／162／10- 5
o薄板置花入之事

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／162／10- 6
o悪日ニ出陣する時心得之事

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／162／10- 7
o〔長崎絵師友松の絵につき書付〕

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／162／10- 8
o風画

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／162／10- 9
o冬の水打治第

文書箪笥（大）―抽斗ク／2綴

竪紙

200612／162／10-10
o新組哥枕香之記・新組応慕香之記

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・ 1括

200612／163
〔短歌関係書類ほか〕

延享元.霜.11

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

折紙綴・(1綴)

200612／163／ 1
o見壱之割音之紀

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／163／ 2
o東西南北ふさかり覚

文書箪笥（大）―抽斗ク

一紙・(1通)

200612／163／ 3
o〔短歌〕（「焼亡は梯の本まて来れとも…」）

文書箪笥（大）―抽斗ク

一紙・(1通)

200612／163／ 4
o〔短歌〕（「九波病五七ノ雨干四ツ旱リ…」）

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／163／ 5
o不定日ヲ知ル事

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙・(1通)

200612／163／ 6
o〔短歌〕（「我かやとの門にハ…」）

文書箪笥（大）―抽斗ク

切紙・(1通)

200612／163／ 7
o土用之間日

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙・(1通)

200612／163／ 8
o五月つゆの入あきを知る事

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／163／ 9
o天地三神霊妙香

文書箪笥（大）―抽斗ク

切紙・(1通)

200612／163／10
o〔書簡〕（新米屋方の雪隠向け様の事につき）
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文書箪笥（大）―抽斗ク

切紙・(1通)

200612／163／11
o夢之歌

文書箪笥（大）―抽斗ク

切紙・(1通)

200612／163／12
o庚申

文書箪笥（大）―抽斗ク

切紙・(1通)

200612／163／13
o〔書付〕

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／163／14
o丑年時行哥ひかへ・九引算

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

切紙・(2通)

200612／163／15
o新七より赴候日々ノ方書付有

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

折紙・(1通)

200612／163／16
o有気無気之扣

享保14.

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪冊・(1冊)

200612／163／17
o当時万覚書扣

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／163／18
o覚（六つ割～九つ割）

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

竪紙・(1通)

200612／163／19
o八算 六ノ段･七ノ段･八ノ段･九ノ段 書抜為稽古

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙綴・(1綴)

200612／163／20
o八ヶ算之扣

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙綴・(1綴)

200612／163／21
o紀・凡ソ大積知ル事

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙・(1通)

200612／163／22
o釜屋薪揚算用之覚

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／163／23
o覚（松葉・大束ほか）

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

折紙・(1通)

200612／163／24
o釜屋大束買時ノ法覚書也

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪冊・(1冊)

200612／163／25
o新篇塵劫記書抜

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・ 1括

200612／164
〔風俗・着類倹約等につき定書類〕

　　酉.11. 町役人→町中

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪継紙・(1通)

200612／164／ 1
o頭書（町中着類取締）

　　酉.11. 町役人→町中･大石･横嶋中

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪継紙・(1通)

200612／164／ 2
o申渡ス覚（倹約の儀につき）

宝暦 6.正.13

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙・(1通)

200612／164／ 3
o宝暦六年子正月御書出写し（御家中御戻米仰

付）

　　卯.12.18 町役人→五組丁役中

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／164／ 4
o態触廻し候（節分の夜末々の子共不作法取締）
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　　酉. 8. 吉岡半馬・青木文平

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙・(1通)

200612／164／ 5
o覚（倹約及び他国者徘徊取締申付）

　　酉.11.

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／164／ 6
o革田共へ申付覚（御倹約の儀等につき）

　　未. 7.

文書箪笥（大）―抽斗ク

切継紙・(1通)

200612／164／ 7
o集談頭書（年中行事等につき）

　　　 11.

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙・(1通)

200612／164／ 8
o〔山門修履御手伝御用につき御家中半知申達

書〕

　　卯. 5.12 町役人→五組丁役中

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙・(1通)

200612／164／ 9
o態と申達候（火の用心申付）

享保11.12.

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪継紙・(1通)

200612／164／10
o先年革田共江之御書出写（風俗衣類相定候事）

明治40.

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・ 1括

200612／165
当家計暁，同人妻いぬ，及正聦賢妻ため之書状（紙
縒題箋表題）

明治40.

文書箪笥（大）―抽斗ク

紙縒・(1点)

200612／165／ 1
o〔紙縒題箋〕　※165の紙縒

　　　 10. ため→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・(1括)

200612／165／ 2
o〔おゆふ安産の儀につき書簡〕

　　　 10.23 ため→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／2通

竪紙

200612／165／ 2- 1
o〔書簡〕（おゆふ事今朝安産いたし候につき）

　　　 10.29 同ため→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付2通

切(継)紙

200612／165／ 2- 2
o〔書簡〕

米屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・(1括)

200612／165／ 3
o〔通船道中の儀につき書簡〕

　　　  5. 8 同半三郎→米屋半之丞殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付1通

折紙

200612／165／ 3- 1
o〔書簡〕（阿波屋七兵衛参候につき）

同米屋半三郎(川尻浦より)→米
屋半之丞殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付1通

折紙

200612／165／ 3- 2
o〔書簡〕（其夜半宮島へ着候につき）

　　　  9.24 米屋半三郎(広島より)→米屋半
之丞殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付1通

切継紙

200612／165／ 3- 3
o〔書簡〕（国前寺御墓へ夜詣に参掛）

　　　 正.14

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／165／ 3- 4
o口上（浅野様御屋形まで御年始御目見首尾

好仕舞につき）

　　　  5.26 同半三郎→高崎ニて米屋半之
丞殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付1通

切継紙

200612／165／ 3- 5
o口上（御通船の御趣につき）

　　　 霜. 5 同米屋半三郎(花押)(竹原より)→
広島ニて米屋辰三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付1通

折紙

200612／165／ 3- 6
o〔書簡〕（此元出船道中の儀につき）
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母→米屋半之丞殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・(1括)

200612／165／ 4
o〔米屋半之丞母書簡〕

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙･紙縒一括

括・ 1括

200612／166
神拝次第伝書入（包紙表題）

寛延 2.卯.19 吉井半三郎当聦→筒鈴翁御取
次・五十鰭霊神広前

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

竪紙・(1通)

200612／166／ 1
o誓文（神道御相伝の事）

寛政 7. 9.28 籬斎柄士高→吉井当晴丈

文書箪笥（大）―抽斗ク

横長・(1通)

200612／166／ 2
o神拝次第伝書　全

→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

竪紙・(1通)

200612／166／ 3
o〔神拝伝書進上の旨書付〕

寛政丙辰(8).仲秋
(8).13

橘家伝来柄崎籬斎→吉井半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

折紙・(1通)

200612／166／ 4
o伝授譜

明和 6.霜. 河野通綱→吉井勘五郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ク

一紙・(1通)

200612／166／ 5
o謹考　天上火姓実名反例

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・ 1括

200612／167
〔釜屋薪買積り書付類〕

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙一括

括・(1括)

200612／167／ 1
o文銀立薪代之積り見合

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙一括

括・(1括)

200612／167／ 2
o酉正月より二月三月釜屋薪之買書付有

　　子.10.

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙(2枚)付

切継紙・(1通)

200612／167／ 3
o北堀浜向江丑ノ春より致させ候ニ付子十月より

浜へ薪上ケ飯米万事仕込書付

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／167／ 4
o子年ノ分・丑ノ年ノ分正月より同三月中迄浜薪買

積り之書付有，内并浜出店ノ方共ニ凡飯米入用
之書付有

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

折紙綴・(1綴)

200612／167／ 5
o釜屋薪買積書付覚　肝要見合ニ入申控也

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・ 1括

200612／168
〔出雲大社ほか参詣一件書類〕

元文 4. 6.15写

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪冊・(1冊)

200612／168／ 1
o出雲日御碕縁起

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙(木版刷)・(1
通)

200612／168／ 2
o出雲日御碕社図

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙(木版刷)・(1
通)

200612／168／ 3
o出雲大社御絵図

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／168／ 4
o〔大庭神魂社ほか書上〕
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文書箪笥（大）―抽斗ク

封紙・(1枚)

200612／168／ 5
o〔封紙〕（「内社図入」）

　　午.9.21～10. 7

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪冊・(1冊)

200612／168／ 6
o大仙出雲参詣道筋覚書

文書箪笥（大）―抽斗ク

綴・(1綴)

200612／168／ 7
o東城より出雲地道

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙綴・(1綴)

200612／168／ 8
o大社参覚書

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪紙(木版刷)・(1
通)

200612／168／ 9
o出雲日御碕社図

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・(1括)

200612／168／10
o〔諸道中小遣控〕

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／168／10- 1
o諸小遣ひ覚

　　　  8.28

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／168／10- 2
o覚（木せん）

　　戌. 8.

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／168／10- 3
o戌八月水内行入用

明和 5. 5. 7

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴･1通

折紙綴･切紙

200612／168／10- 4
o明和五年子五月七日出船讃州社参船中道中

小遣ひ扣・覚

宝暦 2. 5.

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

竪紙・(1通)

200612／168／11
o出雲大社御絵図

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪冊・(2冊)

200612／168／12
o日御碕両宮略記

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙･紙縒一括

括・ 1括

200612／169
聞書（包紙表題）

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙綴・(1綴)

200612／169／ 1
o嵐嵩岑巌岩

　　　  4.28 高橋■蔵(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

折紙・(1通)

200612／169／ 2
o〔書簡〕（貴宅へ被召寄御饗応につき礼状）

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(1通)

200612／169／ 3
oちかきおほへよく事はかり小がくの内きゝかきあ

つめ

文書箪笥（大）―抽斗ク

切紙・(1通)

200612／169／ 4
o大学患

文書箪笥（大）―抽斗ク

折紙・(6通)

200612／169／ 5
o顔淵第十二（論語）

延享 3.10. 5 本米屋（木箱蓋裏記載）

文書箪笥（大）―抽斗ク／木箱一括

括・ 1括

200612／170
〔浄春より上米屋へ家屋敷ほか譲渡関係書類〕
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延享 3.10. 5 本家主米屋半三郎･証人白市屋
保右衛門→米屋半平殿･御両所

文書箪笥（大）―抽斗ク

竪継紙・(1通)

200612／170／ 1
o覚（浄春様より上米屋家屋敷ほか譲渡証文）

延享 3.10. 5 譲請主米屋半平(花押)･同人妻
みな･証人白市屋保右衛門(花
押)→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

竪継紙・(2通)

200612／170／ 2
o上米屋へ御譲物御請証文二通

延享 3.10. 5 米屋半三郎･証人白市屋保右衛
門→米屋半平殿･御両所

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

竪紙・(3通)

200612／170／ 3
o上米屋へ御譲物等相渡ス証文扣三通

(延享 3.10).

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙･紙縒付

切継紙・(3通)

200612／170／ 4
o町用所へ出ス畝高付・上米屋へ渡ス畝高付 扣

延宝元.11.16(寛文
13.10. 7～延宝元.極. 
3)

米屋小十郎

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

竪紙・(4通)

200612／170／ 5
o阿加村平三郎より永代買切申酒株之売けん状

(宝永 2.～明和 8).

文書箪笥（大）―抽斗ク／木箱一括

括・ 1括

200612／171
〔田畑高付・年貢関係書類・頼母子帳写ほか〕

(享保 2.10).

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・(1括)

200612／171／ 1
o〔八軒屋家鋪地買候手形類〕

(享保 2).10.25～27 小田屋孫次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙(2枚)付2通

切(継)紙

200612／171／ 1- 1
o八軒屋買添書抜ノ分

享保 2.10.27 →米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付5通

竪紙

200612／171／ 1- 2
o酉ノ年八軒屋家鋪地買候御中帖切手形

(正徳 6.～宝暦11).

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・(1括)

200612／171／ 2
o〔田畑譲請証文・酒造高書抜写し〕

巳(宝暦11). 8.25

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／171／ 2- 1
o宝暦十一年巳八月廿五日役方へ申出用所相

談帳へ扣させ候覚書

宝暦11. 8.26 上市五兵衛･中小路徳助→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

竪紙

200612／171／ 2- 2
o覚（畠譲請証文）

宝暦11. 3. 米屋半三郎[ほか3名]→町御役
人中

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

竪紙

200612／171／ 2- 3
o覚（田地譲渡申出書付）

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

竪紙

200612／171／ 2- 4
o酒造高度々御改町用所根すへ帳之内書抜写

し

申(正徳 6).正. 4 米屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

竪紙

200612／171／ 2- 5
o正徳六年申正月賀茂郡下市村酒屋造高人別

帖之内書抜写し向之分

申(正徳 6).正. 4 米屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

竪紙

200612／171／ 2- 6
o正徳六年申正月賀茂郡下市村酒屋造高人別

帖之内書抜写シ本家之分

(宝暦 4.～明和 8).

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・(1括)

200612／171／ 3
o〔頼母子帳写〕
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宝暦 7.11. (㊞｢竹原･和泉屋儀右衛門｣）

文書箪笥（大）―抽斗ク／1冊,切紙2通付

竪冊

200612／171／ 3- 1
o和泉屋頼母子之帖写シ

明和 8.

文書箪笥（大）―抽斗ク／1冊

竪冊

200612／171／ 3- 2
o明和八卯年頼母子之帳写シ

宝暦 7.10. 竹原･種屋甚三郎

文書箪笥（大）―抽斗ク／1冊,包紙付切紙4通付

竪冊

200612／171／ 3- 3
o種屋頼母子之帳写シ

宝暦 4.11.

文書箪笥（大）―抽斗ク／1冊

竪冊

200612／171／ 3- 4
o堺屋頼母子帖写

文書箪笥（大）―抽斗ク／袋一括

括・(1括)

200612／171／ 4
o町用所畝高付類入(袋表題)

　　巳. 2.18～ 3. 下野村用所→米屋半三郎殿,米
屋半三郎→下野村御用所

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付3通

切(継)紙

200612／171／ 4- 1
o手前抱腰林下野村山所入用扣類

　　　  8.18 米屋半之丞→東ノ村庄屋作左衛
門様,東村作左衛門(花押)→米
屋半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒･包紙付2通

切継紙

200612／171／ 4- 2
o〔書簡〕（下野村腰林の雑木風折につき取申

度儀）

宝暦 4.霜.21

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付2通

切紙

200612／171／ 4- 3
o下野村用所へ申遣シ書記囉候手前抱田畠畝

高付并腰林御帖面前

享保 4. 9. 町役人

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／171／ 4- 4
o家役目高定

寅(延享 3).10. 庄屋正三郎・組頭中

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／171／ 4- 5
o延享三年下市村高附ケ

元文 4.

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／171／ 4- 6
o下市村高附

享保14. 9. 町役人

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／171／ 4- 7
o家役目高定

酉(享保 2).極.

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

折紙

200612／171／ 4- 8
o東ノ村田地下ケ（「竹原東ノ村享保弐年分酉ノ

御年貢米通ひ」）

寅(延享 3).10. 庄屋正三郎・組頭中

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／171／ 4- 9
o延享三年下市村高附ケ

巳(正徳 3).極. 庄左衛門(花押)→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／171／ 4-10
o覚（正徳弐年分高付）

寅(延享 3ｶ).10. 5

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／171／ 4-11
o覚（北堀浜ほか畝高付）

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／171／ 4-12
o法林名田畠（畝高付）

亥(寛保 3).12.24 下野村庄屋作左衛門・与頭中

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／171／ 4-13
o寛保三年分御年貢下札

辰(宝暦10). 9. 庄屋正三郎・組頭中

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／171／ 4-14
o宝暦十年下市村御竿入高附
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元文 4.

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／171／ 4-15
o下市村高附

元文 4.

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／171／ 4-16
o下市村高附

(米屋半三郎計暁ｶ)

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

折紙・(1通)

200612／171／ 5
o内書壱通入（問屋業につき覚書）

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・(1括)

200612／171／ 6
o〔多井新開等田地高畝書類ほか〕

　　　 12.29 米屋半三郎→角屋儀差三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付1通

切継紙

200612／171／ 6- 1
o〔書簡〕（和泉屋問屋株貴様売請につき）

寛延 4. 5.28 米屋

文書箪笥（大）―抽斗ク／3通

切紙

200612／171／ 6- 2
o〔多井新開水あれ引高書付〕

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／171／ 6- 3
o覚（多井新開・新庄村・須久根三ヶ所田畠の

儀につき）

宝永 7.12.

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／171／ 6- 4
o宝永七年寅十二月改在之手前屋敷高覚

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付2通

折紙･切継紙

200612／171／ 6- 5
o所々家田地高畝書付間数共ニ委細有

　　酉.10.

文書箪笥（大）―抽斗ク／袋一括

括・(1括)

200612／171／ 7
o北堀浜手崎替地目録・絵図入（袋表題）

　　巳.10.22 米屋半三郎→塩浜庄屋弥九郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付3通

竪継紙･切(継)紙

200612／171／ 7- 1
o北堀浜手崎畠浜ニ成ル分畝高之書附有ル

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切紙

200612／171／ 7- 2
o覚（古新開・浜尻高付）

　　子. 8.26

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／171／ 7- 3
o北ほり畝数覚

宝永 2.10.

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／171／ 7- 4
o替戻し畠本郷伊兵衛浜付畠

宝永 2.10.

文書箪笥（大）―抽斗ク／1綴

折紙綴

200612／171／ 7- 5
o元畠地割畝積り

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

竪紙

200612／171／ 7- 6
o替戻シ畠絵図

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

竪紙

200612／171／ 7- 7
o元畠絵図

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

竪紙

200612／171／ 7- 8
o〔元畠絵図〕

寛延 2.正.24

文書箪笥（大）―抽斗ク／包紙付

折紙綴・(1綴)

200612／171／ 8
o寛延二年巳正月廿四日吉事ニ付ひかへ（「土居

浜帖切仕節付届覚」）
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(寛保元.10.～寛延元.
極).

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒一括

括・(1括)

200612／171／ 9
o〔下市村御年貢下札・川下見取下札・年貢目録〕

寛延元.10.／辰(寛延
元).極.24

庄屋正三郎・与頭中／下市町用
所→下米屋

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒(2点)付2綴･1通

切(継)紙綴･切継
紙

200612／171／ 9- 1
o寛延元年分下市村御年貢下札[ほか]

延享元.10.／12.26 庄屋正三郎・与頭中／町用所→
下米屋

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒付4通

切(継)紙

200612／171／ 9- 2
o延享元年分下市村御年貢下札[ほか]

延享 2.10. 庄屋忠右衛門・正三郎・与頭中

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒付4通

切継紙

200612／171／ 9- 3
o延享弐年分下市村御年貢下札・川下御見取

下札

寛保 3.10.／極.23 庄屋忠右衛門・組頭中／町用所
→下米屋

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒付4通

切継紙

200612／171／ 9- 4
o寛保三年分下市村御年貢下札[ほか]

　　戌.12. 与頭中→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／171／ 9- 5
o覚（年貢目録）

寛保 2.10. 庄屋忠右衛門・組頭中

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／171／ 9- 6
o寛保弐年分下市村御年貢下ケ札

寛保 2.10. 庄屋忠右衛門・組頭中

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／171／ 9- 7
o寛保弐年分下市村御年貢下ケ札

寛保元.10. 庄屋忠右衛門・組頭中

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒付3通

切継紙

200612／171／ 9- 8
o寛保元年分下市村御年貢下ケ札・酉ノ年分年

貢目録

元文 5.10.／12. 庄屋忠右衛門・組頭中

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒付4通

切継紙

200612／171／ 9- 9
o元文五年分下市村御年貢下ケ札・申ノ目録

元文 4.10.／12.24 庄屋忠右衛門・組頭中

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒付4通

切(継)紙

200612／171／ 9-10
o元文四年分下市村御年貢下札・未年米屋目

録

延享 3.10.／12.25 庄屋正三郎・組頭中

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒付5通

切継紙

200612／171／ 9-11
o延享三年分下市村御年貢下札・多井川下見

取下札・覚（年貢目録）

延享 4.10.／12.14 庄屋正三郎・組頭中／与頭中→
下米屋

文書箪笥（大）―抽斗ク／紙縒付1綴･1通

切(継)紙綴･切継
紙

200612／171／ 9-12
o延享四年分下市村御年貢下札・多井川下見

取・覚（年貢目録）

文書箪笥（大）―抽斗ク／1通

切継紙

200612／171／ 9-13
o手前当時屋敷并さゑん御年貢凡積り書付

正徳 4.卯. 米屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗ク／袋付

竪冊・(1冊)

200612／171／10
o田地一巻入（「手前田畠畝高改扣」）

寛延 4. 6.

文書箪笥（大）―抽斗ケ

横長・ 1冊

200612／172
寛延四年未六月押御宥銀ヨリ受取渡指引算用帖

延享 4.霜.

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

綴・ 1綴

200612／173
塩浜用所卯年算用詰惣目録帳面之内書抜写一冊

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／174
〔塩浜売買・銀子借用の儀等につき書簡類〕
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　　　  6. 4 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

折紙・(1通)

200612／174／ 1
o〔書簡〕（御母上様御儀,預り銀子の事等につき）

　　寅.11.15 白市屋庄次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

折紙綴･切継紙・
(1綴･1通)

200612／174／ 2
o〔書簡〕（銀子の儀,池上氏返翰の儀,三津口出火

の様子等につき）･覚（銀子指引算用）

　　　 霜. 9 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／174／ 3
o〔書簡〕（新酒揚初の儀,客方へ幾三郎被遣候事

等につき）･用書

　　　 11.20 白市屋庄次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

折紙・(1通)

200612／174／ 4
o〔書簡〕（御頼置候銀子請取の儀につき）

白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／174／ 5
o〔預り銀請取の儀等につき書簡類〕

　　　 霜.22 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／ 5- 1
o〔書簡〕（近年御預仕銀子の儀,貴家御仕向の

儀,田坂屋の事等につき）

　　　 12.26 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／ 5- 2
o〔書簡〕（貴家御仕向にて塩浜不残御預の儀,

手前御預り銀の事等につき）

　　　 12.27 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／ 5- 3
o〔書簡〕（預け銀請取の儀につき）

　　酉.12.26 米屋半三郎→白市屋保右衛門
殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙

200612／174／ 5- 4
o覚（預り銀請取）ひかへ

白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／174／ 6
o〔御預ケ銀請取の儀等につき書簡類〕

　　　  2. 2 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／ 6- 1
o〔書簡〕（売払米代差引残銀受取の儀等につ

き）

　　卯.極.25

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／174／ 6- 2
o覚（銀子利足算用）

　　　 12.28 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／174／ 6- 3
o〔書簡〕（御渡被下候銀子不足の儀につき）

　　卯.極.28～29 白市屋保右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙(2枚)付2通

切(継)紙

200612／174／ 6- 4
o銀請取手形・〔書簡〕（銀子請取につき）

　　　 極.28 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／174／ 6- 5
o〔書簡〕（御預ケ銀の一巻等につき）

　　　 極.26 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／ 6- 6
o〔書簡〕（おつき祝儀の儀,米相場･春塩入銀･

浜加地子の儀,御預ケ銀の事等につき）

白市屋保右衛門→米屋半三郎
様・半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／174／ 7
o〔塩浜売買･銀子借用の儀等につき書簡類〕
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　　　 12.17 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／174／ 7- 1
o〔書簡〕（銀子落手の旨）

　　　 極.19 白市屋保右衛門(花押)(三津)→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切紙

200612／174／ 7- 2
o〔書簡〕（銀子持せ進申候）

　　　 12. 4 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

折紙

200612／174／ 7- 3
o〔書簡〕（新屋弥太郎塩浜売買代銀請取の儀

につき）

　　　 極.11 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／ 7- 4
o〔書簡〕（其御地春塩入銀相済につき）

　　　 極.17 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付2通

切継紙

200612／174／ 7- 5
o〔書簡〕（三原塩浜手前抱二軒売払の儀につ

き）

　　寅.極.19 白市屋保右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切紙

200612／174／ 7- 6
o覚（正銀手形）

　　　  5.13 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

折紙

200612／174／ 7- 7
o〔書簡〕（銀子入用の儀につき）

　　　  5.14 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

折紙

200612／174／ 7- 8
o〔書簡〕（銀子御差越被下候につき）

　　　 12.27 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

折紙

200612／174／ 7- 9
o〔書簡〕（御証文三通御調被下候儀につき）

　　　 極.26 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

折紙

200612／174／ 7-10
o〔書簡〕（歳末御祝詞,銀子三原表無滞埒明の

儀につき）

　　　 霜. 7 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／ 7-11
o〔書簡〕（小田屋塩浜買方の儀につき）

　　亥.12.24 白市屋保右衛門→米屋半之丞
殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切紙

200612／174／ 7-12
o覚（借用銀利足進上）

　　子.霜.晦 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
之丞様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙(2枚)付3通

切(継)紙

200612／174／ 7-13
o〔書簡〕（御買塩の一儀,新屋忠五郎妹の縁談

の儀等につき）･（銀子返上の儀につき）･銀子
目録

　　　 12.27 保右衛門→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／174／ 8
o〔書簡〕（柏徳好助用向埒明不申趣,御預ケ銀利

銀の儀につき）

白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ

括・(1括)

200612／174／ 9
o〔御預け銀心遣の儀等につき書簡〕

　　　 極.23 白市屋保右衛門(花押)(三津)→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付2通

切継紙

200612／174／ 9- 1
o〔書簡〕（先頃四日市へ罷出出府も仕候儀,御

預ケ銀心遣の儀につき）
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　　午.12.25 白市屋保右衛門(花押)(三津)→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付2通

折紙･切継紙

200612／174／ 9- 2
o〔書簡〕（歳末御祝儀,御預ケ銀利銀受取につ

き）

宝暦 2.12.10 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付2通

切紙

200612／174／ 9- 3
o〔書簡〕（銀子請取につき）･覚（御預ケ置元銀･

利銀請取）

　　　 12.10 白市屋保右衛門(花押)(三津)→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／ 9- 4
o〔書簡〕（御日取･仲人の事,銀子喜兵衛差出申

候条,太守様御不例風聞の儀等につき）

　　　 12. 6 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／ 9- 5
o〔書簡〕（貴家御内談の一儀,太守様御不例風

便の儀につき）

　　　 霜.17 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／ 9- 6
o〔書簡〕（先日御内意の一儀につき）

　　　 11.10 白市屋保右衛門(従三津)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／ 9- 7
o〔書簡〕（午賀氏御書通の事,塩浜庄屋平左衛

門御免の儀等につき）

　　　 10.27 白市屋保右衛門(花押)(三津)→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／ 9- 8
o〔書簡〕（御預ケ銀御心配の儀につき）

　　　  5.13 白市屋庄次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／174／10
o〔書簡〕（新茄子漬急ニ御調の儀等につき）

　　　  5.27 白市屋庄次郎(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／174／11
o〔書簡〕（去霜月借用仕候銀子返済仕度儀につ

き）

　　　  6. 3 白市屋庄次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／174／12
o〔書簡〕（御祖母様御儀,利銀進上仕候儀等につ

き）

　　戌. 5.13 白市屋庄次郎(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(2通)

200612／174／13
o〔書簡〕（金子少々残り居申候儀につき）･覚（金

子受取）

白市屋保右衛門･庄次郎･喜四
郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／174／14
o〔預ケ銀の儀につき書簡類〕

　　酉.正.20 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付2通

切(継)紙

200612／174／14- 1
o〔書簡〕（下拙上京の儀につき）･〔銀請取覚〕

　　申.極.28 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／2通

切(継)紙

200612／174／14- 2
o〔書簡〕（御預ケ置申候銀子不相替御心配被

成下候儀につき）･覚（預ケ銀請取）

　　　 極.21 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／14- 3
o〔書簡〕（御預ケ申置候銀子の利銀御渡可被

下候）

　　　 極.22 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／14- 4
o〔書簡〕（残銀受取人指出し申度儀につき）

　　　 12. 7 白市屋庄次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／14- 5
o〔書簡〕（銀子御才覚可被下候）
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　　申.12.10 白市屋喜四郎→米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切紙

200612／174／14- 6
o覚（銀受取）

白市屋庄次郎･保右衛門→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／174／15
o〔借用銀子返済の儀等につき書簡〕

　　　  9. 6 白市屋庄次郎(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／15- 1
o〔書簡〕（銀子恩借仕度につき）

　　　  9.12 白市屋庄次郎(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／15- 2
o〔書簡〕（御無心銀御戻しの儀につき）

　　巳.12.28 白市屋庄次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切紙

200612／174／15- 3
o〔書簡〕（銀子来午年分手形受取につき）

　　　 12.22／12.26 白市屋庄次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付2通

切継紙

200612／174／15- 4
o〔書簡〕（去月借用仕候銀子の儀,田坂屋悦の

儀等につき）･追啓

　　　 極.16 白市屋庄次郎(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

折紙

200612／174／15- 5
o〔書簡〕（去月御恩借仕候銀子返済の儀算用

得不仕候につき）

　　　 11. 3／10.17 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付2通

折紙･切継紙

200612／174／15- 6
o〔書簡〕（下拙眼気不勝の儀,御無心銀子御借

の儀につき）･追啓（銀借用仕度儀,天野屋安
右衛門塩浜売出の儀につき）

　　　  5.18 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／15- 7
o〔書簡〕（銀子の事につき）

　　戌.極.26／28 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙･帯紙付

切(継)紙・(4通)

200612／174／16
o〔書簡〕（来春塩買過有之候儀,御預ケ銀利銀の

儀等につき）覚（利銀手形）

白市屋保右衛門→米屋半三郎･
半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／174／17
o〔銀子借用等の儀につき書簡類〕

　　辰.極.24 竹原米屋→三津白市屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／174／17- 1
o三津へ遣ス指引算用目録ひかへ

　　辰.12.26 白市屋保右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／174／17- 2
o覚（取替銀請取）

　　　 10.20 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

折紙

200612／174／17- 3
o〔書簡〕（大坂にて近年の目医の事被仰聞候

儀につき）

　　　 10.18 白市屋保右衛門(花押)(三津)→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／17- 4
o〔書簡〕（銀子御借被下度）

　　　 10.19 白市屋保右衛門(花押)(三津)→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

折紙

200612／174／17- 5
o〔書簡〕（銀子御借可被下の由につき）

　　　  2.晦 白市屋保右衛門(花押)(三津)→
米屋半之丞様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

折紙

200612／174／17- 6
o〔書簡〕（正念寺納屋焼失の儀,恩借元銀の内

半方返進仕候儀につき）
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　　　 霜, 2／10 白市屋保右衛門(三津)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙(2枚)2通

切継紙

200612／174／17- 7
o〔書簡〕（当暮銀子浜方へ預ケの儀,和泉屋一

件につき）

白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／174／18
o〔銀子借用の儀につき書簡類〕

　　　 10.25 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／174／18- 1
o〔書簡〕（銀子当分御貸シ被下度）

　　　  9.11／ 5 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙(2枚)付3通

切(継)紙

200612／174／18- 2
o〔書簡〕（銀子御請取手形落手の儀等につき）

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／175
〔米代銀受渡覚〕

　　巳. 7.13 下米屋→西方寺様

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／175／ 1
o覚（元銀・利足相渡）ひかへ

　　　 11. 9 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／175／ 2
o覚（米代銀）

　　辰. 6. 5 下かとや→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／175／ 3
o覚（米代請取）

　　巳. 7.18 町用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／175／ 4
o覚（米代残り受取）

　　辰. 3.13 本米屋→西方寺様

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／175／ 5
o覚（元銀・利足相渡）ひかへ

　　巳. 2. 阿波屋→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／175／ 6
o覚（延米代受取）

　　辰.卯.19～ 9. 5 本米屋→わたや

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切(継)紙・(2通)

200612／175／ 7
o覚（秋田米代相渡）ひかへ

　　辰. 3.13 西方寺納所→本米屋江

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／175／ 8
o覚（銀受取）

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／176
預り銀ニ付所々請取書（紙縒題箋表題）

　　未.10.27 本米屋→斎藤氏おさと様

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／176／ 1
o覚（元銀・利足相渡）ひかへ

　　未. 7.13 西方寺→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／176／ 2
o覚（銀利足受取）

　　　  2.18 あわや→米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／176／ 3
o覚（過銀相渡）

午(宝暦12).閏 4.28 米屋→上市わたや

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／176／ 4
o覚（利足相渡）ひかへ

午(宝暦12). 7.10 大工屋→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／176／ 5
o覚（銀受取）
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　　　 正.23 斎藤氏→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／176／ 6
o覚（銀受取）

　　午.卯.14 大工屋(㊞｢竹原･増本屋｣)→本
米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／176／ 7
o覚（割塩代銀元利受取）

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／177
広島竹原屋江取替銀ニ付書状等

　　　 蝋.22／24 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／177／ 1
o〔書簡〕（急務御座候節御立用被遣候銀子の儀

ほか諸事につき）・追啓

　　　極.27 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／177／ 2
o〔書簡〕（唐崎氏当地へ御出の事等につき）

　　　 10.12 竹原屋惣左衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

折紙･切継紙・(2
通)

200612／177／ 3
o〔書簡〕（貴様御代勤役御役所より御紙面の儀に

つき）

　　卯.10.27 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙･竪紙・(2
通)

200612／177／ 4
o〔書簡〕（万事勘五郎様御代勤の儀等につき）･覚

（札銀借用手形）

　　　 10. 2 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／177／ 5
o〔書簡〕（塩浜凶年・浜方不景気の儀等につき）

　　　  9. 4 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／177／ 6
o〔書簡〕（浜方塩捌ケ不申銀閊の儀等につき）･覚

（手元残銀・世帯諸入用算用）

　　　  9.23 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／177／ 7
o〔書簡〕（下村公御廻村其御地御泊宿の儀等に

つき）

平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／178
〔入用銀借用の儀等につき書簡類〕

　　　  4.23 平尾聞三郎→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙(3枚)付

切(継)紙・(3通)

200612／178／ 1
o〔書簡〕（此度三家とも類焼の儀,銀札御預り下さ

れたき儀等につき）

　　寅. 2.27／28 平尾聞三郎→米屋半三郎殿／
米屋半三郎→平尾聞三郎様,御
新造様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／178／ 2
o覚（元利銀受取）･覚（元利銀御受取可被下）ひ

かへ

　　　  2.14 くめ→おため殿（包紙「平尾聞三
郎内→竹原米屋半三郎殿」）

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／178／ 3
o〔書簡〕（少々余銀入用につき）

　　　  2.21 あねより→いもと君殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／178／ 4
o〔書簡〕（何かと物入の儀等につき）

　　　  3.朔／15 聞三郎内→米屋御[　]殿／くめ
→御ため殿（包紙「平尾聞三郎
内→米屋半三郎殿･御内室殿」）

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

折紙･切継紙・(2
通)

200612／178／ 5
o〔書簡〕（兼て御頼置申候壱貫目いまだ御こし下

されずの儀等につき）

　　卯. 3. 5 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／178／ 6
o〔書簡〕（当月払方先方へ算用いたし申度につ

き）･覚（元利銀受取）
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延享 3. 9.～寛延元.
極.

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／179
〔御誂塩通・塩浜割賦銀手形〕

延享 3. 9.～延享 4.10.

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙一括

括・(1括)

200612／179／ 1
o延享三寅年御誂塩通

延享 3. 9.

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒付5通

折紙

200612／179／ 1- 1
o延享三年分御誂塩通

延享 4.10.

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒付3通

折紙

200612／179／ 1- 2
o延享四年分御誂塩通

卯(延享 4).霜.～辰(寛
延元).極.19

浜役人中,浜庄屋平左衛門→米
屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切(継)紙・(4通)

200612／179／ 2
o塩浜割賦銀浜用所手形壱通并差引目録壱通

宝暦 3. 8.17 竹原米屋半三郎→阿州才田・岡
田庄松殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ

竪紙・ 1通

200612／180
阿波瀬戸屋より戻り手形

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／181
〔入銀塩・御預ケ銀・質入銀等につき書付類ほか〕

阿波・瀬戸屋→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／181／ 1
o〔入銀塩･御預ケ銀の儀につき書簡〕

　　　 11.25 瀬戸屋彦吉・八郎兵衛(阿波より)
→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／181／ 1- 1
o〔書簡〕（入銀塩高値に相聞申候儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／181／ 1- 2
o瀬戸屋へ返書用文之趣書抜扣（御預ケ被成

置被下候銀子の儀につき）

宝暦 8.

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／181／ 2
o〔質入銀の儀につき書付類〕

　　　  9.19　 栗田屋与一郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／181／ 2- 1
o〔書簡〕（質物の儀につき）

(宝暦 8).11. 7 藤兵衛→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切紙

200612／181／ 2- 2
o〔書簡〕（増銀の御報につき）

宝暦 8.11. 8 米屋半三郎→浜庄屋半兵衛殿・
仲間衆中／大石屋藤兵衛→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／2通

切紙

200612／181／ 2- 3
o覚（新浜質入銀返弁）･〔案文返戻の旨書付〕

(宝暦 8.11). 8 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／181／ 2- 4
o〔案文明日返戻の旨書付〕

(宝暦 8).11. 8 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切紙

200612／181／ 2- 5
o〔手形御仕向可被成旨書付〕

(宝暦 8).霜. 7 大石屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／181／ 2- 6
o〔御借り替の儀につき書付〕

(宝暦 8).霜. 9 さかいや半兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／181／ 2- 7
o〔書簡〕（三原銀手形裏印の儀につき）
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　　　 卯. 6 灰屋伝右衛門→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／181／ 3
o覚（利銀受取）

　　巳.正.29／ 2. 4 米屋→灰屋／灰屋伝右衛門→
本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(2通)

200612／181／ 4
o覚（飯米代・浜子給銀等算用）

　　卯. 7. 5 栗田屋与一郎→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ

竪紙・(1通)

200612／181／ 5
o覚（利銀請取）

塩浜庄屋長蔵[ほか]→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／182
〔浜用所押手形（｢覚｣(売塩代御渡可被下候)）〕

安永 7.閏 7. 4[ほか] 塩浜庄屋長蔵[ほか]→米屋半三
郎殿[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／183
〔浜用所押手形・銀子借用証文〕[ほか]

仲間長蔵[ほか]→米屋半三郎殿
[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／184
浜用所押手形（紙縒題箋表題）[ほか]

浜庄屋半兵衛[ほか]→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／185
〔浜用所押手形〕[ほか]

宝暦 7. 5.17[ほか] 浜用所[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／186
当二月十二日俵取押借用元利返弁請取帳・〔浜用所
押手形〕

浜庄屋半兵衛[ほか]→米屋半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／187
〔浜用所押手形〕

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／188
〔銀子貸借関係書簡類〕

　　　  9. 8 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙･紙縒付2通

切継紙・(2通)

200612／188／ 1
o〔書簡〕（当七月銀子の事につき）・覚（書状等受

取）

　　　  3.11／12. 8 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿
（くめ→おため殿）

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒･包紙(2枚)付

切(継)紙・(4通)

200612／188／ 2
o〔書簡〕（銀子の事等につき）・覚（銀子受取）

　　　 12. 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／188／ 3
o〔銀子貸借関係書簡類〕

　　　 極.24 聞三郎→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／188／ 3- 1
o覚（銀・札銀相渡申候につき）

　　　 12. 8 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／188／ 3- 2
o〔書簡〕（銀子御こし可被下候）

　　　 12. 2 平尾聞三郎→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／188／ 3- 3
o〔書簡〕（当年分利差紙下直にて払い難き旨）

　　　 12.24 平尾聞三郎→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙(2枚)付1通

切継紙

200612／188／ 3- 4
o〔書簡〕（利銀受取の儀,正銀御預け申度段御

承知の儀等につき）

平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／188／ 4
o〔銀子貸借関係書簡類〕
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　　　 12.17 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付3通

切継紙･切紙

200612／188／ 4- 1
o〔書簡〕（当夏御こし被下候銀子の儀につき）・

覚

　　　 12.19 米屋半三郎→平尾聞三郎様・御
新造様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／188／ 4- 2
o〔書簡〕（金子札銀札歩都合受取につき）ひか

へ

　　　 神無月.18 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿・
御ふもし殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／188／ 4- 3
o〔書簡〕（銀子御預け申度儀につき）

　　　  5.11 平尾聞三郎→米屋半三郎殿・御
ふもし殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／188／ 4- 4
o〔書簡〕（米直下直につき金かわり候由につ

き）

　　酉. 5.14 平尾聞三郎内→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切紙

200612／188／ 4- 5
o覚（申年分利銀受取）

　　　  4.30 くめより→御ふもし殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／188／ 4- 6
o〔書簡〕（大物の方利銀御こし可被下候）

　　酉. 5.12 竹原米屋半三郎→平尾聞三郎
様御新造様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／188／ 4- 7
o覚（加詰壱歩の利銀算用）

　　　  6.20 くめ→おため殿（聞三郎内→米
屋御ふもし殿）

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／188／ 4- 8
o〔書簡〕（差紙相場余程下り候につき）

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／188／ 5
o〔御袋殿の儀,銀子御無心の儀等につき書簡〕

　　　 無神月.30 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿
（くめ→御ふもし殿）

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付2通

切(継)紙

200612／188／ 5- 1
o〔書簡〕（御無心申上候銀子御戻しの儀等につ

き）

　　　 水無月.30 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／188／ 5- 2
o〔書簡〕（御袋殿宮島へ御渡り被成候儀ほか

諸事につき）

　　　  5.21 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／188／ 5- 3
o〔書簡〕（御頼申上候事御承知被下忝き旨）

　　　 霜.23 村井武右衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／188／ 5- 4
o〔書簡〕（明晩御出御語被下たき旨）

　　　 霜.25 村井武右衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／188／ 5- 5
o〔書簡〕（御出被下緩々御物語仕大慶の儀に

つき）

　　　 霜.23 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／188／ 5- 6
o〔書簡〕（此間ふみととのえ置き申候儀につき）

　　　 霜.15 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙(2枚)付1通

切継紙

200612／188／ 5- 7
o〔書簡〕（壱ヶ月壱歩くらいに回り候様御仕向

可被下候）

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／188／ 6
o〔銀子貸借関係書簡類〕

　　　 12.15 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／188／ 6- 1
o〔書簡〕（おかふ殿忠海わたやへ御婚礼御とと

のい候儀等につき）
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　　未. 3.15

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙

200612／188／ 6- 2
o覚（元利銀算用）ひかへ

　　未. 3.15

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙

200612／188／ 6- 3
o覚（元利銀算用）ひかへ

くめ→おため殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙

200612／188／ 6- 4
o〔書簡〕（半三殿御心次第御まかせ申上候）

　　　  2.24 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／188／ 6- 5
o〔書簡〕（急に入用の事御座候につき）

　　　 10. 7 くめ→御ふもし殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙

200612／188／ 6- 6
o〔利銀極月中に御こし可被下旨書付〕

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・(1括)

200612／188／ 7
o〔銀子貸借関係書簡類〕

平尾聞三郎内→米屋半三郎殿
[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括

200612／188／ 7- 1
o〔書簡〕（元利御算用御戻し被成可申旨）・覚

（元利銀算用）ひかへ[ほか]

　　辰. 2.10 平尾聞三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付2通

切(継)紙

200612／188／ 7- 2
o〔書簡〕（金子請取申候儀につき）・覚（銀子請

取）

　　辰. 2. 5 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切紙

200612／188／ 7- 3
o覚（銀子受取）

　　辰. 2.10 米屋半三郎→平尾聞三郎様・御
新造様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／188／ 7- 4
o覚（銀子御請取可被下候）

　　　  2.11 平尾聞三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付3通

切(継)紙

200612／188／ 7- 5
o〔書簡〕（銀子受取の儀等につき）

　　　 正. 5 くめ→おため殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／188／ 7- 6
o〔書簡〕（元利銀御こし被成可申上候）

　　　 極.23 くめ→おため殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／1通

切継紙

200612／188／ 7- 7
o〔書簡〕（元利銀御こし可被下候）

　　　  2. 5 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿・
御うもし殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付2通

折紙･切紙

200612／188／ 7- 8
o〔書簡〕（銀子御こし被下受取につき）

　　　  2. 5 平尾聞三郎内→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付1通

切継紙

200612／188／ 7- 9
o〔書簡〕（銀子御こし可被下儀につき）

(宝暦 9. 8).

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／189
〔広島町方御触書写しほか〕

宝暦 9. 8.

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／189／ 1
o宝暦九年卯八月廿五日広島町方御触書写し

（金銀銭札遣の儀につき）

宝暦 9. 8.

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／189／ 2
o宝暦九年卯八月廿六日広島町方御触書御別紙

之写し（札場引替方の儀につき）
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宝暦 9. 8.

文書箪笥（大）―抽斗ケ

竪紙・(1通)

200612／189／ 3
o広島町方御触書写し　宝暦九年卯八月廿六日

御触廻し在之由（銀札通用につき）

　　酉. 4.12～13 白市年寄源五右衛門→下市年
寄り半三郎／賀茂郡番組→下市
年寄半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙(2枚)付

切(継)紙・(2通)

200612／189／ 4
o口上（御用状送り進申候）･態申達候

　　　  4.27 割庄屋東村作平→下市村年寄
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／189／ 5
o〔書簡〕（御地小児御疱瘡の儀につき）

　　　  5. 4 割庄屋東村作平→下市年寄半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切紙・(1通)

200612／189／ 6
o〔書簡〕（御番組様方御書面の儀につき）

　　酉.卯. 竹原下市年寄半三郎→賀茂郡
御番組衆中様

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／189／ 7
o〔年寄役年号月日・年数等委細書付控〕

　　酉. 2. 年寄半三郎→年寄九左衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ

竪紙・(1通)

200612／189／ 8
o乍恐御願申上候口上之覚（有馬入湯願）ひかへ

綿屋小兵衛→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／190
〔銀子受取覚〕

　　　  7.27 わたや小兵衛→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／190／ 1
o覚（銀子受取）

　　未.極.16 わたや小兵衛→本米屋様

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／190／ 2
o覚（銀子受取）

　　　  3.24 綿屋小兵衛→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／190／ 3
o覚（長岡米九拾俵代受取）

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／191
〔下市町村・新開地誌ほか〕

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／191／ 1
o覚（下市より里数書上）

天明 2. 4.

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／191／ 2
o江戸武家町人　人数之扣并町数之扣・米高之扣

　　丑. 3. 8 賀茂郡番組→下市年寄半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／191／ 3
o〔御役御免の歎書被差出度趣の儀につき書付〕

　　寅. 9. 年寄半三郎→賀茂郡御役所

文書箪笥（大）―抽斗ケ

竪継紙・(1通)

200612／191／ 4
o賀茂郡竹原下市村年寄半三郎御役儀御赦免御

願申上候口上書ひかへ

　　丑. 4. 6

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／191／ 5
o覚（浜数・畝高）

　　　  3.12 下市年寄半三郎→賀茂郡御番
組衆中様

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／191／ 6
o丑三月十二日返書指出スひかへ（私御役御免

御歎書指出し度段につき）

　　　 正.27

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／191／ 7
o覚（春塩高書上）
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文書箪笥（大）―抽斗ケ

折紙綴・(1綴)

200612／191／ 8
o〔塩浜軒数・出来塩高等書上〕

　　卯. 4. 竹原塩浜

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／191／ 9
o覚（去年分浜算用）

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切(継)紙・(5通)

200612／191／10
o〔塩浜算用覚〕

文書箪笥（大）―抽斗ケ

折紙綴・(1綴)

200612／191／11
o覚（下市町村・新開地誌）

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／191／12
o〔下市町村・新開地誌〕

(宝暦 6.～ 7).

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／192
〔阿州瀬戸屋・天野屋取引関係書類〕

　　　  3.20 津国屋長七郎→竹原・米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／192／ 1
o〔書簡〕（銀子此度入用につき）

宝暦 7.10. 2 阿州瀬戸屋七兵衛(花押)→竹原
米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ

竪紙・(1通)

200612／192／ 2
o阿州瀬戸屋伊右衛門殿預ケ銀・同七兵衛殿へ

相渡し同人請取手形

宝暦 6. 4.12／.13 阿州斎田岡田三郎兵衛→米屋
半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

竪継紙･切継紙・
(2通)

200612／192／ 3
o覚（片船七兵衛揚置米売仕切表請取）・〔書簡〕

（米仕切銀請取につき）

　　戌. 3. 2 米屋久三郎→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／192／ 4
o覚（銀子請取）

　　亥. 4. 5 米屋文三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切紙・(1通)

200612／192／ 5
o覚（元利銀請取）

　　午. 8.18 天野屋松太郎(㊞｢阿州･四軒屋･
天野屋｣)→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙･紙縒付

竪継紙･切継紙・
(2通)

200612／192／ 6
o阿州天野屋松太郎殿銀受取証文・〔書簡〕（去冬

貸付の儀につき）

　　戌.卯. 5 米屋半三郎→岡田伊右衛門殿･
同上庄松殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／192／ 7
o覚（指引残銀伊右衛門殿へ相渡）ひかへ

　　亥. 7.29 米屋半三郎→岡田庄松殿･同三
郎兵衛殿

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・(1通)

200612／192／ 8
o覚（元利銀算用）ひかへ

　　　  2. 8 岡田庄松(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／192／ 9
o〔書簡〕（入銀塩北国へ御積せ可被下候）

文書箪笥（大）―抽斗ケ／紙縒一括

括・ 1括

200612／193
〔塩問屋方世話依頼等につき書簡〕

　　　  6.晦 戸田元専→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／193／ 1
o〔書簡〕（其御地荒磯新之助より当地塩問屋方世

話依頼につき）

　　　  8.16／ 8.15 松崎久一郎→吉井半三郎様／
清左衛門→松崎先生様

文書箪笥（大）―抽斗ケ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／193／ 2
o〔書簡〕（内意申上候一件横路へ両度文通の儀

につき）
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　　　  7. 5 →重見六蔵様

文書箪笥（大）―抽斗ケ

竪紙・ 1括(3通)

200612／194
〔書簡写〕（出羽屋甚三郎来候儀等につき）

　　辰. 4. 下市村年寄元右衛門・同半三郎
→賀茂郡御役所様

文書箪笥（大）―抽斗ケ

切継紙・ 1通

200612／195
〔年寄半平御役儀御赦免成り難き儀につき書付〕

文書箪笥（大）―抽斗ケ

紙縒・ 1点

200612／196
〔紙縒〕

延享 3.12.

文書箪笥（大）―抽斗コ／袋一括

括・ 1括

200612／197
延享三年寅十二月改　諸方貸シ之内書抜帖三冊入

延享 3.12.

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙綴・(1綴)

200612／197／ 1
o米之帖新古貸シ之内書抜

延享 3.12.

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙綴・(1綴)

200612／197／ 2
o覚（人別之内書抜）

延享 3.12.

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙綴・(1綴)

200612／197／ 3
o本帖并小帖小扣新古貸シ之内書抜

寛文～延宝

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙･紙縒一括

括・ 1括

200612／198
寛文延宝古手形部

延宝 2.10.[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／竪(継)紙13通

括・(1括)

200612／198／ 1
o〔目代屋兵右衛門ほか手形〕

寛文 4.12. 2[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／竪(継)紙15通

括・(1括)

200612／198／ 2
o〔辰極月六日善入寺孫右衛門ほか手形〕

延宝 4.12.27[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／竪(継)紙10通

括・(1括)

200612／198／ 3
o〔辰ノ十二月廿七日多井三右衛門殿書物ほか〕

寛文11.極.24[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／竪(継)紙15通

括・(1括)

200612／198／ 4
o〔亥ノ十二月廿二日瀬戸屋惣右衛門殿書物ほ

か〕

元禄 4.11.22[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙･紙縒(2点)一括／竪(継)紙･折紙4通

括・(1括)

200612／198／ 5
o〔吉名村書物二通･庄屋平三郎手前書物壱通ほ

か〕

天和 2. 6. 7[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／竪(継)紙6通

括・(1括)

200612／198／ 6
o〔戌ノ六月七日南方村庄屋孫右衛門殿ほか手

形〕

寛文 9. 7.朔 しわ東ノ村又右衛門[ほか6名]→
竹原下市村半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／198／ 7
o内海御普請ニ付五貫目手形

貞享 2.12.28 米屋義右衛門(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／198／ 8
o覚（銀子預り手形）

明和 7. 5.

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙一括

括・ 1括

200612／199
下市諸帖諸書付諸道具引渡帖　外ニ諸道具増減目
録

明和 7. 5.

文書箪笥（大）―抽斗コ

竪冊・(1冊)

200612／199／ 1
o下市村諸帖諸書付諸道具引渡帖　扣

112



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

明和 7. 5.

文書箪笥（大）―抽斗コ

横長・(1冊)

200612／199／ 2
o町用場諸道具増減帳　扣

(寛文10.～宝永 7).

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括

括・ 1括

200612／200
〔家数田畠買受売券状〕

宝永 7.極.11[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙･紙縒(3点)一括／竪(継)紙8通

括・(1括)

200612／200／ 1
o又三郎様･浄和様御買求候家屋鋪帖切手形集

有

寛文10. 2.13[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙･紙縒(3点)一括／竪(継)紙9通

括・(1括)

200612／200／ 2
o先祖御求候田畠売券ノ帖切手形集有　是大方

田買手形入有

(安永 4.～天明 7).

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括

括・ 1括

200612／201
〔家屋敷売券状類〕

　　卯.10. 米屋半三郎→庄屋次助殿[ほか4
名]

文書箪笥（大）―抽斗コ

竪継紙・(1通)

200612／201／ 1
o卯十月14日手代共を以組頭中迄差出スひかへ

（悪水通りへ借屋建申度）

安永 4. 2. 小倉屋次兵衛→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙付

竪紙・(2通)

200612／201／ 2
o手形壱通（塩浜境の儀）

天明 7.12.晦[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／竪紙･切紙4通

括・(1括)

200612／201／ 3
o〔天明七丁未年十二月晦日田坂屋裏蔵代受取

書ほか〕

安永10.正.[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／竪紙2通

括・(1括)

200612／201／ 4
o〔享保町仁一郎家屋敷代請取書ほか〕

天明元. 8. 売主享保町新助名目仁市郎[ほ
か2名]→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗コ

竪紙・(1通)

200612／201／ 5
o永代売渡申家屋敷之事

安永 9. 6.[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／竪紙･切紙5通

括・(1括)

200612／201／ 6
o〔永代売渡申田地之事ほか〕

宝暦 7.10. 3 売主小田屋喜三郎[ほか2名]→
米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／201／ 7
o三原屋屋鋪売券状壱通　宝暦七年丑十月三日

帳切共相済

安永 8. 2. 売主田坂屋伊兵衛[ほか2名]→
買主米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙付

竪紙・(1通)

200612／201／ 8
o田坂屋田地二ヶ所手前へ買請売券状壱通　安

永八年亥二月廿四日帳切相済

寛政元.12.22[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／包紙付切紙･竪紙2通

括・(1括)

200612／201／ 9
o〔享保町新助名目屋敷地代畳屋三兵衛へ相渡

ス受取書ほか〕

(延享 4.～明和 6).

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙･紐一括

括・ 1括

200612／202
新手形之部

(宝暦 2.～ 5). 松川屋平助･摂州大坂阿波屋喜
平次･みのや太助･富屋六兵衛･
灰屋次郎右衛門←→米屋半三
郎

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／包紙･紙縒付切(継)紙･竪紙29通

括・(1括)

200612／202／ 1
o〔手形類〕

(明和 5.～ 6). 丸亀与七郎･讃州志度阿波屋嘉
平治代吉右衛門･同代助七･志
度木屋小左衛門･阿州坂田屋孫
作代政助･阿州新浜善兵衛代文
蔵←→米屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／包紙付切(継)紙･竪紙8通

括・(1括)

200612／202／ 2
o讃州丸亀備前屋与七郎殿銀手形〔ほか手形・書

簡類〕
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(宝暦 3). 阿州中嶋角屋銀次郎･同市郎兵
衛･北堀江五丁目尼崎屋平兵
衛･三本松川口屋喜兵衛･阿州
中嶋菱屋左市兵衛代喜八郎･三
本松松屋惣五郎･三本松播磨屋
三吉･志度木屋半左衛門代平
助･大坂鋪屋(志起屋)兵蔵･三本
松米屋甚右衛門代八右衛門･三
本松細屋次兵衛代善助←→米
屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／包紙･紙縒付切(継)紙･竪紙16通

括・(1括)

200612／202／ 3
o〔手形・書簡類〕

(明和 3.～4). 阿州武内茂次兵衛代幸左衛門･
阿州四軒家天野や九郎右衛門
代弁五郎･松崎久一郎･三本松
松屋久五郎←→米屋半三郎

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／包紙･紙縒付切(継)紙･竪紙7通

括・(1括)

200612／202／ 4
o〔手形・書簡類〕

(延享 4.～宝暦 9). 高松木屋清太夫代佐助･三本松
浜田屋喜左衛門･播磨屋与一兵
衛･桜屋藤左衛門･三本松酒屋
平八郎代林左衛門･伏見屋佐
七･かけ(懸)甚兵衛･菊屋徳右衛
門･三本町川口屋丈右衛門･讃
州津田室津屋兵次郎代甚左衛
門･讃州三本松福嶋屋清右衛
門･三本松佐野屋林八･三本松
播磨屋弥三兵衛･三本松今津屋
三左衛門代利左衛門←→米屋

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括／包紙･紙縒付切(継)紙･竪紙28通

括・(1括)

200612／202／ 5
o〔手形・書簡類〕

(万治 2.～寛文 7). 木谷村庄屋小兵衛･下ノ村庄屋
次郎兵衛･はげや甚五郎[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙･紙縒一括／紙縒付竪(継)紙43通

括・ 1括

200612／203
寛文時分古書物集　百姓町人ノ古書物当分不入分　
第一号　明治40年5月改之

延享 3. 7. 南方村庄屋甚助･多井与兵衛･
足立屋長兵衛･上市七郎右衛
門･世佐屋惣右衛門･松江屋喜
右衛門･小谷村長助･豊田郡大
草村奉公人仁蔵[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙･紙縒一括／包紙･紙縒付切(継)紙･竪(継)紙･綴65通･1綴

括・ 1括

200612／204
新古貸手形書物類集　延享三年寅七月改

延享 3. 7. 下ノ村庄屋次郎兵衛･下ノ村惣
右衛門[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙･紙縒一括／切(継)紙･竪(継)紙･折紙72通･3綴

括・ 1括

200612／205
寛文時分　古貸手形書物類集（諸方古手形証文類
集）　延享三歳寅七月改

(貞享 3.～元禄12). 西尾平左衛門･同平之進･八田
吉五太夫･森田藤十郎･山下権
右衛門･一木徳左衛門･進藤吉
太夫･調子正三郎･福田立元･植
木七左衛門[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙･紙縒一括／紙縒付切(継)紙･竪(継)紙･折紙41通

括・ 1括

200612／206
元禄時分　御侍衆古キ御借御手形集　明治40年5月
改之　第二号

(天和 3.～宝永 3). 紀州雑賀三郎兵衛･三原義左衛
門跡又四郎･広島天満屋又兵
衛･くら橋善左衛門･大石屋伊兵
衛･あかしや作右衛門･国吉屋善
西･広島竹村屋四郎右衛門･網
干屋久右衛門[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙･紙縒一括／包紙･紙縒付切(継)紙･竪(継)紙59通

括・ 1括

200612／207
元禄時分　中古分貸手形有　但利上ケもなし

(寛文12.～延享 4). 東村安右衛門･東村庄左衛門･
浜庄屋藤兵衛･下村安田屋安右
衛門･西ノ村庄屋孫助･瀬戸田広
島屋保三郎[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙･紙縒一括／包紙･紙縒付切(継)紙･竪(継)紙･折紙50通

括・ 1括

200612／208
手廻り入用手形之部

元禄11.10.25／元禄
14. 9.22

売主田中町権七･証人又吉→下
市村彦兵衛殿／直根助兵衛忰
助七(花押)･ミのミや七左衛門→
いわや与四郎殿

文書箪笥（大）―抽斗コ／木箱入

竪紙・ 1括(2通)

200612／209
下ノ村銀借用之すく祢助兵衛手形有

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒一括

括・ 1括

200612／210
大算用目録類
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　　酉.正.

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙綴・(1綴)

200612／210／ 1
o酉正月改覚

　　子.12.

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙綴・(1綴)

200612／210／ 2
o子ノ十二月覚書

　　酉. 2.

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙付

折紙・(1通)

200612／210／ 3
o庚申ノ年分手前之分算用下目録　酉ノ二月改

　　子.正.

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙付

折紙･切紙・(3通)

200612／210／ 4
o子正月之改丑ノ正月又改　極意肝要算用聞合

書

　　戌.正.

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙付

折紙綴・(1綴)

200612／210／ 5
o酉ノ年中之大算用下書覚　戌ノ正月改

　　戌.正.

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙綴・(1綴)

200612／210／ 6
o戌正月改覚

　　未.

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙綴・(1綴)

200612／210／ 7
o未ノ年三問屋塩代請取覚

　　酉.

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙綴・(1綴)

200612／210／ 8
o酉年三問屋塩代請取

　　申.

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙綴・(1綴)

200612／210／ 9
o申ノ年三問屋塩代請取覚

　　酉.

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙付

折紙綴・(1綴)

200612／210／10
o庚申ノ年分　酉歳直改算用書紀有

　　亥.12.

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙綴・(1綴)

200612／210／11
o亥ノ十二月覚書

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／210／12
o大晦日改　有銭越シ書付有　其外年賦并利銀等

之書付

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙・(1通)

200612／210／13
o覚　手前分

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／210／14
o惣躰之惣算用有増ニ書付有

　　酉.正.

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙付

折紙綴･折紙・(1
綴･1通)

200612／210／15
o申ノ冬より酉之春へ越シ　手前有物集　酉正月

改

文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙(2枚)付

切継紙・(1通)

200612／210／16
o申ノ年酉年ノ諸入用問屋ノ分書抜見申候当分ノ

書付也

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙綴・(1綴)

200612／210／17
o子ノ冬より丑ノ年へ越シ之分　覚

　　子.正.16

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙・(1通)

200612／210／18
o覚　子ノ正月十六日改

　　子.正.

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙綴・(1綴)

200612／210／19
o亥年中算用覚　子ノ正月改
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文書箪笥（大）―抽斗コ／包紙付

折紙綴・(1綴)

200612／210／20
o古銀立　午ノ歳算用之分　手前之分

文書箪笥（大）―抽斗コ／紙縒付

切(継)紙・(9通)

200612／210／21
o〔有銀算用覚〕

　　酉.12.

文書箪笥（大）―抽斗コ

折紙・(1通)

200612／210／22
o酉十二月当時請取覚

(宝暦元.～ 6).

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／211
〔書簡類〕

宝暦 6. 本米屋→上米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙(2枚)付

折紙・(1通)

200612／211／ 1
o和田屋銀弐貫目元利向江宝暦六年子十月四日

迄ニ相渡ス請取証文（銀預証文日限之利足請
取通）

高田條太夫･豊嶋助太夫→いよ
や七郎右衛門様／竹原米屋→
灰屋伝右衛門殿･たはこや利兵
衛殿[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒付13通

切(継)紙・(1括)

200612／211／ 2
o〔書簡類〕

宝暦元.11. 米屋文三郎→米屋半三郎様[ほ
か]

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／211／ 3
o浜用所へ上市米屋銀拾弐貫目貸付取次候ニ付

書付壱巻浜役人中連印借請手形ハ上市米屋へ
渡シ置

大にしや市右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙･紙縒付

切継紙･折紙・(6
通)

200612／211／ 4
o〔書簡類〕

次部屋喜右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙･紙縒付

折紙・(9通)

200612／211／ 5
o〔書簡類〕

米屋半之丞←→西方寺

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒付

切(継)紙･折紙綴・
(4通･1綴)

200612／211／ 6
o西方寺より頼ニ付預り貸シ付置銀之覚[ほか]

次部屋喜右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙･紙縒付

切(継)紙･折紙・
(14通)

200612／211／ 7
o〔書簡類〕

次部屋喜右衛門→米屋半三郎
様[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙･紙縒付

切(継)紙･竪紙･折
紙・(12通)

200612／211／ 8
o〔書簡類〕

田部屋助左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙･紙縒付

切(継)紙・(8通)

200612／211／ 9
o〔書簡類〕

田部屋助左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙･紙縒付

切(継)紙・(12通)

200612／211／10
o〔書簡類〕

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／212
〔手形・書簡類〕

(元禄 4).

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒付

竪紙・(6通)

200612／212／ 1
o〔書簡類〕

(元禄 6.～10). ミのミや彦三郎→米屋半三郎殿
[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙･紙縒付

切(継)紙･竪(継)
紙・(10通)

200612／212／ 2
o塩浜手形一通・日用録一通[ほか書簡類]
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(寛文 4).

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒付

竪(継)紙･折紙・(4
通)

200612／212／ 3
o頼母子次第[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒付

折紙･切継紙・(7
通)

200612／212／ 4
o申ノ秋八右衛門へ御状三通[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒付

折紙･竪紙･切(継)
紙・(15通)

200612／212／ 5
o〔書簡類〕

（安永～天明）

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／213
〔塩受取書・書簡類〕

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／213／ 1
o〔塩受取書ほか書簡類〕

安永 7. 2.25 大坂堺屋利兵衛(花押)→米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

竪紙

200612／213／ 1- 1
o戌年二月塩受取書大坂堺屋利兵衛殿分

安永 7.極. 阿波屋(㊞｢竹原屋｣)→米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

切継紙

200612／213／ 1- 2
o阿波屋より買請塩受取書一通

　　戌. 9.26 アハや→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／213／ 1- 3
o覚（銀相渡）

　　酉.10.22 阿波屋→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／2通

切(継)紙

200612／213／ 1- 4
o阿波や差引付弐枚

　　申. 8.26／ 9.23 網干屋平八→米屋半三郎様･同
勘五郎様･同清蔵様／橋本屋保
右衛門→米屋清蔵様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙･紙縒付2通

切継紙

200612／213／ 1- 5
o〔書簡〕（尾道橋本屋保右衛門南部表より古手

御送りの儀につき）

渡部久次郎･栗原屋五郎次郎(㊞
｢尾道･栗原屋｣)･綿屋小兵衛(㊞
｢竹原･綿屋｣)･浜用所･阿波屋
(㊞｢竹原･阿波屋｣)→米屋半三

文書箪笥（大）―抽斗サ／5通

切(継)紙

200612／213／ 1- 6
o三本松酒屋利兵衛殿より届為受取書状也[ほ

か受取状類]

（安永 4.10. 2） 波止浜渡辺久次郎→阿州新浜
善兵衛殿･竹原米屋半三郎殿／
阿州豊嶋新浜善兵衛代文蔵→
米屋半三郎殿[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・（1括）

200612／213／ 2
o〔請取覚・書簡類〕

（安永 9. 7）.

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・（1括）

200612／213／ 3
o塩浜中和泉屋頼母子銀ニ付和泉屋請取書并人

別付手前押之分[ほか]

（天明 2. 2）. 阿波屋[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・（1括）

200612／213／ 4
o〔代銀請取覚・書簡類〕

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／214
〔銀子借用関係書簡・算用書類〕

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・（1括）

200612／214／ 1
o〔銀子借用関係書簡類〕

　　　 12. 8 青井助右衛門(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

折紙

200612／214／ 1- 1
o〔書簡〕（御無心銀子請取につき）
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　　　 極.17 一木平[　](花押)→米や半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

折紙

200612／214／ 1- 2
o〔書簡〕（当暮相調申候銀子の儀につき）

　　　 12.23 貴志小伝次(花押)→米や半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒･題箋付1通

折紙

200612／214／ 1- 3
o極月廿四日貴志小伝次様御状（銀御無心申

進候につき）

　　　  5.16 →竹原半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／214／ 1- 4
o〔書簡〕（金銀受取）

　　　 極.13 竹腰三郎左衛門(花押)→米や半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

折紙

200612／214／ 1- 5
o〔書簡〕（銀子少しもはやく御越頼存候）

　　　 12.11

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／214／ 1- 6
o〔書簡〕（竹腰三郎左衛門様御内談の銀子の

儀につき）

　　　 12. 8 高槻孫兵衛(花押)→竹原米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

切紙

200612／214／ 1- 7
o〔書簡〕（祖父以来借用の銀子の内寸志一包

返弁につき）

　　　  6. 8 多田久助(花押)→年寄半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／214／ 1- 8
o〔書簡〕（銀子廿目御越被下候儀等につき）

　　申.極.20／酉.極. 今村孫八→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／2通

切(継)紙

200612／214／ 1- 9
o覚（借用元利銀）

　　酉.10.

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

折紙

200612／214／ 1-10
o今村孫八方へ遣候書状一巻之扣覚

　　　 12.16 吉村新左衛門(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

折紙

200612／214／ 1-11
o〔書簡〕（借用銀返弁御断りの儀につき）

　　　 極.11 山中権兵衛(花押)→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒･題箋付1通

折紙

200612／214／ 1-12
o卯ノ十二月山中殿書状（世忰疱瘡につき銀子

借用願）

　　　 正. 6 多田久介→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／214／ 1-13
o〔書簡〕（銀子御無心につき）

　　　  8.16／ 8.25 庄司半左衛門(花押)→米屋半三
郎様･同五郎三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通･1綴

折紙･折紙綴

200612／214／ 1-14
o庄司半左衛門様御状二通（銀子才覚の儀に

つき）

　　　 12.22 堀権左衛門(花押)→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

折紙

200612／214／ 1-15
o〔書簡〕（三百目借銀受取の儀につき）

　　　 12.22 堀権左衛門→米や半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／214／ 1-16
o〔書簡〕（今朝の書状参申間敷候につき）

享保元.12.22 堀権左衛門(花押)→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

竪紙

200612／214／ 1-17
o借用申銀子之事

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／214／ 2
o〔銀子借用関係書簡類〕

　　　 臘. 9 福田立元(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

折紙

200612／214／ 2- 1
o〔書簡〕（白市大原屋孫六殿へ銀壱貫目御無

心の儀につき）
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　　　 霜.23 福田立元(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

折紙

200612／214／ 2- 2
o〔書簡〕（おミふ快方仕戻の儀等につき）

　　　 極. 6 福田立元(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

折紙

200612／214／ 2- 3
o〔書簡〕（売家御求申度につき銀壱貫目御借し

下されたき旨）

　　　 臘.10 福田立元(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

折紙

200612／214／ 2- 4
o〔書簡〕（家の儀熊野屋吉右衛門取置候由に

つき）

　　　  4. 2 内海跡村庄屋源左衛門→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

折紙

200612／214／ 2- 5
o〔書簡〕（年賦銀上納方差閊の儀につき）

　　酉. 2.24 加藤分右衛門[ほか5名]→半三
郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／214／ 2- 6
o〔書簡〕（内海跡村へ貸渡銀子元利相済候に

つき当年借用依頼）

　　　 霜.19 竹腰次左衛門→山下権右衛門
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／214／ 2- 7
o〔書簡〕（米屋半三郎所持仕候古指紙渡りの

儀につき）

　　　 11.19 竹腰次左衛門→山下権右衛門
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／214／ 2- 8
o〔書簡〕（米屋半三郎所持仕候古指紙の儀に

つき）

（元禄 8. 2.15）

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付5通

竪(継)紙･切紙

200612／214／ 2- 9
o御指紙写シ　古差紙一事（差紙・米預り手形

写ほか）

　　　  3. 2 上嶋八右衛門(花押)→竹原米屋
半三郎様･五郎三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

折紙

200612／214／ 2-10
o〔書簡〕（請取候金子手形進之候につき）

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／214／ 3
o〔取替銀算用書類〕

　　亥.極. 多田久助[ほか4名]→竹原庄や
吉郎右衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

切継紙

200612／214／ 3- 1
o銀五百匁御用立書状

元禄10.正.13 寺西左助・寺西源三郎・蜂屋吉
兵衛→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

竪継紙

200612／214／ 3- 2
o元禄拾年丑正月廿四日水浜買申さん用目録

手かたひかへ

文書箪笥（大）―抽斗サ／1綴

折紙綴

200612／214／ 3- 3
o覚（取替銀等算用）

文書箪笥（大）―抽斗サ／1綴･1通

折紙綴･折紙

200612／214／ 3- 4
o覚（材木船賃･板瓦代等算用）

文書箪笥（大）―抽斗サ／1綴

折紙綴

200612／214／ 3- 5
o兵之助殿楮畠三貫目銀之覚

　　戌.12.27 柏木幸右衛門→吉兵衛殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

竪紙

200612／214／ 3- 6
o柏木幸右衛門殿請取手形

（安永 2.～天明 3）.

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／215
頼母子年賦銀相渡ス通[ほか]

午(安永 3).正. 米屋半三郎→三澤五郎右衛門
殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙・(1通)

200612／215／ 1
o頼母子年賦銀相渡ス通

119



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

巳(安永 2).11.22 上米屋半三郎→三好谷藤十郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙・(1通)

200612／215／ 2
o頼母子年賦銀相渡ス通

巳(安永 2).11.22 本米屋→銭屋弥三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙・(1通)

200612／215／ 3
o頼母子年賦銀相渡ス通

巳(安永 2).霜.22 本米屋→種屋甚三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙・(1通)

200612／215／ 4
o頼母子年賦銀相渡ス通

巳(安永 2).11.22 米屋半三郎→大石屋藤兵衛殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙・(1通)

200612／215／ 5
o頼母子年賦銀相渡ス通

巳(安永 2).11.15 米屋半三郎→白市屋保右衛門
殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙・(1通)

200612／215／ 6
o頼母子年賦銀相渡ス通

安永 2.霜. 5 米屋半三郎→木原屋六右衛門
殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙・(1通)

200612／215／ 7
o頼母子年賦銀相渡ス通

巳(安永 2).霜. 6 米屋半三郎→向屋勘三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙・(1通)

200612／215／ 8
o頼母子年賦銀相渡ス通

安永 2.11. 4 米屋半三郎→大原屋千右衛門
殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙・(1通)

200612／215／ 9
o頼母子年賦銀相渡ス通

宝暦13.12.29 米屋半三郎→米屋勘兵衛殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙・(1通)

200612／215／10
o頼母子年賦銀相渡ス通

巳(安永 2).11.21 本米屋→綿屋弥三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙・(1通)

200612／215／11
o頼母子年賦銀相渡ス通

　　　 11.19 正念寺隆詮→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

折紙・(1通)

200612／215／12
o〔書簡〕（老師洞誉和尚より貴様へ御用立の銀子

拙僧へ為遣銀相送られ候儀につき）

　　戌.12.27 三津正念寺隆詮→竹原米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／215／13
o覚（年賦銀受取）･〔書簡〕（年賦銀受取につき）

　　　 12.27 隆詮→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

折紙・(1通)

200612／215／14
o〔書簡〕（年賦銀受取につき）

天明 3.12.25 三津正念寺隆詮→竹原米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙(2枚)付

切継紙・(2通)

200612／215／15
o明和丙戌十二月洞誉遺物年賦銀請取之覚・〔書

簡〕

明和元. 7.14／閏12.28 西方寺隠居→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

竪紙・(2通)

200612／215／16
o西方寺隠居年賦銀請取書明和元申年初り

宝暦13. 竹原米屋半三郎→阿州四軒家
岡田彦吉様

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙綴・(1綴)

200612／215／17
o宝暦拾三未年より年賦銀御請取通

巳(安永 2).11.15 米屋半三郎→白市屋保右衛門
殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙・(1通)

200612／215／18
o算用残り年賦銀相渡ス通

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／216
勘五郎京大坂逗留中書状数通仕出シ帳面弐冊共
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宝暦13. 5. 三澤内宗蔵

文書箪笥（大）―抽斗サ

横長・(1冊)

200612／216／ 1
o勘五郎サマ指引帳

未(宝暦13). 4.～ 7. 2

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

横長･綴・(1括)

200612／216／ 2
o勘五郎様御上京ニ付諸小払ひかへ・覚（銀子受

渡）

　　　 霜.17／霜.18 三澤五郎右衛門(花押)→吉井半
三郎様／同勘五郎(花押)(大坂よ
り)→吉井半三郎様・米や御母人
殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙(3枚)付一括

切(継)紙・(4通)

200612／216／ 3
o〔書簡〕（下市出火の由御見舞等につき）

　　　 10. 2 三澤五郎右衛門(花押)(大坂より)
→吉井半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切(継)紙･折紙・(4
通)

200612／216／ 4
o〔豊後国森佐々木清十郎仇討顛末書付〕・〔三澤

五郎右衛門書簡〕

　　　  9.16 三澤五郎右衛門(花押)(大坂より)
→吉井半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙(2枚)付

切継紙・(2通)

200612／216／ 5
o〔書簡〕（源助学門望にて上京の儀等につき）・追

啓

同勘五郎(京より)→米や御母人
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

折紙・(1通)

200612／216／ 6
o〔書簡〕

　　　  6.10 同勘五郎(大坂より)→吉井半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

折紙・(1通)

200612／216／ 7
o〔書簡〕（叔父様不機嫌一向薬も頼に相成不申に

つき人御登せ下されたき旨）

　　申. 3.晦 三沢五郎右衛門

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／216／ 8
o覚（渋紙包受取）

　　　  5.17 同勘五郎(花押)(浪華より)→吉井
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／216／ 9
o〔書簡〕（私儀症状につき）

　　　  7. 2 三沢五郎右衛門(花押)(大坂より)
→吉井半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／216／10
o〔書簡〕（勘五郎病気療治につき）

　　　  9. 5 勘五郎(花押)→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／216／11
o〔先銀受取につき書付〕

　　　  5.晦 同 勘五郎(大坂より)→吉井半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

折紙･切継紙・(2
通)

200612／216／12
o〔書簡〕（病方療治の儀につき）

　　　  6.朔 同 勘五郎(花押)(大坂より)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／216／13
o〔書簡〕（頼母子銀の儀，私戸玄相談の儀等につ

き）

　　　  8. 2／ 8. 5 三沢五郎右衛門(花押)→吉井半
三郎様／同 勘五郎(花押)(大坂
より)→吉井半三郎様／座本中山
文七

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙(2枚)付

折紙･一紙・(5通)

200612／216／14
o〔書簡〕（勘五郎療治の儀等につき）・〔書簡〕（残

暑見舞，田坂屋不幸の儀等につき）・〔引札〕（菅
原伝授手習鑑・切なにハふうりう大おどり）

　　　 卯. 2 同 勘五郎(大坂より)→吉井半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／216／15
o〔書簡〕（銀子の儀，竹原売塩の儀等につき）

　　　  5.27／ 5.28 同 勘五郎(花押)(大坂より)→吉
井半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

折紙･竪紙･切紙･
一紙・(6通)

200612／216／16
o〔書簡〕（沼文之進殿と申す灸治方巧者の儀等に

つき）・〔追啓等〕
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　　　  4.13／ 5. 4 林景介(京都より)→吉井半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙･折紙・(2
通)

200612／216／17
o〔書簡〕（勘五郎様御対面の儀，種々御饗応の謝

礼）

　　　  4.13 同 勘五郎(花押)(京都より)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

折紙・(1通)

200612／216／18
o〔書簡〕（藤井キハ至而丁寧の仁にて心よく滞留

につき）

　　　  5. 7 同 勘五郎(花押)(京都柳馬場二
条下ル東側丸屋十兵衛所より)→
吉井半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

折紙･竪紙・(3通)

200612／216／19
o〔書簡〕（勘五郎病状につき）・〔追啓〕

　　　  5.15 中山玄亭 宮左門→米屋勘五郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／216／20
o〔白銀請取状〕

　　　  5.15 中西主馬→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／216／21
o〔謝儀受納礼状〕

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／217
〔書簡類〕

　　寅. 6.朔 灰屋次郎右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切(継)紙・(2通)

200612／217／ 1
o〔書簡〕（大坂堺屋甚右衛門買物差引不足請取

の儀につき）

　　　 12.24 灰屋伝右衛門→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／217／ 2
o〔書簡〕（金手形御受取下さるべき旨）

　　　 11. 6 近江や

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／217／ 3
o覚（金手形）

　　寅.12.14 伝右衛門→米屋半三郎殿･御夫
嘉兵衛殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／217／ 4
o〔金手形〕

　　　  5. 7 野嶋や平五郎→米屋好助様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／217／ 5
o〔書簡〕（塩代銀御渡下されたき旨）

　　寅. 5.11 野嶋や平五郎(㊞｢竹原･野嶋
屋｣)→本米屋好助殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

竪紙・(1通)

200612／217／ 6
o覚（飛渡瀬好兵衛殿売塩代受取）

　　寅. 6. 9 天野屋儀右衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／217／ 7
o覚（灰屋治郎右衛門殿分受取）

　　寅.10.11 さくらや藤左衛門→本米や見せ

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／217／ 8
o覚（銀請取）

　　寅. 7. 5 浜用所(㊞｢竹原塩浜｣)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／217／ 9
o覚（友屋茂八郎塩代）

　　寅. 7. 7 浜中→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／217／10
o覚（大俵塩代請取）

　　　  6.20／10.21／
10.24

加州本吉古酒屋小兵衛(下関よ
り)→米屋半三郎様／磯屋甚左
衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙(3枚)付

切継紙･竪紙・(4
通)

200612／217／11
o〔書簡〕（積入塩受取不足の儀につき）・覚（船賃

御渡可被下候）
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　　　 12.10 せとや(岡田)彦吉・八郎兵衛→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／217／12
o〔書簡〕（兵五郎船越申度并御地入銀塩の儀に

つき）

　　　 12.11 天羽九郎右衛門(阿わより)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／217／13
o〔書簡〕（入銀塩の儀瀬戸屋より北国心当入銀催

候につき）

　　　 正.27 河内屋三郎右衛門・利右衛門
(阿州富岡より)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／217／14
o〔書簡〕（手船明神丸中荷銀不足御取替の儀に

つき）

　　　 12.23 セとや義平(阿州セとや儀平)→
米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／217／15
o〔書簡〕（たひ売代銀船頭加平に御渡下さるべき

旨）

　　 後極.25 阿かしや武兵衛→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／217／16
o覚（松屋武八郎銀請取）

　　未. 7. 3／ 7.12 油屋祖兵衛(尾道より)→米屋半
三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙･竪紙・(2
通)

200612／217／17
o〔書簡〕（橋本吉兵衛殿古手代請取の儀につき）・

覚（古手代請取）

　　　 11.11 木屋半左衛門(㊞｢志度･浦木
屋｣)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／217／18
o〔書簡〕（入銀塩御買付の儀につき）

　　　  6.22 渡辺久次郎(波止浜より)→米屋
半三郎様・同好助様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／217／19
o〔書簡〕（阿州富岡町河内屋明神丸源兵衛殿取

替銀御世話の儀につき）

　　寅. 6.23 阿州せとや元助殿→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／217／20
o覚（波止浜渡辺久次郎殿方へ参候銀并書状請

取）

川口屋源右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／218
〔書簡〕（山代屋喜三郎へ売渡の塩浜帳切の儀につ
き）

　　　  2.10 川口屋源右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／218／ 1
o〔書簡〕（御帳切御聞届の儀につき）

　　　  2.12 川口屋源右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／218／ 2
o〔書簡〕（売浜御帖切の儀につき）

　　　 正.14 米屋半三郎→川口屋源右衛門
様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／218／ 3
o下書（山代屋喜三郎へ御売渡シ被成候塩浜帖

切御頼の儀につき）

　　　 正.14 川口屋源右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／218／ 4
o〔書簡〕（買主山代屋喜三郎より塩浜御帖切御願

申上げたき由につき）

　　巳. 5.13 庄屋次助→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・ 1通

200612／219
覚（銀子御渡下さるべき旨）

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／220
〔書簡類〕

　　丑.正.10 浜用所(竹原塩浜)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切(継)紙・(3通)

200612／220／ 1
o差引目録入

123



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

　　子.正.13 浜用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／220／ 2
o覚（銀札代受取）

　　　 卯. 9 さくらや藤左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／220／ 3
o口上（銀子相渡相済申候）

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／220／ 4
o覚（尾道大西屋銀相済）

　　子. 8. 3 浜用所(竹原塩浜)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／220／ 5
o覚（大西屋取替銀相済）

　　子. 7.朔 浜用所(竹原塩浜)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／220／ 6
o覚（利足銀請取）

　　亥.11.17 さくらや藤左衛門→米屋半三郎
様／浜用所(竹原塩浜)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ

切(継)紙・(2通)

200612／220／ 7
o口上（利銀の儀につき）・覚（銀子請取）

　　　  9.29～30 藤左衛門→米屋半三郎様／浜
用所→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／220／ 8
o覚（銀子手形）

宝暦 7. 7.13

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

折紙･切紙・ 1括(2
通)

200612／221
塩浜仲間保右衛門殿請取書

　　　  3.18／安永 
5.11.15

阿州中嶋菱屋佐一兵衛代宝寿
丸利右衛門→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒･包紙付

切継紙･竪紙・ 1
括(2通)

200612／222
〔書簡〕（積入塩代不足銀請取下さるべき旨）・覚（積
入塩代不足銀借用）

　　戌. 3.

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／223
〔塩代銀につき書簡類〕

　　戌. 3. 7 松江屋甚五兵衛→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(2通)

200612／223／ 1
o〔書簡〕（塩代銀御渡下さるべき旨）・覚（塩代銀

引合せ）

　　戌. 3. 2 忠海松江屋甚五兵衛→竹原米
屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／223／ 2
o覚（塩代受取）

　　戌. 3.11 松江屋甚五兵衛→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／223／ 3
o〔書簡〕（塩代の内おれ銀・すれ銀相見申候儀に

つき）

　　戌. 3. 7 天野屋七左衛門→米屋御内甚
助様／天野屋七左衛門→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／223／ 4
o〔書簡〕（塩代御渡し下さるべき旨）・覚（塩代銀引

合せ）

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／224
〔書簡類〕

　　　  6. 6 灰屋宗次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／224／ 1
o〔書簡〕（網干屋平八様古手代の儀御苦労の儀

につき）

　　　  7. 8 灰屋宗次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／224／ 2
o〔書簡〕（銀札両替仕遣申候につき）
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　　　  6.22 はし本や保右衛門・はいや藤十
郎(尾道より)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／224／ 3
o〔書簡〕（大坂網干屋平八様古手代受取につき）

　　酉. 7. いつみや→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／224／ 4
o覚（塩代差引）

　　酉.12.20 あわや→本米や

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／224／ 5
o覚（塩代差引）

　　　 12.19／酉.極.19 銭屋藤左衛門(広しまより)→米屋
半三郎様・清蔵様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切(継)紙・(2通)

200612／224／ 6
o〔書簡〕（両替直段吟味の儀につき）・覚（塩代相

渡）

　　酉.極.23 銭屋藤左衛門→米屋半三郎様
[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ

切(継)紙・(5通)

200612／224／ 7
o〔書簡〕（両替に御越成され代銀相渡相済申候に

つき）・覚（代銀相渡）・覚（代銀受取）

　　　  7.10 灰屋宗次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切紙・(1通)

200612／224／ 8
o〔書簡〕（札両替に御越成され代銀無事着仕につ

き）

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／225
〔書簡類〕

六蔵→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／225／ 1
o逼書（辞世の儀につき）

　　　  2. 6 三津五郎右衛門→吉井半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／225／ 2
o〔書簡〕（年始挨拶）

　　　 12.12／正. 8 木原屋六右衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒付

切(継)紙・(3通)

200612／225／ 3
o〔書簡〕（浜田八百屋家内難渋事御座候儀につ

き）

木原屋六右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／225／ 4
o〔書簡〕（三沢五郎右衛門三人扶持御加増の儀

等につき）

六十二翁通江

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(2通)

200612／225／ 5
o〔辞世の句〕[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒(2点)一括

括・(1括)

200612／225／ 6
o〔三沢氏養子の儀等につき書簡類〕

　　　  5.14 (三沢)五郎右衛門→(吉井)半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

切継紙

200612／225／ 6- 1
o〔書簡〕（京都山科町医正格娘縁付の儀につ

き）

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／225／ 6- 2
o覚（さや豆月ノ数釜ノ上ニ備江）

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／225／ 6- 3
o三沢氏養子

　　　  9. 3／安永 8. 5. 木原屋六蔵→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付3通

切(継)紙･折紙

200612／225／ 6- 4
o〔書簡〕（加茂郡加賀浦方角養子の儀，借用銀

の儀等につき）・追悼和歌十二首

　　　 正.23 吉見屋喜兵衛→穂咲屋喜十郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／225／ 7
o〔書簡〕（嘉兵衛殿参れら御世話下され候儀につ

き）
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文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／225／ 8
o〔書簡類〕

安永 5. 7.27／極. 7／
(明和 2).極.20／ 6.／ 
6.21

角屋正三郎→松原又蔵様／松
原弥太郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙(2枚)付4通

切継紙

200612／225／ 8- 1
o〔書簡〕（喜三次，頼母子，銀子の儀等につ

き），覚（証文銀の儀）[ほか]

　　　 閏極. 柏村八太夫(花押)→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

折紙

200612／225／ 8- 2
o〔書簡〕（亡父五十回忌につき）

　　　  5.25／ 6.10 (光徳院)端空(伊予風早郡より)→
米屋半三郎様／大森喜三郎→
米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙(2枚)付2通

折紙･切紙

200612／225／ 8- 3
o〔書簡〕（拙子参着の節御世話に預り大慶の儀

謝礼）・〔書簡〕（光徳院端空房よりの書状進
上）

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／226
〔書簡類〕

　　亥. 5.29 米屋半三郎→堺屋助七殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙・(1通)

200612／226／ 1
o堺屋へ遣ス目録扣

　　　  6. 5 さかいや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／226／ 2
o〔借用利銀につき書付〕

　　　  6. 5 さかいや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／226／ 3
o〔手形進上書付〕

　　　  3. 2 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／226／ 4
o〔旧冬御取次の銀子返済の儀につき書付〕

　　　  3. 2 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／226／ 5
o〔手形御戻しにつき書付〕

　　　  4. 3 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／226／ 6
o〔手形戻し候につき書付〕

　　　 卯. 3 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／226／ 7
o〔銀子受取返進仕候につき書付〕

さかいや助七→米屋半三郎様／
たはこや助七→米屋半三郎様／
大工屋若兵衛→たはこや助七様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切(継)紙・(6通)

200612／226／ 8
o〔御返弁銀の儀等につき書付〕

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／226／ 9
o〔書簡類〕

　　　 12.17 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／226／ 9- 1
o〔尾道銀手形御調下されたき旨書付〕

　　　 12. 7 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／2通

切(継)紙

200612／226／ 9- 2
o〔書簡〕（三原より手形戻り申候儀につき）・〔質

入借用手形につき書付〕

　　　 12. 4 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／226／ 9- 3
o〔書簡〕（銀子御調の儀につき）

　　　 　 20 助七→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／226／ 9- 4
o〔手形御調の儀につき書付〕
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　　　 12.22 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／226／ 9- 5
o〔銀子御請取高の儀につき書付〕

　　　 12.12 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／226／ 9- 6
o〔尾道方御返弁の儀につき書付〕

　　　 12.24 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／2通

切継紙

200612／226／ 9- 7
o〔書簡〕（貸銀依頼）

　　　 　 24 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／226／ 9- 8
o〔書簡〕（三原より申参候二り落印の儀につき）

助七→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

切紙

200612／226／ 9- 9
o〔書簡〕（商物・御状御調の儀につき御尋）

　　　 　 20 助七→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／226／ 9-10
o〔手形御越下され候儀につき書付〕

　　　 12.22 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／226／ 9-11
o〔銀御受取人御越下さるべき旨書付〕

　　　 12.28 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／226／ 9-12
o〔書簡〕（手形御越下さるべき旨）

　　　 12.22／酉.12.13 たはこや助七→米屋半三郎様／
天野屋→たはこや徳右衛門殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付2通

切継紙

200612／226／ 9-13
o〔書簡〕（三原屋銀日延歩合の儀につき）・覚

（銀請取）

　　　 12. 5 天野屋藤右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

折紙

200612／226／ 9-14
o〔書簡〕（さかい屋助七借用銀返済請取につ

き）

　　　 12.22 とみよしや(富吉屋)甚助(尾道よ
り)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

折紙

200612／226／ 9-15
o〔書簡〕（喜三兵衛殿銀子御世話の儀につき）

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／226／10
o〔書簡類〕

　　　 　 晦 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／226／10- 1
o〔書簡〕（喜三兵衛銀子世話の儀につき）

　　　 霜.26 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／226／10- 2
o〔喜三兵衛へ申談につき書付〕

　　　 霜.23 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／226／10- 3
o〔書簡〕（三原銀子返済の儀につき）

　　　 霜.25 助七→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／226／10- 4
o〔書簡〕（御返済指繰相成申さざる儀につき）

　　　  9.20／ 9. 4 堺屋助七→米屋半三郎様／徳
兵衛→藤左衛門様

文書箪笥（大）―抽斗サ／3通

切紙

200612／226／10- 5
o〔書簡〕（徳兵衛への賃銀につき）・覚（賃銀勘

定）

　　　  9.朔 さくらや藤左衛門→堺屋助七様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／226／10- 6
o口上（銀子御請取の儀につき）

　　酉. 9.22 米屋→堺屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／226／10- 7
o覚（銀子勘定）
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　　　  9. 3 天野屋藤右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付2通

折紙･切紙

200612／226／10- 8
o〔書簡〕（さかい屋助七殿銀子御借用につき）

　　　  9. 6 堺屋助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／226／10- 9
o口上（戻り申候手形焼捨につき）

　　　  9. 2 米屋半三郎→天野屋藤右衛門
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／2通

折紙･切紙

200612／226／10-10
o〔書簡〕（堺屋助七より銀子御無心の儀につ

き）ひかへ・〔添簡〕

　　酉. 9. 5 上市米屋→米屋次助様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／226／10-11
o覚（銀受取）

　　酉. 9. 4 上市米屋→本米屋見せ

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／226／10-12
o覚（銀受取）

　　酉. 8. 2／酉10. 6／
酉10.27／酉10.晦

天野屋藤右衛門→秋田屋伝四
郎殿・米屋宇助殿／天野屋藤右
衛門→竹原たはこや徳兵衛殿
[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付4通

竪紙･切紙

200612／226／10-13
o伝四郎・宇助借請天野屋銀酉十月廿九日迄

ニ元利返弁相済申候一巻小書付

　　亥.12.

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／227
〔書簡〕（三津白市屋保右衛門指紙銀につき）

　　　 極.28 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／227／ 1
o〔書簡〕（広島表の首尾田部氏御世話にて調寄

候由の儀につき）

　　亥.12.27 応藤道卜→本米屋／白市屋保
右衛門(㊞｢芸州三津･白市屋｣)
→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切紙・(2通)

200612／227／ 2
o覚（三津白市屋より指紙にて参候銀受取）・覚

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／228
〔書簡〕（米屋御勝手向の儀等につき）

　　　 12.10 串田孝八→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／228／ 1
o〔書簡〕（貴様御勝手向の儀につき）

　　　 12.朔 串田孝八→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／228／ 2
o〔書簡〕（珍敷両種受納につき礼状）

　　　 11.晦 串田孝八→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／228／ 3
o〔書簡〕（生鯛一折進覧致候につき）

　　　 極. 9

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／228／ 4
o口上（私方身上向の儀につき）

　　　 極. 8 平尾保太夫→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙･折紙・(2
通)

200612／228／ 5
o〔書簡〕（六之助方より申越候幸八儀につき）[ほ

か]

　　　 12. 6 平尾聞三郎内→米屋半三郎殿
／きはら六之助→平尾聞三郎殿
御内室様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙･折紙・(2
通)

200612／228／ 6
o〔書簡〕（六之助より手紙さしこしの儀等につき）

　　　 11.12 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／228／ 7
o〔書簡〕（銀山町へ参候儀等につき）
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　　　 霜.20 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／228／ 8
o〔書簡〕（参所并銀山町へ見廻かけ候儀等につ

き）

明和 7.

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／229
〔広島安達屋徳平次殿紙面ほか〕

明和 7. 4. 6 安達屋徳平次→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

折紙･切紙・(2通)

200612／229／ 1
o広島安達屋徳平次殿紙面弐通

　　巳.極. 中町組→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切紙・(1通)

200612／229／ 2
o手形（田坂屋割符銀の内覚）

　　亥.極.24 米や平次郎→米屋幸助殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切紙・(1通)

200612／229／ 3
o友屋平次郎へ助情銀遣ス受取書

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／230
〔広島買物付扣ほか〕

　　　 正. 9 九左衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／230／ 1
o〔書簡〕（広島において取替銀受取につき）

　　子.極.29 半三郎→半兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗サ

折紙･切紙・(4通)

200612／230／ 2
o丑正月七日広島買物付扣

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／231
〔書簡〕

　　　  3. 6 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／231／ 1
o〔書簡〕（御貸銀返納の時節につき）

　　　  3.21 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／231／ 2
o〔書簡〕（貸銀助七様へ言伝相渡候儀につき）

　　子. 3. 6 竹原屋惣左衛門(㊞｢平田屋川 ･
広島･竹原屋｣)→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／231／ 3
o覚（差引残銀堺屋助七殿へ相渡相済）

　　　  3. 3 →半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／231／ 4
o〔書簡〕（此元にて御借物今般御返済につき）

　　　  3. 6 堺屋助七(花押)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／231／ 5
o〔書簡〕（返済銀子相済申候儀等につき）

　　子. 2.29

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(1通)

200612／231／ 6
o覚（正銀・銀札算用）

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／231／ 7
o覚（諸品代算用）

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／231／ 8
o〔仕切銀等書付類〕

　　　 12.27 さかいや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／2通

切紙

200612／231／ 8- 1
o〔貞次郎殿へ取次銀の儀等につき書付〕

　　　 12.26 さかいや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／231／ 8- 2
o〔書簡〕（角正三方茶新より参申候銀御渡下さ

るべき旨）
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　　亥.極.27

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／231／ 8- 3
o覚書（札歩銀堺屋へ持たせ遣し済）

　　亥.極.25 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付3通

竪紙･切継紙

200612／231／ 8- 4
o仕切之覚（御差紙）・銀目録[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／231／ 9
o〔塩代銀等受取覚ほか〕

　　申.極.23 阿波屋(㊞｢竹原･阿波屋｣)→本
米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／231／ 9- 1
o阿波屋請取書付（春塩入銀代受取）

　　申.極.23 あわや→本米や

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／231／ 9- 2
o覚（三本松早船賃わり等）

　　未.12.15 阿波屋→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／231／ 9- 3
o覚（元浜塩代銀等）

　　未. 6. 7 あわや→本米や

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／231／ 9- 4
o覚（沖塩代銀等相渡）

　　未. 4. 7／ 7. 6 綿屋小兵衛(㊞｢竹原･綿屋小兵
衛｣)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／2通

切紙

200612／231／ 9- 5
o覚（代銀受取）

　　午. 6. 9 仲間次兵衛→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／231／ 9- 6
o覚（売塩代銀預り）

　　未. 3.17 忠海[　　]や→竹原米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／231／ 9- 7
o覚（塩代銀受取）

　　未.極. 和泉屋→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／231／ 9- 8
o覚（塩仕切口銭）

安永 4.正. 7 田部源蔵→米屋勘五郎殿，米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒･包紙(2枚)付5通

竪紙･切(継)紙

200612／231／ 9- 9
o覚（頼母子掛銀請取）[ほか]

安永 4. 2.18[ほか] 和泉屋儀左衛門･証人桜屋藤左
衛門→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付4通

竪紙･切(継)紙

200612／231／ 9-10
o和泉屋儀左衛門殿銀子手形

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／231／10
o〔塩谷氏助情銀等につき書簡類〕

　　　 12.晦 喜右衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／231／10- 1
o〔書簡〕（当夏の儀委細承知につき）

　　申. 8.18 喜右衛門→半三郎様，堺屋→米
屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／2通

切(継)紙

200612／231／10- 2
o〔書簡〕（銀子御納下さるべき旨）・覚（銀受取）

　　　 霜. 3 宗巴屋正蔵→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／231／10- 3
o〔書簡〕（塩谷氏御助情銀の儀につき）

　　酉.極.20 セにや甚兵衛[ほか]→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／3通

切紙

200612／231／10- 4
o覚（銀受取）

　　　 　 29 宗巴屋正蔵→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／231／10- 5
o〔書簡〕（塩谷氏助情銀の儀につき）
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　　　 　 29 宗巴屋正蔵→米屋勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／231／10- 6
o〔書簡〕（塩谷氏御助情銀御渡の儀につき）

(延享 3.～ 4).

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒入

括・(1括)

200612／231／11
o〔頼母子銀貸付等につき手形･書付類〕

延享 4. 5.／ 5. 7 桜屋藤左衛門→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／2通

竪紙･切紙

200612／231／11- 1
o覚（本家請戻につき頼母子銀借用）・口上（頼

母子の儀手形相渡）

　　未.12.28／とら. 
4.11

木村三周→米屋半之丞様／仁
かや甚七→米屋治助様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付5通

切(継)紙

200612／231／11- 2
o木村三周老へ取替銀ニ付手紙三通・仁かや

甚七へ頼母子銀渡ス受取手紙

　　　  3.18／辰. 3.／ 
3.14

竹原屋惣左衛門(花押)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙(3枚)付き5通

折紙･竪紙･切(継)
紙

200612／231／11- 3
o広島竹原屋惣左衛門手形半紙共木村三周老

請取手形

延享 3. 広島屋惣右衛門[ほか]→あわや
九左衛門様[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙(2枚)･紙縒(2点)付5通･1綴

折紙綴･切継紙･
折紙

200612／231／11- 4
o延享三寅年多葉粉屋源右衛門殿・広島屋惣

右衛門殿両度身上被仕廻候ニ付銀主書出シ

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／232
三津預り銀用状壱巻

　　巳. 9.10 白市屋保右衛門(三津)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙(2枚)付

切継紙・(2通)

200612／232／ 1
o〔書簡〕（御病症疱に相成候儀，急用銀子の儀等

につき）・銀手形壱通

白市屋保右衛門(三津)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／232／ 2
o〔書簡〕（手前旧年当分借用銀の儀につき）

　　　  6.26 白市屋保右衛門(三津)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙(2枚)付

切継紙・(2通)

200612／232／ 3
o〔書簡〕（当年手前難渋につき御預け銀元銀御返

下されたき旨）[ほか]

　　　  8.朔／ 8. 2 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／232／ 4
o〔書簡〕（預け銀一件につき）[ほか]

　　　 10. 3 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／232／ 5
o〔書簡〕（四日市甚助離縁の儀等につき）

　　　  7. 5 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／232／ 6
o〔書簡〕（尾道掛合の一事，庄次郎方の儀，預銀

一件等につき）

　　　  5.28 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／232／ 7
o〔書簡〕（銀子受取申候につき）

　　　  8.23 白市屋保右衛門(三津)→米屋半
三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／232／ 8
o〔書簡〕（先日源七差出相済候儀につき）

　　　  7. 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／232／ 9
o〔書簡〕（御巡検使通行の儀，預り銀返済の儀等

につき）

　　　  7.12 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

切継紙

200612／232／ 9- 1
o〔書簡〕（御巡検使御通行の儀等につき）
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　　　  7.20 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

切継紙

200612／232／ 9- 2
o〔書簡〕（変死異魂安鎮の儀等につき）

　　　  7.11 白市屋保右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付2通

切継紙

200612／232／ 9- 3
o〔書簡〕（御巡検当郡御通行の儀，私儀久鋪無

音の儀等につき），〔書簡〕（家業難相立につき
御預り銀御返済下されたき旨）

　　卯. 白市屋保右衛門，白市屋庄次郎
→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／232／10
o〔書簡〕（銀子借用の儀等につき）

　　卯. 8. 9 白市屋保右衛門・白市屋庄次郎
→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

折紙

200612／232／10- 1
o〔書簡〕（銀子約諾の通り請取の儀につき）

　　　  8.20 白市屋庄次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／232／10- 2
o〔書簡〕（昨日慥に請取申候儀につき）

　　卯. 8.28 竹原米屋→三津白市屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／232／10- 3
o覚（銀差引相渡）ひかへ

　　　 10.29 白市屋庄次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

切継紙

200612／232／10- 4
o〔書簡〕（当秋銀子借用の儀等につき）

　　　  8.16 白市屋庄次郎→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付1通

切継紙

200612／232／10- 5
o〔書簡〕（貸借片付の儀，新酒出来の儀等につ

き）

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／233
〔金銀銭受渡等の儀につき書簡類〕

　　酉. 7. 2 銭屋藤左衛門・保次良→米屋清
兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切(継)紙・(2通)

200612／233／ 1
o覚（両替相済）

　　　  7. 2 銭屋藤左衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／233／ 2
o〔書簡〕（預り置申候金子売払候様御細書の趣に

つき）

　　酉. 6.15 いよや→米屋，セにや→米屋与
八殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

切紙・(2通)

200612／233／ 3
o覚（銀子相渡）

　　酉. 6.10～12 銭屋藤左衛門・保次良→米屋半
三郎様・清兵衛様・与八様，伊予
屋清右衛門→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切(継)紙・(4通)

200612／233／ 4
o〔銭売払の儀につき書簡・算用覚〕

　　　  7.15 銭屋藤左衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／233／ 5
o〔書簡〕（御積廻の銭着船の儀等につき）

　　　  6. 8 銭屋藤左衛門・同保次郎→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／233／ 6
o〔書簡〕（銭御積廻の儀につき）

　　　  6. 6 銭屋藤左衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切紙・(1通)

200612／233／ 7
o〔書簡〕（銭未だ此元へ着不仕につき）

　　　  6. 4 伊予屋清右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／233／ 8
o〔書簡〕（銀子拾貫目相調申候につき）
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　　酉. 6.15 伊予屋清右衛門(広島より)→米
屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／233／ 9
o〔書簡〕（銀子受取申候儀につき）・覚（銀子相渡

相済）

　　　  6. 6 川口屋助一郎(三原より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／233／10
o〔書簡〕（仕切方御差繰等の儀につき）

　　　  6.15 和木屋要七→米屋好助様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

折紙・(1通)

200612／233／11
o〔書簡〕（本家より出申候銀受取申候につき）

　　　  6.15 天野屋藤兵衛(三原より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／233／12
o〔書簡〕（銀子御落手被成候由の儀，太守様御帰

国につき広島へ登城被仰付候儀につき）

　　　  6. 6 天野屋武七(三原より)→米屋幸
助様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／233／13
o〔書簡〕（半三郎様より書状の通り慥に請取につ

き）

　　　  6. 3 天野屋藤兵衛(三原より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／233／14
o〔書簡〕（銀子御急用の儀につき）

　　　  6.22 川口屋助一郎(三原より)→米屋
勘五郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／233／15
o〔書簡〕（銀子御戻し申候につき）

　　　  6.28 銭屋藤左衛門→米屋半三郎様・
清兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／233／16
o〔書簡〕（金子両替の儀につき）

　　　  8.26 天野屋藤兵衛(三原より)→米屋
半三郎様／川口屋助一郎(三原
より)→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒･包紙(2枚)付

切継紙･折紙・(2
通)

200612／233／17
o〔書簡〕（当夏御差配の銀子御返し被成候由につ

き）[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／234
〔書簡〕

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／234／ 1
o〔銀受渡等の儀につき書簡類〕

　　　 11.26 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／234／ 1- 1
o〔書簡〕（手形の儀承知仕候につき）

　　戌.11.26 たはこや助七→米屋半三郎様／
大工屋藤兵衛→たはこや助七殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付2通

切(継)紙

200612／234／ 1- 2
o〔書簡〕（新手形落手につき）・覚

　　戌. 7. 3 とみよしや甚四郎→ならや喜三
兵衛殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

竪紙

200612／234／ 1- 3
o覚（銀受取）

　　戌. 6. 4 とみよしや甚四郎→米屋源七殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

竪紙

200612／234／ 1- 4
o覚（銀受取）

　　　 12.29 さくらや藤左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／234／ 1- 5
o口上（銀子請取人遣し船賃・銀子積申候につ

き）

　　戌. 7. 3 とみよしや甚四郎→ならや喜三
兵衛様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／234／ 1- 6
o〔銀子算用覚〕
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　　戌. 6.29 浜用所(㊞｢竹原塩浜｣)→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／234／ 1- 7
o覚（銀差引算用）

　　戌. 7.10 とみよしや甚四郎→米屋半三郎
殿

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／234／ 1- 8
o覚（銀受取）

　　　  6. 2 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／2通

切継紙

200612／234／ 1- 9
o〔書簡〕（尾道へ御返済銀の儀につき）

　　　  7. 2 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／234／ 1-10
o〔書簡〕（銀返進仕候につき）

　　　  6.20 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／234／ 1-11
o〔書簡〕（代銀仕切の儀につき）

　　　  7. 2 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／234／ 1-12
o〔書簡〕（塩一向無御座町内指閊の儀等につ

き）

　　　  9. 6 たはこや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／234／ 1-13
o〔借用手形・貴公様方米代差引の儀につき書

付控〕

　　　 12.27 堺屋助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／234／ 2
o〔銀借用の儀につき書簡類〕

　　　 極.27 堺屋助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／234／ 2- 1
o口上（銀御請取につき）

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／234／ 2- 2
o〔手形書替の儀につき書付〕

　　　 12.27 さかゐや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／234／ 2- 3
o〔今日御渡し銀の儀につき書付〕

　　　 　 27 堺屋助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／234／ 2- 4
o〔手形相調不申につき書付〕

　　　 12.27 助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／234／ 2- 5
o〔書簡〕（借用方二重に相成申す儀につき）

　　　 12.27 堺屋助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／234／ 2- 6
o〔書簡〕（御助成銀受取の儀等につき）

　　　  5. 4 堺屋助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・(1括)

200612／234／ 3
o〔銀御世話の儀等につき書簡類〕

　　　  5. 4 さかゐや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／234／ 3- 1
o〔書簡〕（ならや銀の儀につき）

　　　  5. 4 さかゐや助七→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切紙

200612／234／ 3- 2
o〔手形進上につき書付〕

助七→半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／1通

切継紙

200612／234／ 3- 3
o〔書簡〕（貴公様多銀御世話被成下候儀につ

き）

　　子.

文書箪笥（大）―抽斗サ／紙縒一括

括・ 1括

200612／235
〔木屋喜八金子両替の儀等につき書簡類〕
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　　子. 5.18 世並屋市郎左衛門→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／235／ 1
o〔書簡〕（不足銀受取につき）

　　子. 5.10 世並屋市郎左衛門→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／235／ 2
o〔書簡〕（御用事被仰下候儀につき）

　　　 卯.26 世並屋市郎左衛門→米屋半三
郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／235／ 3
o〔書簡〕（朝鮮人参の儀につき）

　　　  6.19 銭屋藤左衛門(広島より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／235／ 4
o〔書簡〕（日外の銭欠の儀につき）

　　　  5.10 銭屋藤左衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(1通)

200612／235／ 5
o〔書簡〕（喜八殿金子両替の儀につき）

　　　  4.27 銭屋藤左衛門(広島より)→米屋
半三郎様

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切継紙・(2通)

200612／235／ 6
o〔書簡〕（喜八殿金子両替の儀につき）・覚（銭相

渡）

　　子.卯.24

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／235／ 7
o覚（諸品売払戻しにつき）

　　子.卯.29 古手屋孫兵衛→木屋喜八殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・(1通)

200612／235／ 8
o覚（代銀札相渡相済）

　　子. 5.10 古手屋孫兵衛→いづミや甚助様
[ほか]

文書箪笥（大）―抽斗サ／包紙付

切(継)紙・(4通)

200612／235／ 9
o〔書簡〕（喜八殿御預け置候御払物の儀につき）・

仕切（ふくた帷子木綿古手帯）[ほか]

　　子. 3. 2 竹原屋惣左衛門(㊞｢平田屋川･ 
広島･竹原屋｣)→米屋半三郎殿

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・ 1通

200612／236
売仕切覚（御差紙）

安永元.12.27 種屋甚三郎(花押)→本米屋／セ
にや甚兵衛→本米屋

文書箪笥（大）―抽斗サ

切継紙・ 1括(2通)

200612／237
覚（銀子御戻し相済候につき）[ほか]

木箱一括（蓋に吉井章五による昭和七年春四月五日「家祖大福帳之記」の裏書有り）

括・ 1括

200612／238
当家最重要之宝物　家宝　家祖源兵衛正純及三代半
三郎当徳之大福帳在之（木箱表題）

寛永拾[　](寛永 4.～
10).正.吉

木箱一括（蓋に吉井章五による昭和七年春四月五日「家祖大福帳之記」の裏書有り）

竪冊・(1冊)

200612／238／ 1
o大福之本帳

寛永14.正.吉 道工源兵衛

木箱一括（蓋に吉井章五による昭和七年春四月五日「家祖大福帳之記」の裏書有り）

竪冊・(1冊)

200612／238／ 2
o太福之本帳

寛永22.正.吉(ﾏﾏ)

木箱一括（蓋に吉井章五による昭和七年春四月五日「家祖大福帳之記」の裏書有り）

竪冊・(1冊)

200612／238／ 3
o大福之本帳

宝永 2.正.吉 米屋小三良

木箱一括（蓋に吉井章五による昭和七年春四月五日「家祖大福帳之記」の裏書有り）

竪冊・(1冊)

200612／238／ 4
o太福之本帳

承応 2.正.吉 米[ ]又三郎

木箱一括（蓋に吉井章五による昭和七年春四月五日「家祖大福帳之記」の裏書有り）

竪冊・(1冊)

200612／238／ 5
o太福之本帳

宝永 7.正.吉 米屋半三郎

木箱一括（蓋に吉井章五による昭和七年春四月五日「家祖大福帳之記」の裏書有り）

竪冊・(1冊)

200612／238／ 6
o大福之本帳
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(明暦 2.以前) 米屋小三郎

木箱一括（蓋に吉井章五による昭和七年春四月五日「家祖大福帳之記」の裏書有り）

竪冊・(1冊)

200612／238／ 7
o〔大福之本帳〕

享保19.正.吉 米屋半三郎

木箱一括（蓋に吉井章五による昭和七年春四月五日「家祖大福帳之記」の裏書有り）

竪冊・(1冊)

200612／238／ 8
o太福之本帖

延享 5.正.吉 米屋半三郎

木箱一括（蓋に吉井章五による昭和七年春四月五日「家祖大福帳之記」の裏書有り）

竪冊・(1冊)

200612／238／ 9
o太福之本帖

寛延 2.正.吉 米屋半三郎

木箱一括（蓋に吉井章五による昭和七年春四月五日「家祖大福帳之記」の裏書有り）

竪冊・(1冊)

200612／238／10
o太福之本帖

安政 5.正.吉 米屋半三郎

木箱一括（蓋に吉井章五による昭和七年春四月五日「家祖大福帳之記」の裏書有り）

竪冊・(1冊)

200612／238／11
o大福之本帖

明和 6. 2. 吉井氏　半三郎当聡

木箱付

竪継紙(巻物)・ 1
巻

200612／239
誠意翁之改家内掟書覚

　　子.正. 賀茂郡御役所

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

竪継紙(巻物)・ 1
巻

200612／240
問屋定法

宝永 8. 4. 高間源太夫・佐藤三郎右衛門

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

竪継紙・ 1通

200612／241
覚（塩売買につき条々）

享保 7. 6. 河原藤右衛門・松原助左衛門

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

竪継紙(巻物)・ 1
巻

200612／242
覚（塩売買につき条々）

己酉(寛政元). 7. 賀茂郡竹原塩浜

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括

括・ 1括

200612／243
阿波屋塩問屋株片付

酉(寛政元). 7. 賀茂郡竹原塩浜

木木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括

竪冊・(1冊)

200612／243／ 1
o阿波屋塩問屋株片付御願書附

宝暦 2.10. 竹原塩浜役人共→賀茂郡御番
組衆中様

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／243／ 2
o小田屋塩問屋株売買之儀役人より御願申上候

節御好有之願書与一緒相添差出ス書付ひかへ

　　　  8.20 塩浜庄屋長蔵・同格直十郎→下
市年寄半三郎様

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／243／ 3
o〔書簡〕（御願筋の儀につき）

酉(寛政元).

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括／包紙一括

括・(1括)

200612／243／ 4
o〔阿波屋問屋株片付の儀につき覚書類〕

　　酉.11. 庄屋長蔵・同格直十郎→年寄半
三郎殿

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括／包紙一括／1綴

折紙綴

200612／243／ 4- 1
o内々申上候　塩浜（阿波屋問屋株につき）

　　酉.10. 年寄半三郎→町庄屋直三郎殿
[ほか]

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括／包紙一括／1綴･1通

折紙綴･切継紙

200612／243／ 4- 2
o覚（阿波屋九左衛門方問屋株片付の儀につ

き）

　　酉.11. 6

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括／包紙一括／1通

折紙

200612／243／ 4- 3
o覚（口銭・諸品代算用）

　　酉.11. 庄屋長蔵・同格直十郎・仲間→
年寄半三郎殿

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括／包紙一括／1綴

折紙綴

200612／243／ 4- 4
o塩浜（阿波屋問屋株片付の儀につき覚）
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木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括／包紙一括／1綴

折紙綴

200612／243／ 4- 5
o〔阿波屋問屋株差縺の儀につき覚〕

　　　 霜.13 長蔵・直十郎→半三郎様

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括／包紙一括／1通

切継紙

200612／243／ 4- 6
o〔先達て被仰聞候書類持参の儀書付〕

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括／包紙一括／1通

折紙

200612／243／ 4- 7
o覚（阿波屋問屋職上角屋にて引請につき）

寛政元.卯. 年寄半三郎

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括

竪冊・(1通)

200612／243／ 5
o阿波屋問屋株引請之儀角屋一類中与正三郎方

懸り合一件覚書

　　酉. 9. 賀茂郡竹原塩浜（年寄半三郎
[ほか6名]→賀茂郡御番組衆中
様）

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括

竪継紙・(1通)

200612／243／ 6
o阿波屋塩問屋株差縺ニ付上御願書

寛政元. 8.

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括

竪冊・(1冊)

200612／243／ 7
o阿波屋九左衛門跡問屋株片付之儀ニ付正三郎

より町役方江申出依之町浜役人共対談之覚書

　　酉. 7. 賀茂郡竹原塩浜

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括／紙袋付

横長・(1冊)

200612／243／ 8
o阿波屋塩問屋株片付差縺ニ付口上書

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括

竪継紙・(1冊)

200612／243／ 9
o〔角屋両家かかり合の儀につき書付〕

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括

竪冊・(1冊)

200612／243／10
o〔年寄半三郎角屋正三郎へ対談の趣書付〕

寛文10. 8. 大俵問屋半三郎(花押)･米や七
郎右衛門(花押)･同長四郎(花押)
→」寺本角左衛門様･須田金右
衛門様

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

竪継紙・ 1通

200612／244
敬白起請文（塩売買の儀につき）

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

竪紙・ 1通

200612／245
〔紋瓦図面〕

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括

括・ 1括

200612／246
頼永禧先生地蔵略縁起文字 石井豊洲先生地蔵縁起
文及写 鈴木重仍頌徳碑文写建碑式案内状

有陸頼禧

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括

罫紙綴・(1綴)

200612／246／ 1
o田浦山地蔵院略縁起

昭和13. 4. 吉井章五→中村老台

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括／封筒付

切(継)紙・(2通)

200612／246／ 2
o石井豊洲先生地蔵文

昭和 5.11.30 竹原製塩合名会社→吉井章五
殿

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)／封筒付

竪紙･竪紙綴・(1
通･1綴)

200612／246／ 3
o〔鈴木重仍彰徳碑・除幕式案内状〕

昭和 2. 4.21／ 8. 7 塩会社→本吉井様／小山学典
→吉井様

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／紙袋一括／封筒付

罫紙･切継紙・(2
通)

200612／246／ 4
o〔書簡〕（頼社長より拝借の地図会社へ保存のた

め謄写仕候につき）

明治 7. 4. 中村三平

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

罫紙竪冊・ 1冊

200612／247
明治六年薫陶館会計簿

明治 7. 4. 中村三平

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

罫紙竪冊・ 1冊

200612／248
昨酉年薫陶館入費仕捌之運ヒ申出ル書附扣
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文政 4. 8. 年寄半三郎･同治左衛門→賀茂
郡御番組衆中様

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

竪冊・ 1冊

200612／249
旧家録　役筋

文政 4. 8. 年寄半三郎･同治左衛門→賀茂
郡御番組衆中様

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括／「本原本ハ明治四十四年之頃鼠嚙之為損耗依而以前の写本を写しとる 昭和
二十九年十月」

竪冊・ 1冊

200612／250
旧家録　役筋

元禄 3. 9. 陳人・保西七十歳

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

竪冊・ 1冊

200612／251
塩浜開起之縁起

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

竪冊・ 1冊

200612／252
〔塩売買につき覚書〕

文政 3. 6. 賀茂郡竹原塩浜

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

竪冊綴・ 1綴

200612／253
塩浜御拝借御歎申上ル書附　ひかへ

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

竪冊・ 1冊

200612／254
竹原志料

→丹羽半兵衛様・山田七左衛門
様

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

竪継紙・ 1通

200612／255
起請文前書之事（塩売買の儀につき）

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

折本・ 1冊

200612／256
賀茂郡竹原下市村旧記手鑑　七代半三郎当啓手鑑

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

折本・ 1冊

200612／257
下市村手鑑　五代半三郎計暁手鑑

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

折本・ 1冊

200612／258
〔竹原下市村手鑑〕

享和元. 3. 本米屋

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

横半・ 1冊

200612／259
手鏡

木箱(「家系記・塩問屋旧記・諸旧記 旧記」)一括

小横半・ 1冊

200612／260
〔竹原下市村手鑑〕

文政11.12.

木箱(「三津白市屋頼母子質入証文一巻」)一括

括・ 1括

200612／261
三津白市屋頼母子質入証文一巻

木箱(「三津白市屋頼母子質入証文一巻」)一括

切継紙・(1通)

200612／261／ 1
o覚（取替銀算用）

木箱(「三津白市屋頼母子質入証文一巻」)一括

折紙綴・(1綴)

200612／261／ 2
o覚（取替銀算用）

文政12. 8. 借主小倉屋元太郎[ほか2名]→
西方寺百人講銀御支配方

木箱(「三津白市屋頼母子質入証文一巻」)一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／261／ 3
o覚（百人講銀払不足につき借用）

文化10. 5. 取り主米屋半三郎[ほか2名]→頼
母子御連中

木箱(「三津白市屋頼母子質入証文一巻」)一括

竪紙・(1通)

200612／261／ 4
o頼母子質入証文之事

文化11. 3. 借主福田屋与次兵衛・証人河内
屋又兵衛→西方寺万人講御支
配方

木箱(「三津白市屋頼母子質入証文一巻」)一括

竪紙・(1通)

200612／261／ 5
o万人講銀借用申手形之事
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文化13. 3. 借主吉見屋甚助・証人越後屋庄
兵衛→西方寺百人講御支配方

木箱(「三津白市屋頼母子質入証文一巻」)一括

竪継紙・(1通)

200612／261／ 6
o質入銀子借状之事

文化13. 2. 竹原塩浜年寄半三郎→御勘定
所

木箱(「三津白市屋頼母子質入証文一巻」)一括

竪紙・(1通)

200612／261／ 7
o覚（御用塩代並に入用銀受取）

文化 2. 2. 小倉屋茂助→西方寺百人講御
支配方

木箱(「三津白市屋頼母子質入証文一巻」)一括

竪紙・(1通)

200612／261／ 8
o覚（西方寺万人講銀借用）

文政12. 4. 借主西方寺・証人井上文圭→米
屋長右衛門殿

木箱(「三津白市屋頼母子質入証文一巻」)一括

竪紙・(1通)

200612／261／ 9
o覚（百人講銀引当て借用）

文化12.極.23 竹原塩浜庄屋長右衛門→御勘
定所

木箱(「三津白市屋頼母子質入証文一巻」)一括

竪紙・(1通)

200612／261／10
o覚（塩代受取）

文政 3. 2.16 竹原問屋野しま之客・小田伊兵
衛(㊞｢竹原･野嶋屋｣)→竹原問
屋米や客大坂平吉殿

木箱(「三津白市屋頼母子質入証文一巻」)一括

竪紙・(1通)

200612／261／11
o覚（酒肴料請収）

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

括・ 1括

200612／262
頼母子帖并書類入

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

横長・(1冊)

200612／262／ 1
o入札扣

弘化 2.極. 3

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

横長・(1冊)

200612／262／ 2
o弘化二年巳極月三日銀頼母子興行心覚

文政12.霜. 白市屋孫次郎→住田屋武平二
様

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

横長・(1冊)

200612／262／ 3
o頼母子銀請取通

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

横長・(1冊)

200612／262／ 4
o未年入札覚

文政12.11. 白市屋孫次郎→四日市角屋小
十郎様

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

横長・(1冊)

200612／262／ 5
o銀頼母子受取通

文政12.10. 三津町白市屋孫次郎

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

竪冊・(1冊)

200612／262／ 6
o銀頼母子規則書草案

文政12.10. 三津町白市屋孫次郎

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

竪冊・(1冊)

200612／262／ 7
o銀頼母子規則書草案

文政12.11.

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

竪冊・(1冊)

200612／262／ 8
o銀頼母子規則并御連中御人名帖

文政11. 6. 三津町白市屋孫次郎

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括／紙袋(「頼母子帖并証文規則入」)付

竪冊・(1冊)

200612／262／ 9
o銀頼母子御連中御人別印形帖

天保 3.11.

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

横長・(1冊)

200612／262／10
o天保三辰霜月五番会

天保 3.11. 銀受人当村印内惣左衛門・同上
坂内好助→白市屋孫次郎殿始メ
頼母子御連中

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

竪継紙・(1通)

200612／262／11
o銀受取証文之事　ひかへ
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　　戌.極.

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

折紙・(1通)

200612／262／12
o当本掛不足之覚

　　巳.12. 3

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

切(継)紙・(6通)

200612／262／13
o巳十二月四日献立・巳十二月三日御献立

　　未. 9.／未.極. 小坂出雲屋→三津村白市屋講
銀受・下市村米屋／小坂出雲屋
彦三郎→竹原米屋名代喜太郎
様／三津白市屋講銀受竹原下
市米屋庄次郎[ほか2名]→小坂
出雲屋彦三郎殿

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括／紙縒･包紙付

切継紙・(4通)

200612／262／14
o小坂村出雲屋彦三郎殿頼母子落札之節算用も

くろく

　　　 11.29 白市屋新六→風早大津屋伝四
郎様[ほか11名]

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／262／15
o廻達（私方銀頼母子会揚取計申したき儀につ

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括／紙縒付

横長･折紙･切(継)
紙・(1括(1冊･4通))

200612／262／16
o入札扣・覚

　　　 11.29 当本白市屋→当村田中[ほか6
名]

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／262／17
o廻達（私方銀頼母子会揚取計申したき儀につ

天保 3.12. 請合主三津今市彦右衛門[ほか4
名]→銀主福本村河本兼三郎殿

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括／包紙(「証文　壱通　三津白市屋孫次郎」)付

竪紙・(1通)

200612／262／18
o借用証文之事

天保 3.11. 銀受人当村印内惣左衛門・同村
上坂垣内芳助→白市屋孫次郎
殿始メ頼母子御連中

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

竪継紙・(1通)

200612／262／19
o銀受証文之事

　　　 11.29 白市屋新六→四日市胡屋弥右
衛門様[ほか3名]

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／262／20
o廻達（私方銀頼母子会揚取計申したき儀につ

文政13.10. 白市屋孫二郎・証人卯兵衛→印
内惣左衛門殿

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

切継紙・(1通)

200612／262／21
o覚（頼母子掛銀へ差次につき）

　　　 12. 2 川口祐一郎・川口源右衛門→吉
井半三郎様

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／262／22
o〔書簡〕（三津白市屋企の銀頼母子の儀につき）

　　　 11.30 貞右衛門・清四郎→伝四郎様・
新六様

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／262／23
o〔書簡〕（頼母子御内談の儀につき）

　　　  3.朔 住田屋左右衛門→白市屋新六
様

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／262／24
o〔吉右衛門欠席書付〕

　　　 11.晦 大林林右衛門→白市屋新六様

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

切継紙・(1通)

200612／262／25
o〔書簡〕（大束注文の儀につき）

　　巳.10. 3

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

切継紙・(1通)

200612／262／26
o覚（売上・残銀算用）

　　　 12. 3 上三永村松岡宅次→三津白市
屋新六様

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／262／27
o〔書簡〕（御地始銀頼母子集会の儀につき）
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　　　 11.29 白市屋新六→小坂村出雲屋直
三郎様[ほか2名]

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／262／28
o廻達（私方銀頼母子会揚取計申したき儀につ

　　　 極. 1 米屋半三郎→白市屋新六様

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

切継紙・(1通)

200612／262／29
o〔書簡〕（貴家頼母子御営会の儀につき）

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

切紙・(1通)

200612／262／30
o凡之指引

　　　 12. 1 白市屋→本米屋様

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

切継紙・(1通)

200612／262／31
o〔頼母子につき御頼書付〕

　　　 極.朔 播磨屋→三津村白市屋

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括

切継紙・(1通)

200612／262／32
o〔書簡〕（貴家頼母子会御執行の儀につき）

　　　 極. 1 三津口より清四郎→三津村新六
様

木箱(「頼母子帖并書類入」)一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／262／33
o〔書簡〕（貴家様頼母子御集会の儀につき）

慶応 2.12. 世話方

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括

括・ 1括

200612／263
大成講帖面証文箱

明治 2. 5. 年寄菅超右衛門[ほか9名]→大
成講連中惣代吉井半三郎殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／包紙付

竪継紙・(1通)

200612／263／ 1
o借用証文之事

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
閑治屋喜四郎→菅超右衛門殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　菅氏」)付

横長・(1冊)

200612／263／ 2
o大成講掛金請取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
り閑治屋喜四郎→米屋虎槌殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　本米屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／ 3
o大成講掛金受取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
閑治屋喜四郎→銭屋助蔵殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　本銭屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／ 4
o大成講掛金請取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
り閑治屋喜四郎→田口屋来四郎
殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　田口屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／ 5
o大成講掛金受取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
り閑治屋喜四郎→伊予屋雄作殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　伊予屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／ 6
o大成講掛金請取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
り閑治屋喜四郎→増田屋宅三郎
殿取次

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　上市増田屋取次」)付

横長・(1冊)

200612／263／ 7
o大成講掛金受取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
閑治屋喜四郎→増田屋宅三郎
殿 山印 取次

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　上市増田屋　山印　取次」)付

横長・(1冊)

200612／263／ 8
o大成講掛金受取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
り閑治屋喜四郎→鍵屋宗三郎殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　鍵屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／ 9
o大成講掛金受取通
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慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
り閑治屋喜四郎→増田屋平四郎
殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　本増田屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／10
o大成講掛金受取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
閑治屋喜四郎→塩谷三省殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　塩谷氏取次」)付

横長・(1冊)

200612／263／11
o大成講掛金受取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
り閑治屋喜四郎→和泉屋惣右衛
門殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　上市和泉屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／12
o大成講掛金受取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
り閑治屋喜四郎→和木屋平兵衛
殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　和木屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／13
o大成講掛金受取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
閑治屋喜四郎→和泉屋惣右衛
門殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　上市和泉屋取次」)付

横長・(1冊)

200612／263／14
o大成講掛金受取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
り閑治屋喜四郎→白市屋正作殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　本白市屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／15
o大成講掛金請取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
閑治屋喜四郎→増米屋金助殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　掛米屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／16
o大成講掛金受取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
閑治屋喜四郎→増田屋宅三郎
殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　上市増田屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／17
o大成講掛金請取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
り閑治屋喜四郎→久井屋儀三郎
殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　本久井屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／18
o大成講掛金受取通

慶応 2. 証文預り米屋半三郎・取立金預
り閑治屋喜四郎→小笹屋和治郎
殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「大成講通入　世話方　小笹屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／19
o大成講掛金受取通

天保11. 9. 世話方鳴戸屋良助・灰屋嘉兵
衛・油屋嘉助→菅超右衛門様・
米屋半三郎様

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「同栄講金通　菅様・米屋様」)付

横長・(1冊)

200612／263／20
o同栄講金請渡通

天保10.11. 賀茂郡竹原町地役人→本米屋

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「因栄講銀受取通入　本米屋」)付

横長・(1冊)

200612／263／21
o因栄講銀子受取通

天保14.12. 講主山城屋周次→本久井屋取
次中印様

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「因講通　講主山城屋周次　本久井屋取次中印様」)付

横長・(1冊)

200612／263／22
o因講通

閑治屋吾一郎→本米屋

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「金因講御通　閑治屋吾一郎　本米屋」)

横長・(1冊)

200612／263／23
o金因講御通

天保12.11. 竹原塩浜役人→本米屋

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括

横長・(1冊)

200612／263／24
o講銀請取通
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天保15.10. 鴈屋九右衛門→川口祐一郎様
取次

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「講金請取通　川口祐一郎様取次」)付

横長・(1冊)

200612／263／25
o講金受取通

弘化 2. 3. 新庄木原屋→本米屋様

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「講金請取通　新庄木原屋　本米屋様」)付

横長・(1冊)

200612／263／26
o講金請取通

天保14.12. 新町広嶋屋→本米屋様

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「講金請取通　新町広嶋屋　本米屋様」)付

横長・(1冊)

200612／263／27
o講金請取通

弘化 3.10. 福元屋義右衛門(㊞｢竹原｣)→本
米屋

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙縒･紙袋(「金講御通　弘化三丙午改メ　本米屋　講主福元屋儀右衛門」)付

横長・(1冊)

200612／263／28
o金講御通

天保15. 4. 世話方秋田屋利右衛門[ほか4
名]→沢田屋御取次

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「延金講通入　世話方　澤田屋御取次」)付

横長・(1冊)

200612／263／29
o延金講銀通

明治15. 7. 益田栄次郎

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「友栄講通　益田栄次郎」)一括

括・(1括)

200612／263／30
o友栄講通

明治15. 7. 益田栄治郎

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「友栄講通　益田栄次郎」)一括／1冊

横長

200612／263／30- 1
o友栄講金通

西方寺納所

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「友栄講通　益田栄次郎」)一括／1通（断片）

竪紙

200612／263／30- 2
o [　]証

明治17. 9.27 借主益田栄治郎・保証人吉井利
三郎→金主斎藤正三郎殿

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「友栄講通　益田栄次郎」)一括／1通

竪紙

200612／263／30- 3
o金借用証書

(明治17.～18). 賀茂郡下市村戸長役場

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「友栄講通　益田栄次郎」)一括／封筒一括(紙縒2点付26通)

括

200612／263／30- 4
o十七年度分・十八年分 番頭栄七 当村正租并

協議費共上納受取書入

(明治19). 賀茂郡下市村戸長役場

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「友栄講通　益田栄次郎」)一括／封筒一括(19通)

括

200612／263／30- 5
o十九年分正租并協議費受取書　栄七分

弘化 4. 7. 講主仁賀屋宗平→本銭屋御取
次

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／紙袋(「回陽講銀通　世話方　本銭屋御取次」)付

横長・(1冊)

200612／263／31
o回陽講銀通

木箱(「大成講帖面証文箱」)一括／包紙付

木版・(1点)

200612／263／32
o〔印鑑〕

木箱(「大長箱」)

和書・ 1括(2冊)

200612／264
〔竹原地誌〕

(宝暦 9. 5.～安政 5. 
7).

木箱(「大長箱」)

和書・ 1冊

200612／265
旧記

延宝 9. 5.吉

木箱(「大長箱」)

竪冊・ 1冊

200612／266
公用覚書

(文化 5.12.10～文化
10. 4.10)

木箱(「大長箱」)

竪冊・ 1冊

200612／267
塩浜休月の記

元禄元.霜. 土井徳左衛門尉

木箱(「大長箱」)

横長・ 1冊

200612／268
安芸八郡地畝並高帖
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文化 3. 3.～文化 5.極.

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

括・ 1括

200612／269
御測量入用銀算用書類入

文化 3. 3. 賀茂郡

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

竪冊・(1冊)

200612／269／ 1
o御測量御役人様御通行入用辻寄帖

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

竪冊・(1冊)

200612／269／ 2
o大石浦・下市浦（諸入用銀算用）

文化 3. 7.

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

横半・(1冊)

200612／269／ 3
o測量指引帖

文化 5.極. 当分庄や半三郎[ほか3名]

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

横長・(1冊)

200612／269／ 4
o御測量入用算用目録

文化 5.極. 当分庄屋半三郎[ほか3名]

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

横長・(1冊)

200612／269／ 5
o御測量入用算用目録

文化 5.極. 当分庄屋半三郎[ほか3名]

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

横長・(1冊)

200612／269／ 6
o町借銀算用目録

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

横長・(1冊)

200612／269／ 7
o御測量入用割当り覚　下市村

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

横長・(1冊)

200612／269／ 8
o覚（入用銀算用）

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

横長・(1冊)

200612／269／ 9
o覚（入用銀算用）

寅(文化 3).10. 6 浦手引請仁方村多三郎[ほか2
名]→下市村・大石庄屋半三郎

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

切紙・(1通)

200612／269／10
o覚（測量の節入用銀御貸銀相渡）

寅(文化 3).10. 6 割庄屋阿賀村三郎兵衛[ほか2
名]

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

折紙・(1通)

200612／269／11
o〔仕出銀相渡置につき覚書〕

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

切継紙・(1通)

200612／269／12
o〔拝借金算用覚〕

卯(文化 4). 3.

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

切継紙・(1通)

200612／269／13
o〔測量御用入用銀請取方の儀につき荒増書付〕

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

切継紙・(1通)

200612／269／14
o〔入用銀算用覚〕

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

切継紙・(1通)

200612／269／15
o覚（入用銀算用）

木箱(「大長箱」)／紙袋(「御測量入用銀算用書類入」)一括

切継紙・(1通)

200612／269／16
o測量割之内三津村より参り不申分

木箱(「大長箱」)

横半・ 1冊

200612／270
〔客船帳（断片）〕

和書・ 1冊

200612／271
敬斎箴

包紙･紙紐一括

括・ 1括

200612／272
闇斎学講説筆記
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朱印「愛宕源通直所求得之書也」有り

竪冊・(1冊)

200612／272／ 1
o上経

朱印「愛宕源通直所求得之書也」有り

竪冊・(1冊)

200612／272／ 2
o下(上)経

竪冊・(1冊)

200612／272／ 3
o誠意伝略稿

享保17. 鈴木貞斎 竪冊・(1冊)

200612／272／ 4
o鈴木氏私議勉斎黄氏五行説・中庸天命性説

元文 2.10. 土州漂泊鈴木充 竪冊・(1冊)

200612／272／ 5
o中庸或問略稿

享保18. 9. 須賀信斎 竪冊・(1冊)

200612／272／ 6
o大学論誠意書・大学忠信驕恭筆記・大学意字

弁・與山科生論大学誠意書

　　　  6.20 前谷明誠

朱印「愛宕源通直所求得之書也」有り

竪冊・(1冊)

200612／272／ 7
o文言伝講義

享保辛亥(16). 8.10 訥敏

朱印「愛宕源通直所求得之書也」有り

竪冊・(1冊)

200612／272／ 8
o尚斎先生　大学作新民説

元文 3. 4. 竪冊・(1冊)

200612／272／ 9
o大学明徳説疑目

朱印「愛宕源通直所求得之書也」有り

竪冊・(1冊)

200612／272／10
o久米先生　周易本義序例

元文 2. 3.吉 三宅建治

木箱（273・274同梱）

和書(横半)・ 1括
(6冊)

200612／273
国花万宝　日本居家秘用　一～六

寛永 2.孟夏.吉 洛陽六角通書林・茨城多左衛門
　板行

木箱（273・274同梱）

和書(横半)・ 1括
(3冊)

200612／274
秘事記（万宝鄙事記）　巻之三四・巻之五六・巻之七
八

正徳 2. 5.吉 大坂書林　岩国屋徳兵衛・大塚
屋権兵衛・油屋与兵衛

木箱(「西鶴織留　六冊」)

和書・ 1括(6冊)

200612／275
絵入　西鶴織留　一～六

木箱(「湖月鈔」)

和書・ 1括(10冊)

200612／276
湖月鈔(抄)

木箱(「頼春水登用一件」)一括

括・ 1括

200612／277
頼春水登用一件

巻物・(1巻)

200612／277／ 1
o〔頼弥太郎関係書簡類巻物〕

巻物・(1巻)

200612／277／ 2
o〔頼弥太郎関係書簡類巻物〕

和書・(2冊)

200612／277／ 3
o桃源遺事　巻之第一～三・巻第四～五

寛政 5. 7.21

木箱(「当分入用塩浜用所押手形并所々銀手形其外証文類」)一括

括・ 1括

200612／278
当分入用塩浜用所押手形并所々銀手形其外証文類

文政10. 7. 借主魚屋吉兵衛・受人米屋与八
→本米屋様

竪紙・(1通)

200612／278／ 1
o質入証文之事

天保 2.11. 花屋孫右衛門・請人頼喜六・同
播磨屋半右衛門→米屋庄次郎
殿

竪紙・(1通)

200612／278／ 2
o覚（年賦払につき一札）
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天保15. 9. かと屋常三郎→本米屋

包紙(「金弐両　証文　角屋軽助」)付

竪紙・(1通)

200612／278／ 3
o覚（金借用）

文政 2.極.27 澤田屋兵三郎→本米屋 竪紙・(1通)

200612／278／ 4
o覚（銀借用）

文化 6.極.18 仲買中→本米屋 竪紙・(1通)

200612／278／ 5
o覚（水尾普請銀入用にて借用）

寛政 7. 7. 白市屋孫右衛門・同徳太郎→米
屋半三郎殿

包紙(「手形　壱通　三津白市屋」)付

竪紙・(1通)

200612／278／ 6
o覚（年賦頼母子御加入被下につき銀借用）

文政 3. 7. 借り主仁賀屋徳左衛門・同田し
まや忠三郎→本米屋

竪紙・(1通)

200612／278／ 7
o覚（札借用）

嘉永元. 9. 借主武兵衛[ほか3名]→米屋半
三郎殿取次

竪紙・(1通)

200612／278／ 8
o金子借用証文之事

文政 3.10. 2 阿州福田卯之助・代り大次郎→
米屋半三郎殿

竪継紙・(1通)

200612／278／ 9
o覚（塩代銀不足につき預り置）

安永 9. 田坂屋伊兵衛→本米屋

包紙付（9通は包紙に貼付）

切(継)紙・(9通)

200612／278／10
o安永九子年田坂屋頼母子一家中より割合掛戻

し銀相償ひ候付同所年々請取書十一ヶ年分済

寛政10. 3. 米屋長右衛門・証人閑治屋伝蔵
→頼母子御連中

竪紙・(1通)

200612／278／11
o頼母子質入証文之事

文政 2.極. 角屋友太郎・仁かや徳左衛門→
米屋半三郎殿

竪紙・(1通)

200612／278／12
o覚（大工和平へ貸渡し候銀子借用）

弘化 2.11. 借主下河内村庄屋吉弘十次郎
[ほか4名]→米屋半三郎殿

包紙(「証文一通入　富吉屋十次郎殿」)付

竪継紙・(1通)

200612／278／13
o村請借用証文之事

天保15.極. 米屋与八→御本家様

付紙(「金弐拾両　米や与八」)付

竪紙・(1通)

200612／278／14
o覚（浜加地子銀拝借）

享和元. 9.21 阿州新浜政蔵(㊞｢阿州･答嶋･加
吉丸｣)→竹原米屋半三郎殿

包紙(「手形壱通」)付

竪継紙・(1通)

200612／278／15
o覚（金借用）

　　丑.12.28 まくり浜大工嘉兵衛→本米屋様 竪紙・(1通)

200612／278／16
o拝借仕書入之覚

文化 3. 4.晦 借主花屋佐七・請人友屋小四郎
→本米屋与八殿

竪紙・(1通)

200612／278／17
o覚（銀札御恩借）

文化 2.極. 升本屋藤兵衛→米屋与八殿取
次

竪紙・(1通)

200612／278／18
o覚（銀借用）

　　卯. 7. 借主広しまや三右衛門・証人米
屋勘兵衛→米屋半三郎殿

竪紙・(1通)

200612／278／19
o覚（銭借用）

寛政 4.極. 借主定保屋孫兵衛見付富蔵・証
人坂野屋幸助→米屋貞太郎殿

竪紙・(1通)

200612／278／20
o質入銀子借状之事

文政 2.霜. 米屋権吉・証人仁賀屋徳左衛門
→続仮貸講御連中

竪紙・(1通)

200612／278／21
o覚（塩浜弐軒入質銀拝借）

寛政 2. 4. 米屋好助→御本家 竪継紙・(1通)

200612／278／22
o覚（差引算用不足銀借用）
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酉(文化10).閏霜.12 うを屋吉兵衛→本米屋・同与八
殿取次キ

竪紙・(1通)

200612／278／23
o覚（銀借用）

文化11. 7. 町用所・証人五兵衛→本米屋 竪紙・(1通)

200612／278／24
o覚（銀借用）

文化 9. 3. 吉見丹治・請人木屋大三郎→本
米屋

竪継紙・(1通)

200612／278／25
o覚（下市屋敷質入銀札借用）

文化13.極.26 海田屋庄助→本米屋様 竪紙・(1通)

200612／278／26
o覚（銀札借用）

弘化 2.極. 借主赤坂屋惣蔵・証人忠兵衛→
本米屋様

包紙(「巳十二月　証文　一通　かけ弁助」)付

竪紙・(1通)

200612／278／27
o証文之覚（札銀拝借）

寛政11. 9. 田坂屋伊兵衛→本米屋 竪紙・(1通)

200612／278／28
o覚（銀借用）

文政 9. 9. 譲り主米屋半三郎[ほか3名]→譲
り受成井惣吉殿

竪紙・(1通)

200612／278／29
o永代譲り渡し申田地之事

定保屋富蔵→本米屋

包紙(「子極月　手形壱通　定保屋富蔵」)付

切紙・(1通)

200612／278／30
o〔家代手形〕

　　卯. 7.14 塩サキや直兵衛・受人[　]屋伊兵
衛→本米屋

竪紙・(1通)

200612／278／31
o覚（銀札借用）

享和 2.極.晦 利八→御本家 竪紙・(1通)

200612／278／32
o覚（銭借用）

寛政 9. 8.28 奉公人三津村茂兵衛[ほか3名]
→本米屋様

竪紙・(1通)

200612／278／33
o覚（算用不足銀上納指延願）

寛政10. 5.16 薩摩屋清七→米屋半三郎殿・同
与八郎殿

竪紙・(1通)

200612／278／34
o為替手形

寛政 6. 7. 4 田坂屋伊兵衛→米屋貞太郎殿

切紙1通付

竪紙・(1通)

200612／278／35
o覚（銀札借用）

　　申. 7.14 仁賀屋貞五郎(㊞｢竹原･仁貞｣)
→本米屋

竪紙・(1通)

200612／278／36
o覚（銀借用）

文化10. 7.14 布屋安右衛門→米屋半三郎殿 竪紙・(1通)

200612／278／37
o覚（銀借用）

　　申. 8. 4 野嶋屋与右衛門→本米屋 竪紙・(1通)

200612／278／38
o覚（銭借用）

　　丑.12. 魚屋吉兵衛・証人善八→本米屋
様

竪紙・(1通)

200612／278／39
o借用手形之事

寛政 8.12.大晦日 借主大工忠兵衛・証人喜八→本
米屋様

端書「証文一通り　大工忠兵衛」

竪紙・(1通)

200612／278／40
o覚（銭借用）

文化 2.12. 白市屋新六→米屋半三郎殿

包紙(「三つ手形　壱通」)付

竪紙・(1通)

200612／278／41
o覚（銀借用）

　　巳.極. 新丁五兵衛→御本家様 竪紙・(1通)

200612／278／42
o覚（銭借用）

文化11.正. 長生寺→米屋半三良様 竪紙・(1通)

200612／278／43
o覚（百人講の内銭借用）

紙縒･包紙(「瀬戸伊予屋　証文　六通」)一括

括・(1括)

200612／278／44
o瀬戸伊予屋証文　六通
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文化 7.正. 割庄屋津郷村佐太郎→下市年
寄半三郎殿

1通

竪紙

200612／278／44- 1
o覚（酒造株安芸郡瀬戸嶋古屋太十郎殿方へ

借受）

文化 7.正. 安芸郡瀬戸嶋古屋太十郎[ほか2
名]→竹原米屋半三郎殿

1通

竪継紙

200612／278／44- 2
o覚（酒造株預り一札）

文化12.正. 借主安芸郡瀬戸嶋古屋太十郎
[ほか2名]→竹原米屋半三郎殿

1通

竪紙

200612／278／44- 3
o追預証文（酒造株壱ヶ所）

天保 9. 4. 金子預り主伊予屋太郎助・証人
秋田屋利右衛門→竹原米屋半
三郎殿

1通

竪紙

200612／278／44- 4
o金子預り手形之事

天保10. 2. 伊予屋太郎助[ほか2名]→竹原
米屋半三郎殿・きり屋喜三郎殿

1通

竪紙

200612／278／44- 5
o覚（酒造株引受銀子借用）

天保 8. 2. 瀬戸町古屋貞兵衛[ほか3名]→
竹原米屋半三郎殿

1通

竪紙

200612／278／44- 6
o借用仕銀子之事

文政11. 9. 富紺屋久兵衛→米屋庄次郎殿 竪紙・(1通)

200612／278／45
o借用手形之事

嘉永 3.霜.

紙縒･包紙一括

括・(1括)

200612／278／46
o嘉永三戌霜月証文箱より出ス　古証文ニ者候得

共入用之義も可有之間大切ニ致置可申事

　　卯.12. 賀茂郡役所→下市年寄庄次郎

1通

切継紙

200612／278／46- 1
o覚（銀受取）

　　子. 7.14 有田伊右衛門→吉井庄次郎様

1通

切紙

200612／278／46- 2
o覚（銀札借用）

　　巳. 7.14 銭屋六平→本米屋

1通

切紙

200612／278／46- 3
o〔銀預り覚〕

嘉永 2. 7. 木原屋兵之助・同為四郎→吉井
半三郎様

包紙(「証文壱通」)付1通

竪紙

200612／278／46- 4
o金子借用証文之事

　　寅. 8.17／ 8.20 伊与や栄助→本米屋様／いよや
栄助→吉井御旦那様

包紙(「証文壱通　広島栄助」)付2通

切(継)紙

200612／278／46- 5
o覚（金借用）・[ほか書簡]

天保13. 7. 野嶋屋与兵衛[ほか2名]→本米
屋様

包紙(「八番　証文入　渡海与平」)付1通

竪紙

200612／278／46- 6
o証文之事

天保12. 7.13 阿波屋惣左衛門・受人永井廉介
→米屋半三郎殿

1通

竪紙

200612／278／46- 7
o証文之事

弘化 2. 7. 貸主甲立桜屋吉右衛門・同林平
→竹原本米屋様

包紙付1通

竪紙

200612／278／46- 8
o覚（藍仕入金受取）

　　辰. 7. 甲立桜屋吉右衛門・同林平→本
米屋様

包紙(「辰七月　弐拾五両　桜屋林平殿」)付1通

竪紙

200612／278／46- 9
o覚（仕入金借用）
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天保11. 9. 借用主三津町白市屋新六[ほか3
名]→銀主尾道町角屋周助殿

1通

竪継紙

200612／278／46-10
o銀借用証文之事

嘉永元. 8. 広島屋佐右衛門→本米屋

1通

竪紙

200612／278／46-11
o証文之事

享和 2. 卯．

紙縒一括

括・(1括)

200612／278／47
o高屋東村門前よしみ頼母子之儀ニ付白市大原

屋より参ル証文一通[ほか]

享和 2． 4． 白市大原屋源次右衛門・証人松
嶋屋正十郎→下市米屋半三郎
殿

包紙付1通

竪紙

200612／278／47- 1
o覚（門前千左衛門殿よしみ頼母子銀子の儀に

つき）

享和元.極. 白市大原屋源次右衛門→竹原
米屋半三郎殿

包紙付1通

竪継紙

200612／278／47- 2
o一札之事（商売方入用銀借用の儀につき）

酉(享和元).極.大晦日

1通

切紙

200612／278／47- 3
o〔花屋より取替え銀子手形につき書付〕

文化12.霜. 7

紙縒一括

括・(1括)

200612／278／48
o〔上野屋始頼母子差縺の儀につき書付類〕

文化12.霜. 7 白市高野屋万蔵[ほか2名]→竹
原米屋半三郎殿御名代兵七殿
[ほか2名]

1通

竪紙

200612／278／48- 1
o覚（上野屋始頼母子差縺の儀内済につき）

文化12.霜. 7 竹原米や半三郎名代兵七[ほか2
名]→白市御役方御名代万蔵殿

1通

竪紙

200612／278／48- 2
o〔上野屋始頼母子銀取引の儀につき書付〕

(寛政12.8.～享和 
2.12).

西方寺隆海[ほか]

紙縒一括

括・(1括)

200612／278／49
o〔西方寺入用銀借用証文類〕

寛政12. 8. 借主隆海・証人[　]玄→米屋半
三郎様

1通

竪紙

200612／278／49- 1
o覚（御綸旨銀入用につき借用）

　　亥.12. 2 西方寺隆海→米屋与八殿

包紙(「一札」)付1通

竪紙

200612／278／49- 2
o覚（銭当分借用）

享和 2.12. 西方寺隆海→本米屋

包紙(「戌極月廿八日　証文　西方寺隆海和尚　亥極月分入」)付1通

竪紙

200612／278／49- 3
o預り証文之事

(文化 9.極.～弘化 2.
極.26)

紙縒一括

括・(1括)

200612／278／50
o〔借用証文類〕

　　丑.12.28 町役場→本米屋

1通

切紙

200612／278／50- 1
o覚（御会所銀利足受取）

弘化 2.極.26 貞重村後河内富五郎→吉井半
三郎様

1通

切継紙

200612／278／50- 2
o覚（御因講掛金請取）

　　卯. 2.14 米屋権吉(㊞｢竹原･米権｣)→本
米屋

1通

切紙

200612／278／50- 3
o覚（金借用）
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　　未. 7.14 銭屋徳兵衛→本米屋

1通

切紙

200612／278／50- 4
o覚（銀預り）

　　未.10.22 米や武左衛門・広しまや三右衛
門→米や庄治郎様

1通

切継紙

200612／278／50 -5
o覚（急入用銀札借用）

　　申. 3.22 本久井屋(㊞｢芸州竹原･久井
屋｣)→本米屋

1通

切紙

200612／278／50- 6
o覚（札借用）

　　子. 8.29 三原角屋→本米屋

1通

切紙

200612／278／50- 7
o覚（頼母子銀札請取）

　　午.12.晦 本閑治屋→本米屋

1通

切紙

200612／278／50- 8
o覚（預り銀利足受取）

　　未. 7.29 広島屋三右衛門→本米屋

1通

切継紙

200612／278／50- 9
o覚（急入用銀札受取）

　　酉.正.13 銭屋六平→本米屋

1通

切紙

200612／278／50-10
o覚（札借用）

　　未. 3.29 町用所→本米屋

1通

切紙

200612／278／50-11
o覚（田坂屋分御年貢落し差引）

　　　  3.22 浜用所→本米屋

1通

切紙

200612／278／50-12
o覚（金預り）

文政 5. 9.29 本広島屋→本米屋

1通

切紙

200612／278／50-13
o覚（札借用）

　　辰. 9.23 播磨屋→本米屋

1通

竪紙

200612／278／50-14
o覚（金子借用）

文政12. 7.20 広島屋保五郎→米屋庄二郎殿

1通

竪紙

200612／278／50-15
o覚（銀借用）

文政13. 5. 借主塩崎屋仙助・請人泉屋武平
次→本米屋

1通

竪紙

200612／278／50-16
o銀子借用仕手形事

　　申. 9. 3 阿州井筒屋徳之丞・代大野丸権
之丞→米屋半三郎殿

1通

竪紙

200612／278／50-17
o金子借用手形之事

天保 6. 7. 借主元広島屋・証人油屋嘉助→
本米屋

1通

竪紙

200612／278／50-18
o覚（札借用）

文化 9.極. 借主竹原米屋半三郎・証人同塩
浜庄屋米屋長右衛門→伊予屋
元三郎殿

1通

竪紙

200612／278／50-19
o覚（竹原東中島塩浜引当銀借用）

文政 6. 6.27 越後荒川渡辺次郎八→芸州竹
原米屋半三郎殿

1通

竪紙

200612／278／50-20
o覚（金預り）

　　巳.10. 借主森岡屋吉郎次[ほか2名]→
本米屋

1通

竪紙

200612／278／50-21
o覚（金子借用）
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天保 2.10.18 米屋権吉→本米屋

1通

竪紙

200612／278／50-22
o覚（正金借用）

天保 3.12. 借主横しま新平・証人しまや藤兵
衛→米や庄次郎殿

1通

竪紙

200612／278／50-23
o質入銀子借状之事

　　亥. 7. 東野村土井忠五郎→本米屋 竪紙・(1通)

200612／278／51
o覚（御先祖墓所并に荒神社取繕につき銭借用）

天保 7. 2.17 加州大野丸屋甚七(㊞｢加州･大
野･丸勘｣)→米屋半三郎殿

竪紙・(1通)

200612／278／52
o預り申証文之事

天保 6. 2.21 丸屋船頭喜右衛門・勘七→竹原
米屋半三郎殿

竪紙・(1通)

200612／278／53
o預り申金子之事

戌(寛政 2).12.25 田坂屋(㊞｢竹原･田坂屋｣)→本
米屋

包紙(「寛政二戌極月　請取手形田坂屋分」)付

切紙・(1通)

200612／278／54
o覚（塩浜算用銀借用）

紙縒一括

括・ 1括

200612／279
〔頼母子講銀手形類〕

(文化11.～天保 5).

紙縒･包紙一括

括・(1括)

200612／279／ 1
o下市米屋証文不相済分数々

天保 5.10. 借主米屋武左衛門・証人煙草や
市兵衛→米屋庄次郎殿

1通

竪紙

200612／279／ 1- 1
o質入銀子借状之事

文政 8.12.10 米屋勘兵衛→米屋庄次郎殿

1通

切紙

200612／279／ 1- 2
o〔書簡〕（銀札手形送り状）

　　　 12. 9 同 勘兵衛→米屋庄次郎様

1通

切継紙

200612／279／ 1- 3
o〔書簡〕（差向札入用につき）

　　寅. 7.14 下市米や→本米屋

1通

切紙

200612／279／ 1- 4
o覚（銀札借用）

文政 8.12. 下市米屋→本米屋

1通

切紙

200612／279／ 1- 5
o覚（銀借用）

　乙亥.大晦日 下市米屋→本米屋

1通

切紙

200612／279／ 1- 6
o覚（銀札借用）

文化11.正. 下市米屋→本米屋

1通

切紙

200612／279／ 1- 7
o覚（銀借用）

甲戌(文化11).大30 下市米や→本米屋

1通

切紙

200612／279／ 1- 8
o覚（銀借用）

文政 8.極. 三津白市屋新六[ほか2名]→銀
主竹原米屋伊助殿

包紙付1通

竪紙･切継紙

200612／279／ 1- 9
o覚（元銀札借用）・〔書簡〕

　　寅.極. 長生寺→米屋半三郎様

包紙(「証文手形壱通」)付

竪紙・(1通)

200612／279／ 2
o証文手形之事

寛政元. 9. 京都久米屋理兵衛→米屋幸助
様御取次

包紙(「一札入　久米屋理兵衛」)付

竪紙・(1通)

200612／279／ 3
o覚（家普請につき銀借用）
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紙縒一括

括・(1括)

200612／279／ 4
o〔頼母子講銀算用書類〕

1綴

折紙綴

200612／279／ 4- 1
o覚（頼母子講銀算用）

1綴

折紙綴

200612／279／ 4- 2
o覚（頼母子講銀算用）

　　辰.11. 三津白市屋孫次郎→頼母子御
連中様

1通

切継紙

200612／279／ 4- 3
o落札算用目録

　　辰.霜.29 三津富士屋三郎右衛門・同印内
宗左衛門・同井上文秀→銀預り
竹原永屋正次郎様

1通

切紙

200612／279／ 4- 4
o覚（白市屋初頼母子落札銀受取）

　　　 　  9 東介→庄次郎様

1通

切紙

200612／279／ 4- 5
o〔書簡〕（おきい参上終日御馳走御世話等につ

き）

　　　 11.27

1通

切紙

200612／279／ 4- 6
o〔金銀算用〕

包紙(2枚「小鳥書付扣」･「新米屋江篭預ケ極之書付入有」)一括

括・(1括)

200612／279／ 5
小鳥書付扣

1通

切継紙

200612／279／ 5- 1
o覚（甚兵衛へ申付の鳥篭）

　　寅. 7. 8 米屋半三郎→甚兵衛殿・同貞六
殿

1通

切継紙

200612／279／ 5- 2
o新米屋甚兵衛・貞六江預り置候鳥篭之扣覚

1通

折紙

200612／279／ 5- 3
o東寄附叚・并ニ其次叚

　とら. 7. 8

1通

切紙

200612／279／ 5- 4
o新米屋江預篭之覚

文化 3.

紙縒一括

括・(1括)

200612／279／ 6
o〔長生寺講銀預り手形類〕

文化 3. 4.朔 賀茂屋→本米屋／田しまや隆右
衛門・請人紅屋三助→本米屋

包紙(「長生寺銀手形二通　賀茂屋・田嶋屋」)付2通

竪紙

200612／279／ 6- 1
o覚（長生寺百人講銀預り等）

文化 3. 7.12 浜庄屋長右衛門・同十右衛門→
年寄半三郎殿・同正三郎殿

包紙(「長生寺銀浜用所へ預ケ手形」)付2通

竪紙･切紙

200612／279／ 6- 2
o覚（長生寺工銀預り）・〔書簡〕

寛政 7. 4. 長生寺知事・証人川口屋儀八郎
→米屋半三郎様

包紙(「手形　一通　長生寺」)付

竪紙・(1通)

200612／279／ 7
o覚（金借用）

文化 5.霜. 高崎村元屋九平次

包紙(「証文一札　高九」)付

竪紙・(1通)

200612／279／ 8
o証文之事（私方始め申候頼母子講銀につき）

括・ 1括

200612／280
〔下市米屋証文類〕
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寛政 9.極.晦 田嶋屋藤蔵→本米屋様

包紙(「手形一通　田しまや」)付

竪紙・(1通)

200612／280／ 1
o覚（銭借用）

寛政元. 8.14 木原屋六右衛門→米屋半三郎
殿

包紙(「証文壱通　木原屋分」)付

竪紙・(1通)

200612／280／ 2
o覚（文銀借用）

享和 2.正. 田坂屋太左衛門・証人米屋半三
郎→閑治屋半蔵殿

包紙(「手形壱通　田坂屋」)付

竪紙・(1通)

200612／280／ 3
o覚（銀子借用）

　　辰. 8. 広しまや→本米屋

包紙(「手形一通入　広半殿　辰八月分」)付

切紙・(1通)

200612／280／ 4
o覚（銭借用）

　　子. 6.14 白市屋甚四郎→本米屋

包紙(「子六月　手形　白甚分」)付

切紙・(1通)

200612／280／ 5
o覚（銀子借用）

　　丑.12.28 長生寺→米屋半三郎様

包紙(「手形壱通　長生寺」)付

竪紙・(1通)

200612／280／ 6
o覚（銀借用）

　　亥. 8. 8 さかりや七五郎・受人与右衛門
→本米屋

包紙付

竪紙・(1通)

200612／280／ 7
o覚（銭借用）

寛政10.極. 当本忠海屋忠蔵・証人才兵衛→
米屋半三郎様

包紙(「頼母子手形入　忠海屋忠蔵」)付

竪紙・(1通)

200612／280／ 8
o覚（頼母子銀請取）

　　丑.10. 借主大石屋儀三次・証人嶋屋義
兵衛→本米→半三郎殿

包紙(「手形　大石屋」)付

竪紙・(1通)

200612／280／ 9
o覚（銀札借用）

文化 3. 5. ひろ嶋屋市右衛門→本米屋様

包紙(「手形一通　市右衛門」)付

竪紙・(1通)

200612／280／10
o覚（木船相求め候につき御貸銀借用）

寛政 7.極. 宮嶋屋惣十郎・請人忠海屋三郎
平→米屋半三郎殿

包紙(「宮嶋屋手形」)付

竪紙・(1通)

200612／280／11
o覚（正銀借用）

天保 2. 5.／天保 4.正. 鷹屋弥三郎→米屋庄次郎殿

包紙付

竪紙・(2通)

200612／280／12
o覚（銀札借用）

紙縒･包紙(「下市米屋証文数々入」)一括

括・(1括)

200612／280／13
o下市米屋証文数々入

天保 3. 7.14 下市米屋→本米屋

1通

竪紙

200612／280／13- 1
o覚（札借用）

丙申(天保 7ｶ). 7.21 下市米屋→本米屋

1通

切継紙

200612／280／13- 2
o覚（銀札借用）

　　卯.12. 8 下市米屋→本米屋

1通

切紙

200612／280／13- 3
o覚（銀札受取）

　　未. 3.27 武左衛門→庄次郎様

1通

切紙

200612／280／13- 4
o覚（札受取）

　　午. 2.28 上市米屋→本米屋

1通

切紙

200612／280／13- 5
o覚（札借用）

　　巳. 7.10 下市米屋→本米屋

1通

切継紙

200612／280／13- 6
o覚（塩代差引受取）
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1通

切継紙

200612／280／13- 7
o〔武左衛門殿御褒美銀相渡覚〕

　　巳.10. 3 武左衛門→庄次郎様

1通

切紙

200612／280／13- 8
o〔急入用金受取につき書付〕

　　　 　 30 武左衛門→庄次郎様

1通

切継紙

200612／280／13- 9
o〔書簡〕（かとや銀談の儀につき）

　　丑.12.30 下市米屋→本米屋

1通

切紙

200612／280／13-10
o〔銀借用につき書付〕

　　丑. 7.14 下市米屋→本米屋

1通

切紙

200612／280／13-11
o〔札借用につき書付〕

　　　  5.15 同 勘兵衛→米屋庄次郎様

1通

切継紙

200612／280／13-12
o〔新開築地堤切につき書付〕

括・ 1括

200612／281
〔金銀銭借用手形類〕

　　戌.霜. 8 白市屋甚六(㊞｢竹原･白市屋甚
六｣)→本米屋

切紙・(1通)

200612／281／ 1
o覚（銀子借用）

文化11.極.25 あわや五兵衛→米屋半三郎殿 竪紙・(1通)

200612／281／ 2
o覚（銀借用）

　　子. 9.23 仁かや(㊞｢竹原･仁賀屋甚太
良｣)→本米屋

切継紙・(1通)

200612／281／ 3
o覚（金借用）

　　子. 7.10 野間屋久平次→本米屋 切継紙・(1通)

200612／281／ 4
o覚（銀借用）

　　申.極.22 上市米屋→本米屋 切紙・(1通)

200612／281／ 5
o覚（かもや為替銀請取）

　　亥. 8,晦 浜　片山屋(㊞｢竹原･片山屋｣)→
本米屋

切紙・(1通)

200612／281／ 6
o覚（銀借用）

　戊子. 7.14 寺西太仲→吉井庄次郎殿 切紙・(1通)

200612／281／ 7
o覚（銀札借用）

　　　 11.10 高崎用所→本米屋 切紙・(1通)

200612／281／ 8
o覚（御蔵米売渡）

　　亥. 8.10 中屋好四郎→本米屋

包紙付

竪紙・(1通)

200612／281／ 9
o覚（銭借用）

文化12. 6. 借主田しまや忠三郎・証人久井
屋儀三郎→本米屋

竪紙・(1通)

200612／281／10
o覚（札借用）

　　　  7.13 はま　升本屋(印･芸州竹原　升
本屋)→本米屋

切紙・(1通)

200612／281／11
o覚（塩代先貸り銀請取）

　　申. 7.14 角屋正三郎・同甚五兵衛→米屋
半三郎殿

切紙・(1通)

200612／281／12
o覚（銭借用）

　　辰. 5.／辰. 7. 田嶋屋忠三郎→本米屋 切継紙・(1通)

200612／281／13
o覚（銭借用）

　　亥.極.27 本小倉屋→本米屋 切紙・(1通)

200612／281／14
o覚（札借用）

　　戌.卯.23 本あわや→本米や 切紙・(1通)

200612／281／15
o覚（銀預り）
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　　亥. 3.15 小倉屋茂助→本米屋 切紙・(1通)

200612／281／16
o覚（銀日合付借用）

寛政12. 3.晦 種屋→本米屋

包紙付

竪紙・(1通)

200612／281／17
o覚（文銀借用）

　　戌. 9.14 たはこや忠兵衛(㊞｢芸州竹原･
多忠｣)→本米屋

切紙・(1通)

200612／281／18
o覚（札預り）

　　未.正.朔 七 閑治屋→本米屋 切継紙・(1通)

200612／281／19
o覚（札利足受取）

　　寅. 7. 3 菅氏→本米屋 切紙・(1通)

200612／281／20
o覚（塩代引当金借用）

　　寅. 7. 庄屋貞次郎→米屋半三郎殿

包紙(「寅七月　手形　のしまや」)付

竪紙・(1通)

200612／281／21
o覚（大三郎殿給銀の内借用）

享和 3.極.29 角屋正三郎→米屋半三郎殿 切紙・(1通)

200612／281／22
o覚（銀札借用）

　　丑. 4.朔 田坂屋太左衛門→米屋半三郎
殿

切紙・(1通)

200612／281／23
o覚（西方寺百人講銀引当借用）

　　卯. 3. 8 三津白市屋孫次郎(㊞｢芸州三
津･白市屋｣)→向嶋天満屋平右
衛門様

切紙・(1通)

200612／281／24
o覚（頼母子落札銀請取）

　　丑. 6.13 白市屋甚四郎(㊞｢竹原･白市屋
甚六｣)→本米や

切紙・(1通)

200612／281／25
o覚（銀借用）

　　亥. 7.14 わたや源二郎→本米屋 切紙・(1通)

200612／281／26
o覚（当分日合〆借用）

文化15. 6.14 白市屋甚四郎→本米屋

包紙(「寅六月分　手形　一通　しら甚」)付

切継紙・(1通)

200612／281／27
o覚（銀子借用）

文政11. 9. 富紺屋久兵衛→米屋伊助殿 竪紙・(1通)

200612／281／28
o手形之事

　　寅. 3.26 本あわや→河内屋亦兵衛殿

包紙(「銀札借用手形　河内や又兵衛」)付

切紙・(1通)

200612／281／29
o覚（銀札預り）

　　午. 9.18 小坂村出雲屋彦三郎代周次郎
→竹原米屋庄次郎殿

切紙・(1通)

200612／281／30
o覚（白市屋頼母子銀残りの内受取）

　　子.極.27 観音寺屋・請人市右衛門→本米
屋

包紙(「子極月　手かた　観音寺や」)付

竪継紙・(1通)

200612／281／31
o覚（松葉大束引当銭借用）

　　辰. 7.14 あわや長三郎・請人忠三郎→米
屋伊助殿

切継紙・(1通)

200612／281／32
o覚（銀借用）

紙縒一括

括・(1括)

200612／281／33
o〔金銀借用手形〕

　　申.10.16 菅超右衛門→吉井庄次郎殿

1通

切紙

200612／281／33- 1
o覚（金当分借用）

　　亥. 6.27 米屋貞次郎→米屋半三郎殿

1通

切紙

200612／281／33- 2
o覚（銀借用）

　　子.11.12 上市米屋→本米屋

1通

切継紙

200612／281／33- 3
o覚（金預り）
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木箱(「友之助様より被為遣候物入参候箱渋紙細引木札則此箱之内被為入候節前後扣等数々入　外ニ浅野甲斐様乍内分当所
江御越被遊候節私宅座敷へ御入被遊候砌前後扣も此内ニ入」)一括

括・ 1括

200612／282
友之助様より被為遣候物入参候箱渋紙細引木札則
此箱之内被為入候節前後扣等数々入　外ニ浅野甲
斐様乍内分当所江御越被遊候節私宅座敷へ御入被
遊候砌前後扣も此内ニ入

紙縒一括

括・(1括)

200612／282／ 1
o〔御成時節諸覚書〕

天明 3. 9.

包紙(「前々御成一巻書付扣有之処ニ享保八年卯十二月三日御本陣之時改具ニ書院并家内用意書付有」)付1綴

折紙綴

200612／282／ 1- 1
o前々御成一巻書付扣有之処ニ享保八年卯十

二月三日御本陣之時改具ニ書院并家内用意
書付有

包紙(「上　御成被為遊書院并御銀御台所部屋迄仕立一巻具ニ此目録有ル也」)付1綴

折紙綴

200612／282／ 1- 2
o御成時節本家并蔵取置何角格之覚書

包紙(「中　御成時節御本家通り御用仕立一巻此目録ニ而見ル也」)付1綴

折紙綴

200612／282／ 1- 3
o御成時肝要覚

　　戌. 3.

紙縒一括

括・(1括)

200612／282／ 2
o〔戸田卯助関係書簡類〕

　　戌. 3.17 下市村年寄米屋半三郎

1通

切継紙

200612／282／ 2- 1
o覚（戸田卯助様より被遣候渋紙包箱請取書状

差上げ申候儀ほか書付控）

　　　  3.18 賀茂郡番組→下市年寄半三郎
殿

包紙付1通

切継紙

200612／282／ 2- 2
o〔戸田卯助方への返書受取状〕

　　戌. 3.13 賀茂郡御役所→下市村年寄半
三郎

包紙付1通

切継紙

200612／282／ 2- 3
o覚（戸田卯助よりの渋紙包箱差遣候につき）

　　　  3･12 金子儀三郎→下市村年寄半三
郎様

包紙付1通

切継紙

200612／282／ 2- 4
o〔書簡〕（御祝儀銀拝領等につき）

　　　  3.12 戸田卯助→下市村年寄半三郎
様

包紙付1通

切継紙

200612／282／ 2- 5
o〔書簡〕（御祝儀銀拝領等につき）・[付紙]

　　　  3. 戸田卯助→下市村年寄半三郎
殿

包紙付1通

切継紙

200612／282／ 2- 6
o〔友之助様御鷹野の砌其元へ御止宿につき

御祝儀金被下候書付〕

紙縒一括

括・(1括)

200612／282／ 3
o〔三宅伝六ほか御用書付類〕

　　　 正.24 三宅伝六→年寄半三郎殿

1通

切継紙

200612／282／ 3- 1
o〔御用状〕（早々罷帰り申すべき旨）

　　　 正.26 十郎平→米屋半三郎様

包紙付1通

切継紙

200612／282／ 3- 2
o〔御礼申進候書付〕

　　　 正.26 三宅伝六→竹原年寄米や半三
郎様／金子儀三郎→米屋半三
郎様

包紙付2通

切継紙

200612／282／ 3- 3
o〔書簡〕（金子被下候につき）

1通

切継紙

200612／282／ 3- 4
o覚（藩士止宿割書付）
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折紙綴・(1綴)

200612／282／ 4
o覚（友之助様浦辺御泊りのため鷹野当所へ御趣

の儀につき）

折紙綴・(1綴)

200612／282／ 5
o覚（友之助様此度浦嶋へ御出の儀につき）

亥(明和 4).正.24 竹原年寄米屋半三郎→三宅伝
六様

折紙綴・(1綴)

200612／282／ 6
o覚（明和三年正月廿四日友之助様当所御昼休

につき仕構心得方）

　　　 10.11 米屋半三郎→村上弥平太様

紙縒付

折紙・(2通)

200612／282／ 7
o豊田郡御番組村上弥平太様へ之書状・覚（当町

御通行塩浜へ御入込の儀につき）

　　　 10.14 山中留守より→竹原浦夫へ 切紙・(1通)

200612／282／ 8
o覚（書状等請取）

　　　 10.14 切紙・(1通)

200612／282／ 9
o覚（受取）

　　　 10.14 川村留守より→竹原夫へ 切紙・(1通)

200612／282／10
o覚（書状等受取）

　　　 10.14 薗金左衛門留守→竹原浦夫へ 切紙・(1通)

200612／282／11
o覚（請取）

　　　 10.14 切紙・(1通)

200612／282／12
o覚（受取）

　　　 10.14 関村留守より→竹原浦夫へ 切紙・(1通)

200612／282／13
o覚（書状等受取）

坂村留守より→竹原浦夫へ 切紙・(1通)

200612／282／14
o覚（書状等受取）

　　　 10.12 竹原浦年寄米屋半三郎・同忰勘
五郎→山中権之丞様

切継紙・(1通)

200612／282／15
o山中権之丞様へ差出ス書状ひかへ（私抱塩浜

座敷へ御越被為遊候につき）

　　　 10.12 竹原浦年寄米屋半三郎・同忰勘
五郎→高松十蔵様[ほか4名]

切継紙・(1通)

200612／282／16
o各別書ニて差出書状ひかへ（私抱塩浜座敷へ

御越被為遊候につき）

　　寅.10.12 本米屋 切継紙・(1通)

200612／282／17
o覚（山中権之丞様ほか人名）

包紙付

切継紙・(1通)

200612／282／18
o享保十二丁未年十一月十三日御成之控・元文

五庚申年三月九日御昼所御成之控

切紙・(1通)

200612／282／19
o〔書簡〕（断簡）

折紙・(1通)

200612／282／20
o覚（友之助様竹原へ御着船の儀につき）

紙縒一括

括・(1括)

200612／282／21
o〔浅野甲斐御入の儀につき覚書ほか〕

　　　  5. 6 寺西一三次→米屋半三郎殿

1通

切継紙

200612／282／21- 1
o〔書簡〕（三原へ御出浮の儀につき）

1通

切継紙

200612／282／21- 2
o〔俳句写し〕

　　申. 5. 米屋半三郎当聡

1通

切継紙

200612／282／21- 3
o覚（浅野甲斐様私方座敷へ御入の儀につき）

1枚

包紙

200612／282／21- 4
o〔包紙〕
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紙縒一括

括・(1括)

200612／282／22
o〔友之助様御止宿の儀につき書簡類〕

　　　 正.27 米や半三郎

1通

切紙

200612／282／22- 1
o口上

　　　 正.25 戸田卯助→御本陣

1通

切継紙

200612／282／22- 2
o〔小入小鉢指越下さるべき旨書付〕

　　　 正.25 割庄屋本郷村甚平→竹原町御
年寄半三郎様

包紙付1通

切継紙

200612／282／22- 3
o〔書簡〕（友之助様御止宿の儀につき）

1通

切紙

200612／282／22- 4
o覚（手代・下人ほか人名）

　　　 正.26 竹原下市年寄半三郎→御割庄
屋本郷村甚平様

1通

切継紙

200612／282／22- 5
o〔書簡〕（友之助様御止宿の儀につき）

　　　 正.26 割庄屋本郷村甚平→下市御年
寄半三郎様

包紙付1通

切紙

200612／282／22- 6
o〔書簡〕（御銘札八枚受取につき）

内紙1枚付

包紙・(2枚)

200612／282／23
o金弐百疋（熨斗袋）

内紙1枚付

包紙・(1枚)

200612／282／24
o金子弐百疋（熨斗袋）

内紙1枚付

包紙・(1枚)

200612／282／25
o銀壱枚（熨斗袋）

包紙・(2枚)

200612／282／26
o〔熨斗袋〕

一紙・(1枚)

200612／282／27
o〔渋紙〕

宝暦 7.11.

木箱(「御成之節諸覚書」)一括

括・ 1括

200612／283
御成之節諸覚書

　　寅. 6.11 市左衛門・藤左衛門 横半・(1冊)

200612／283／ 1
o御巡見様草津泊り諸事聞合覚書扣

横半・(1冊)

200612／283／ 2
o御巡見衆御尋之事在之品ニ応シ御返答之覚書

横半・(1冊)

200612／283／ 3
o御宿本亭主勤方

折紙・(1通)

200612／283／ 4
o〔御成の節諸事覚書〕

　　　  5.26 三谷源次左衛門・梶川市郎兵衛
→小池文左衛門様・藤川次右衛
門様

折紙綴・(1綴)

200612／283／ 5
o関仲右衛門より案内之者へ相尋候品々返答之

事

切継紙・(1通)

200612／283／ 6
o〔巡見行列書〕

文政 8.11.

紙袋(「右京様就御成諸扣入」)一括

括・(1括)

200612／283／ 7
o右京様就御成諸扣入

文政 8.11.

1冊

横長

200612／283／ 7- 1
o右京様為御泊鷹野御成被為遊候節覚書
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文政 8.11.

1冊

横長

200612／283／ 7- 2
o右京様御猟之刻御下宿帳

包紙(「御紙面三通」)一括

括・(1括)

200612／283／ 8
o御紙面三通

　　丑.12.18 吉岡平馬・青木文平→下市村年
寄半三郎

1通

切継紙

200612／283／ 8- 1
o申渡ス（御泊鷹野の節其方宅へ御一宿申付）

1通

切紙

200612／283／ 8- 2
o〔御泊鷹野の節御一宿につき被下銀申渡〕

　　丑.12.19 賀茂郡役所→下市村年寄半三
郎

包紙付1通

切継紙

200612／283／ 8- 3
o〔御役所へ罷出べき旨御用状〕

寛政 5.極.

包紙(「被下物御差紙壱枚　外ニ御紙面壱通并御番組衆御手帋壱通」)一括

括・(1括)

200612／283／ 9
o被下物御差紙壱枚　外ニ御紙面壱通并御番組

衆御手帋壱通

　　　 12.14 田村久三郎・黒川林次郎・山田
幾之助→年寄見習貞太郎殿

1通

切継紙

200612／283／ 9- 1
o〔罷出べき旨御用状〕

1通

切紙

200612／283／ 9- 2
o〔殿様其方宅へ御止宿につき被下物申渡〕

1通

竪紙

200612／283／ 9- 3
o〔目録〕（銀八拾目）

天明 5.11.24

紙袋(「殿様当所江御越被為成私宅江被為入候節前後壱巻諸扣」)一括

括・(1括)

200612／283／10
o殿様当所江御越被為成私宅江被為入候節前後

壱巻諸扣

天明 5.11.

1冊

横半

200612／283／10- 1
o殿様御鷹野被為成候刻御下宿帖

1通

切継紙

200612／283／10- 2
o御下宿勤者覚

1綴

折紙綴

200612／283／10- 3
o覚書（殿様御泊鷹野につき）

1通

切継紙

200612／283／10- 4
o〔御本陣御用聞・人馬方人名書付〕

天明 5.11.

1通，書付3通綴込

折紙綴

200612／283／10- 5
o天明五年巳霜月廿四日殿様御成之節覚書

天明 4.閏正.21 賀茂郡御役所→竹原下市村年
寄勘五郎[ほか2名]

1綴

折紙綴

200612／283／10- 6
o天明四辰年態申遣ス（御泊鷹野御止宿につ

き）（写）

　　　  4.25

1通

切紙

200612／283／10- 7
o〔御成一巻旧記につき書付〕

1綴

切継紙綴

200612／283／10- 8
o覚（御本陣詰勤人名）・〔諸品相場損料等書

付〕
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　　　 11.22

1通

切継紙

200612／283／10- 9
o覚（御茶屋内構凡書上）

1枚

包紙

200612／283／10-10
o横田民衛様より被遣御祝儀包紙

　　　 11.26 下市年寄米や半三郎→宮田織
人様御内大村三右衛門様・澄川
文次様

1通

切紙

200612／283／10-11
o十一月廿六日宮田織人様へ内応差出ス披露

状ひかへ

1通

折紙

200612／283／10-12
o四日市へ御礼ニ罷出候節御役人様方御下宿

へ勤者覚

天明 5.10.

紙縒・包紙(「天明五年巳十月指出候口上書・諸書状共扣・同霜月十九日至来番組衆御紙面・同御請書扣とも」)一括1括（折紙1
通・切(継)紙5通・包紙付切継紙1通），御用紙4通

括

200612／283／10-13
o天明五年巳十月指出候口上書・諸書状共扣・

同霜月十九日至来番組衆御紙面・同御請書
扣とも

天明 5.11.23

1冊･1通

横長

200612／283／10-14
o殿様御成之刻御本陣入用帳・覚（御成の節入

用銀受取）

天明 2.11.／天明 
4.11.

紙袋(「天明二年寅十一月杢之丞様御入被為遊候節前後諸扣・天明四年辰十一月御同様扣共入」)一括

括・(1括)

200612／283／11
o天明二年寅十一月杢之丞様御入被為遊候節前

後諸扣・天明四年辰十一月御同様扣共入

1綴

折紙･切継紙綴

200612／283／11- 1
o諸方勤者覚・若旦那様御出府之節小遣ひ入

用覚[ほか]

1綴

折紙綴

200612／283／11- 2
o覚（杢之丞様御鷹野御止宿風聞につき）

天明 4,霜.24[ほか]

紙縒一括1括(紙縒2枚付2括，1通，包紙付1通)

括

200612／283／11- 3
o杢之丞様御泊り鷹野被為成刻御下宿帖[ほか

書付・書簡類]

　　丑.極.

1通

切継紙

200612／283／11- 4
o相場付

　　　 12. 2 三好保之丞→庄や半三郎殿

包紙付1通

切継紙

200612／283／11- 5
o〔書簡〕（挨拶状）

　　　 12.13 竹本造酒内三内喜左衛門→竹
原本陣勘五郎様

1通

切紙

200612／283／11- 6
o〔書簡〕（御心遣の段につき御挨拶）

1通

切継紙

200612／283／11- 7
o〔勤方覚書〕

　　　 霜.23

1通

切継紙

200612／283／11- 8
o覚（十一月廿五日献立）

　　　 極.12 吉村左門内伊藤茂太夫→米屋
勘五郎様

1通

切紙

200612／283／11- 9
o〔書簡〕（為御土産見事の御肴御恵贈につき）

延享 3, 6. 白市俵屋六郎左衛門→下市米
屋半三郎様

紙袋付

竪紙・(1冊)

200612／283／12
o御巡見使伊奈兵庫様四日市御泊首尾御様子書
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延享元. 6. 竪冊・(1冊)

200612／283／13
o若殿様初而御入国被為遊候ニ付当沖御通船被

為成候節覚書

享保10. 2.23 村井保之助殿御拝領

包紙(2枚)一括(3点)

括・(1括)

200612／283／14
o御前様御筆絵・同細工ノ楊枝差・御若君岩松公

御筆絵（富士の山）

延享 3.

包紙(「御上使芸州御巡見御通筋御泊并道程図」)付

竪継紙・(1枚)

200612／283／15
o御上使芸州御巡見御通筋御泊并道程図

折紙綴・(1綴)

200612／283／16
o広島御役人様方御客割品々覚書

安永 4. 3.

紙袋(「御当国御連枝様旁御手跡一枚并御部屋様御細工物二品先年以伝進貰候分」)・包紙一括(2点・包紙付1通)

括・(1括)

200612／283／17
o御当国御連枝様旁御手跡一枚并御部屋様御細

工物二品先年以伝進貰候分

宝暦 7.10.／天明 
5.10.

紙袋一括

括・(1括)

200612／283／18
o御本陣惣絵図

包紙付1枚

竪継紙

200612／283／18- 1
o御本陣御絵図

宝暦 7.10.

1枚，貼紙「此絵図之通少々取捨有之天明五年巳十月差出ス也」

竪継紙

200612／283／18- 2
o私宅惣絵図

天明 5.10.27

1枚

竪継紙

200612／283／18- 3
o米屋半三郎宅惣絵図

寛政 5.極. 横長・(1冊)

200612／283／19
o少将様為御泊鷹野御成被為遊候節覚書

文久元. 6. 横長・(1冊)

200612／283／20
o太守茂長公様御廻浦御成被為遊候節覚書

横長・(1冊)

200612／283／21
o御下宿割ひかへ

天明元. 7.

紙袋一括

括・(1括)

200612／283／22
o松平薩摩守様当所江御越被為成手前江御入被

遊候節被下物等覚書

5通

折紙

200612／283／22- 1
o〔被下物目録〕

1通

切継紙

200612／283／22- 2
o〔松平薩摩守様当所へ御出の趣につき諸事

覚書〕

　　丑. 3. 本米や→町用所

1通

切継紙

200612／283／22- 3
o〔薩摩守様当所被為入候につき被下物書上〕

1枚，竪紙2枚付

包紙

200612／283／22- 4
o〔包紙〕（「竹原役人中へ」）

1通

竪紙

200612／283／22- 5
o〔供目付・御用人名書上〕

元禄 6.臘. 3 味木立軒艸

包紙付

竪紙・(1通)

200612／283／23
o御絵相添　文ノ物之写シ

延享 3. 6. 芸州賀茂郡四日市→御本陣半
三郎・脇亭主六郎左衛門

竪紙・(1通)

200612／283／24
o覚（所相場書）
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　　　 11.25 佐竹金五→米屋半三郎殿

包紙付

切継紙・(1通)

200612／283／25
o〔代銀差進候につき申進候書付〕

　　　 12. 6／極. 8 国分寺→大村好左衛門様・吉岡
平馬様／国分寺→米屋半三郎
様

包紙付

切(継)紙・(3通)

200612／283／26
o口上（殿様御不例にて御快全の御祈祷申上げた

き儀につき）・〔書簡〕

紙縒付，うち1点は葵桂入り包紙2点入

包・(2点)

200612／283／27
o御葵桂二ヶ年分（「御内陣葵桂」・「葵桂」）

紙縒･包紙付

竪紙・(3通)

200612／283／28
o御献立　御前宿広島へ持参仕候ひかへ・〔銀目

録〕

　　　  6.17 御宿橘屋本亭主半三郎・同脇亭
主六郎左衛門

竪紙・(1通)

200612／283／29
o伊奈様御泊趣書

紙縒一括

括・(1括)

200612／283／30
o〔伊奈兵庫御泊関係書類〕

橘屋

1通

竪紙

200612／283／30- 1
o六月十六日夕御献立・同十七日朝御献立精

進

　　　  6.17 御宿橘屋本亭主半三郎・同脇亭
主六郎左衛門

1通

竪継紙

200612／283／30- 2
o伊奈様御泊趣書

1通

切継紙

200612／283／30- 3
o〔普聞と申す出家御家来衆より御呼の儀書

付〕

延享 3. 6.12 芸州高宮郡可部町屋村御本陣
文平・年寄小十郎→伊奈兵庫様
御内浅野儀右衛門殿[ほか]

包紙付5通

竪紙

200612／283／30- 4
o写　五通（「受取申木銭之事」ほか証文一札）

紙縒付

切継紙・(2通)

200612／283／31
o浦辺御廻在御供・覚

紙縒一括

括・(1括)

200612／283／32
o〔御巡見御用関係書類〕

　　　  6.15／ 6. 三津村保右衛門→下市年寄半
三郎様／下市村年寄半平・同半
三郎・同庄屋正三郎

包紙(2枚)付3通

括

200612／283／32- 1
o御巡見御用ニ付肝要書弐通

　　　  6.26 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

包紙付1通

折紙

200612／283／32- 2
o〔書簡〕（浄春尊霊百ヶ日につき）

　　　  7･13 白市屋保右衛門(花押)→米屋半
三郎様

包紙付2通

折紙･切継紙

200612／283／32- 3
o〔書簡〕（四日市橘屋普聞坊一巻につき）

　　　  7.12 助右衛門→半三郎様

包紙付1通

切継紙

200612／283／32- 4
o〔書簡〕（四日市御用等の儀につき）

紙縒一括

括・(1括)

200612／283／33
o〔御巡見御用関係書類〕
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　　　  6.14 木原屋六右衛門→半平様・半三
郎様・九左衛門様

包紙(2枚)付6通

竪紙･切継紙

200612／283／33- 1
o可部六右衛門殿より御知せ飛札入（御巡見御

用心得方の儀につき）

　　　  6.22 造賀村庄屋伝内(花押)→下市年
寄半三郎様／下市村年寄半三
郎・正兵衛→造賀村庄屋伝内様

包紙付2通

切継紙

200612／283／33- 2
o〔書簡〕（帳面書様御尋の儀につき）

　　　  6.22 木原屋六右衛門(花押)→米屋半
三郎様

包紙付1通(切紙1通共)

切継紙

200612／283／33- 3
o〔書簡〕（伊奈兵庫御宿諸書付・御製札の儀等

につき）

　　　  6.21 切紙・(1通)

200612／283／34
o覚（四日市元〆所へ銭渡）

切紙・(1通)

200612／283／35
o覚（小幡又十郎ほか御宿割当）

紙縒一括

括・(1括)

200612／283／36
o〔御巡見御用関係書類〕

1通

切継紙

200612／283／36- 1
o〔書簡〕（御用の節御請諸扣類の儀につき）

　　　  6.18 元〆方→橘屋御役人中

1通

切紙

200612／283／36- 2
o覚（刀掛請取）

　　　  6.11 十右衛門→弥三次様

1通

切紙

200612／283／36- 3
o覚（三十年以前御通りの時分御宿）

　　　  6.17 元〆→下市半三郎様

1通

切紙

200612／283／36- 4
o口上（松尾様菅笠の儀につき）

1通

切継紙

200612／283／36- 5
o〔御巡見衆御調物等の儀，直段定の儀につき

書付〕

　　　  6. 8 松田半兵衛・鳥井九郎三郎→小
池文左衛門様・藤川次右衛門様

1通

切継紙

200612／283／36- 6
o〔書簡〕（御巡見衆当町へ御泊りの儀につき）

　　　  6. 御巡見御用元〆方→御勝手肝
煎方下市藤左衛門殿

1通

切継紙

200612／283／36- 7
o覚（御巡見様御宿の儀につき）

1通

切継紙

200612／283／36- 8
o口上（御巡見衆御泊りにつき諸事覚）

1通

切継紙

200612／283／36- 9
o〔六月十一日・十二日御献立〕

　　　  6.12 草津年寄庄屋市右衛門→賀茂
郡市左衛門様・同藤左衛門様

1通

切紙

200612／283／36-10
o覚（御巡見御用につき）

　　寅. 6. 庄屋弥三次

1通

切継紙

200612／283／36-11
o〔四日市次郎丸村明細書〕

1通

切継紙

200612／283／36-12
o覚（小幡又重郎ほか御宿付役人書上）

紙縒一括

括・(1括)

200612／283／37
o〔御巡見御用関係書類〕
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1通

折紙

200612／283／37- 1
o〔御巡見衆家来人名書上〕

　　　  7.20 俵屋六郎左衛門(花押)→米屋半
三郎様

包紙付1通

切紙

200612／283／37- 2
o〔書簡〕（御巡見様御泊り首尾御様子書委細

御世話につき）

　　　  6.21 俵屋六郎左衛門(花押)(白市より)
→米屋半三郎様

包紙付1通

切継紙

200612／283／37- 3
o〔書簡〕（四日市五郎次様へ上り申候書付の

儀につき）

　　　  6.20 俵屋六郎左衛門(花押)→米屋半
平様

1通

切継紙

200612／283／37- 4
o〔書簡〕（諸口印紙半紙に引替申すにつき）

　　　  6.21 造か村八郎右衛門(花押)→下市
米屋半三郎様

包紙付1通

切継紙

200612／283／37- 5
o〔書簡〕（御巡見様首尾よく相済御満足の儀等

につき）

切継紙・(1通)

200612／283／38
o〔小幡又十郎ほか御巡見衆紋所・諸道具印書

上〕

折紙綴・(1綴)

200612／283／39
o〔御巡見御用諸勤人名書上〕

紙縒一括

括・(1括)

200612／283／40
o〔御巡見様御用関係書類〕

　　　  6.22 米屋半三郎→橘屋小三郎様・田
房屋兵三郎様

1通

切継紙

200612／283／40- 1
o〔書簡〕（御落シ笠の儀口上書につき）

　　寅. 7. 橘屋本亭主下市年寄半三郎・同
脇亭主白市俵屋六郎左衛門→
賀茂郡御役所様

包紙(「寅七月十九日御役所へ差上ケ候口上書扣」)付1通

切継紙

200612／283／40- 2
o申上候口上之覚（御巡見様御宿御尋の儀一

円御座なき旨）

　　寅. 6.17 橘屋本亭主半三郎・同脇亭主六
郎左衛門

1通

竪紙

200612／283／40- 3
o口上之覚（兵庫様御宿御立の節御家来衆より

笠壱つ見え申さざる儀につき）

田房屋兵三郎(花押)(四日市橘
やより)→米屋半三郎様

包紙付2通

折紙･切紙

200612／283／40- 4
o〔書簡〕（御巡見様御通行相済候儀につき）・

伊奈兵庫様御歌

　　　  6.19 同半平(花押)→米屋半三郎殿

包紙付1通

切継紙

200612／283／40- 5
o〔書簡〕（御落し物送り遣候儀につき）

　　　  6.17 四日市御宿橘や半三郎→中尾
文蔵様御家来衆中様

包紙付1通

切継紙

200612／283／40- 6
o口上（笠相調遣し申上候旨）

　　　  6.17 橘屋好右衛門・田房屋兵三郎
(花押)→米屋半三郎様／四日市
御宿橘屋半三郎→中尾文蔵様
御家来衆中様

包紙付2通

切(継)紙

200612／283／40- 7
o〔書簡〕（笠の儀につき）・口上（笠相調遣し申

上候旨）

　　　  6.17～ 6.22 四日市庄屋弥三次[ほか]→竹原
年寄半平様・同半三郎様・同庄
屋正三郎様[ほか]

紙縒･包紙付4通(包紙には2通入)

切継紙

200612／283／40- 8
o〔書簡〕（御用向首尾よく御仕廻の儀につき）・

[ほか口上書等]

紙縒一括

括・(1括)

200612／283／41
o〔御巡見御用関係書類〕
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　　　 10.17 松原文蔵・柏木甚内→半三郎殿

包紙付1通

切継紙

200612／283／41- 1
o〔書簡〕（御巡見衆御宿主御案内書向上扣の

儀につき）

　　　 10.16 東村庄屋作左衛門(花押)→下市
年寄半三郎様

包紙付1通

切継紙

200612／283／41- 2
o〔書簡〕（御巡見様御宿主其外御案内の者より

御尋有無書付の儀につき）

　　　 10.10 番組→割庄屋中七人へ

1通

切継紙

200612／283／41- 3
o〔御巡見衆御通行の節御尋書付の儀につき

書付〕

　　　 10.12 下市年寄半三郎→松原文蔵様・
柏木甚内様

1通

切紙

200612／283／41- 4
o〔書簡〕（御巡見様御通行の後指上候書付の

儀につき）

　　　 10.12 下市年寄半三郎→割庄屋東野
村作左衛門様

1通

切継紙

200612／283／41- 5
o〔書簡〕（御巡見様御通行の後指上候書付の

儀につき）

　　　 10.19 松原文蔵・柏木甚内→下市村年
寄半三郎殿

包紙付1通

切紙

200612／283／41- 6
o〔書付返戻受取書〕

　　　 10.18 半三郎→作左衛門様

1通

切継紙

200612／283／41- 7
o〔書簡〕（御番組衆御内意相窺送書指出し申

候につき）

紙縒一括

括・(1括)

200612／283／42
o〔殿様・御子様御泊り鷹野関係書類〕

　　丑.霜.朔 竹原下市年寄米屋半三郎→賀
茂郡御役所

1通

竪継紙

200612／283／42- 1
o乍恐申上ル口上之覚（殿様・御子様方御腰掛

の儀につき）ひかへ

　　丑.10. 竹原下市年寄米屋半三郎→賀
茂郡御役所

1通

竪紙

200612／283／42- 2
o乍恐申上ル口上之覚（殿様・御子様方四日市

本郷辺へ御鷹野被為成候につき）ひかへ

　　丑.極.29 下市年寄米屋半三郎→賀茂郡
御役所

包紙付1通

竪紙

200612／283／42- 3
o覚（銀壱封請取手形）ひかへ

　　丑.10.18 賀茂郡御役所下市村役人共

1通

切継紙

200612／283／42- 4
o態申遣ス（四日市辺・本郷辺へ尾泊り鷹野に

つき）写し

　　　 11. 5 竹内彦五郎・宮田吟平→下市村
年寄半三郎殿

包紙付1通

切継紙

200612／283／42- 5
o〔殿様・御子様方差閊なく御立被遊候につき

書付〕

　　　 10.21 宮田吟平・竹内彦五郎→下市村
役人中

1通

切紙

200612／283／42- 6
o〔年寄半三郎宅惣絵図指越すべき旨申達写〕

　　丑.10.29 吉岡平馬・青木文平→竹原下市
年寄半三郎

包紙付1通

切継紙

200612／283／42- 7
o態申遣ス（殿様・御子様四日市本郷へ御泊鷹

野につき）

　　　 11.20 梶山勘助→米や半三郎様

包紙付2通

切(継)紙

200612／283／42- 8
o〔浜焼鯛弐尾御差出の儀につき御挨拶書付〕

　　　 11. 5 梶山勘助→米や半三郎様

包紙付1通

切継紙

200612／283／42- 9
o〔書簡〕（殿様・御子様方貴様宅御差閊なく御

立の儀につき）
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　　　 11. 5 宮田吟平→米屋半三郎様

包紙付1通

切継紙

200612／283／42-10
o〔殿様・御子様方御機嫌よく御立被遊候につき

書付〕

　　　 11. 4 竹内彦五郎→米屋半三郎様

包紙付1通

切継紙

200612／283／42-11
o〔上々様方御立被遊候につき書付〕

　　丑,霜. 3

1通

切継紙

200612／283／42-12
o覚（御本陣亭主米屋半三郎と申す手札持参

見舞申上る御先方書上）

紙縒一括

括・(1括)

200612／283／43
o〔御本陣入用の儀等につき関係書類〕

　　　 11.11[ほか] 下市年寄半三郎[ほか]→宮田吟
平様･竹内彦五郎様[ほか]

紙縒(2点)･包紙付14通

切(継)紙

200612／283／43- 1
o〔御本陣初其外諸入用帳指出の儀等につき

書簡類控･諸品受渡覚ほか〕

　　　 11.14[ほか] 東村喜三次[ほか]→下市年寄半
三郎様[ほか]

紙縒･包紙(2枚)付5通

折紙･切継紙

200612／283／43- 2
o〔御本陣入用の儀につき書簡･口上書類〕

(宝暦 7.11. 2～寛政 
5.12.11)

1通

切継紙

200612／283／43- 3
o〔殿様御成の儀につき覚書〕

宝暦 7.11. 2

紙袋(「宝暦七年丑十一月二日殿様当所江御越被為成私宅江被為入候節前後一巻諸扣」)付

横長・(1冊)

200612／283／44
o宝暦七年丑十一月二日殿様当所江御越被為成

私宅江被為入候節前後一巻諸扣

延享 3, 6. 紙袋・(1点)

200612／283／45
o紙袋(「御巡見御用書付扣類一巻入」)

文久元. 6. 米屋半三郎正友

袋一括

括・(1括)

200612／283／46
o太守茂長公様御廻浦私宅江御成被為遊候節覚

書入

文久元. 6. 本米屋

1冊

横長

200612／283／46- 1
o太守様御成二付諸入用帖

文久元. 6.

1冊

横長

200612／283／46- 2
o殿様御廻浦二付塩浜御本陣仕構人夫払仕シ

帖

文久元. 6. 竹原町

1冊

横長

200612／283／46- 3
o太守様御泊船諸役割日加恵

紙袋(「書道手本」)一括

括・ 1括

200612／284
〔書道手本〕

荒川銈之助 折本・(1冊)

200612／284／ 1
o草訣百韻歌　巻之一

折本・(1冊)

200612／284／ 2
o蒙求（部分）

范文明撰 折本・(1冊)

200612／284／ 3
o草訣弁疑

癸亥(享和 3). 2. 頼禧

表紙木板

折本・(1冊)

200612／284／ 4
o小学顕辞

明治14.12. 1 出版人田島弥平・発兌人出雲寺
万次郎

表紙木板

折本・(1冊)

200612／284／ 5
o [　]先生十二媛詩帖　一
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明治14.12. 1 出版人田島弥平・発兌人出雲寺
万次郎

表紙木板

折本・(1冊)

200612／284／ 6
o [　]先生十二媛詩帖　二

延享 4. 2.改

紙箱(「寛文年間　西方寺係争文書」･「4」)･包紙(「寛文年中西方寺大出入書附并書状等数々入」)･紙袋(「寛文年中西方寺直末
の事に関し三原大善寺と争ひ其結果終に公議及本山に訴へし書附并書状等数々入　明治四十年五月改之」)一括

括・ 1括

200612／285
〔寛文年中西方寺大出入書附并書状等数々入〕

紙縒一括

括・(1括)

200612／285／ 1
〔西方寺出入関係書簡類〕

　　　 10.10 西方寺・[ ]益(花押)→米や又三
郎様

2通

折紙

200612／285／ 1- 1
o〔書簡〕（知恩院へ召出され候て双方の訴状表

にて口上御聞成され候儀につき）

　　　 卯. 2 笑斎(花押)→竹原五郎兵衛様

1通

竪紙

200612／285／ 1- 2
o〔書簡〕（御約束の塩相渡し候様彦右衛門に

被仰付下さるべき旨）

　　　  8. 2 虎介[ほか3名]→又三郎様[ほか
3名]

1通

折紙

200612／285／ 1- 3
o〔書簡〕（次右衛門被罷下候儀等につき）

　　　  8. 4 [　]や伊左衛門(花押)→米や又
三郎様

1通

折紙

200612／285／ 1- 4
o〔書簡〕（すく祢山の御切手につき）

　　　 卯.28 常林寺(花押)・西蓮寺(花押)→西
方寺[　]三郎殿

1通

折紙

200612／285／ 1- 5
o〔書簡〕（御訴訟精魂を抽ぜらるべき旨）

　　　 卯.27 亮右衛門→西方寺様[ほか4名]

1通

切紙

200612／285／ 1- 6
o〔書簡〕（明朝常住御食進上申したき旨）

　　　  4.25

1通

竪紙

200612／285／ 1- 7
o〔書簡〕（其方様御無事のよし大慶の儀等）

3通

折紙

200612／285／ 1- 8
o〔大善寺謀判の儀につき書付〕

1枚

包紙

200612／285／ 1- 9
o〔包紙〕

1通

折紙

200612／285／ 1-10
o〔書簡〕（私事今月十一日に京着）

2通

折紙

200612／285／ 1-11
o〔書簡下書〕（大善寺証人の儀等）

　　　 卯.25 足立屋弥九郎(花押)→西方寺様
[ほか3名]

1通

切継紙

200612／285／ 1-12
o〔書簡〕（其元様子の儀につき）

　　　 卯.25 喜兵衛(花押)･久作(花押)→西方
寺様[ほか3名]

1通

折紙

200612／285／ 1-13
o〔書簡〕（大善寺謀判の儀につき）

1通

折紙

200612／285／ 1-14
o〔書簡〕（西方寺御法事中にて様子不申上候

につき）

　　　 卯. 4 →西方寺又三郎殿旦那中

1通

折紙

200612／285／ 1-15
o〔書簡〕（知恩院方丈様江戸へ御越被成候儀

相延申候儀につき）
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　　　  7.26 阿弥陀寺(花押)→米屋又三郎様

1通

折紙

200612／285／ 1-16
o〔書簡〕（御本寺知恩院江戸より御上京の儀等

につき）

　　　  7.28 →米や又三郎様

1通

折紙

200612／285／ 1-17
o〔書簡〕（大善寺謀判の儀可致吟味につき）

寺たや与左衛門→庄や又三郎
様

1通

竪紙

200612／285／ 1-18
o〔書簡〕（御逗留成され候処御見廻も申上げざ

る儀につき）

　　　  8. 8 [ ]屋半右衛門(花押)→西方寺様
[ほか3名]

1通

折紙

200612／285／ 1-19
o〔書簡〕（大善寺謀判の儀につき）

　　　 10.11 忠三郎(花押)

1綴

折紙綴

200612／285／ 1-20
o〔書簡〕（今九日御本寺にて双方口上御聞成さ

れ候儀につき）

　　　 卯.25 下ノ村次郎兵衛(花押)→西方寺
様[ほか3名]

1通

折紙

200612／285／ 1-21
o〔書簡〕（私共罷上り候様御申越の儀につき）

　　　  8. 2 [ ]屋半右衛門(花押)→西方寺様
[ほか3名]

1通

折紙

200612／285／ 1-22
o〔書簡〕（去る廿八日御城下へ御着候而御代

官衆へ様子申上候由につき）

　　　 卯.25 作右衛門(花押)→西方寺様[ほ
か3名]

1通

折紙

200612／285／ 1-23
o〔書簡〕（大善寺への書物証文には成り申す間

敷候儀等）

　　　  8. 5 竹原より市左衛門(花押)→又三
郎様・勘兵衛様

1通

竪紙

200612／285／ 1-24
o〔書簡〕（米代銀持参の儀につき）

　　　  8. 5 →米や又三郎様

1通

折紙

200612／285／ 1-25
o〔書簡〕（一両日の様子承りたき旨）

竪継紙・(1通)

200612／285／ 2
o覚書（西方寺由緒につき）

月日 西方寺→知恩院様御役者中様 竪紙・(1通)

200612／285／ 3
o〔西方寺由緒につき覚書〕

竪継紙・(1通)

200612／285／ 4
o覚書（西方寺由緒につき）

竪紙・(1通)

200612／285／ 5
o〔前書の次第偽御座無き旨書付〕

竪紙・(1通)

200612／285／ 6
o〔西方寺大善寺の末寺に成り申す子細御座無き

儀書付〕

寛文 5.卯.18 安芸国加茂郡竹原西方寺筏誉･
同旦那吉井又三郎[ほか3名]→
御本寺知恩院様御役者中

竪継紙・(1通)

200612／285／ 7
o〔西方寺由緒につき覚書〕

寛文 5.卯.25 治右衛門　判　→西方寺住持筏
誉転凉様

竪継紙・(1通)

200612／285／ 8
o覚（三原大善寺より西方寺の儀末寺と仰懸られ

候儀につき）

竪紙・(2通)

200612／285／ 9
o〔大善寺末寺の儀につき覚書〕

月日 竪紙・(2通)

200612／285／10
o〔西方寺本末の儀につき啓上書付〕
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元禄15. 3.19 足立屋弥九郎[ほか11名]→米屋
半三郎殿

包紙(「西方寺普請入用手形」)付

竪紙・(1通)

200612／285／11
o覚（西方寺建立入用銀借用）

竪紙・(1通)

200612／285／12
o〔西方寺儀大善寺の末寺と知恩院末寺帳二三

通も御座候儀につき覚書〕

竪紙・(1通)

200612／285／13
o〔前書の通偽り御座無き旨書付〕

竪紙・(1通)

200612／285／14
o〔前書の次第偽り無く言上の旨書付〕

　　　  7.24 三原大善寺 竪紙・(1通)

200612／285／15
o覚（西方寺本寺末寺の出入につき）

竪紙・(1通)

200612／285／16
o芸州竹原下市西方寺中興より之次第

竪紙・(1通)

200612／285／17
o〔知恩院より廻文并本帳廻り候て本末の書付仕

候儀につき覚書〕

竪紙・(1通)

200612／285／18
o〔西方寺の儀三原大善寺より末寺の由申懸られ

候由につき覚書下書〕

竪継紙・(1通)

200612／285／19
o〔竹原下市西方寺開山了円以下由緒覚書〕

竪紙・(1通)

200612／285／20
o〔一紙〕

紙縒一括

括・(1括)

200612／285／21
o〔西方寺出入関係書簡類〕

　　　 卯.25 米や虎介(花押)→両方様[ほか2
名]

1通

折紙

200612／285／21- 1
o口上（両方様の儀万事能よう成さるべき旨）

　　　  5.10 西方寺(花押)→水呑や五郎兵衛
様[ほか2名]

1通

折紙

200612／285／21- 2
o〔書簡〕（大分の出入有之候儀につき〈折紙裏

書〉）

1通

折紙

200612／285／21- 3
o〔書簡下書〕（御本寺様御役者中の思召入能

き旨等）

　　　  8. 5 [ ]屋半右衛門(花押)→西方寺様
[ほか]

6通

折紙

200612／285／21- 4
o〔書簡〕（大善寺謀判の儀等につき）

　　　 卯.13 将屋半右衛門(花押)→西方寺様
[ほか3名]

1通

折紙

200612／285／21- 5
o〔書簡〕（三原大善寺広島より戻られ候儀，我

等事も帰宅候儀等につき）

1通

折紙

200612／285／21- 6
o〔書簡下書〕（大善寺儀につき〈折紙裏書〉）

1通

折紙

200612／285／21- 7
o覚（銀算用）

　　　 卯.25 勘兵衛→西方寺様

1通

折紙

200612／285／21- 8
o〔書簡〕（其元様子等につき）

　　　 卯.12 九兵衛(花押)→西方寺様[ほか2
名]

1通

折紙

200612／285／21- 9
o〔書簡〕（大善寺様子の儀等につき〈折紙裏

書〉）

169



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

　　　 卯.25 市左衛門(花押)→西方寺様[ほ
か3名]

1通

切継紙

200612／285／21-10
o〔書簡〕（其御地様子知れ申さざる由につき）

　　　  4.19 田坂次左衛門(花押)

1通

切紙

200612／285／21-11
o〔書簡〕（此元四五日の内埒明可申と存候につ

き）

1通

折紙

200612／285／21-12
o覚（銀算用）

　　　 卯.25 米屋喜右衛門→米屋又三郎様

1通

切継紙

200612／285／21-13
o〔西方寺・大善寺出入につき覚書〕

　　　  5.15 米や虎介→吉井又三郎様

1通

折紙

200612／285／21-14
o〔書簡〕（酒売切の儀，塩壱万六七千俵売申す

儀につき）

1通

折紙

200612／285／21-15
o〔西方寺・大善寺出入につき申上候書付〕

　　　  3.29 [　]半右衛門(花押)→又三郎様
[ほか4名]

1通

折紙

200612／285／21-16
o〔書簡〕（各申分を妙慶院・畠清院にて申上げ

候儀につき）

　　　 卯.25 兵左衛門(花押)→西方寺様

1通

折紙

200612／285／21-17
o〔書簡〕（其元の首尾承り満足いたし候につき）

　　　  8. 6 [ ]屋半右衛門(花押)→西方様
[ほか4名]

1通

折紙

200612／285／21-18
o〔書簡〕（大善寺の様子につき）

　　　 極.25 下市又三郎→手嶋六兵衛様

1通

切紙

200612／285／21-19
o手帋ニ而申上候（米代銀うけ合の儀につき）

　　　 卯.25 怪益→西方寺様

1通

切紙

200612／285／21-20
o〔書簡〕（爰元の首尾能風聞御座候につき）

　　　 卯.25 五郎兵衛(花押)[ほか9名]・惣旦
那中→西方寺様[ほか3名]

1通

折紙

200612／285／21-21
o〔書簡〕（旦那中大善寺末寺にて無御座通の

書物書付差上の儀等につき）

　　　  7.26 伊左衛門(花押)→米や又三郎様

1通

折紙

200612／285／21-22
o〔書簡〕（西方寺殿・大善寺殿出入今に相済不

申候由につき）

1通

包紙

200612／285／21-23
o〔包紙〕

　　　 卯.25 [　](花押)→西方寺

1通

折紙

200612／285／21-24
o〔書簡〕（拙僧無油断勤行仕居申候儀ほか諸

事）

茂右衛門・鉄や彦兵衛

1通

折紙

200612／285／21-25
o覚（片岡平太夫）

1通

折紙

200612／285／21-26
o覚（金銀算用）

寛文 5.卯.18 安芸国加茂郡竹原西方寺筏誉
(花押)・同旦那吉井又三郎(花
押)[ほか2名]・惣旦那中→御本
寺知恩院様御役者中

竪継紙・(1通)

200612／285／22
o〔大善寺直末の儀につき御訴訟条々〕
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(寛文 5. 4.18) 竪継紙・(1通)

200612／285／23
o乍恐謹而言上（大善寺直末の儀につき御訴訟

条々）

寛文 5.卯. 賀茂郡竹原下市西方寺惣旦那
中→妙慶院様・畠清院様

竪継紙・(1通)

200612／285／24
o芸州賀茂郡竹原下市西方寺[中興]より之次第

(寛文 5.卯). 竪継紙・(1通)

200612／285／25
o芸州賀茂郡竹原下市西方寺中興より之次第

寛文 5. 8. 3 西方寺 竪継紙・(1通)

200612／285／26
o覚（西方寺儀大善寺の末寺と知恩院末寺帳に在

之由の儀につき）

寛文 5. 8. 3 西方寺 竪継紙・(1通)

200612／285／27
o芸州賀茂郡竹原西方寺住持并旦那中口上之覚

竪紙・(1通)

200612／285／28
o乍恐言上（宗門御改につき御公儀より本末寺の

御吟味被仰出候につき）

竪紙・(1通)

200612／285／29
o〔大善寺直末出入の儀につき覚書〕

昭和32.10.20 磯宮八幡神社→吉井章五殿

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪冊・ 1冊

200612／286
唐崎文書目録

延享元.卯.(宝暦 7. 3.
写)

洗心居主人草

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪冊・ 1冊

200612／287
さくら谷詣の記

延享元.卯. 洗心居主人草，谷川淡斎

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪冊・ 1冊

200612／288
さくら谷詣の記

明和 4, 8.

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪冊・ 1冊

200612／289
淡路殿正三郎殿懸り合之一儀此度不得止事及上達
候ニ付辻々覚書

元禄12. 2. 寂隠斎

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

横半・ 1冊

200612／290
庚申祭儀

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪冊・ 1冊

200612／291
松風

　　　  8.21 唐崎欽四郎(花押)

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・ 1通

200612／292
〔書簡〕（貴兄様御上京等につき）

享保丁酉( 2). 6.

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪冊・ 1冊

200612／293
〔佐藤直方浅見安正山崎嘉先生絶門之意趣也　植田
玄櫛成章記之門生被示之由〕

丁亥(明和 4).

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪冊・ 1冊

200612／294
〔磯宮神主淡路法外の儀につき覚書控〕

享保丁酉( 2). 6.(昭和 
9. 6.13)

吉井章五写

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪冊・ 1冊

200612／295
佐藤直方浅見安正山崎嘉先生絶門之意趣也　植田
玄櫛成章記之門生被示之由

享保17.正.(寛延 
2.10.19写)

平安城　進居先生述作

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪冊・ 1冊

200612／296
神道大意　全

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括

括・ 1括

200612／297
〔柄崎淡路有馬入湯関係書簡類〕

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括

写真ﾌﾟﾘﾝﾄ・(2枚)

200612／297／ 1
o〔署判写真（自御城下 淡路守）〕
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　　　 10.21 自御城下 淡路守(花押)(「柄崎淡
路守」)→年寄半三郎様・割庄や
喜三次様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括／包紙付

折紙・(7通)

200612／297／ 2
o〔書簡〕（拙者有馬入湯諸送の儀等）

　　　 10.22 多内→半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／297／ 3
o〔書簡〕（先達ての趣相違仕候趣につき）

　　　 10.23 淡路守→半三郎様・喜三次様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括／包紙付

折紙・(2通)

200612／297／ 4
o〔書簡〕（百姓共出来り御心配の儀等につき）

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／297／ 5
o〔此願書御城下医者中と申処山崎浩庵老然るべ

き由書付〕

　　　 10.晦 淡路→半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／297／ 6
o〔書簡〕（御念書の趣承知）

　　　 11.14 柄崎淡路→米屋半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／297／ 7
o〔書簡〕（御役用無滞御仕廻につき）

　　　 正. 柄崎淡路→米屋半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／297／ 8
o〔書簡〕（此間御内意を得候一条委曲承知につ

き）

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／297／ 9
o御願申上候口上之覚（有馬湯治につき） 原書案

文

　　　 10.19 淡路守(「従広島 柄崎淡路」)→
喜三次様(「東村閑治や喜三次
様」)

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／297／10
o〔書簡〕（入湯願の儀等につき）

　　　 10.19 淡路守(「従御城下 柄崎淡路
守」)→半三郎様(「下市米や半三
郎様」)･町地方与頭中様･浜仲間
中様･下の村与頭中様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／297／11
o〔書簡〕（病気入湯願の儀等につき）

　　　  7.20 東村喜三次→下市半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／297／12
o〔書簡〕（淡路殿より申来候他参歎の儀につき）

　　　 10.念9 多内→半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／297／13
o〔書簡〕（又々淡路より来書御座候につき）

　　　  7.29 喜三次→半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／297／14
o〔書簡〕（淡路殿より入湯の願出申候由につき）

　　　 10.22 東村喜三次→下市年寄半三郎
様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／297／15
o〔書簡〕（淡路殿一件尚又来書有之候につき）

　　　 11.14 喜三次→半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／297／16
o〔書簡〕（例の貸替御見届の儀,次助殿才覚手懸

の儀,淡路殿一件等につき）

　　　 10.晦 年寄半三郎→当分庄屋次助様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／297／17
o別啓（磯宮神主淡路有馬入湯願書指出の儀に

つき）

　　　 10.23 次助→半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／297／18
o〔書簡〕（淡路殿有馬入湯の論出申候につき）
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　　　 10.25 当分庄屋次助→年寄半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／297／19
o〔書簡〕（淡路殿有馬入湯願の儀につき）

　　　 11. 3 下市当分庄屋次助→下市年寄
半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／297／20
o〔書簡〕（淡路殿入湯願書御取次の儀につき）

　　　 11. 6 当分庄屋次助→年寄半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／297／21
o〔書簡〕（淡路殿願書又々御越の儀につき）

　　　 12.19 仲間政五郎→年寄半三郎様[ほ
か2名]

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙・紙縒一括／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／297／22
o〔書簡〕（願書一通り差上げ申候儀につき）

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

括・ 1括

200612／298
〔角屋正三郎・唐崎常陸介懸り合関係書簡類〕

　　亥. 9. 年寄半三郎[ほか4名]→賀茂郡
御役所

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪継紙・(1通)

200612／298／ 1
o下市年寄庄屋兼役角屋正三郎・同所磯宮神主

淡路懸り合之儀ニ付申上ル口上書

　　亥.11. 年寄半三郎[ほか4名]→賀茂郡
御役所

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪紙・(1通)

200612／298／ 2
o下市年寄庄屋兼役角屋正三郎・同所磯宮神主

淡路懸り合之儀下方ニ而何分相片付不申候ニ
付御窺申上ル口上書

　　亥.11.11 柄崎淡路→吉井半三郎殿

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

折紙･切紙・(2通)

200612／298／ 3
o口上之覚（正三郎殿拙者六年已来懸り合の儀に

つき）

　　亥.11. 柄崎淡路守→年寄半三郎殿

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／298／ 4
o口上之覚（正三郎殿拙者六年以来懸り合の儀に

つき）　案文

　　亥.11.13 年寄半三郎[ほか4名]→年寄庄
屋兼役正三郎殿

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

折紙綴・(1綴)

200612／298／ 5
o口上之覚（神主淡路無願他参の儀貴様申方同

人遺恨に存じ候につき）　ひかへ

　　(亥).11.11～12. 忠海屋政五郎→米屋半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

切継紙・(3通)

200612／298／ 6
o〔書簡〕（淡州書物委曲承知の儀等）

　　　 11.18 閑治や喜三次→米屋半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／298／ 7
o〔書簡〕（淡路殿・正三郎殿懸り合の儀につき）

(忠海屋政五郎→米屋半三郎様)

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

折紙綴・(1綴)

200612／298／ 8
o〔新社建立の儀につき拙者役前の心得并内分小

社造立以来の趣荒々書付〕

　　亥.11. 下市役人共→賀茂郡御番組衆
中様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙(「済口口上書扣入」)付

折紙綴・(1綴)

200612／298／ 9
o口上之覚（正三郎・淡路義縺に相成候儀につき）

柄崎淡路守[ほか]

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／紙縒一括

括・ 1括

200612／299
〔銀子受渡の儀等につき書簡類〕

　　　 12.28 淡路守→半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

竪紙･切紙・(2通)

200612／299／ 1
o別幅（御社付銀子受込申したき一条につき）[添

書共]

　　　 12.大晦 八百道(「柄崎八百道」)→半三郎
様(「米屋半三郎様」)

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／299／ 2
o〔銀子手形指出につき書付〕
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安永 6.極.28 柄崎淡路守→年寄半三郎殿

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪紙・(1通)

200612／299／ 3
o覚（元銀両度受取）

安永 6.極.28 柄崎淡路守→塩浜庄屋次助殿・
同長蔵殿

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪継紙・(1通)

200612／299／ 4
o覚（預ケ銀受取）

酉(安永 6).極.28 浜庄屋長蔵→年寄半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・(1通)

200612／299／ 5
o覚（磯宮へ銀子相渡）

　　　 12.29 さかいや助七→米屋勘五郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・(1通)

200612／299／ 6
o〔書簡〕（御細書の御文意承知）

　　　 　 29 さかいや助七→米屋勘五郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・(1通)

200612／299／ 7
o口上（再答参申候につき御目に掛申候）

　　　 極.29 三郎平→勘五郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切継紙・(1通)

200612／299／ 8
o〔書簡〕（銀子受取たき由につき）

　　　 12.大晦 柄崎八百道→助七様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／299／ 9
o〔書簡〕（寄付年賦銀の内百五十目受込申したき

儀につき）

　　　 　 大尽 八百道→こめや半三郎様・同勘
五郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・(1通)

200612／299／10
o〔書簡〕（今以て有無御様子相聞不申につき）

　　　 　 大尽 八百道→半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・(1通)

200612／299／11
o〔書簡〕（手形御案文の通り相調指上ケ申候につ

き）

酉(安永 6).極.28 浜用所→年寄半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切継紙・(1通)

200612／299／12
o覚（湊明神永代油料等算用）

　　　  6. 5 柄崎淡路守→米屋半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切継紙・(1通)

200612／299／13
o〔書簡〕（銀子取集めの儀につき）

　　　  6. 6 柄崎淡路守→吉 半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・(1通)

200612／299／14
o〔書簡〕（次兵衛殿方申談決着仕候につき）

　　　  6. 6 柄崎淡路守→吉 半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・(1通)

200612／299／15
o〔書簡〕（次助殿・次兵衛殿方へ申談の儀につき）

　　　  6. 8 柄崎淡路守→吉　半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／299／16
o〔書簡〕（次助殿銀子の儀につき）

　　　  5. 2 柄崎淡路守→米や半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切継紙・(1通)

200612／299／17
o〔書簡〕（今夕方庚申祭につき）

柄崎淡路守→米屋半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・(1通)

200612／299／18
o〔書簡〕（願書飛脚便次助殿方まで御指出の由に

つき）

　　　 正.26 加藤甲次郎→米屋半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付／切紙2枚共

折紙・(1通)

200612／299／19
o〔書簡〕（老父八旬の内祝，私儀家督の内祝につ

き）

　　　  2.19 加藤甲次郎→吉井半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／299／20
o〔書簡〕（老父年賀内祝贈進につき謝礼）

唐崎織部→吉井半之丞様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

竪紙・ 1括(2通)

200612／300
〔漢詩〕（送彦明唐處士之東都 ほか）

174



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／紙縒付

竪紙・ 1括(5通)

200612／301
〔当聰・士高・士愛詩稿〕

元文 2. 6.朔 雄淵→吉井正伴殿

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／302
許状

　　　  8.11 唐崎上総介→吉井半平様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・ 1通

200612／303
〔書簡〕（知譜拙記去冬改正につき）

安永 6.極.28 柄崎淡路守→年寄半三郎殿

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙(「口上書并受取手形とも二通」)付

竪継紙・ 1通

200612／304
口上覚（浜方預り銀願書一条につき）

白雪楼主人 山宮維深仲淵父拝

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪紙･切紙・ 1括(2
通)

200612／305
白雪楼望嶽憶（漢詩）

三圭子拝

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪紙・ 1通

200612／306
謝呈（漢詩）

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪紙・ 1通

200612／307
突筒鈴井君詩并小序

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・ 1通

200612／308
福山御神能番組

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪紙・ 1通

200612／309
鴨祐為書（短歌「ふじの根」）

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・ 1通

200612／310
小塩・枕士童（歌）

　　巳. 9.中旬

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・ 1通

200612／311
浮船（歌）

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

横半・ 1冊

200612／312
〔歌題〕

　甲寅. 9.

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

切紙・ 1通

200612／313
復　唐崎大歌

唐崎敬歳拝

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪紙・ 1通

200612／314
遊（漢詩）

庸儒宇竜稿

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪紙・ 1通

200612／315
〔漢詩〕

　　　  3. 4 →よし井氏

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

包紙・ 1枚

200612／316
〔包紙〕

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／紙紐付

竪紙・ 1括(12枚)

200612／317
〔包紙（白紙）〕

(寛延 2). 淡路守→米屋半三郎様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

括・ 1括

200612／318
国造千家殿御奉納并社号并社記并棟札写

寛延 2. 9. 筒鈴斎吉井正伴誌

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪冊・(1冊)

200612／318／ 1
o水社社記

国造出雲俊勝

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

竪紙・(2通)

200612／318／ 2
o出雲国造千家俊勝卿　水社御社号・水社御詠歌
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寛延 2. 7. 霊水井筒記

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／318／ 3
o棟札写

寛保 4.正. 8(寛保元. 
3.朔)

玉木平治判

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／319
玉木氏門弟ヨリ出ル誓約文仮写

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／封筒一括

括・ 1括

200612／320
〔文章・詩解説書付等〕

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪冊・(1冊)

200612／320／ 1
o〔文章・詩大意〕

元禄 6.臘. 3 味木立軒艸

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪継紙・(1通)

200612／320／ 2
o〔味木立軒漢詩解説(扈従）〕

　　　  2. 5 唐崎欽五郎(従京都三條御幸町
西へ入堺屋)→吉井半之丞様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

封紙・(1点)

200612／320／ 3
o〔封紙〕

　　戌. 2. 2 唐崎欽五郎→吉井半之丞様

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

竪継紙・(1通)

200612／320／ 4
o〔｢仁｣ノ字御議論につき書付〕

昭和33, 5.25 小宮山昌秀著・村上英八十六翁
写／村上弌，林龍雄，渡辺則文

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／封筒･包紙付／題箋(白紙)1枚共

原稿用紙綴･葉
書・ 1括(1綴･9通)

200612／321
楓軒偶記抜翠・〔葉書〕（病気見舞謝礼等）

昭和36. 6.29 産業経済新聞

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／竪紙(白紙)1枚共

新聞紙・ 1枚

200612／322
産業経済新聞（断片）

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

写真ﾌﾟﾘﾝﾄ・ 1枚

200612／323
〔落款写真〕

吉井利三郎

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括

一紙(刊)・ 1括(2
枚)

200612／324
〔出品票〕

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／タトウ付

写真ﾌﾟﾘﾝﾄ・ 1括(4
枚)

200612／325
三津木原安所蔵木原一要宛 植田艮背先生書翰写真

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／株式会社竹原銀行用箋使用

便箋・ 1冊

200612／326
〔唐崎欽五郎書翰ほか筆写〕

(昭和)29.12.16稿 吉井章五

木箱(「8」「唐崎文庫　旧文書」)一括／印刷紙背使用

更紙・ 1括(3通)

200612／327
祭詞（唐崎常陸介先生ノ霊ヲ祭ル）

　　子.極.27 米屋

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪冊・ 1冊

200612／328
御与力様献立

　　　  9.17

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪冊・ 1冊

200612／329
鴻池献立

研海生,霞外,岷山,鳩巣[ほか]

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

一紙綴・ 1綴

200612／330
〔書画綴〕

　　　 11.11

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

切紙・ 1通

200612／331
〔書簡〕（午後より参上可仕候につき）

　　　  1. 6 祐斎(花押)→彦左衛門殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

切紙・ 1括(2通)

200612／332
〔書簡〕
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甲子.

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

切紙・ 1通

200612／333
〔漢詩〕（有和）

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・ 1通

200612／334
〔書画〕

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・ 1通

200612／335
〔短歌〕（今日不知誰計会春風春水一時来）

玉深

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・ 1通

200612／336
〔墨絵〕

官梅書

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・ 1通

200612／337
〔書〕（香壽）

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・ 1通

200612／338
〔墨絵〕

　庚申. 白雲

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・ 1通

200612／339
〔画〕（冨山絶頂）

　乙酉.新春.

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・ 1通

200612／340
〔画〕（煙邨）

六十一翁　山路重央

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・ 1通

200612／341
雪中竹（短歌）

滄洲

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・ 1通

200612／342
題峨眉石（漢詩）

長因

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

切紙・ 1通

200612／343
閑中燈（短歌）

平安芥煥

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・ 1通

200612／344
〔漢詩〕

南湖

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・ 1通

200612／345
〔書〕（山領）

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

括・ 1括

200612／346
〔家関係書類〕

明治26.10. 6 本吉井

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／封筒一括（封筒付葉書･切継紙3通,切(継)紙3通）

括・(1括)

200612／346／ 1
o廿六年十月六日改木原お貞引越之節書類入

　　　  2.23 義一(吉岡義一)→吉井若主人様
(吉井又三郎主君)

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／封筒付

切継紙・(1通)

200612／346／ 2
o〔書簡〕（時半季分御遣し来り居候給金の儀につ

き）

　　　  2.吉 楢崎なを・とよ→吉井御婦様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／帯紙(「三原楢崎仲兵衛之妻とよ御手翰」)付

折紙・(1通)

200612／346／ 3
o〔書簡〕（おのふ殿庄原方へ御引越しの由につ

き）

(明治31). 佐伯郡厳島町小林政助→吉井
又三郎様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／封筒･帯紙(「厳島神社寄進提灯四張其代共受取書此内へ有之」)一括（封
筒付切継紙･竪紙2通,切(継)紙3通,一紙(刊)1通,竪紙2通）

括・(1括)

200612／346／ 4
o厳島神社寄進提灯四張其代共受取書此内へ有

之

明治30. 5.24 広島県広島市役所→吉井半三
郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙綴・(1綴)

200612／346／ 5
o広島市水道公債引受申込承諾通知書
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昭和17. 6.23 広島県学務部長→西方寺御中

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙綴(刊)・(1綴)

200612／346／ 6
o仏像写真撮影ニ関スル件（国宝申請につき）

昭和　. 2.28 広島県竹原町藤井写真館→吉
井様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

切紙(刊)・(1通)

200612／346／ 7
o〔受取証〕

(昭和17ｶ). 6.18 織田三郎治→吉井章五様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

便箋・(2通)

200612／346／ 8
o〔書簡〕（西方寺観音像調査につき）

　　　  7.20 織田三郎治→吉井章五様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

便箋・(1通)

200612／346／ 9
o〔書簡〕（仏像写真お送り致候につき）

嘉永 2. 4.25 広島妙慶院知事→本米屋半三
郎様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙付

切紙・(1通)

200612／346／10
o月牌料御請書

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

切紙・(1枚)

200612／346／11
o〔題箋〕（「此書太田忠左衛門殿所持預恵贈写置

分」）

　　　 　8.11 織田三郎治（広島市基町）→吉
井章五先生

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／封筒付

罫紙・(1通)

200612／346／12
o〔書簡〕（普明閣本尊厨子につき）

　　　  2.20 川口助一郎母→吉井半三郎様
[ほか2名]

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／帯紙(「三原町西川口はる書翰」)付

折紙・(1通)

200612／346／13
o〔書簡〕（贈答品謝礼）

吉井半三郎内→越智完三殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／帯紙付

折紙・(1通)

200612／346／14
o〔書簡〕（大次との御引越祝盃相調い候儀等）

(明治33). 5,吉 もづすゐ→吉井御婦もし殿[ほか
2名]

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／帯紙(「明治四十年五月改之　広島橋本町万代すい子書翰　明治三十三
年之手紙」)付

折紙・(1通)

200612／346／15
o〔書簡〕（御婚礼首尾よく御整につき）

近藤幸八郎母→吉井半三郎様
御ふもし殿[ほか2名]

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／帯紙(「三次近藤幸八郎之先妻当家於□之母之手翰」)付

折紙・(1通)

200612／346／16
o〔書簡〕（たやすく平産致申候につき）

　　　 正. 土屋五郎右衛門内→吉井半三
郎様御うもし殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／帯紙(「角屋正三郎伯母尾道町栗原屋事土屋五粮右衛門内手翰」)付

折紙・(1通)

200612／346／17
o〔書簡〕（年始挨拶）

川口源左衛門,川口祐一郎→吉
井半三郎様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／紙縒一括(封筒･包紙付切継紙2通,切継紙1通,竪継紙1通)

括・(1括)

200612／346／18
o〔石炭一件御承引の儀等につき書簡・手扣・仏通

寺辺略絵図〕

昭和17. 6.18／ 7.20 広島市草津町織田三郎治→吉
井章五様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／封筒(2枚)付

写真ﾌﾟﾘﾝﾄ・(3枚)

200612／346／19
o当家持仏本尊之写影

浜用所→米屋／持主米屋徳十
郎→米屋半三郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／封筒付

一紙・(5枚)

200612／346／20
o裂古書類（覚・奉願上口上之覚）

明治30. 5.18 田ノ浦寓菅原胤翁→小林君・田
雲君／京都市御幸町堀箔商店
→菅原胤彦様／菅原胤彦→吉
井半三郎様／小林憲司→吉井
様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／封筒付

切(継)紙･竪紙・(4
通)

200612／346／21
o小林氏へ金員相渡ス同受取書入　計算書在裡
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元禄15. 9. 知恩院派八丁目中寺町極楽寺・
大通寺・龍渕寺・誓福寺・専修院

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／封筒付

竪紙・(1通)

200612／346／22
o宗旨手形之事

明治19. 7.11 京阪丸五郎七→竹原港吉井半
三郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／23
o証（本俵塩受取）

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／綴の一部／346-24と346-34は同一文書（竪継紙の継ぎ目が剥離したもの）

竪紙・(1通)

200612／346／24
o定約証（山・宅地・建物売渡）

明治15. 4.21 南方村柄崎忠兵衛→賀茂郡下
市村吉井半三郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／25
o証（米受取）

明治13. 1.31 豊田郡南方村売渡人柄崎忠兵
衛→賀茂郡下市村買主吉井半
三郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／26
o耕地売渡代金受取証

明治20. 7.25 賀茂郡下市村借主吉井半三郎
→金主柄崎共三殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／27
o賀茂郡下市村之内明治廿年七月廿五日建物書

入図面

明治30.11.10 吉井アイ→取次人有田喜七殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／28
o定約証（建物売買）

明治30. 9. 2 吉井利三郎→騎兵五聯隊長中
佐木村重殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

罫紙・(1通)

200612／346／29
o帰省願

　　　  8.24 今田玉吉→三村御旦那様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

罫紙・(1通)

200612／346／30
o〔書簡〕（御当地鉄板販売につき）

明治31. 賀茂郡竹原町吉井半三郎

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／31
o委任状（登記取消請求の件）

明治31. 7.11 賀茂郡竹原町同居吉井正彦→
竹原区裁判所木ノ江出張所御中

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／32
o印鑑届

明治15. 4.20 豊田郡南方村柄崎忠兵衛・証人
柄崎仲次→吉井半三郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／33
o証

明治15. 4.20 豊田郡南方村売渡人柄崎忠兵
衛[ほか2名]→賀茂郡下市村買
受人吉井半三郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／346-24と346-34は同一文書（竪継紙の継ぎ目が剥離したもの）

竪紙・(1通)

200612／346／34
o〔所有地・家屋売渡定約証〕

明治30.11. 7 吉井正彦→竹原町長磯兼雄平
殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／35
o送籍請求書

明治30.11. 9 吉井正彦→竹原町長磯兼雄平
殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／36
o送籍請求書

賀茂郡竹原町吉井半三郎代人
斎藤誠二・親類吉井利三郎→木
村亮平殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／37
o証（竹原銀行譲売譲渡につき手付金請取証下

書）

明治31. 5.31 堀内支店・有田喜七[ほか2名]

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(2通)

200612／346／38
o定約書（食塩預ケ済口契約）
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明治25. 6. 3 吉井半三郎代有田喜七→堀内
御支店様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

罫紙・(1通)

200612／346／39
o製塩預り証

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／40
o〔人別金員書上〕

明治30.11.20 広島市万代四郎右衛門→竹原
区才判所御中

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／41
o印鑑届

福山藤井忠吉→吉井正彦殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

罫紙・(1通)

200612／346／42
o〔書簡〕（精米所機械につき）

明治30.11.23 西条勝拾郎→本吉井様取次有
田喜七殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／43
o支払金

明治30.11. 吉井正彦

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／44
o委任状（地所売渡登記請求の件）

明治30.11. 7 竹原塩業組合取締役松阪芳太
郎→吉井正彦殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

罫紙・(1通)

200612／346／45
o〔塩田共有地買受につき登記出願取計願書〕

明治30.11. 5 広島県賀茂郡竹原町吉井半三
郎代人譲渡人斎藤誠二・譲受人
木村亮平→合資会社竹原銀行
御中

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／46
o合資会社竹原銀行持分譲与ニ付御届

明治17.10.23 広島県安芸国加茂郡下市村酒
造営業人吉井半三郎・筆生中村
譲一→広島県令千田貞暁殿代
理広島県大書記平山靖彦殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／47
o建物図面　安芸国賀茂郡下市村百三拾八番屋

敷

慶応 3.10.

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪継紙・(1通)

200612／346／48
o〔家並略図面〕

明治30.10.20 賀茂郡竹原町竹鶴恕一郎・同竹
鶴敬次郎→吉井又三郎殿・吉井
正彦殿・吉井利三郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

罫紙・(1通)

200612／346／49
o証（竹原製糸株式会社株券売買受取）

明治 3.極. 塩屋利兵衛・親類証人山じ屋常
助→吉井御氏

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／50
o預ケ証文之事

明治30.11.27 吉井利三郎→竹鶴恕一郎殿・竹
鶴敬次郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／51
o証（本吉井預金償還分預り）

明治30.10. 6 安芸国加茂郡竹原町吉井半三
郎→竹原製糸株式会社御中

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

罫紙・(1通)

200612／346／52
o預り証書

明治30. 7. 7 安芸国加茂郡竹原町吉井半三
郎→竹原製糸株式会社御中

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

罫紙・(1通)

200612／346／53
o証（金員預り）

明治30.11.22 吉井アイ

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／54
o委任状（公正証書作成嘱託の件）
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木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／55
o地所建物書入証

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙に使用したものカ（「登記書類在」の表書あり）

竪紙・(1通)

200612／346／56
o〔建家略図面〕（賀茂郡竹原町字明神）

明治30.11.19 合資会社竹原銀行頭取松阪義
太郎→吉井半三郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

罫紙・(1通)

200612／346／57
o証（当座預金貸越金返済）

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／安芸国竹原町吉井鮴支店用紙使用

罫紙・(1通)

200612／346／58
o図書取調之記

明治30.10.12 竹原製糸株式会社取締役竹鶴
恕一郎→吉井半三郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

罫紙・(1通)

200612／346／59
o証（竹原銀行預金通帳ほか受取）

明治28. 4. 安芸国豊田郡南方村→安芸国
加茂郡竹原町買主吉井半三郎
殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／60
o地所売渡証

明治31. 賀茂郡竹原町吉井半三郎→豊
田郡東野村望月庄五郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／61
o請取証

明治31. 賀茂郡竹原町吉井半三郎→豊
田郡東野村望月庄五郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／62
o請取証

明治29.12.

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

封紙･包紙・(3枚)

200612／346／63
o〔封紙・包紙〕

明治30.10.29 竹原製糸株式会社担当人吉井
半三郎→郵便為替貯金管理所
長殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

一紙(刊)・(1通)

200612／346／64
o貯金払戻請求書

　　　 12.31 竹原製糸株式会社清算人渡守
武五敏→上吉井様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／竹原製糸株式会社用紙使用

罫紙・(1通)

200612／346／65
o〔書簡〕（預金利子払込依頼）

明治30.11.11

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／竹原郵便電信局用紙使用

罫紙・(1通)

200612／346／66
o吉井正彦ヨリ吉井アイニ譲渡物件書

明治30. 9. 2 広島市役所→吉井半三郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／蒟蒻版

竪紙・(1通)

200612／346／67
o〔水道公債利子金交付通知書〕

明治31.11. 8 竹原銀行→吉井利三郎様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／合資会社竹原銀行用紙使用

罫紙・(1通)

200612／346／68
o〔書簡〕（御本家分解約）

明治30.11. 7 賀茂郡竹原町吉井正彦→→町
長

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・(1通)

200612／346／69
o新番設置届

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

折紙・(1通)

200612／346／70
o〔蒲団･机ほか書上〕

明治31. 5.30 吉井正彦→竹原町磯兼雄平殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

折紙・(1通)

200612／346／71
o証明願（広島市水道公債証書名前書換請求に

つき）

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

一紙・(2枚)

200612／346／72
o〔白紙〕
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木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

折本・ 1冊

200612／347
o〔会約一通写〕

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

切(継)紙・ 1括(5
通)

200612／348
〔竹原下市庄屋手島久三郎書・詩ほか〕

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪継紙・ 1通

200612／349
〔書〕（「雑詩」）

豊城小臣若林氏可般拝稿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・ 1通

200612／350
〔漢詩〕

文化 8. 9. 広村社倉頭取長兵衛

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

切継紙・ 1通

200612／351
櫨成実買集問屋奉願上書付

文化11. 2. 浅口郡鴨方村長門寺→竹原町
御役人御衆中

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙付

竪継紙・ 1通

200612／352
宗門送り手形之事

　　申.10. 吉崎新開支配引請十右衛門→
年寄半三郎殿・庄屋貞次郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪継紙・ 1通

200612／353
御願申上ル口上之覚（吉崎新開支配御免につき）

文化 2. 6.25 岩国屋八兵衛→米屋半三郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「文化七年四月十九日三本松岩国屋手形壱通」)付

竪紙・ 1通

200612／354
覚（銀子借用）

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「紋手本入」)付

一紙(綴)・ 1括(1
枚･1綴)

200612／355
紋手本入

明治 7.12.31 雙門隆春→吉井半三郎様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙付

切紙・ 1通

200612／356
記（観音堂屋根破所ほか普請入用落手）

　　　  7.22 望月東之介(望月東之助)→会計
方吉井半三郎様・同松阪義三郎
様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙付

切継紙・ 1通

200612／357
〔書簡〕（商社拝借金返済遷延願）

寛政12. 5. にし米屋→本米屋・阿波屋

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙・ 1通

200612／358
覚（庄助義仲買仲間相加り申したきにつき受引一札）

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

切紙・ 1通

200612／359
〔書簡〕（酒株書類延引の儀につき）

　　　 霜.11 →渉趣様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

切継紙・ 1通

200612／360
〔書簡〕（焼塩五つ御越下されたき旨）

　　　  9. 9 白井周右衛門→四日市年寄忠
左衛門殿[ほか2名]

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙付

切紙・ 1通

200612／361
〔書簡〕（御細書の趣承知）

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／木箱(「年寄同格･割庄屋 下作左衛門書附入　下市町年寄並 上庄次郎
様」)入

括・ 1括

200612／362
〔野路山開基につき入用銀寸志願書付類〕

　　卯.正. 竹原下市町年寄並庄次郎→賀
茂郡御役所

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／木箱(「年寄同格･割庄屋 下作左衛門書附入　下市町年寄並 上庄次郎
様」)入

竪紙・(1通)

200612／362／ 1
o野路山御開基ニ付御入用銀之内へ私貯銀奉差

上候書附
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　　寅. 9. 竹原下市町年寄並庄次郎→年
寄同格割庄屋作左衛門殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／木箱(「年寄同格･割庄屋 下作左衛門書附入　下市町年寄並 上庄次郎
様」)入

竪継紙・(1通)

200612／362／ 2
o御国恩為冥加当郡野路山御開地御入用方へ寸

志銀相備申度奉願上書付

　　　 正.24 伊藤武左衛門→吉井庄次郎様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／木箱(「年寄同格･割庄屋 下作左衛門書附入　下市町年寄並 上庄次郎
様」)入

切紙・(1通)

200612／362／ 3
o〔書簡〕（野路山御開基御入用銀の内へ御貯銀

御聞届につき）

　　　 正.24 年寄並庄次郎→年寄同格･割庄
屋作左衛門様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／木箱(「年寄同格･割庄屋 下作左衛門書附入　下市町年寄並 上庄次郎
様」)入

切紙・(1通)

200612／362／ 4
o〔書簡〕（野路山御開基御入用銀の内へ私貯置

候札銀御備の儀につき）

　　午. 2. 町用所

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／木箱(「年寄同格･割庄屋 下作左衛門書附入　下市町年寄並 上庄次郎
様」)入

切継紙・(1通)

200612／362／ 5
o覚（表兵衛有物）

　　　 正. 6 割庄屋作左衛門→竹原年寄並
庄次郎様[ほか2名]

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／木箱(「年寄同格･割庄屋 下作左衛門書附入　下市町年寄並 上庄次郎
様」)入

切継紙・(1通)

200612／362／ 6
o〔野路山へ寄附銀御願出につき御免許書付〕

　　寅.12.21 植木三蔵・近藤鹿之助→用掛り･
割庄屋彦五郎[ほか3名

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／木箱(「年寄同格･割庄屋 下作左衛門書附入　下市町年寄並 上庄次郎
様」)入

切継紙・(1通)

200612／362／ 7
o態申遣ス（野路山開基につき寄附銀聞届）

嘉永 5. 7.13

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

巻紙(竪継紙)・ 1
括(3枚)

200612／363
石井先生書手前ノレん文字三枚

→寺村様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

ｺﾋﾟｰ用紙(A3)・ 1
括(2枚)

200612／364
〔「石井先生書手前ノレん文字三枚」複製〕

明治10. 7. 古志卓松

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／茶封筒(「藤江村古志卓三氏が（後藤江郵便局長）郵便扱所の事務見習の
為兄に当る吉井利三郎（竹原郵便局長）のところに来られていた時のものらしい（昭和五十八年十一月）」)付

竪紙・ 1冊

200612／365
示書

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／題箋(「賀茂郡三津口村水尻新開絵図面」)付／茶封筒付

絵図・ 1点

200612／366
賀茂郡三津口村水尻新開絵図面

　

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

袱紗・ 1点

200612／367
〔袱紗〕

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪冊・ 1冊

200612／368
おさな源氏五　宇治十帖

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪冊・ 1冊

200612／369
智光院献立

　　亥. 3.27

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪冊・ 1冊

200612／370
智光院献立

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

横半・ 1冊

200612／371
旧法目録　全

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

折紙綴・ 1綴

200612／372
人のたましゐを知ル哥（ほか覚書）

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

竪紙･折紙･一紙・ 
1括(12枚)

200612／373
〔諸書付類断片ほか〕

183



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

折紙綴・ 1綴

200612／374
〔人別進物書上〕

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」

折紙綴・ 1綴

200612／375
〔建具書上〕

　　　寅.10. 筒鈴→半平様・半三郎様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙付

折紙綴・ 1綴

200612／376
御噺申上候覚（御役儀につき家内若輩共へ書記）

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

括・ 1括

200612／377
〔表具類表装等の儀につき書簡類〕

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

竪紙・(4通)

200612／377／ 1
o〔略図面〕

　　　  7. 3 龍山→吉井春山盟兄

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

竪継紙・(1通)

200612／377／ 2
o〔書簡〕（御登し被下候三幅対表装出来の儀等に

つき）

　　　 霜.25 龍山→吉井春山盟兄

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

竪継紙・(1通)

200612／377／ 3
o〔書簡〕（川口家謝儀･表装料の儀等につき）

　　　  3. 8 龍山→吉井春山盟兄

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

切紙・(1通)

200612／377／ 4
o〔書簡〕（烏丸殿の事委曲御申越の儀につき）

　　　  7.晦 (㊞｢常化堂･西洞院通･二條下ル
町･絵屋善七郎)→岸龍山様御取
次

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

切紙・(1通)

200612／377／ 5
o覚（表装料）

　　　  7. 絵屋善七→岸龍山様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

切紙・(1通)

200612／377／ 6
o覚（仏表具仕立料等）

　　　  6.15 岸龍山(京州より)→本米屋半三
郎様

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括／包紙付

切(継)紙･竪紙・(4
通)

200612／377／ 7
o〔屏風図につき申上候書簡類ほか〕

　　　  8.22 岸龍山→吉井春山盟兄

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

竪継紙・(1通)

200612／377／ 8
o〔書簡〕（見事なる大幅画差下し候につき）

　　　  6.21 岸→春山盟兄

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

竪継紙・(1通)

200612／377／ 9
o〔書簡〕（屏風出来差下し申候につき）

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

竪継紙・(1通)

200612／377／10
o追而内密（銀子恩借申したき儀につき）

　　　 11. 4 岸龍山→吉井春山盟兄

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

切紙・(1通)

200612／377／11
o〔書簡〕（寺町秋田屋仏表具の儀につき）

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

竪紙・(1通)

200612／377／12
o〔粗画三葉贈上の儀書付〕

　庚子. 8. 岸龍山→吉井半三郎殿

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

竪紙・(1通)

200612／377／13
o証（屏風壱雙代金受納）

岸龍山→吉井春山盟兄

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

竪継紙・(1通)

200612／377／14
o〔書簡〕（御地にて相認申候拙画三幅差下しの儀

につき）

　　　  6.29 岸龍山→春山盟兄

木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括

竪継紙・(1通)

200612／377／15
o〔書簡〕（墨画壱幅下し申候儀等につき）
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木箱「諸々古文書（石井豊州書米屋のれん原文）」／包紙(「龍山より本米屋半三郎宛書状」)一括／包紙付

切継紙・(2通)

200612／377／16
o〔書簡〕（御地人罷越し御法の御咄し仕候儀等に

つき）

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

括・ 1括

200612／378
木原正直妻満寿女夢想和歌（封筒表題）

延享元. 6.16 権中納言定俊

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒(「木原正直妻満寿女夢想和歌」)一括／包紙
付

竪紙・(2通)

200612／378／ 1
o野宮中納言様菅想之絵御添書写

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒(「木原正直妻満寿女夢想和歌」)一括／紙縒
付

一紙・(3通)

200612／378／ 2
o〔紙札〕

享保16.10.21[ほか] 木原正直[ほか]

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒(「木原正直妻満寿女夢想和歌」)一括／包紙
付

切紙・(3通)

200612／378／ 3
oお増夢想歌一首其外発向書付有（「享保十六年

十月廿一日暁夢中之句」ほか）

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒(「木原正直妻満寿女夢想和歌」)一括／包紙
付

竪紙･切紙・(2通)

200612／378／ 4
o正親町中納言様御筆酒銘八重梅御詠歌之写

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒(「木原正直妻満寿女夢想和歌」)一括／包紙
付

折紙・(2通)

200612／378／ 5
o詠草　二葉（惜宅・契慈・江月）

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒(「木原正直妻満寿女夢想和歌」)一括

横半・(1冊)

200612／378／ 6
o夢想之和歌（奉納詠三十一首和歌）

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒(「木原正直妻満寿女夢想和歌」)一括

竪冊・(1冊)

200612／378／ 7
o夢想之和歌　奉納三十一首和歌

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒(「木原正直妻満寿女夢想和歌」)一括／包紙
付

横半・(1冊)

200612／378／ 8
o木原正直妻増（満寿）女夢想和歌

昭和30.初夏 竹原吉井章五（「木原之原本写
之」）

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒(「木原正直妻満寿女夢想和歌」)一括

竪冊・(1冊)

200612／378／ 9
o奉納和歌

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

一紙(刊)・ 1括(3
通)

200612／379
〔出品票〕

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／380
硯泥地理

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

横半・ 1冊

200612／381
年代記書抜　尊師正央申登事扣

享保20. 8. 芸陽竹原塩谷玄龍信義紀／芸
州竹原吉井豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

和書・ 1冊

200612／382
贈紀州追薦

享保10. 6.

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／383
尊師及門弟和歌

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／384
以敬斉先生年賀和歌　百三拾首余之内少々書貫入
御覧候
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享保10.～

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／385
継塵講・感生講兼題当座

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／386
〔短歌集〕

元文6.正. 8

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／包紙付

切継紙・ 1通

200612／387
春月寿観居士七回忌追補詠連歌

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

切紙・ 1通

200612／388
〔短歌〕

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／389
肥州追薦

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／390
しまの浦まはり　全

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／包紙付

横半・ 1冊

200612／391
二十首追善和歌

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

横半・ 1冊

200612／392
石津参十九日当座

寛保 4. 2. 勝英 書之

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／393
長伯家集

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／394
月盡　冝忠亭当座

享保16.仲秋

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

横半・ 1冊

200612／395
月下会兼当和歌

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

罫紙綴・ 1綴

200612／396
〔竹原彦文短歌集〕

享保 3. 9.15 吉井豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／397
九月十三夜詩集

享保 4. 9. 願主 摂陽西成郡総社天満宮月
並 和歌会中

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／398
明石浦人丸明神奉納百首和歌

田坂屋太左衛門→爾良屋正右
衛門様

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

切紙・ 1通

200612／399
〔書簡〕（近来持越候詩御目に掛申候）

　　　  2.25

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

切紙・ 1通

200612／400
〔書簡〕（賀章御恵投につき御礼）

　　　  2.28 江村伝左衛門(花押)→宇都宮清
蔵様

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

切紙・ 1通

200612／401
〔書簡〕（御賀書忝奉謝）

　　　  5.26 木原屋六右衛門→米屋幾三郎
殿

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／包紙付

切継紙・ 1通

200612／402
〔書簡〕（おため儀久々指留申候につき）

　　　 卯.16 田坂屋太左衛門→米屋半平様

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

切紙・ 1通

200612／403
〔書簡〕（明日御同伴仕度につき）
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　　　 10.朔 田坂や太左衛門→爾良や助右
衛門様

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

切継紙・ 1通

200612／404
〔書簡〕（京都より書状の趣御尋につき）

　　　 正.13 井筒鈴→米屋半三郎様

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

切継紙・ 1通

200612／405
〔書簡〕（元旦詩懸高覧候儀等につき）

　　　 卯.14 →吉左衛門様

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

切継紙・ 1通

200612／406
〔書簡〕（菅氏御追悼につき）

安政 5. 4.22 池田鶴雲→(㊞･花押)→近藤新
九郎殿

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

巻紙・ 1点

200612／407
筆意伝口訳目録

安政 5.仲夏.吉 池田鶴雲先生門人 島津鶴邨 謹
書之

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

巻紙・ 1点

200612／408
菅家御伝流筆意口訳目録

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

巻紙・ 1点

200612／409
妙法蓮華経観世音菩薩普門品第二十五

享保13. 竹原彦文　誌

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／木箱付

和書・ 1冊

200612／410
〔円達院住心日正信士十三回忌追福冬十首和歌〕

(享保13). 彦文・豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

横半・ 1冊

200612／411
追善十首和歌

竹原彦文

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／412
独詠百首和歌

行留舎彦文

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／413
筋か浜の記行

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／414
正十八竜頭山院雅会兼当

享保 9.菊.25 道工正央

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪冊・ 1冊

200612／415
もみちのうた

安政 6.11.

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

小横半・ 1冊

200612／416
倭風仮名

安永 8.冬.

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪紙・ 1通

200612／417
〔短歌〕

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

竪紙・ 1通

200612／418
〔短歌〕

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

一紙・ 1通

200612／419
〔魂方位表〕

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

封筒・ 1点

200612／420
〔封筒〕（「吉井正伴・片雲・木原正直書翰」）

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／広告(66ウール即売大会)裏を使用

一紙・ 1通

200612／421
〔書簡下書〕

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／広告(大沢呉服店展示即売会)裏を使用

一紙・ 1通

200612／422
〔円達院・吉井小十郎正豊につき書付〕
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木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

罫紙・ 1通

200612／423
道工彦文（一括文書書目書上）

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括

紙･布・ 1括(2点)

200612／424
〔巻物表装紙〕

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

括・ 1括

200612／425
豊庸 和歌（封筒表題）

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／425／ 1
o追薦 詠冬十五首和歌

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

仮横半・(1冊)

200612／425／ 2
o詠春二十首和歌

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／425／ 3
o奉納百首内五十首和歌草稿

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／425／ 4
o奉納千首和歌ぬきかき

延享 2.

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／425／ 5
o延享二丑中秋兼題当座

寛延元. 8.15

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／425／ 6
o寛延元辰八月十五夜詠月十首和歌

元文 2. 9.13 豊庸亭

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／425／ 7
o元文二九十三 豊庸亭 当座

寛保 3. 9.

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／425／ 8
o寛保三九月 兼当和歌并贈答

寛保 3.11.

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／425／ 9
o寛保三十一月兼当和歌

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／425／10
o詠藻添削ひかへ

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／425／11
o乙丑 詠藻添削ひかへ

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／425／12
o家集

豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／425／13
o草庵覚書　全

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／425／14
o壬辰歌藳

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

括・ 1括

200612／426
豊庸 紀行（封筒表題）

豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／426／ 1
o豊庸記行（ひとはのふね）

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／426／ 2
oおきのすさひ
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木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／426／ 3
o〔紀行〕

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／426／ 4
o〔紀行〕

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／426／ 5
o讃州記行

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

括・ 1括

200612／427
豊庸 講義録

元文 4. 6.27 唐崎彦明

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／427／ 1
o唐崎彦明 白鹿洞学規講義

享保 7. 5.12

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／427／ 2
o鳳列先生 白鹿洞学規講義 艸稿

享保20. 7.21

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

横長・(1冊)

200612／427／ 3
o唐崎金兄講 卯七月廿一日発端 中庸章句聴書

寛延 2. 4.20

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

横長・(1冊)

200612／427／ 4
o神代巻講義抜書 一

寛延 4. 4.25

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

横長・(1冊)

200612／427／ 5
o神代巻講義抜書 二

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

括・ 1括

200612／428
豊庸　聞書其他（封筒表題）

正徳 3. 9. 棚守将監

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括／包紙（松崎久一郎→米屋半三郎様）付

竪冊・(1冊)

200612／428／ 1
o厳嶋服忌令并法度

元文 3.冬.

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪継紙・(1通)

200612／428／ 2
o大嘗会御庭上之図

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪紙・(1通)

200612／428／ 3
o塩かまを見てよめる

元禄 6.蝋. 3 味木立軒艸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪継紙・(1通)

200612／428／ 4
o扈従

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括／包紙付

紙袋・(1点)

200612／428／ 5
o古代歌袋図形

延享 5. 6.25

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／428／ 6
oみやしま光かう院御宝物おほへ

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

折本・(1冊)

200612／428／ 7
oいつくしま小鏡

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

仮横長・(1冊)

200612／428／ 8
o月次花鳥和歌写

元文 3.11.

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／428／ 9
o元文三戊午十一月 大坂奇事

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

横半・(1冊)

200612／428／10
o芸備古所之覚書
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木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

横半・(1冊)

200612／428／11
o聞書

享保 6.閏7.20

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／428／12
o享保六辛丑閏七月廿日 鳳州亭詩会

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／428／13
o手爾葉之書

寛文 3.極.29 作者貞則（ほか4名）

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／428／14
o〔八月十五夜之歌始山居歳暮之歌〕

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／428／15
o飛鳥井雅章労野記

元文 5.10. 吉井豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／428／16
o安芸国霊泉之記

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／428／17
o羅漢之説

元文 5.10. 吉井豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／428／18
o厳嶋宝殿平朝臣清盛願書

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／428／19
o辻之善悪之書　一巻

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／428／20
o假名　全

寛延元.10. 9 吉井當聡

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／428／21
o八雲神詠口訳・和歌三神秘伝・化現大事・人丸

相伝

正伴→豊庸雅伯

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／428／22
o〔妻を以て妹と呼ぶことにつき覚書〕

享保11. 3.13 道工正央 誌

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

巻紙(軸)・ 1点

200612／429
和歌修行読方二ある事

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

括・ 1括

200612／430
豊庸 詠草（封筒表題）

豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

切継紙・(1通)

200612／430／ 1
o〔竹間鶯ほか和歌〕

豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

折紙・(1通)

200612／430／ 2
o寄道祝（和歌）

豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

折紙・(1通)

200612／430／ 3
o〔流花ほか和歌〕

豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

切継紙・(1通)

200612／430／ 4
o〔霞知春ほか和歌〕

豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

折紙・(1通)

200612／430／ 5
o〔九月十三夜ほか和歌〕

霊吹堂百丈

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

竪紙・(1通)

200612／430／ 6
o面躰八景
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豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

切紙・(1通)

200612／430／ 7
o〔和歌〕

長伯

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／430／ 8
o豊庸翁書（包紙表題）

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括

折紙・(1通)

200612／430／ 9
o源氏供養

豊庸

木箱「吉井豊庸・道工彦文関係文書（木原正直妻満寿女夢想和歌）」一括／封筒一括／木板付

短冊・(12通)

200612／430／10
o〔短冊和歌〕

木箱(「頼文庫」「22」)一括／封筒一括

括・ 1括

200612／431
〔頼家書簡〕

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／封筒一括(10通)

括(切(継)紙(裏打
ち))・(1括)

200612／431／ 1
o頼春水書翰（封筒表題）

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／封筒一括(2冊･4通)

括・(1括)

200612／431／ 2
o頼杏坪書翰歌稿（封筒表題）　※杏坪吟稿 上ほ

か

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／封筒一括(1通･1点)

括(切継紙･巻物)・
(1括)

200612／431／ 3
o頼聿庵書翰（封筒表題）　※第弐頼家書翰(巻物

題箋表題)ほか

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／封筒付

切継紙(裏打ち巻
紙)・(1通)

200612／431／ 4
o頼支峯詩入書翰

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

切継紙(裏打ち)・
(1通)

200612／431／ 5
o〔和歌〕

頼万四郎←→室屋喜右衛門

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

切継紙(裏打ち)・
(1通)

200612／431／ 6
o〔頼万杏坪・室屋喜右衛門書簡〕

→子誠老兄

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

切継紙(裏打ち)・
(1通)

200612／431／ 7
o〔書簡〕

万四郎→喜右衛門様

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

切継紙(裏打ち)・
(1通)

200612／431／ 8
o〔頼杏坪書簡〕

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括(27通)

括(罫紙･竪紙(裏
打ち))・ 1括

200612／432
頼春水他詩文（封筒表題）

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括(12通)

括・ 1括

200612／433
茶山五岳其他書翰（封筒表題）

照蓮寺院主・高間春雷氏筆

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

竪紙・ 1通

200612／434
〔頼山陽額字写（「松雲伴鶴飛」）〕

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括(4通)

括(罫紙･竪紙)・ 1
括

200612／435
〔頼杏坪ほか書〕

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括(5点)

括・ 1括

200612／436
芸藩通誌一部写・恵明獅諸詩集写一部・楽音寺国宝
神明名帳写（封筒表題）
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木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括(7通)

括・ 1括

200612／437
〔茶山其他〕

　　　  7. 6 亀井■哉

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

切紙・(1通)

200612／437／ 1
o〔書簡〕（御佳作あらば幸便御着送り下さるべき

旨）

　　　  4.19 大坂尼崎町■崎長左衛門→（三
条大橋）茶屋久兵衛様

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

切継紙・(1通)

200612／437／ 2
o〔書簡〕（山路熊太郎上京につき旅宿御頼申入

候）

菅太中[ほか]

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

切紙(裏打ち･巻
紙)・(5通)

200612／437／ 3
o〔頼弥太郎ほか宛書簡〕

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

・ 1括

200612／438
浮鯛之記写[ほか]

寛政 6.

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

竪継紙・(1通)

200612／438／ 1
o浮鯛文詞

(明治)44.10. 懐徳堂記念会→吉井章五殿

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／封筒入1通(2通入)･1枚

一紙(刊)・一紙・(1
通･1枚)

200612／438／ 2
o懐徳堂記念会祭典其他執行日程・特別会員之

章[ほか]

明治44.10. 大阪 油谷博文堂　発行

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括(1括･2通･1枚)／包紙一括(9通)

絵葉書・(1括)

200612／438／ 3
o懐徳堂記念祭絵葉書

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括(1括･5通)

括・ 1括

200612／439
頼又十郎和歌在中

惟清上

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／439／ 1
o追福和歌 一葉

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／439／ 2
o追福和歌

これすか

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／439／ 3
o〔追福和歌〕

これきよ

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／包紙付

切紙・(2通)

200612／439／ 4
o詠草

これすか

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／包紙一括(包紙(2枚)付1通･折紙1通)

括・(1括)

200612／439／ 5
o追福（「御念仏一百万遍・追善和歌一首」共）

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

括・ 1括

200612／440
〔頼文庫関係書類〕

(昭和)17.11. 4 広島市袋町 山陽記念館大田清
→賀茂郡竹原町頼台二様

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／440／ 1
o〔書簡〕（頼家資料拝見につき礼状）

(昭和)14. 9.12 →吉井章五様

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

絵葉書・(1通)

200612／440／ 2
o〔絵葉書〕(名勝 天草富岡 頼山陽先生泊天草洋

詩碑)

(昭和17).11. 7 広島市袋町 山陽記念館大田清
→賀茂郡竹原町吉井章五様

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

葉書・(1通)

200612／440／ 3
o〔葉書〕（山陽詩鈔拝呈致したき旨）
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(昭和10).12.29 東京市板橋区練馬南町二丁目 
頼成一→賀茂郡竹原町吉井章
五様

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

葉書・(1通)

200612／440／ 4
o〔葉書〕（詳細なる家系御教示につき礼状）

(昭和17).10.30 広島市袋町 財団法人頼山陽先
生遺蹟顕彰会 常務理事大田清
→賀茂郡竹原町吉井章五様

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

葉書・(1通)

200612／440／ 5
o〔葉書〕（梅颸夫人伝編纂の儀につき）

昭和17.12. 財団法人頼山陽先生遺蹟顕彰
会長宮村才一郎・広島市女教員
会長武田初子→賀茂郡竹原町
吉井章五殿

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

葉書・(1通)

200612／440／ 6
o〔葉書〕（梅颸夫人百年祭典御案内）

(昭和 9.～13).

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／一括(10枚)

新聞紙・(1括)

200612／440／ 7
o〔頼山陽関係新聞記事切抜〕

明治42.10.24 芸備日日新聞社

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

新聞紙・(1部)

200612／440／ 8
o芸備日日新聞（杏坪先生祭典記念 竹原号）

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

罫紙・(2通)

200612／440／ 9
o高山正之ト頼春水ノ交友

広島□○堂　発行

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

封筒・(1点)

200612／440／10
o〔絵葉書封筒〕（贈従四位 頼杏坪先生）

昭和18.11.20 京都市東山区新門前松原町頼
久一郎→広島県竹原町吉井章
五様

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

葉書・(1通)

200612／440／11
o〔葉書〕（東山長楽寺内山陽ノ墳墓御展シにつき

礼状）

便利堂　印行

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

絵葉書・(1通)

200612／440／12
o〔絵葉書〕（頼山陽自筆草稿）

KAMIGATAYA,KANNDA,TOKY
O

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

絵葉書・(1通)

200612／440／13
o〔絵葉書〕（贈従四位頼杏坪先生肖像）

KAMIGATAYA,KANNDA,TOKY
O

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

絵葉書・(1通)

200612／440／14
o〔絵葉書〕（郷賢祠）

KAMIGATAYA,KANNDA,TOKY
O

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

絵葉書・(1通)

200612／440／15
o〔絵葉書〕（頼杏坪先生民政建言書及郷約文）

大正

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／封筒一括(14枚)

写真・(1括)

200612／440／16
o〔写真〕（古文書・人物等）

広島市袋町財団法人頼山陽先
生遺蹟顕彰会

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／封筒一括(3通)

絵葉書・(1括)

200612／440／17
o〔絵葉書〕（頼杏坪先生と其遺蹟）

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

一紙(ｶﾞﾘ版刷)・(2
通)

200612／440／18
o頼山陽先生著述目録

昭和29. 8. 鈴木(㊞｢札元･鈴木清華堂印｣」

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

一紙・(1通)

200612／440／19
o〔春水七絶面王母詩札〕（自由党幹事長昇任祝

ニ池田氏ニ呈事）
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木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

一紙(ｶﾞﾘ版刷)・(1
通)

200612／440／20
o筑後川を下る　頼山陽

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

綴(ｶﾞﾘ版刷)・(1綴)

200612／440／21
o石井儀卿宅楼ノ壁ニ題ス（原漢文）　頼山陽

→東京木崎猶吉氏ニ贈リ

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／封筒一括(12枚)

写真・(1括)

200612／440／22
o〔写真〕（芸圃茗談(｢本書ハ中通香川医師所有の

もの｣)）

　　　  2. 9

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

罫紙・(2通)

200612／440／23
o書院之事（｢此手紙ハ春水先生の春風先生ニ送

られし竹原書院掲示の事也｣）

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／一括(3点)

括・(1括)

200612／440／24
o〔包紙ほか〕

神無月初旬 頼惟柔

木箱（「頼文庫」「22」）一括

和装本・ 1冊

200612／441
〔旅ころも…〕（題箋無記入）

明和 6. 頼惟寛

木箱（「頼文庫」「22」）一括

和装本・ 1冊

200612／442
〔頼惟寛書〕（題箋無記入）

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

括・ 1括

200612／443
〔吉井家及春風館所蔵資料写〕

西山拙斎正

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

竪紙綴・(1綴)

200612／443／ 1
o薛文清公戒子文訳解

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

竪紙・(8通･1綴)

200612／443／ 2
o〔和歌〕

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

便箋・(3通)

200612／443／ 3
o〔寛政九年丁巳七月友人惟寛記す書の写〕

(大正)

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

便箋・(2通)

200612／443／ 4
o〔三原斎藤脩二郎氏原書所有和歌〕

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

切継紙・(1通)

200612／443／ 5
o対月思昔

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

罫紙・(1冊)

200612／443／ 6
o総計二十七首　浪華津

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

便箋・(3通)

200612／443／ 7
o〔寛政甲寅六月友弟頼惟柔書の写〕

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

一紙・(3通)

200612／443／ 8
o〔頼山陽書の写・添書〕

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

便箋綴・(1綴)

200612／443／ 9
o春水・梅颸両人日記　頼氏之元本写

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

竪冊・(1冊)

200612／443／10
o山亭集

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

罫紙・(2通)

200612／443／11
o〔頼阿萬ほか書の写〕
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木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

便箋綴・(1綴)

200612／443／12
o〔饕襄書簡写〕

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

一紙・(1通)

200612／443／13
o〔断簡〕

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括／封筒付

一紙・ 1括(3枚)

200612／444
〔扇面〕（福原五岳・易安主人・山陽複製）

株式会社芸備銀行／財団法人
頼山陽先生遺蹟顕彰会

木箱（「頼文庫」「22」）一括／封筒一括

扇子・ 1括(13点)

200612／445
〔頼山陽詩扇〕

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括

括・ 1括

200612／446
〔味木立軒文稿ほか〕

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括

竪紙・(1通)

200612／446／ 1
o奉賀石卿鄭太学五十雙寿

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括

竪紙・(1通)

200612／446／ 2
o〔和歌〕

元禄 6.蝋. 3 味木立軒　艸

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／1点は封筒付

竪紙･新聞紙・(1
通･1点)

200612／446／ 3
o扈従（漢文）・〔芸備事跡考記事抜粋〕

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括

一紙・(1通)

200612／446／ 4
o〔以敬斎長伯三回忌追福百首の内題目「沼水」〕

(吉井)豊庸

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括

切紙・(1通)

200612／446／ 5
o〔豊庸和歌〕

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括

切紙・(1通)

200612／446／ 6
o〔和歌〕

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括

切継紙・(1通)

200612／446／ 7
o孔雀山行者堂八景

明和 5.霜.

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括

切継紙・(1通)

200612／446／ 8
o大和本草巻十四（写）

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括

切紙・(1通)

200612／446／ 9
o〔年頭御目見御登城首尾よく済み候につき詠め

る和歌〕

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／封筒付

一紙・ 1点(3枚)

200612／447
〔古色紙（和歌）〕

　　辰. 4. 小池文左衛門・吉岡平馬→下市
村年寄元衛門・同半三郎

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／封筒付

切継紙・ 1通

200612／448
態申遣（町年寄半平病気につき保養すべき旨）

　　申. 8. 湯川伝兵衛・西村弥太郎→竹原
下市年寄半平へ

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／封筒付

切継紙・ 1通

200612／449
〔病気につき役方軽め申遣書付〕

　　　  2.12 尾張中将(徳川)綱義(花押)→松
平弾正大弼殿

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／封筒付

折紙・ 1通

200612／450
〔徳川綱義書状〕（摂津守疱瘡相煩候につき）

　　　  5. 6 松平安芸守

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／封筒付

切紙・ 1通

200612／451
口上之覚（国許へ御暇乞につき）
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宝暦 5. 玉木正英謹記／吉井正伴　慎謄
写秘蔵

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／封筒付

巻物・ 1巻

200612／452
八雲神詠秘訣

延享 4.11.朔 吉井正伴　謹識

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／封筒付

巻物・ 1巻

200612／453
筒鈴斎箴

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／紐一括

括・ 1括

200612／454
〔和歌〕

皇太后宮太夫俊成／中務卿邦
永親王

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／紐一括

巻紙・(1通)

200612／454／ 1
o文治六年女御入内屏風歌

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／紐一括

竪継紙・(1通)

200612／454／ 2
o〔古今和歌集写〕

後徳大寺左大臣／壬生宮内大
輔基貫朝臣

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／紐一括

竪紙・(1通)

200612／454／ 3
o文治六年女御入内屏風に（和歌）

壬生忠岑／園前大納言基衡卿

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／紐一括

竪紙・(1通)

200612／454／ 4
o大井河に紅葉のなかるるを見て（和歌）

鴨長明

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／紐一括

竪紙・(1通)

200612／454／ 5
o鴨のやしろの謌合とて（和歌）

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／紐一括

竪紙・(1通)

200612／454／ 6
o〔和歌〕

　　　  2. 8 頼存

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／紐一括

竪紙・(1通)

200612／454／ 7
o〔初庚申につき書状〕

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／紐一括

竪紙・(1通)

200612／454／ 8
oむさしなる男京なる女の許にきこゆれハ（和歌）

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／紐一括

竪紙・(1通)

200612／454／ 9
o〔和歌〕

明治31. 7. 天山学人山田鯉題

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒一括／紐一括／包紙付

竪継紙･絹布・(2
通)

200612／454／10
o山田天山翁書（「題吉井豊庸翁書浚」共）

安永 9.写之

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括

横半・ 1冊

200612／455
聞書覚

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括

横半・ 1冊

200612／456
〔浜方難渋拝借御願につき年寄半平ほか広島にて御
尋事数々返答控〕

宝永 5.仲夏.初7写之 友聞堂隠士

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括

竪冊・ 1冊

200612／457
〔和歌写書〕

天和 2.

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括

竪冊・ 1冊

200612／458
天和二年朝鮮人来朝聞書写

寛保元.季夏.中旬 吉井和篤

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括

竪冊・ 1冊

200612／459
図式　五節句三方積様

寛政 9. 3. 浪華亀齢軒法眼→桃源雅夫

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括

横長・ 1冊

200612／460
生花十三ヶ條
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明治 7. 4.下旬 吉井和三郎

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括

竪冊・ 1冊

200612／461
東神君百ヶ條内抜写

安永 5. 5. 伊勢平蔵貞丈　判

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括

竪冊・ 1冊

200612／462
婚礼法式　乙

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒付

切継紙(巻紙)・ 1
巻

200612／463
〔木谷村出帆船オランダ船に助けられし一件書付〕

正徳 6. 5. 常樹　謹誌

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／封筒付／紐付

切継紙・ 1通

200612／464
つれゝゝ草三ヶ條伝授

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）一括／木箱一括

括・ 1括

200612／465
竹原米屋分家之■(破損)

延享 3.10. 5 本家主米屋半三郎・証人白市屋
保右衛門→米屋半平殿・御両所

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

竪継紙・(1通)

200612／465／ 1
o覚（御譲物引渡）

延享 3.10. 5 本家主米屋半三郎・上人白市屋
保右衛門→米屋半平殿・御両所

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

竪継紙・(1通)

200612／465／ 2
o覚（譲渡目録）

寛保元.10.16 米屋半平

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括／包紙付

竪継紙・(1通)

200612／465／ 3
o覚（酒家業相止候様仰せ付けられ候儀につき私

意申上）

寛保元.10.16 米屋半平→白市屋保右衛門様

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

竪継紙・(1通)

200612／465／ 4
o覚（私方質物相止め質現銀塩浜一軒に仕りたき

儀御願）

(寛保元).10.17 米屋半平(花押)→白市屋保右衛
門様

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括／包紙付

折紙・(3通)

200612／465／ 5
o〔書簡〕（塩浜受渡契約につき内存書付･目録･人

数付等持進せ候儀）

(寛保元).10.10 米屋半三郎(花押)→白市屋保右
衛門様

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／465／ 6
o〔書簡〕（出産婦母子共滞りなく肥立の儀につき）

延享 3.10. 譲請主米屋半平･同断同人妻み
な･証人白市屋保右衛門→米屋
半三郎殿

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

切紙・(1通)

200612／465／ 7
o〔書簡〕（浄春様私夫婦へ御譲与の儀につき）

米屋半平→白市屋保右衛門様

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／465／ 8
o覚（申年一ヶ年分家内諸入用）

　　　  2.10 山田七左衛門・伊藤善太夫・服
部金左衛門

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

切継紙・(1通)

200612／465／ 9
o覚（単屋中単物の取遣約束につき）

米屋半三郎(花押)→白市屋保右
衛門様

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括／包紙付

折紙・(2通)

200612／465／10
o口上（向半米方近年不仕合の儀につき）・〔書簡〕

半三郎・証人保右衛門→半平殿

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

切紙・(1通)

200612／465／11
o覚（御譲物引渡下書）

延享 3.10. 5 本家主米屋半三郎・証人白市や
保右衛門→米屋半平殿・御両所

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

切継紙・(1通)

200612／465／12
o覚（譲渡目録下書）
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木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

切(継)紙・(2通)

200612／465／13
o覚（譲渡田畑・屋敷書付）

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

切継紙・(1通)

200612／465／14
o〔書簡〕（私心底申し上げたき旨下書）

　　　 10.24 米屋半三郎(花押)→白市屋保右
衛門様

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括／包紙付

折(切)紙綴・(1綴)

200612／465／15
o〔書簡〕（出産滞りなく虎菊益々成長の儀，向にも

酒商売取付の儀等につき）

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

切継紙・(1通)

200612／465／16
o比和隠居屋（系図）

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

竪紙・(1通)

200612／465／17
o〔府中味噌屋ほか系図〕

　　　 霜.28 正津→米屋半平様

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

切継紙・(1通)

200612／465／18
o〔書簡〕（表書相調候儀につき）

　　酉.10. 白市屋保右衛門→真福寺様

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／465／19
o口上（米屋両家格式相改候儀につき）

　　　 10. 6 米屋半平(花押)→白市屋保衛門
様

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

折紙・(1通)

200612／465／20
o〔書簡〕（母子共無事肥立申され候儀等につき）

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

竪継紙・ 1通

200612／466
〔水墨画（龍）〕

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括／紙縒付

竪継紙・ 1通

200612／467
〔拓本（｢忠孝｣）〕

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

竪継紙(巻紙)・ 1
巻

200612／468
〔水墨画〕

吉井正之助

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

一紙・ 1通

200612／469
〔書（｢江白迥聞風｣）〕

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

一紙・ 1枚

200612／470
〔短冊〕

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

木板・ 1点

200612／471
〔短冊板〕

木箱（「上吉井黒箱」「28」「古文書目録作製済」）･包紙・紙縒一括／木箱一括

扇子・ 1点

200612／472
〔扇子〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括

括・ 1括

200612／473
〔襖の下張文書〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒付

竪紙・(4通)

200612／473／ 1
o諸方落書（狂歌）

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒付

原稿用紙･ワープ
ロ用紙・(7通)

200612／473／ 2
o〔諸方落書（狂歌）解読文〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№2｣）一括／封筒（「帳簿雑」）付

一紙・(46枚)

200612／473／ 3
o〔帳簿片〕

198



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№2｣）一括／封筒（「帳簿」）付

一紙・(4枚)

200612／473／ 4
o〔帳簿片〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№2｣）一括／封筒（「帳簿」）付

折紙・(7枚)

200612／473／ 5
o〔帳簿片〕

文化 7.極. 本米屋

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№2｣）一括／封筒（「未春塩入銀代渡帖」）付

横長・(1冊)

200612／473／ 6
o未春塩入銀代渡帖

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№2｣）一括／封筒（「帳簿」）付

横長・(1冊)

200612／473／ 7
o〔帳簿片綴〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№2｣）一括

竪紙・(9枚)

200612／473／ 8
o〔下張紙〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（「帳簿」）付

一紙・(26枚)

200612／473／ 9
o〔帳簿片〕

寛政11. 6. 七十三歳翁居中

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（「寛政十一年居中和歌」）付

竪紙綴・(1綴)

200612／473／10
o〔居中和歌綴〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（「和歌漢詩」）･題箋（広告紙使用）付

一紙・(5枚)

200612／473／11
o〔和歌・漢詩〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（「油井実記」）付

竪紙綴・(1綴)

200612／473／12
o油井実記

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№1｣）一括／封筒（「本川川浚」）付

竪紙・(3通)

200612／473／13
o申上ル口上之覚（本川川浚）

　　　  7.23 吉見屋洞五郎→米屋半三郎様

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№1｣）一括／封筒（「手紙二通」）付

切継紙・(1通)

200612／473／14
o〔書簡〕（田坂屋近年病気にて難儀につき）

　　　  7.11 川口万三郎→吉井半三郎様

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№1｣）一括／封筒（「手紙二通」）付

折紙・(1通)

200612／473／15
o〔書簡〕（御饗応成し下され忝き儀につき）

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№1｣）一括／封筒（「手紙」）付

折紙・(1通)

200612／473／16
o〔書簡〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№1｣）一括／封筒（「当家から三津白市屋木原新
六氏に嫁したおちかさんの不幸に際し当家に到来した悔み状他」）付

一紙・(17通)

200612／473／17
o〔書簡〕（三津白市屋御内室様御死去の儀につ

き）

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№1｣）一括／封筒（「当家から三津白市屋木原新
六氏に嫁したおちかさんの不幸に際し当家に到来した悔み状他」）付

罫紙・(11枚)

200612／473／18
o〔書簡解読文〕（三津白市屋御内室様御死去の

儀につき）

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№1｣）一括／封筒（「帳簿」）付

一紙・(8枚)

200612／473／19
o〔帳簿片〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№1｣）一括／封筒（「帳簿」）付

折紙・(7枚)

200612／473／20
o〔帳簿片〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№1｣）一括／封筒（「酒関係」）付

折紙・(2枚)

200612／473／21
o〔酒関係帳簿片〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№1｣）一括／封筒（「雑」）付

一紙・(20枚)

200612／473／22
o〔帳簿片〕
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紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括

広告紙・(1通)

200612／473／23
o〔メモ〕（『竹原市史』第四巻228頁の文書につい

て）

平成 8. 2. 8 読売新聞竹原通信部

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括

新聞紙・(1通)

200612／473／24
o〔読売新聞記事〕（「ふすま下張りから落首」）※

473-1の文書発見を報道した記事

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括

一紙・(1通)

200612／473／25
o〔解読文〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№3｣）一括／封筒（｢お茶関係｣）付

竪紙綴・(1綴)

200612／473／26
o〔お茶関係〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№3｣）一括／封筒（｢帳簿｣）付

一紙・(27枚)

200612／473／27
o〔帳簿片〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№3｣）一括／封筒（｢手紙｣）付

一紙・(68枚)

200612／473／28
o〔書簡〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№3｣）一括／封筒（｢雑｣）付

一紙・(15枚)

200612／473／29
o〔下張文書片〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括／封筒（｢№3｣）一括／封筒（｢勤倹貯蓄銀行に関するメモ在
中　襖下張りから出たもの｣）付

便箋･罫紙・(2通)

200612／473／30
o〔勤倹貯蓄銀行に関するメモ・罫紙〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括

罫紙・(1綴)

200612／473／31
o〔罫紙片〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括

一紙・(1綴)

200612／473／32
o〔帳簿片〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括

竪紙綴・(1綴)

200612／473／33
o〔草稿片〕

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括

竪紙綴・(1綴)

200612／473／34
o科註観経二（紙片）

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括

一紙・(1括)

200612／473／35
o〔下張文書紙片〕　※破損紙片多数

紙箱（「平成五年襖の下張文書」「5」「24の2」「襖の下張文書」）一括

広告紙・(1通)

200612／473／36
o〔下張文書目録〕　※広告紙の紙背

木箱（｢享保年代の和歌　豊庸ほか｣｢31｣）一括

括・ 1括

200612／474
享保年代の和歌　豊庸ほか

短冊・(4枚)

200612／474／ 1
o備中ノ人三屋子短冊四枚

八十七婆 竪紙・(1通)

200612／474／ 2
o〔和歌〕

切紙・(1通)

200612／474／ 3
o〔書付〕（てんしんがままに…）

豊庸 竪紙色紙・(1通)

200612／474／ 4
o〔豊庸和歌〕

短冊・(108枚)

200612／474／ 5
o〔和歌〕
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木箱一括

括・ 1括

200612／475
曲肱亭四時詩　[ほか]

瓊山柄崎八百道撰 折本・(1冊)

200612／475／ 1
o曲肱亭四時詩

頼萬　拝

包紙付

竪紙・(1通)

200612／475／ 2
o曲肱亭詩（｢題 吉井君曲肱亭｣）

友五斎　拝稿

包紙付

切紙色紙・(2通)

200612／475／ 3
o野詩 一章（｢題 吉井氏之後園｣）

加藤■　拝

包紙付

竪紙・(1通)

200612／475／ 4
o吉井君後園曲肱亭之野章

木箱一括

竪紙・(1通)

200612／475／ 5
o次韻曲肱亭秋時応柄君瓊山之宿

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

括・ 1括

200612／476
〔真言三種ほか〕

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／476／ 1
o真言三種

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

切紙・(1通)

200612／476／ 2
o文殊真言

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

折紙・(1通)

200612／476／ 3
o虚空蔵真言

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

折紙・(1通)

200612／476／ 4
o禮拝真言

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／476／ 5
o大威徳明王真言

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

折紙(2枚重)・(1
通)

200612／476／ 6
o光明真言

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

切紙・(14通)

200612／476／ 7
o三帰三竟懺悔光明真言 廿枚

宝暦10. 6. 3 授与吉井氏→阿闍梨寂英

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

折紙・(1通)

200612／476／ 8
o歓喜天呪

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

折紙・(1通)

200612／476／ 9
o不動尊慈救呪

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

括・ 1括

200612／477
〔印施（木版画）ほか〕

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

竪紙・(1通)

200612／477／ 1
o讃州丸亀領豊田郡植田村七宝山神照寺普門院

旧跡也（木版画）

讃州弥谷寺・讃陽長尾寺

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

切紙・(3通)

200612／477／ 2
o〔讃州弥谷寺・讃陽長尾寺印施（木版画）〕

金光山仙龍寺

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

竪紙・(1通)

200612／477／ 3
o〔金光山仙龍寺印施（木版画）〕
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木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

切紙・(1通)

200612／477／ 4
o〔空海像印施（木版画）〕

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

切紙・(1通)

200612／477／ 5
o〔日本第一熊野那智山西国三十三所第一番札

処如意輪観音菩薩印施（木版画）〕

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

切紙・(1通)

200612／477／ 6
o〔印施〕

西方寺

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／477／ 7
o印施　西方寺（木版画）

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／477／ 8
o〔蓮華勝会印施（木版画）〕

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／477／ 9
o〔伊予正善寺印施（木版画）〕

安永 5.10.

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／477／10
o法然上人如念尼公御影[ほか]

安永 5.10.

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／2通

一紙

200612／477／10-1
o法然上人如念尼公御影

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／2通

竪紙

200612／477／10-2
o芸州豊田郡生口嶋仙容山寚蓮密事光明三昧

院略縁起

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付／1括

継紙

200612／477／11
o〔梵字経継紙〕

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

括・ 1括

200612／478
〔御守〕

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

木枝・(1点)

200612／478／ 1
oおみせん弘ぼうだひし様御さし被成候かやのゑ

た諸病御守

寛政 3. 6. 3

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

木枝・(1点)

200612／478／ 2
o寛政三亥六月三日大工嘉兵衛土産石鉄大権現

様御守也

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

米・(1点)

200612／478／ 3
oかうほう様御くう（米）

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

紙札・(1枚)

200612／478／ 4
o月水之大事（御札）

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

木葉・(1点)

200612／478／ 5
o大日如来（御守）

寛延元.10.29

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

穀類・(1点)

200612／478／ 6
o寛延戊辰十月廿九日より十二月朔日迄きん里

様ニて御たいせうゑの御まつりの御くもつ

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

木葉・(1点)

200612／478／ 7
oおのへのまつのは

寛延 2.10.

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

石・(1点)

200612／478／ 8
o水内温泉之所石
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木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

紙札・(1枚)

200612／478／ 9
oゆるしの御札（｢月水之大事｣）

元禄 2. 4.中旬

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙(2枚)付

竪紙・(1通)

200612／478／10
o血盆経

安永 4. 3.

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

包・(5点)

200612／478／11
o御守

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙(2枚)･布袋付

木葉・(1点)

200612／478／12
o投華（御守）

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

木葉・(1点)

200612／478／13
o今年の松ば

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙･紙縒付

包・(1点)

200612／478／14
oくわんそ■なかみ

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括

括・ 1括

200612／479
〔回向土沙文ほか〕

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

切紙・(4通)

200612／479／ 1
o回向土沙文

吉田喜平次→米屋半三郎様

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙一括

括・(1括)

200612／479／ 2
o御名号御供物[ほか]

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付

石･包・(2点)

200612／479／ 2-1
o御名号御供物

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／包紙付／包紙(2枚)付

切(継)紙・(4通)

200612／479／ 2-2
o阿弥陀如来尊像　慈覚大師御作証書略伝・御

厨子出来注文

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括(包紙付切継紙1通･切継紙3通)

括・(1括)

200612／479／ 3
o広布薩法則[ほか]

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／479／ 4
o〔御守・印施ほか〕

寛延 2.

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／包紙一括(包･一紙12枚)

括

200612／479／ 4- 1
o御名号之類

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／包紙付1枚

一紙

200612／479／ 4- 2
oおんなのひく御めうかう

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／包紙付1枚

一紙

200612／479／ 4- 3
o高野めうかう

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／包紙付2枚

包･一紙

200612／479／ 4- 4
oわかさ八百比丘尼御守

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／479／ 4- 5
o如意輪観音真言

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／包紙付1通

竪紙

200612／479／ 4- 6
o新四郎よりもらい候（八百姫之宮）（木版画）

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／479／ 4- 7
o当麻寺中将法如（木版画）
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木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／479／ 4- 8
o伊予正善寺生木地蔵尊（木版画）

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／包紙付1枚

包

200612／479／ 4- 9
o〔御守〕

天保 3. 3.

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／2枚

包･切紙

200612／479／ 4-10
o印施

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／包紙付1点

木札

200612／479／ 4-11
oきしうなちさんしらふた（紀州那智山白札）

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／479／ 4-12
o〔切紙〕

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／4枚

紙札

200612／479／ 4-13
o大峯釈迦獄五鬼（御札）

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／479／ 4-14
o〔観音立像画〕

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／3枚

切紙

200612／479／ 4-15
o〔梵字切紙〕

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括

括・ 1括

200612／480
〔光隆大姉墓石文字・念仏書等〕

明和 3. 6.10

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／包紙付

巻紙・(3枚)

200612／480／ 1
o光隆大姉墓石文字正面左右共三枚

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／480／ 2
o円光大師小消息

　　　  8.26 学如→即如大居士

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／480／ 3
o〔書簡〕（律二帙七十巻渡し下さるべき儀等につ

き）

文化 3. 4. 6／文化 
4.10.16

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／包紙付

切紙・(2通)

200612／480／ 4
o法名

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／包紙付(3通のうち1通は包紙付)

一紙・(3通)

200612／480／ 5
o御ねんふつ

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／紙縒付

竪紙・(2通)

200612／480／ 6
o〔念仏書〕

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括

短冊・(7枚)

200612／480／ 7
o〔和歌〕

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／包紙付

包(香入)・(1点)

200612／480／ 8
o染々香

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括／包紙付

包(香入)・(1点)

200612／480／ 9
oしようぜうづかう（香）

木箱（｢円樹･光隆大姉信仰書類 光隆大姉墓石文｣｢32｣）一括／紙縒一括

木札・(1点)

200612／480／10
o〔御札〕
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木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣）一括

括・ 1括

200612／481
〔お勝様習字手習本等〕

寛政元.10. こめや

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／ 1
o〔手習本〕（｢怒懇へからす…｣）

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／ 2
o〔手習本〕（｢不珎疎筆所望之由…｣）

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／ 3
o〔手習本〕（｢陽春之慶賀珎重…｣）

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／ 4
o〔手習本〕（｢良久不能面謁…｣）

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／ 5
o〔手習本〕（｢黄昏のころ…｣）

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／ 6
o〔手習本〕（｢先日は夥敷風雨…｣）

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本(木板表紙)・
(1冊)

200612／481／ 7
o草書千字文

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／ 8
o〔手習本〕（｢今川になそらへ女いましめの條々｣）

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／ 9
o〔習字本〕

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／10
o〔手習本〕（｢きをんのまつりも…｣）

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／11
o〔手習本〕（｢漸くのきは之梅も咲にほひ…｣）

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／12
o〔手習本〕（｢思召より細くとの…｣）

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／13
o〔手習本〕（「こよなふ涼しく…」）

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／14
o〔手習本〕（｢百千とりさへつる春も…｣）

吉井ミね女

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／15
o〔手習本〕（｢一筆申上候…｣）

本米屋勝子

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1冊)

200612／481／16
o〔手習本〕（｢其後は御遠々しく…｣）

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

折本・(1括)

200612／481／17
o〔手習本断片〕

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括

切継紙(巻紙)・(1
巻)

200612／481／18
o〔書簡文案〕（年始御祝詞）
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大正 2.12.30 帝国生命株式会社社長福原有
信→吉井利三郎殿

木箱（｢お勝様習字手本等　60.5.26　防虫済｣｢上吉井｣）一括／包紙付

色紙(厚紙)･切紙・
(1枚･1通)

200612／481／19
o御色紙（｢養老祝賀｣・〔書簡〕（養老保険満期保

険金授受につき））

吉井当聰

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙･切紙・ 1括(2
通)

200612／482
寿（当聰詩文・同添削）

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／483
奉賡（当聰詩文）

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／484
哭 村上文山雅伯（当聰詩文）

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切継紙・ 1通

200612／485
奉寿（当聰詩文）

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／486
歳朝（当聰詩文）

吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／487
中秋有感（当聰詩文）

吉井当聰　拝稿（㊞）

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／488
奉寿（当聰詩文）

吉井当聰→遵海和尚

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／489
呈 遵海和尚（当聰詩文）

吉井当聰　拝草

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／490
奉陪（当聰詩文）

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／491
奉陪（当聰詩文）

吉井当聰

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

包紙・ 1枚

200612／492
〔包紙〕（｢奉師前追福野詩一章｣）

吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1括(3通)

200612／493
呈 林義之詞伯鄙詩一章（当聰詩文）

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1括(2通)

200612／494
奉呈 家翁五十年回霊前（当聰詩文）

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1括(2通)

200612／495
奉賀（当聰詩文）

吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／496
〔当聰詩文〕

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／497
寿筒鈴翁八十野詩一章

吉井当聰　拝草

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙･切紙・ 1括(2
通)

200612／498
恭奉寿（当聰詩文）

吉井当聰　敬拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1括(3通)

200612／499
奉備（当聰詩文）
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吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙･切紙・ 1括(4
通)

200612／500
賡 笠井氏玉韻（当聰詩文）

吉井当聰　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／501
奠稾為成兄霊前野詩一絶

吉井当聰　謹草

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／502
奉賦（吉井当聰詩文）

吉井当聰　拝草

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切継紙・ 1通

200612／503
奉哭（吉井当聰詩文）

吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1括(2通)

200612／504
戊戌元日（吉井当聰詩文）

吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1括(2通)

200612／505
庚辰元日（吉井当聰詩文）

吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／506
中秋（吉井当聰詩文）

吉井当聰　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／507
贈牡丹於佗山子有謝詩次韵却答（吉井当聰詩文）

吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切継紙・ 1通

200612／508
用湯韵（吉井当聰詩文）

吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／509
〔吉井当聰詩文〕

吉井当聰　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／510
再和 加藤氏之韵（吉井当聰詩文）

吉井当聰　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／511
再和 葛西貞雄雅兄佳章韵（吉井当聰詩文）

吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／512
賀 同性正胤雅兄八十満算（吉井当聰詩文）

吉井当聰　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1括(2通)

200612／513
奉呈 龍頭山恵応上人五十回忌霊前弔慰一首（吉井
当聰詩文）

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／514
奉寿 柄崎君大母之六十初度（吉井当聰詩文）

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1括(3通)

200612／515
奉呈 彦明君爪奠霊前追悼一首（吉井当聰詩文）

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1括(2通)

200612／516
題 西方山寺大悲閣（吉井当聰詩文）

吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切継紙・ 1通

200612／517
賡 笠井君玉韵野詩一絶（吉井当聰詩文）

吉井当聰　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1括(2通)

200612／518
再和 小山氏之韵（吉井当聰詩文）
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吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／519
奉寿野詩一章（｢奉寿 柄崎君大母之六十初度｣）（吉
井当聰詩文）

吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／紙縒付

竪紙・ 1括(2通)

200612／520
題 秀才賀■之題彩雲楼（吉井当聰詩文）

吉井誠意　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／紙縒付

竪紙・ 1括(2通)

200612／521
謝・仲秋（吉井誠意詩文）

(吉井)当聰　再拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1括(2通)

200612／522
謹奉呈（吉井当聰詩文）

(吉井)当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／523
寿詩一章（｢奉賀｣）（吉井当聰詩文）

吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／包紙付

竪紙・ 1括(2通)

200612／524
寿詩一章（｢賀｣）（吉井当聰詩文）

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切継紙・ 1括(2通)

200612／525
春日登大悲閣賦（吉井当聰詩文）

吉井当聰　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙･切紙・ 1括(2
通)

200612／526
奉賡 謝賜恵牡丹高韵（吉井当聰詩文）※表題見消

吉井当聰　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／527
再和 頼氏玉章韵（吉井当聰詩文）

吉井当聰　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／528
奉吊（吉井当聰詩文）

吉井当聰　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／529
癸亥歳朝（吉井当聰詩文）

吉井当聰　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／530
見（吉井当聰詩文）

吉井当聰

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／紙縒一括

括・ 1括

200612／531
〔吉井当聰詩文〕

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／531／ 1
o奉牌前野詩一章（｢奉呈｣）（吉井当聰詩文）

吉井当聰　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・(1通)

200612／531／ 2
o遊（吉井当聰詩文）

吉井当聰

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・(1通)

200612／531／ 3
o奉寿（吉井当聰詩文）

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／531／ 4
o奉牌前追福野詩一章（｢謹奉呈｣）（吉井当聰詩

文）

吉井当聰　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・(2通)

200612／531／ 5
o呈 北山氏霊前（吉井当聰詩文）

吉井当聰　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／532
謹奉呈（吉井当聰詩文）
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吉井当聰　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／533
見 不老山楓卒賦（吉井当聰詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／534
待月（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／535
卒次（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／536
十五夜二三友囲碁遊（吉井和篤詩文）

(吉井)和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／537
雨日看瓶裏牡丹（吉井和篤詩文）

(吉井)和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切継紙・ 1通

200612／538
和（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／539
試筆（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／540
元日（吉井和篤詩文）

吉井和篤　扒

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／541
和（吉井和篤詩文）

吉井和篤　拝草

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／542
奉悼（吉井和篤詩文）

吉井和篤　謹草

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／543
奉陪（吉井和篤詩文）

吉井和篤　拝草

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／544
奉送 唐崎氏之東武（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／545
重陽（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／546
仲秋（吉井和篤詩文）

仲冬 吉井和篤

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／547
復書春嶺大兄（吉井和篤詩文）

吉井和篤

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙･竪紙・ 1括(5
通)

200612／548
奉陪・七夕・席上見（吉井和篤詩文）[ほか]

吉井和篤

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／549
奉悼 通倶君野詩一章（吉井和篤詩文包紙）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／550
〔吉井和篤詩文〕

(吉井)和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／551
重陽（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／552
重陽（吉井和篤詩文）
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吉井和篤　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／553
歳朝（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切継紙・ 1通

200612／554
五月五日（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

折紙・ 1通

200612／555
旅宿病中（吉井和篤詩文）

吉井和篤

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／556
呈書吉井源治郎兄（吉井和篤詩文）

吉井和篤

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1括(3通)

200612／557
雨日被ル・和（吉井和篤詩文）

(吉井)和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／558
七夕（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／559
十五夜不見月有感（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／560
春日遊江上亭卒賦（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／561
和 吉井氏秀才芳韵（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／562
賦 艮背先生没去哀傷（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／563
和（吉井和篤詩文）

吉井和篤

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／包紙付

竪紙･切紙・ 1括(2
通)

200612／564
奉悼・家翁太祥恭奉献（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／565
待月（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／566
歳末（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／567
七夕有感（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／568
奉賀 齋藤氏令嗣誕生（吉井和篤詩文）

吉井和篤　拝稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／569
雨日被 吉邨氏招其別亭（吉井和篤詩文）

(吉井)和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／570
席上見瓶裏寒梅花（吉井和篤詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／571
歳首（吉井和篤詩文）

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／紙縒一括

括・ 1括

200612／572
〔吉井応憑ほか詩文〕
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豊庸

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／紙縒一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／572／ 1
o祝歌

吉井応憑　拝稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／572／ 2
o賦竹契追年以奉寿家兄四十二（吉井応憑詩文）

吉井応憑　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／572／ 3
o謹奉寿 豊庸家兄四十二（吉井応憑詩文）

吉井応憑　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／572／ 4
o歳朝（吉井応憑詩文）

(吉井)応憑　拝草

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／572／ 5
o奉賡韵（吉井応憑詩文）

吉井和篤　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／572／ 6
o歳朝（吉井和篤詩文）

(吉井)応憑　拝草

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／572／ 7
o謹奉寿 豊庸家兄四十二（吉井応憑詩文）

山崎嘉跋ス

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／573
拘幽操

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙綴・ 1綴

200612／574
南木氏石碑銘

芝洞老人　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／575
〔芝洞老人詩文〕

滄洲→(吉井)当聰

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

包紙・ 1枚

200612／576
〔包紙〕（｢呈当聰君｣）

春嶺→寄呈　吉井和篤先生

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／577
〔春嶺詩文〕

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切継紙・ 1通

200612／578
〔漢字｢崇｣｢祟｣覚書〕

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／579
〔詩文〕

勝算　稿

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／580
春日与二三友登山頭卒賦（勝算詩文）

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／581
〔鳳洲詩文〕

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／582
呈書　斉藤大兄

(吉井)応憑　拝草

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／583
謹奉寿 豊庸家兄四十二（吉井応憑詩文）

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1括(2通)

200612／584
箕子操云

吉井氏

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／585
〔尊像由来書〕
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木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／586
〔和歌〕

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／587
〔芦・杖句ほか覚書〕

明和 7. 吉井当聰

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／588
〔新年祝詞〕

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

折紙・ 1通

200612／589
和 除夕玉韵・山田氏秀才歳旦芳韵（詩文）

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

切紙・ 1通

200612／590
〔書付〕（｢贈牡丹於谷先生｣）

天明 4. 3.21

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／591
〔吉井当聰後号誠意墓石覚書〕

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／592
歳旦（和歌｢商ひ乃あはさるとしを｣）

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

竪紙・ 1通

200612／593
〔重見六右衛門殿より当聰･同姉へ送賜枝ニ（和歌･詩
文）〕

齋藤順　拝

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括

一紙・ 1通

200612／594
〔齋藤順詩文〕（｢誠意吉井老大人登不老山｣）

安永 4. 3.

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／袋一括

括・ 1括

200612／595
円樹様御読歌御自筆集

安永 4. 3.

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／袋一括

袋・(1点)

200612／595／ 1
o〔袋〕（｢円樹様御読歌御自筆集｣）

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／袋一括

竪冊・(1冊)

200612／595／ 2
o〔和歌集〕

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／袋一括

包紙・(1枚)

200612／595／ 3
o〔包紙〕（｢ゑんしう うたをあつめ｣）

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／袋一括

竪紙･切(継)紙・
(59通)

200612／595／ 4
o〔和歌書付〕

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／袋一括

短冊・(1通)

200612／595／ 5
o〔和歌短冊〕

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／袋一括

竪冊・(1冊)

200612／595／ 6
o〔和歌集〕

木箱（｢当聰詩文｣｢30｣｢古文書目録要再検討｣）一括／袋一括／包紙付

切紙・(2通)

200612／595／ 7
o円樹様御読歌御自筆

元禄 8. 8.15／昭和26. 京寺町二条上ル町・井筒屋庄兵
衛板／東京管禮之介裸馬翁→
吉井雲去来(吉井章五)

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／カバー付

和装本・ 1冊

200612／596
笈の記（｢此支考笈の記ハ東都管裸馬先生より頂戴
せしものなり｣）

明治31. 8. 5 老鼠堂永機・其角堂機一　校訂
／東京博文館　蔵版

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢各務支考 梟日記・
笈日記・支考全集｣）付

洋装本(並製本)・ 
1冊

200612／597
俳諧文庫第八編　支考全集
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木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢各務支考 梟日記・
笈日記・支考全集｣）付／台紙付

写真・ 1枚

200612／598
〔竹原郵便局旧局舎写真〕

昭和 6. 6.25 東京府尾久町・唐檜葉吟社

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢各務支考 梟日記・
笈日記・支考全集｣）付

洋装本(並製本)・ 
1冊

200612／599
唐檜葉　第五号

昭和31.10.23 中国新聞社

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢各務支考 梟日記・
笈日記・支考全集｣）付

新聞紙・(1枚)

200612／599／ 1
o〔中国新聞記事抜粋〕（｢続々と貴重な資料｣）

大正 4. 9.26 大阪毎日新聞社

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢各務支考 梟日記・
笈日記・支考全集｣）付

新聞紙・(1枚)

200612／599／ 2
o大阪毎日新聞（一部）　大正4年9月26日

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢各務支考 梟日記・
笈日記・支考全集｣）付

一紙(刊)・(1枚)

200612／599／ 3
o〔包装紙〕（｢松山名物子規せん餅｣）

明治37. 6.10 編輯兼発行者・河内一郎／広
島・高坂印刷部　印行

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢各務支考 梟日記・
笈日記・支考全集｣）付

洋装本(並製本)・ 
1冊

200612／600
俳諧温故展覧会出品録

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

小竪冊・ 1冊

200612／601
抜萃（和歌集）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

横半・ 1冊

200612／602
〔白梅園鷺水点ほか〕

弘化 2.仲冬.／明治13. 浪花書房・北堀江市場・前田金
随堂板／吉井五■(虫損)

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

和装本・ 1冊

200612／603
柳多留　初編

嘉永 6.春. 書肆　大坂心斎橋南本町北江
入・河内屋平七　板

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

和装本・ 1冊

200612／604
新撰　柳樽

寛保 2. 6.吉

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／包紙付

横長綴・ 1括(2綴)

200612／605
誹(俳)諧写　弐冊

元禄 3. 8. 洛陽書林　梅村弥右衛門

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

和装本・ 1冊

200612／606
まさな草　下

上甲立三国屋

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

和装本・ 1冊

200612／607
曠野集

室町通中立売上ル丁・書林　橘
仙堂善兵衛

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

和装本・ 1冊

200612／608
あけほの草紙

元禄10. 2.～15. 3.上
旬

芸陽小嶋常也　謹誌

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

和装本・ 1括(8冊)

200612／609
厳島道芝記　一～七

昭和32. 8. 1 発行兼編集人　松野貞安／群馬
県荒砥局内東大室最善寺内・さ
いかち俳句会

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒(2枚)一括

洋装本(並製本)・ 
1冊

200612／610
俳句雑誌　さいかち　第32巻第8号（通巻330号）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒(2枚)一括／包紙付

竪紙・ 1括(2枚)

200612／611
芭蕉翁真蹟　平泉旧跡碑
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昭和11. 9.20 松阪昭二　著／広島県竹原町・
猶存居　発行

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒(2枚)一括

洋装本(並製本)・ 
1冊

200612／612
竹原俳句鈔

昭和30.10.22･23 俳文学会広島準備委員会・広島
県教育委員会・広島市教育委員
会　編

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒(2枚)一括

洋装本(並製本)・ 
1冊

200612／613
連歌俳諧展観目録　第6回俳文学会全国大会　於広
島大学

昭和30. 3. 金子金治郎

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒(2枚)一括

洋装本(並製本)・ 
1冊

200612／614
厳島野坂家連歌書目録

昭和30.10.13 (吉井)章五　写

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒(2枚)一括

竪冊・ 1冊

200612／615
さくらあさ（桜麻集）（写）

(正岡)子規

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒(2枚)一括

切紙・ 1通

200612／616
〔子規俳句〕

昭和32. 5.22

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒(2枚)一括／袋付

写真ﾌﾟﾘﾝﾄ・ 1括(3
枚)

200612／617
〔写真〕（｢元禄六年竹原来遊時 各務支考句幅(当家
所有)｣）

中国新聞社

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒(2枚)一括

新聞紙・ 1枚

200612／618
〔中国新聞記事抜粋〕（｢広島の俳文学 金子金治郎｣）

ホトトギス発行所にて・高浜虚子

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒(2枚)一括

一紙(刊)・ 1枚

200612／619
〔子規煎餅広告文〕

享保21.元旦 備後福山連衆

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

横半・ 1冊

200612／620
歳旦（和歌集）

広しま連中

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

横半・ 1冊

200612／621
丁ミのとし　三つ物（和歌集）

広陵／板本銀山町・予章舎

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

横半・ 1冊

200612／622
丁卯　歳旦（俳句集）

元文 5. 蘆花翁

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

横半・ 1冊

200612／623
除元集（俳句集）

寛保 2. 広嶋／板本銀山町・いよや理助

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

横半・ 1冊

200612／624
歳旦句合（俳句集）

寛保 3. 広陵／板本カナヤマ町・予章舎
利祐

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

横半・ 1冊

200612／625
歳旦（俳句集）

寛保 4. 広陵／板本カナヤマ町・予章舎
利祐

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

横半・ 1冊

200612／626
歳旦（俳句集）

延享 2. 広陵／板本銀山町・予章舎利祐

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

横半・ 1冊

200612／627
歳旦（俳句集）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

和装本・ 1冊

200612／628
連歌新式

正徳 3. 3. 門弟子重光／大坂高麗橋一丁
目・浅野弥兵衛　改板

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

和装本・ 1括(3冊)

200612／629
草花絵本　福寿草　上・中・下
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明治39. 7.11

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒付

切継紙・ 1通

200612／630
明治三十九年軍志願兵中 歩兵第十一聯隊経理室見
習主計生が暇中ニ川柳挙行

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／朝日新聞大阪本社用箋使
用

便箋・ 1括(2通)

200612／631
〔書簡〕（竹原での拙文紙面に掲載につき礼状〈後
欠〉）

昭和30.11. 3 直斎迂人

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

竪紙・ 1通

200612／632
〔漢詩〕（於嘉楼館俳句会席上）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括

括・ 1括

200612／633
野坡及風律，仙呂，壺天等之本名吉井梅睡之発句及
書翰

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括

折紙・(1通)

200612／633／ 1
o〔風律・仙呂・壺天等発句〕

(吉井)梅睡

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括

切継紙・(1通)

200612／633／ 2
o〔梅睡発句〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括

切紙・(1通)

200612／633／ 3
o〔雅号書付〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括

竪継紙・(1通)

200612／633／ 4
o〔書付〕（｢風律先生都に赴給ふ頃｣）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括

折紙綴・(1綴)

200612／633／ 5
o〔書付〕（風律・仙呂・壺天等俳句）

　　　  5. 梅睡→一両公

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括

切継紙・(1通)

200612／633／ 6
o口上（二句覚不申候につき）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／史料目録用箋・紐付

短冊・ 1括(69枚)

200612／634
〔短冊俳句〕

(大正)11. 2.18 堂面文衛→吉井章五様

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

絵葉書・ 1通

200612／635
〔絵葉書〕（塔山の大断崖）

(大正)11. 3.22 松阪肥二→吉井章五様

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

絵葉書・ 1通

200612／636
〔絵葉書〕（(水戸名所偕楽園内)御成道梅園）

おさむ

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

竪紙・ 1通

200612／637
〔和歌書付〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括

竪紙・ 1通

200612／638
丹波の国へまかりて（和歌書付）

宮内卿

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／一紙付

竪紙・ 1通

200612／639
和歌所歌合に（和歌書付）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括

切継紙(巻紙)・ 1
巻

200612／640
独吟

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括

切継紙(巻紙)・ 1
巻

200612／641
家婚乃ことふき江
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木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

括・ 1括

200612／642
四代正盛梅睡

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括／紙縒付

竪継紙・(1通)

200612／642／ 1
o久しき風雅の友に逢て（俳句集）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括／包紙付

竪紙・(3通)

200612／642／ 2
o季分有（｢歳旦三つ物｣｢歳首｣｢病家吟｣）（俳句

集）

季秋日 路春

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／642／ 3
o〔俳句書付〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(2通)

200612／642／ 4
o〔俳句書付〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(2通)

200612／642／ 5
o〔俳句書付〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／ 6
o追善（俳句書付）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／ 7
o〔俳句書付〕（｢入院乃ことふきに多輩つとゐて盃

を飛し｣）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪継紙・(1通)

200612／642／ 8
o家督のことふき（俳句集）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／ 9
o〔和歌〕（「稲の穂のうなつきやらて」）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／10
o若菜の句（俳句集）

享保 2.

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／11
o享保二酉暦（俳句集）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／12
o〔路春ほか俳句集〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／13
o心安き人に久ふりニて逢ふて（俳句集）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／14
o〔俳句集〕（｢煤はらひ｣ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／15
o〔和歌書付〕（｢恐れある御庭の躑躅｣）
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木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

折紙・(1通)

200612／642／16
o八景（｢横嶋夜雨｣ほか）（俳句集）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／17
o家移を寿てよめる（俳句）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／18
o〔梅睡ほか俳句集〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／19
o〔和歌〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／20
o〔和歌〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／642／21
o〔俳句〕（｢あたらしひ畳にきつと｣）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

括・ 1括

200612／643
五代計暁時代和歌発句

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／643／ 1
o〔和歌書付〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／643／ 2
o〔和歌名所書付〕（座禅石ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／643／ 3
o〔俊成卿歌ほか書付〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括／紙縒付

竪紙･折紙・(5通)

200612／643／ 4
o〔和歌名所書付〕（名石・隅田川・名橋ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／643／ 5
o〔和歌名所書付〕（武蔵野・浅草）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括／紙縒付

竪紙・(14通)

200612／643／ 6
o〔和歌名所書付〕（御菩薩池ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／643／ 7
o〔和歌名所書付〕（梟の水ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／643／ 8
o〔和歌名所書付〕（名池ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(2通)

200612／643／ 9
o〔和歌名所書付〕（西坂・池田）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／643／10
o〔和歌名所書付〕（箱根）
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木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／643／11
o〔和歌名所書付〕（鵺石ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／643／12
o〔和歌名所書付〕（名瀧）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒(付箋付)
一括

竪紙・(1通)

200612／643／13
o〔和歌名所書付〕（水口）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

括・ 1括

200612／644
〔和歌書付ほか〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

竪継紙・(1通)

200612／644／ 1
o〔和歌〕（「法皇様御葬送の頃」）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

竪紙・(2通)

200612／644／ 2
o〔和歌〕（「鳥羽院之時」）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／644／ 3
o残菊（和歌）

享保 5. 7.上旬写之

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括／包
紙(2枚)付

竪紙・(1通)

200612／644／ 4
o厳島八景・厳島八景之御歌

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／644／ 5
o〔和歌書付〕（｢大根にてふきを作りせしか｣）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／644／ 6
o千鳥（和歌）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括／包
紙付

切(継)紙・(2通)

200612／644／ 7
o良道儀満教之事也（和歌）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

竪継紙・(1通)

200612／644／ 8
o五月廿二日久恒家（和歌）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

切(継)紙・(2通)

200612／644／ 9
o恕信之歌

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／644／10
o〔和歌〕（「山家時鳥」）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／644／11
o〔和歌〕（「年毎にこよひはかりや」）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／644／12
o〔和歌書付〕（「けふよりや思ひわたりて」）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／644／13
o〔和歌〕（「関のなのかすみかくれに」）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／644／14
o丹波の国本庄村喜左衛門娘拾六歳（和歌）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／644／15
o〔漢詩・和歌〕（「橋上路辺乞一銭」）
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木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

切(継)紙・(2通)

200612／644／16
o光明院恕信和尚様へ［　］之書状之写・〔和歌〕

（｢萩露｣）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括／包
紙付

折紙･切(継)紙・(3
通)

200612／644／17
o［　］恕信上人様御手向御言葉書和歌

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／644／18
o残菊（和歌）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括

折紙・(1通)

200612／644／19
o奉納 八幡宮 五十首和歌

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括／包
紙付

竪紙･切(継)紙・(4
通)

200612／644／20
o林鐘廿日 追善発句・同白井氏脇

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒付／紙縒一括／包紙
付

切継紙・(1通)

200612／644／21
o壬戌之歳越狂歌二首・同年出雲ノ国造之御発

句・同癸ノ春御製之御写シ有

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒一括／包
紙付

竪紙・(2通)

200612／644／22
o追善ノ詩歌

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢計暁時
代ノ書ナリ｣）一括

括・ 1括

200612／645
計暁時代ノ書ナリ

　　　  8.11 金亀山老法師→米屋半三郎殿
御内室さま

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒・付箋
（｢計暁時代ノ書ナリ｣）一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／645／ 1
o〔書簡〕（木原屋六右衛門より御頼の御祈祷結願

の儀につき）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒付／紙縒（｢計暁時代
ノ書ナリ｣）一括

竪紙・(1通)

200612／645／ 2
o石亀亭に招れて（和歌）

　　辰. 5. 芸州竹原米屋半三郎㊞→亀屋
藤次郎様

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒付／紙縒（｢計暁時代
ノ書ナリ｣）一括

切紙・(1通)

200612／645／ 3
o覚（讃誉上人名号一幅）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒付／紙縒（｢計暁時代
ノ書ナリ｣）一括

竪紙・(1通)

200612／645／ 4
o招吉井氏宅（漢詩）

みち→上 御年徳神殿

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒付／紙縒（｢計暁時代
ノ書ナリ｣）一括

竪紙・(1通)

200612／645／ 5
o〔和歌〕（｢君か世のひさしかるへき｣）

荘恕　拝

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒付／紙縒（｢計暁時代
ノ書ナリ｣）一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／645／ 6
o寄円了信公十三回忌（漢詩）／上 十三回之詩

文

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒付／紙縒（｢計暁時代
ノ書ナリ｣）一括

竪紙・(1通)

200612／645／ 7
o入梅始綴一詩（漢詩）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒付／紙縒（｢計暁時代
ノ書ナリ｣）一括／包紙付

短冊・(2枚)

200612／645／ 8
o米屋之喪中を思ひやり愚句浮申候乍恥シ相送り

申候（追善俳句）
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広島屋彦十郎

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒付／紙縒（｢計暁時代
ノ書ナリ｣）一括

竪紙・(1通)

200612／645／ 9
o吉井氏御両人の御年賀を祝して（和歌）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒付／紙縒（｢計暁時代
ノ書ナリ｣）一括／包紙付

竪紙･短冊・(2通)

200612／645／10
o上 追善（漢詩・俳句）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

括・ 1括

200612／646
五代計暁時代発句

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

仮横半・(1冊)

200612／646／ 1
o〔和歌・俳句〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／646／ 2
o追善三連誹之写

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／646／ 3
o本紙ノ分　連誹　発句・脇句（｢切字｣｢春季｣）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

竪紙・(1通)

200612／646／ 4
o〔和歌〕（｢いや高きところもしらす｣）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

切継紙・(1通)

200612／646／ 5
o〔和歌・俳句〕（｢不老山長生寺｣ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

切紙・(1通)

200612／646／ 6
o〔和歌〕（山霞）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括／包紙付

切紙・(2通)

200612／646／ 7
o壺天歳暮ノ句有

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／646／ 8
o肝要入用 誹諧 季分

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

折紙・(3通)

200612／646／ 9
o〔和歌〕（｢江之月之題｣ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

切紙・(1通)

200612／646／10
o〔漢詩〕（歳旦）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／646／11
o名月之発句 読集見ル四句

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／646／12
o同冬ノ部 脇句集

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

折紙綴・(1綴)

200612／646／13
o〔｢春之部｣｢夏之部｣ほか季語等書付〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

折紙・(1通)

200612／646／14
o〔漢詩〕（｢有志設厚言｣）
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木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

切紙・(1通)

200612／646／15
o〔漢詩〕（歳旦）

壺天→石亀雅翁

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

折紙・(1通)

200612／646／16
o十二月朔日庚申三つ物

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

折紙・(1通)

200612／646／17
o十二月朔日庚申三つ物

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

切紙・(1通)

200612／646／18
o〔和歌〕（水無河旅宿ノ詠）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

切紙・(1通)

200612／646／19
o〔漢詩下書〕（染翰）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

一紙・(1通)

200612／646／20
o〔和歌書付〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

竪紙・(1通)

200612／646／21
o〔漢詩〕（歳旦）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

竪紙・(1通)

200612／646／22
o歌仙表六句

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括

竪継紙・(1通)

200612／646／23
o〔俳句〕（｢当所沖ノ浜ニて｣｢広島沖ニて｣ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／646／24
o連誹当分之控

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒一括／紙縒（｢五代計
暁時代発句｣）一括／包紙付

切紙綴･一紙・(1
綴･1枚)

200612／646／25
o第三亭留集句・同第三月ノ部亭留ノ句・常之月ノ

句集 合三通有

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

括・ 1括

200612／647
風律・仙呂・壺天等俳句

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／ 1
o石亀雅丈招れて（俳句）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／ 2
o吉井先生の門を過ると召れて（俳句）

　　辰. 9.28

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括／包紙付

竪紙･切紙・(2通)

200612／647／ 3
o嶋屋善蔵之句（｢氏祭ノ句｣ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／ 4
o〔俳句〕
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木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切(継)紙･折紙・(8
通)

200612／647／ 5
o〔俳句〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／647／ 6
o一折（和歌）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／ 7
o石亀様　春枝（俳句）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／ 8
o外ニ三句（俳句）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括／包紙付

折紙･竪紙･切紙・
(6通)

200612／647／ 9
o月待時分読候歌（｢夏の月｣｢寄日祝｣｢水辺の蛍｣

ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／10
o〔俳句〕（｢歳暮｣｢歳旦｣）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／11
o〔俳句〕（｢長門嶋｣ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／12
o〔俳句〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／13
o〔俳句〕（｢五箸皿餞別｣ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／647／14
o〔俳句〕（｢首尾｣）

　　　  3.27 四徳軒

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／15
o〔和歌書付〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／16
o中冬十二日初会（俳句）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／17
o〔和歌〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／647／18
o一折（和歌）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／19
o〔和歌書付〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／20
o〔俳句〕（浮鯛）
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木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／647／21
o〔和歌〕（一～廿）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／22
o〔俳句書付〕（吉井氏の宅にまねかれて）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／23
o〔俳句〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／24
o〔俳句〕（吉井氏の別荘ニてはしめて塩浜の佳景

を臨む）

風律

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括／包紙･紙縒付

短冊・(1通)

200612／647／25
o寿（俳句）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／647／26
o半次郎殿并九助方之句集有

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／27
o〔俳句〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／647／28
o〔和歌〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／29
o〔俳句〕（｢中秋｣｢仏通寺｣｢閑山寺｣｢楽音寺｣ほ

か）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／30
o〔俳句〕（竹原）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／31
o〔俳句〕（｢高崎薬師寺にて｣｢磯に居て｣）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／32
o〔俳句〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／33
o〔壺天･積亀･風律･仙呂俳句〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／647／34
o一折（俳句）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

和装本(上製
本)(小)・(1冊)

200612／647／35
o〔季語集〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

折本(紙面漆塗)・
(1冊)

200612／647／36
o〔俳句書付〕
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木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／37
o冬の床 間興（和歌）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／38
o孟春（俳句）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／39
o石亀亭招れて（和歌）

元文 5. 8. 9

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／40
o可部一清居士一周之追善（俳句）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／41
o十夜講に寄せて（俳句）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／647／42
o餞別（和歌）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／647／43
o〔俳句〕（｢歳旦｣ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢風律・仙呂・壺天等
俳句｣）・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／647／44
o〔和歌〕（｢餞別｣ほか）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

括・ 1括

200612／648
竹原俳誌

昭和 9. 8.15 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／ 1
oたけはら　八月号　第1巻第1号

昭和 9. 9.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／ 2
oたけはら　第1巻第2号

昭和 9.10.25 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／ 3
o俳誌　たけはら　秋季特大号　第1巻第3号　

昭和 9.11.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／ 4
o俳誌　たけはら　第1巻第4号

昭和 9.12.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／ 5
oたけはら　拾二月号　第1巻第5号

昭和10. 1.15 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／ 6
oたけはら　一月号　第1巻第6号
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昭和10. 2.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／ 7
oたけはら　二月号　第1巻第7号

昭和10. 3.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／ 8
oたけはら　三月号　第1巻第8号

昭和10. 4.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／ 9
oたけはら　四月号　第1巻第9号

昭和10. 5.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)･一
紙・(1冊･1枚)

200612／648／10
oたけはら　五月号　第1巻第10号

昭和10. 6.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／11
oたけはら　六月号　第2巻第1号

昭和10. 7.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／12
oたけはら　第七月号　第2巻第2号

昭和10. 8.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／13
oたけはら　第八月号　第2巻第3号

昭和10. 9.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／14
oたけはら　第九月号　第2巻第3号

昭和10.10.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／15
oたけはら　拾月号　第2巻第4号

昭和10.12.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／16
o俳誌　たけはら　拾二月号　第2巻第6号

昭和11. 1.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／17
o俳誌　たけはら　一月号　第2巻第7号

昭和11. 2.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／18
o俳誌　たけはら　二月号　第2巻第8号
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昭和11. 3.20 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／19
o俳誌　たけはら　三月号　第2巻第9号

昭和11. 4.15 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／20
o俳誌　たけはら　四月号　第2巻第10号

昭和11. 5. 5 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／21
o俳誌　たけはら　五月号　第3巻第1号

昭和11. 6.10 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／22
o俳誌　たけはら　六月号　第3巻第2号

昭和11. 7.15 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／23
o俳誌　たけはら　七月号　第3巻第3号

昭和11. 8.15 広島県賀茂郡竹原町 小田博衛
　編輯印刷兼発行人／たけはら
発行所　発行　

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／24
o俳誌　たけはら　八月号　第3巻第4号

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／25
o第一回　創立総会句会入選句集

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／26
o竹原俳句会五月習作集

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／27
o竹原俳句同人会六月習作

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／28
o竹原俳句同人会七月習作集

昭和 9. 5.21

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

一紙・(1通)

200612／648／29
o竹原俳句同人会御案内

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／30
o第二回　竹原俳句同人会入選句集

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

一紙・(1通)

200612／648／31
o竹原俳句同人会規約

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

一紙・(1通)

200612／648／32
o川柳雑誌社竹原支部創立句会

明治43. 6.

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／33
o第百十四回篁風会　六月号

226



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

昭和10. 5. 5

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

一紙・(1通)

200612／648／34
o「たけはら」発行所主催　春季俳句大会

昭和10. 5. 5

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／35
o竹原千引吟社昭和拾年春季俳句大会

昭和24. 7.10 竹原俳句会

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／36
o〔竹原俳句会誌〕

昭和24. 9.11 竹原俳句会

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／37
o〔竹原俳句会誌〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

罫紙・(2通)

200612／648／38
o〔俳句〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

一紙・(4通)

200612／648／39
o浮寝鳥　十一月十五日　於竹原小

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

罫紙・(1通)

200612／648／40
o〔別冊俳句諸氏へ御渡下されたき旨書付〕

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

一紙・(1通)

200612／648／41
o大礼奉祝歌

昭和23. 6. 1 竹原　踏青社

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(刊)・(1冊)

200612／648／42
o踏青　六月号

昭和23. 7. 1 竹原　踏青社

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(刊)・(1冊)

200612／648／43
o踏青　七月号

昭和21.10. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯者発行人･印刷所印刷人
／たけはら俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

竪冊(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／44
oたけはら　創刊号　たけはら俳壇

昭和22. 1. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／45
oたけはら　一月号　たけはら俳壇

昭和21.11. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／46
oたけはら　十一月号　たけはら俳壇

昭和21.12. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／47
oたけはら　十二月号　たけはら俳壇

昭和22. 2. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／48
o竹はら　二月号　竹原俳壇
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昭和22. 3. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／49
o竹はら　三月号　竹原俳壇

昭和22. 4. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／50
o竹はら　四月号　竹原俳壇

昭和22. 5. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／51
o竹はら　五月号　竹原俳壇

昭和22. 6. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／52
o竹はら　六月号　竹原俳壇

昭和22. 7. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／53
o竹はら　七月号　竹原俳壇

昭和22. 8. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／54
o竹はら　八月号　竹原俳壇

昭和22. 9. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／55
o竹はら　九月号　竹原俳壇

昭和22.10. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／56
o竹はら　十月号　竹原俳壇

昭和22.11. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／57
o竹はら　十一月号　竹原俳壇

昭和22.12. 1 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及印刷発行人／たけはら
俳壇　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／58
o竹はら　十二月号　竹原俳壇

(昭和23. 1.) 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及発行者／たけはら俳壇
　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／59
o竹はら　一月号　通巻第16号・第3巻第1号

昭和23. 3.20 広島県賀茂郡竹原町 大植博三
　編輯及発行者／たけはら俳壇
　発行所

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半(ｶﾞﾘ版)・(1冊)

200612／648／60
o竹はら　二月号　竹原俳壇　通巻17号・第3巻第

2号
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木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

小竪冊・(1冊)

200612／648／61
o如是我聞（俳句）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

横半・(1冊)

200612／648／62
o如是我聞（俳句）

　　　 12.30 (松阪)猶存 呈→(吉井)嘉樹賢兄

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括／封筒付

切紙・(1通)

200612／648／63
o〔書簡〕（拙筆拝呈仕候処御心遣に預り候につき

礼状）

　乙亥. 1. 魯狗山事 頼董→曲肱老大人　
函丈(雲去来宗匠　函丈)

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括／封筒付

竪紙・(1通)

200612／648／64
o復古定茶会（川柳）

(大正)10. 4.25 猶存 生→吉井嘉樹 雅契

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

絵葉書・(1通)

200612／648／65
o〔絵葉書〕（湯河原 桜山頂上ヨリ温泉場ヲ望ム）

（温泉廻りに猶ほ行春を惜む旅）

(大正)10.11. 4 青波→吉井嘉樹兄 机下

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

絵葉書・(1通)

200612／648／66
o〔絵葉書〕（日本八景・雲仙岳 普賢頂上の紅葉）

（普賢岳馬上登山）

(大正)10. 4. 4 頼董→吉井当章 老大人

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

絵葉書・(1通)

200612／648／67
o〔絵葉書〕（大石旧邸長屋門）（赤城懐古帰途車

上）

(大正)11. 1.14 邨上英→吉井章五様

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

葉書・(1通)

200612／648／68
o〔葉書〕（左眼手術につき）

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

名刺・(1枚)

200612／648／69
o〔名刺〕（松阪猶存）

文政 9．／文政10.仲
春

安芸 朝暉／頭陀片雲／大阪四
ツ橋北西つめ 泉屋市兵衛

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

和装本・(1冊)

200612／648／70
oさくらあさ（桜麻集）

元禄11. 9. 9 ゐつゝや庄兵衛　板

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括／包紙付

和装本・(2冊)

200612／648／71
o梟日記　全二冊

京寺町二条上ルゐつゝや庄兵衛
　板行

木箱（｢俳句古文書｣｢俳諧関係｣｢古文書目録作製済｣｢防虫処理記録60.1.29／平成9年7月｣）一括／封筒（｢竹原俳誌｣）・紐一
括

和装本・(1冊)

200612／648／72
o懐日記　全（俳文学会第六回全国大会(昭和30

年10月23日)出陳礼状付）

延享 3. 7. 半之丞事 半三郎

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括

括・ 1括

200612／649
肝要書　延享三歳寅七月此箱ニ入也

延享 3. 3. 9 半三郎計暁→本家主半之丞殿，
向ノ家主半平殿，おみなとの，お
ますとの，保右衛門殿，本家かゝ
との

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括／包紙(2枚)付

竪継紙・(1通)

200612／649／ 1
o遺言筆記（書おき）

　　　 霜.11 福田立元(花押)→米や半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括

切継紙・(1通)

200612／649／ 2
o〔書簡〕（貴様御病気別状無之段ほか）
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　　　  9. 3 福田立元(花押)→田坂屋一郎左
衛門様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／649／ 3
o〔書簡〕（半平儀半三郎御夫婦御所望の儀につ

き）

正徳 2. 5. 4

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括

括・ 1括

200612／650
正徳二年辰ノ五月四日御儀落着被為仰付御公儀様
より御書出ニ而双方江南重左衛門様所ニ而被仰渡
候御公儀様より御書出之写シ弐通入有ル（木箱表
題）

(享保18). 9. 4 上市米屋祖母，同おのふ母，証
人半三郎→新や市左衛門殿，同
小助殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括

竪紙・(1通)

200612／650／ 1
o証文（新屋市左衛門世忰小助儀養子にいたし候

につき）（控）

享保18. 9.22 白市新屋市左衛門，証人米屋半
三郎→上市米屋御袋様，同御後
室様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括

竪継紙・(1通)

200612／650／ 2
o証文（世忰小助上市米屋の跡目養子に御極に

つき）

　　　 10. 米や長四郎(花押)→米屋小三郎
様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括

切紙・(1通)

200612／650／ 3
o〔書簡〕（家督の事等につき）

　　　 霜.27 福田立元㊞

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括

横長・(1冊)

200612／650／ 4
o覚（米屋半三郎家相続方につき）

　　　 10.14 米や長四郎(花押)→米屋小三郎
様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括

横長・(1冊)

200612／650／ 5
o〔書簡写〕（後家立りにつき）

　　　  9.28 新屋一左衛門(花押)→米屋半三
郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括／包紙付

折紙･切継紙・(2
通)

200612／650／ 6
o〔書簡〕（上市まやより一札の儀につき）

　　　 10.15 米屋長四郎(花押)→米屋小三郎
様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括

折紙綴・(1綴)

200612／650／ 7
o〔書簡〕（宗左衛門殿頼母子の儀半三郎親子同

心不仕につき）

正徳 2. 5. 4

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括／包紙付

竪紙・(2通)

200612／650／ 8
o覚（米屋半三郎相果実子無之につき小三郎忰に

仕置）

正徳 2. 5. 2

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括

一紙・(1通)

200612／650／ 9
o〔包紙表書〕

正徳 2.極.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／ビニール紐一括

括・ 1括

200612／651
〔後室より銀子請取書状〕[ほか]

(正徳 2).辰. 2. 6／ 
3.22

賀茂郡下市村米屋小三郎→庄
屋九左衛門殿[ほか3名]／竹原
米屋半三郎後家→年寄孫次郎
殿[ほか4名]

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／ビニール紐一括／包紙付

竪継紙・(2通)

200612／651／ 1
o先年一儀二付御公儀江上り申候口上書一通 同

儀二付後室より出シ被申候書付口上書ノひかへ
一通

(正徳 2). 2. 6 竹原米屋半三郎後家→年寄孫
次郎殿[ほか4名]

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／ビニール紐一括／包紙付1通

竪継紙

200612／651／ 1-1
o辰ノ二月六日後家子より当所役人中迄出し被

申候書付ひかへ也（米屋半三郎跡目相続に
つき）

(正徳 2). 3.22 賀茂郡下市村米屋小三郎→庄
屋九左衛門[ほか3名]

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／ビニール紐一括／包紙付1通

竪継紙

200612／651／ 1-2
o米屋半三郎後家願書指出申候故返答書仕候

様ニと御申二付口上之覚

(享保 6.～19).

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／ビニール紐一括／紙縒・ビニール紐一括

括・(1括)

200612／651／ 2
o久兵衛より取置候書物一通[ほか]
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享保18. 9.22 上市米屋祖母・同おのふ母→新
や市左衛門殿・同小助殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／ビニール紐一括／紙縒・ビニール紐一括／1通

切紙

200612／651／ 2-1
o一札（当家名跡の儀につき）

　　　 卯.19 和田屋久兵衛→吉井半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／ビニール紐一括／紙縒・ビニール紐一括／1通

竪紙

200612／651／ 2-2
o〔白米壱かます御見廻につき礼状〕

享保19.卯. 2 和田屋久兵衛→米屋半三郎様・
同半平様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／ビニール紐一括／紙縒・ビニール紐一括／包
紙付1通

竪紙

200612／651／ 2-3
o享保十九年甲寅卯月二日和田屋久兵衛書物

一通（私儀先年不行跡につき）

享保 6.11. 4 和田屋久兵衛→米屋半三郎様
／御内手代吉兵衛→和田屋久
兵衛様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／ビニール紐一括／紙縒・ビニール紐一括／包
紙付1通

竪(継)紙

200612／651／ 2-4
o久兵衛より取置候書物一通　吉兵衛より久兵衛

方へ相渡置候書物之案文扣（手代吉兵衛飯米
代并買懸り等の儀につき）[ほか]

辰(正徳 2). 3.22 賀茂郡下市村米屋小三郎㊞→
庄屋九左衛門殿[ほか3名]

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／ビニールr紐一括／ビニール紐･包紙付

竪継紙・(1通)

200612／651／ 3
o米屋半三郎後家願書差出シ申候故様子御尋二

付申上候口上之覚

辰(正徳 2).11.24 頭庄屋下市村九左衛門[ほか2
名]→南重左衛門様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／ビニール紐一括／ビニール紐･題箋･包紙付

竪紙・(1通)

200612／651／ 4
o覚（米屋半三郎後家病気につき広島親宗左衛門

方へ引取度由御窺）

正徳 2.極.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括／木箱･包紙(2枚)一括

括・ 1括

200612／652
正徳二年辰極月後室より銀子請取之書状返事有（木
箱表題）

辰(正徳 2).極.26 藤や清助(花押)→米や与七郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括／木箱･包紙(2枚)一括

切紙・(1通)

200612／652／ 1
o覚（銀子請取）

辰(正徳 2).12. 藤屋清助殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括／木箱･包紙(2枚)一括

折紙・(1通)

200612／652／ 2
o覚（長持・箪笥ほか目録）

(正徳 2).蠟.26 藤屋宗左衛門(花押)→米屋半三
郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括／木箱･包紙(2枚)一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／652／ 3
o〔書簡〕（娘道具請取につき）

(正徳 2).極.26 半三郎後家→米や半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括／木箱･包紙(2枚)一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／652／ 4
o〔書簡〕（銀子五百枚御越かたじけなくうけとり申

候）

(正徳 2).極.25 米屋半三郎→先半三郎後室様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／木箱一括／木箱･包紙(2枚)一括

切紙・(1通)

200612／652／ 5
o覚（正月着物・銀五百枚目録控）

正徳元.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括

括・ 1括

200612／653
正徳元卯年より辰ノ年中広島藤屋惣左衛門殿より一
儀之間ノ請引書状集入有之候（包紙表題）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括

括・(1括)

200612／653／ 1
o卯辰両年福田立元様より・和田屋久兵衛様より

受引之書状集有（紙縒表題）

　　　 蠟.12 福田立元(花押)→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／包紙･紙縒付
1通

折紙

200612／653／ 1- 1
o〔書簡〕（銀子廿貫目遣然るべき儀等につき）

　　　 12.11 福田立元(花押)→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／653／ 1- 2
o〔書簡〕（書付に継母同前・養母同前と有之儀

等につき）

　　　 11.25 福田立元(花押)→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／653／ 1- 3
o〔書簡〕（役人衆より出し申され候写拝見致候

儀等につき）
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　　　 蠟. 7 福田立元(花押)→米や半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／653／ 1- 4
o〔書簡〕（上つ方へ内証申込直然るべき儀等に

つき）

福田立元→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／653／ 1- 5
o〔書簡〕（此元内談相極直申候につき）

　　　 11.14 半三郎→福田立元様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／1通

切継紙

200612／653／ 1- 6
o〔書簡〕（藤屋宗左衛門殿より後家引取たく申

参候儀につき）

　　　 11. 7 和田屋久兵衛(花押)→米屋半三
郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／包紙付1綴

折紙綴

200612／653／ 1- 7
o〔書簡〕（先頃より立元老へ仰越さる一儀につ

き）

　　　 11.17 和田屋久兵衛(花押)→米屋半三
郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／653／ 1- 8
o〔書簡〕（立元老より委細承知仕居申候儀につ

き）

　　　 11.20 和田屋久兵衛(花押)→米屋半三
郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／653／ 1- 9
o〔書簡〕（一儀立元老よりの様子通達致候儀に

つき）

　　　 霜.15 福田立元(花押)→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／包紙付1綴

折紙綴

200612／653／ 1-10
o〔書簡〕（重左衛門殿江参候書付ノ写貴様より

出申され候願書付ノ案文承知致候儀につき）

　　　 霜. 6 福田立元(花押)→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／653／ 1-11
o〔書簡〕（藤屋より後室引取申す事合点参らず

候儀につき）

　　　 霜.20 福田立元(花押)→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／653／ 1-12
o〔書簡〕（貴様方より後家戻申願出千万悪敷御

座候につき）

　　　 霜. 3 福田立元(花押)→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／653／ 1-13
o〔書簡〕（御内室様御不快の趣につき）

　　　 霜.25 福田立元(花押)→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒一括／包紙付1綴･1
通

折紙綴･切継紙

200612／653／ 1-14
o〔書簡〕（願書付半三郎方より出申筈の儀につ

き）

正徳元.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括

括・(1括)

200612／653／ 2
o正徳元卯ノ年より辰ノとし迄藤や宗左衛門殿より

請引書状集書（付箋表題）

　　　 霜. 5 藤屋宗左衛門(花押)→米屋半三
郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／
包紙付1通

折紙

200612／653／ 2- 1
o〔書簡〕（御内室様より御見舞として御使札拝

見につき）

　　　 11.22 藤屋宗左衛門(花押)→米屋半三
郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／
包紙付1通

折紙

200612／653／ 2- 2
o〔書簡〕（娘儀貴様宜様に御相談下さるべき

旨）

　　　 10. 9 藤屋惣左衛門→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／1
通

折紙

200612／653／ 2- 3
o〔書簡〕（娘儀貴様然るべき様御世話頼み候に

つき）

　　　 10. 3 藤屋宗左衛門→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／1
通

折紙

200612／653／ 2- 4
o〔書簡〕（娘儀今に気色快く御座無き儀につき）
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　　　 11. 4 藤屋宗左衛門→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／1
通

折紙

200612／653／ 2- 5
o〔書簡〕（娘儀其許様万端御世話の儀につき）

　　　 12. 8 郡御役所→南重左衛門殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／
包紙付1通

折紙

200612／653／ 2- 6
o態申遣ス（｢藤屋願之通後家戻申候様ニ申参

候書付写シ一通｣(包紙表題)）

　　　 11.10

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／
包紙付1通

折紙

200612／653／ 2- 7
o御公儀様より御出被成候御口上書之写シ一

通有（包紙表題）

　　　 11. 3～ 9 米屋半三郎←→藤屋宗左衛門

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／
包紙(｢藤屋宗左衛門書状之写シ三通｣)付6通

折紙

200612／653／ 2- 8
o〔書簡〕（後室様御気色の儀につき）

　　　 11. 4 藤屋宗左衛門(花押)→米屋半三
郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／
包紙付1通

折紙

200612／653／ 2- 9
o〔書簡〕（娘儀其元様万端御世話の儀につき）

　　　 10. 3 藤屋宗左衛門(花押)→米屋半三
郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／
包紙付1通

折紙

200612／653／ 2-10
o〔書簡〕（娘儀今に気色快く御座無き儀につき）

　　　 10. 9 藤屋惣左衛門(花押)→米屋半三
郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／
包紙付1通

折紙

200612／653／ 2-11
o〔書簡〕（娘儀此方へ御戻シ下され候様御相談

仕候儀につき）

　　　 霜. 5 同かうしつ→米屋御内殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／
包紙付1通

折紙

200612／653／ 2-12
o〔書簡〕（御見舞下され候儀等につき）

　　　 極.12 藤屋宗左衛門(花押)→米屋半三
郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／
包紙付1通

折紙

200612／653／ 2-13
o〔書簡〕（娘儀拙者方へ御戻シ下され候様に御

相談仕候儀につき）

　　　 11.23 米や半三郎→藤や宗左衛門様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／
包紙付1通

切継紙

200612／653／ 2-14
o〔書簡〕（｢此方より藤やへ遣シ申候返事ノひか

へ｣(包紙表題)）

　　　 12.12 (福田立元)→ふちや宗左衛門様
／半三郎→立元様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／
包紙(｢立元老ふしやへ出候飛札ひかへ｣)付3通

切継紙

200612／653／ 2-15
o〔書簡〕（後室様其御地御引取成され候儀につ

き）

　　　 10. 3／10. 8／
11. 5

米屋半三郎→藤屋宗左衛門様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／
包紙付3通

切継紙

200612／653／ 2-16
o〔書簡〕（後室様此節御戻り成さるべき儀につ

き）

　　　 11.17 半三郎→立元様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紐一括／付箋･紙縒・ビニール紐一括／1
通

切継紙

200612／653／ 2-17
o〔書簡〕（当所役人中并御所務役南重左衛門

殿私方願書付然るべき様御申の儀につき）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

括・ 1括

200612／654
〔婚礼祝儀書簡ほか〕

床原 伊藤お信

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

横半・(1綴)

200612／654／ 1
o歌ぼん
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きく月. 森田不及内→吉井御ふもし殿・
同半三郎様・同御うもし殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙・(1通)

200612／654／ 2
o〔書簡〕（婚礼首尾よく相整いにつき）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙・(9通)

200612／654／ 3
o〔和歌書付〕

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

罫紙綴・(1綴)

200612／654／ 4
o広島県蚕糸業組合取締所規約[ほか]

　　未. 5. 平井政七→伊藤御旦那様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙・(1通)

200612／654／ 5
o記（御泊り代ほか受取）

　　　  4. 5 ㊞（｢京都市五条坂・中野栄治
郎｣）→壬辰倉様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切紙・(1通)

200612／654／ 6
o証（のし干鯛代ほか）

　　　  4. 5 ㊞（｢呉服太物類・京烏丸通松原
上ル町・高しま屋新七｣）→伊藤
様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／654／ 7
o記（物産御渡相済）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

横半・(1冊)

200612／654／ 8
oいろいろ物おぼへ

　　　 宇.22 いよやけふ→米屋御嘉もし殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／654／ 9
o〔書簡〕（内祝の儀につき）

　　　 旧 7.11 楢崎なを・と代→吉井御姉様・御
こもし殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙・(1通)

200612／654／10
o〔書簡〕（中元御祝詞）

　　　 すえの月.12 藤井かつ→吉井御母上殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙・(1通)

200612／654／11
o〔書簡〕（御初度の御祝につき）

　　　 11.吉 ふぢ井姉より→よし田おりやう殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙・(1通)

200612／654／12
o〔書簡〕（御祝用滞りなく御整いにつき）

ふし井かつ→徳和歌五万左衛門
様・御うもし殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙・(1通)

200612／654／13
o〔書簡〕（御祝儀として見事成御品送りにつき御

礼）

　　　  1. 5 楢崎仲兵衛内・亭造内→吉井半
三郎様・御ふもし殿・御うもし殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙・(1通)

200612／654／14
o〔書簡〕（鏡餅二重御祝詞の印迄に進上につき）

よしゐなほ子→伊藤御二方様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙・(1通)

200612／654／15
o〔書簡〕（御婚儀御祝に粗品御送り申上候につ

き）

　　　 旧 7.10 楢崎共三ない・仲兵衛内→吉井
半三郎様・御ふもし殿・御うもし殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙・(1通)

200612／654／16
o〔書簡〕（中元御祝詞）

　　　 旧 7. 8 楢崎直・豊→吉井御姉様・御ふ
もし殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙・(1通)

200612／654／17
o〔書簡〕（中元御祝詞）

　　　  5. 吉井利三郎内→伊藤御両人殿・
薫三様・御うもしとの

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙・(1通)

200612／654／18
o〔書簡〕（御婚礼御歓の印迄に二品進上）
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　　　 正. 7 [　]や源右衛門内→[　]や御うも
し殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙・(1通)

200612／654／19
o〔書簡〕（初春御祝儀）

安永 8.初

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

括・ 1括

200612／655
三原浜請引一巻

安永 7.12.吉

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括（綴込み文書有り）

横長・(1冊)

200612／655／ 1
o三原川口屋堤江戸堀両浜請引帖

安永 7.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／ 2
o覚（竹原浜加地子台）

戌(安永 7).12.27

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

折紙･切紙綴・(1
綴)

200612／655／ 3
o覚・戌極月廿七日払扣 川口屋浜

安永 7.10. 庄屋次助㊞→組頭中

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／ 4
o安永七年分下市村御年貢下札

戌(安永 7).極. 下角屋→かりや貞四郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切紙・(1通)

200612／655／ 5
o覚

戌(安永 7).極. 塩浜用所㊞(｢竹原塩浜｣)→広嶋
屋長蔵殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／ 6
o覚（川口屋浜弐軒分諸取替受取）

(安永 7).12.24 あわや→川口屋

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／ 7
o覚（米代差引不足）

戌(安永 7).極. 広嶋屋長蔵→川口屋助一郎殿・
米屋半三郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／ 8
o覚（薪塩俵諸道具代残り銀浜用所へ相渡）

戌(安永 7).極. 塩浜用所㊞(｢竹原塩浜｣)→川口
屋助一郎殿・米屋半三郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／ 9
o覚（御貸銀の内広嶋屋長蔵より受取相済）

安永 9.極. 預り主広嶋屋長蔵㊞・請人広嶋
屋勝三郎㊞→三原川口屋助一
郎殿・仮地頭米屋半三郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／包紙付(｢塩浜預り証文 丑年分
広嶋屋長蔵殿｣)

竪継紙・(1通)

200612／655／10
o塩浜預り申一札之事

(安永 7).12. 8 川口屋助一郎→米屋勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／11
o〔書簡〕（｢安永七戌年川口屋浜預り一巻｣）

卯(天明 3).12.朔 三ハら川口屋→竹原米屋

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／12
o〔書簡〕（｢癸卯盆前借家賃受取如此｣）

戌(安永 7).12.15 川口屋助一郎・川口屋源右衛門
→塩浜御役人衆中様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切紙・(1通)

200612／655／13
o〔書簡〕（｢戌十二月浜役方へ相届ク仮地頭之書

面ひかへ｣）

(天明 5).正.17 助一郎→勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／14
o〔書簡〕（｢天明四辰盆後分新町川口屋借家賃受

取書｣）

安永 7.12.21 仮地頭米屋半三郎→塩浜庄屋
次助殿・同長蔵殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／655／15
o覚（｢浜用所へ遣ス地頭切手ひかへ手ニ遣シ候

事｣）
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午(天明 6).正. 9 かわ口や助一郎㊞→竹原米屋
半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／16
o覚（｢天明五巳年盆後分新町借家賃受取書｣）

(天明 6). 8.17 助一郎→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／17
o〔書簡〕（｢天明五巳年江戸堀両浜御用銀御利下

り同年新町借家御年貢方致差引午八月三原受
取書｣）

安永 7.11.10 川口屋助一郎→米屋勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／655／18
o〔書簡〕（小倉屋ほか塩浜の儀につき）

安永 7.11.23 川口屋助一郎→米屋勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／包紙付

切継紙・(2通)

200612／655／19
o〔書簡〕（塩浜の儀につき）

　　　  2.25 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／655／20
o〔書簡〕（塩浜仮地頭の儀相改候由につき）

　　　  3. 2 大原屋四郎左衛門→米屋半三
郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／655／21
o〔書簡〕（塩浜一件の儀につき）

　　　 極.26 川口屋助一郎→米屋勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／655／22
o〔書簡〕（浜方大不埒の儀につき）

　　　 戌.極.14／申.
極.21

川口屋助一郎→米屋勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／包紙付

切(継)紙・(3通)

200612／655／23
o〔書簡〕（抱塩浜台加地子の儀につき）

　　　 10.28 川口屋助一郎→米屋勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／655／24
o〔書簡〕（同名源右衛門娘瀬野之孫兵衛所望の

儀等につき）

　　　 11.21 かりや才蔵→米や勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／655／25
o〔書簡〕（塩浜の儀につき）

乙巳(天明 5).極.24･甲
辰(天明 4).極.24

川口屋助一郎←→米屋半三郎
様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／包紙付

切(継)紙･折紙・(5
通)

200612／655／26
o〔書簡〕（塩浜加地子銀の儀等につき）[ほか]

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／655／27
o〔塩浜の儀米屋表へ御任せ申上候儀につき書

付〕

酉(安永 6).極.／戌(安
永 7).極.

庄屋次助㊞・同長蔵㊞・仲間中
㊞(｢竹原塩浜｣)

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙･折紙綴・
(1綴)

200612／655／28
o安永六酉年分塩浜下札(川口屋才蔵分)[ほか]

　　　  2. 8 正三郎→半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／29
o〔吉十郎ほか惣割賦と申す儀につき書付〕

安永 7.12.24 助五郎→助一郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括（継紙1通付）

切継紙・(1通)

200612／655／30
o覚（川口屋両浜貸銀取立）ひかへ

　　　 極.23 忠海屋三郎平→米屋勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／31
o口上（塩浜預り証文相調進申候につき）

安永 7.12. 9 勘五郎→次助様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／655／32
o〔書簡〕（｢三原浜田坂屋受引一条｣）ひかへ

(安永 8.～天明 2).

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／655／33
o〔塩浜加地子・借家賃等受取書〕
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(天明 2).極.27 川口屋助一郎→米屋勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／655／33- 1
o天明二壬寅年分塩浜加地子并借家賃受取書

丑(天明元).12.25 川口屋助一郎→米屋勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／655／33- 2
o天明元丑年分浜加地子銀之内并新町借家賃

共受取書受引

(天明元).霜.10 かわ口や助一郎→米屋勘五郎
様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／655／33- 3
o天明元丑年盆前分新町借家賃受取書

(天明 2). 8. 5 川口屋助一郎→米屋勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

切継紙

200612／655／33- 4
o天明二寅盆前新町借家賃并上方紅一疋代受

取書

亥(安永 8).正. 6／ 
2.14

川口屋助一郎→米屋勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／紙縒一括／2通

切継紙

200612／655／33- 5
o安永八亥年暮浜用所下ケ尻り川口屋へ遣ス

受取書・安永八年分川口屋浜御用銀利足御
下ケ受取書

(天明 2). 3.10 川口屋助一郎→米屋勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／655／33- 6
o天明元丑年分浜加地子差引寅正月受取書分

亥(安永 8). 4.22 川口屋助一郎→米屋勘五郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋･紙縒一括／紙縒一括／包紙付2通

切継紙

200612／655／33- 7
o安永八亥年春塩浜御用銀利足等御下ケ受取

書入

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括

括・ 1括

200612／656
塩問屋之儀二付古書類

　　酉. 2.28 浜師共→年寄半平殿・同元右衛
門殿・浜庄屋忠右衛門殿・仲間
衆中

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括／包紙付

竪継紙・(1通)

200612／656／ 1
o小田屋塩問屋二付浜方願之控

　　辰. 8. 塩問屋米屋半三郎・同阿波屋為
左衛門株当時引受澤田屋仲助
→浜役人宛

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括

切継紙・(1通)

200612／656／ 2
o御歎申上候口上之覚（広島仁賀屋へ御用塩差

配仰付られ候儀につき(下書)）

　　戌. 6. 塩問屋米や半三郎→町役人中
様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括

竪継紙・(1通)

200612／656／ 3
o申上候覚（仁賀屋甚太郎異存申出候趣につき塩

問屋両家存旨書付）

　　酉. 9. 竹原町米屋半三郎→割庄屋兵
之助殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括

竪継紙・(1通)

200612／656／ 4
o乍恐口上之覚（塩売捌問屋株の儀につき(下

書)）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括

竪継紙・(1通)

200612／656／ 5
o乍恐追御歎申上候覚（当春浜業の儀につき(下

書)）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括／袋一括

括・(1括)

200612／656／ 6
o他国入津御差留メニ相成当所塩駿州北国行相

止メ専ラ御城下廻りニ致シ候様沢田屋仲助殿江
被仰付候得共先規も有之当家職闕ケニ相成候
故御歎書類数々入也

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括／袋一括／1冊

横長

200612／656／ 6- 1
o浜方引負ひかえ

宝暦14．

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括／袋一括／包紙付3通

切(継)紙

200612／656／ 6- 2
o宝暦十四年小田や問屋株あわや手前へ分ケ

申候節右両家連名之客方へ遣し候書状扣
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　　戌.10. 米屋半三郎→割庄屋兵之助殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括／袋一括／1通

切継紙

200612／656／ 6- 3
o広嶋廻り塩一件御聞約二付口上書（控）

　　酉. 9. 竹原町米屋半三郎→割庄屋兵
之助殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／656／ 6- 4
o乍恐御歎申上候口上之覚（塩売捌問屋株の

儀につき(控)）

　　酉. 5. 竹原町米屋半三郎→賀茂郡御
番組衆中様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／656／ 6- 5
o頭書（当町塩浜問屋の儀につき(控)）

　　卯. 5. 米屋半三郎→割庄屋兵之助殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／656／ 6- 6
o広嶋廻り塩之儀追御歎申上候書附(控)

　　酉. 5. 米屋半三郎→賀茂郡御番組衆
中様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／656／ 6- 7
o広嶋廻り塩之儀御歎申上候書附(控)

文政元. 9.21 米屋半三郎・阿波屋九左衛門→
塩浜方御役人衆中

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括

竪紙・(1通)

200612／656／ 7
o覚（阿州加田屋順風丸の儀につき(控)）

　　酉. 9. 竹原町米屋半三郎→割庄屋兵
之助殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括／袋一括

竪継紙・(1通)

200612／656／ 8
o乍恐御歎申上候口上之覚（塩売捌問屋株の儀

につき(下書)）

賀茂郡御役所→菅超右衛門[ほ
か7名,組頭･仲間共][ほか]

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙･紙縒･紐一括／袋一括／包紙(2枚)付･付
紙1通共

切(継)紙・(3通)

200612／656／ 9
o態申遣候（他所塩入津差留候条につき）[ほか]

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括

括・ 1括

200612／657
〔仕切書・定約書ほか〕

　　子. 7. 小田屋元右衛門㊞・阿波屋九左
衛門・米屋半三郎→江戸筋問屋
御衆中･仲買御衆中

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括

竪紙・(1通)

200612／657／ 1
o覚（斎田塩尾州大宝丸芳松殿船へ積渡）

明治15. 3.13 瀬戸田片山彦右衛門㊞(｢瀬戸
田･大問屋｣)・同吉川直平㊞(｢塩
石炭･瀬戸田･吉川新平｣)→鮴崎
吉井半三郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括

竪紙・(1通)

200612／657／ 2
o定約書（本俵塩売込）

明治15. 5.11 瀬戸田港吉川直平㊞(｢塩石炭･
瀬戸田･吉川新平｣)→竹原吉井
半三郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括

竪継紙・(1通)

200612／657／ 3
o定約書（本俵塩売込）

明治22. 8. 2 安芸国鮴崎吉井半三郎代り新田
喜八㊞→越前玉川長福丸惣四
郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括

竪紙・(1通)

200612／657／ 4
o記（元塩売付）

明治23. 1.10 児玉清右衛門㊞(｢備後国･尾道
港･児玉清右衛門｣)→中瀬伝造
殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括

竪紙・(1通)

200612／657／ 5
o記（脇浜新塩預り置）

明治23.10. 3 安芸国鮴港吉井半三郎㊞→清
洋丸善八殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括

竪紙・(1通)

200612／657／ 6
o塩売付証（新斎田塩）
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　　　  3.16 瀬戸田吉川直平㊞(｢塩石炭･瀬
戸田･吉川新平｣)→吉井半三郎
殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括

竪紙・(1通)

200612／657／ 7
o記（大俵塩売付）

明治15. 2.10 賀茂郡下市村預り主吉井又三
郎・証人田上弥右衛門・同久坂
小三郎→地主井原市次郎殿・代
人原田庄兵衛殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括

竪継紙・(1通)

200612／657／ 8
o取為替証（竹原塩田加地子金定約につき）

　　　  5.10 瀬戸田片山彦右衛門㊞(｢瀬戸
田･大問屋｣)・同吉川直平㊞(｢塩
石炭･瀬戸田･吉川新平｣)→竹原
吉井半三郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括

竪継紙・(1通)

200612／657／ 9
o記（塩仕切状）

(明治20). 吉井半三郎

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括

括・(1括)

200612／657／10
o買仕切

明治20. 3.30 吉井半三郎→春日丸徳松殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／10- 1
o買仕切（大俵塩）

明治20. 8.17 安芸国鮴港吉井半三郎→朝日
丸勘松殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／10- 2
o〔買仕切〕

明治20. 3.10 吉井半三郎→三吉丸為次殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／10- 3
o〔買仕切〕

明治20. 3. 2 吉井半三郎→瀧田清兵衛殿代
理立徳丸和十郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／10- 4
o買仕切（五〇入塩）

明治20. 3.25 吉井半三郎→善宝丸長作殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／10- 5
o買仕切（大俵塩）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／10- 6
o買仕切（五〇入塩）

明治20. 3. 3 吉井半三郎→諏訪丸久左衛門
殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／10- 7
o買仕切（五〇入塩）

明治20. 3.25 吉井半三郎→善宝丸長作殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／10- 8
o買仕切（大俵塩）

明治20. 3.28 吉井半三郎→敬徳丸御船中

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／10- 9
o〔買仕切〕（壱五入塩）

明治20. 3.29 吉井半三郎→敬徳丸御船中

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／10-10
o買仕切（四七入塩）

明治20. 4.10 吉井半三郎

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／10-11
o買仕切（大俵塩）

明治20. 4.10 吉井半三郎→五洋丸幸作殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／10-12
o買仕切（大俵塩）

(明治22). 安芸国鮴港吉井半三郎

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括

括・(1通)

200612／657／11
o買仕切
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明治22. 5. 9 安芸国鮴港吉井半三郎→天神
丸倉七殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／11- 1
o〔買仕切〕（唐津粉）

明治22. 3.22 安芸国鮴港吉井半三郎→広吉
丸小作殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／11- 2
o買仕切（本塩）

明治22. 3.12 安芸国鮴港吉井半三郎→長福
丸治平殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／11- 3
o買仕切（大俵塩）

明治22. 3.12 安芸国鮴港吉井半三郎

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／11- 4
o買仕切（古積五斗入塩）

明治22. 3.12 安芸国鮴港吉井半三郎→長福
丸治平殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／11- 5
o買仕切（大俵塩）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／11- 6
o買仕切（大俵塩(下書)）

明治22.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／11- 7
o買仕切（古積本塩(下書)）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／11- 8
o買仕切（壱六入塩(下書)）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／11- 9
o買仕切（壱五入塩(下書)）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／11-10
o買仕切（三つ切塩(下書)）

明治22. 3.16 安芸国鮴港吉井半三郎→長保
丸忠与門殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／11-11
o買仕切（芋(下書)）

明治22. 3.16 安芸国鮴港吉井半三郎→大栄
丸勝次郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／11-12
o〔買仕切〕

明治22．3.19 安芸国鮴港吉井半三郎→神護
丸長与門殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／11-13
o買仕切（三つ切塩）

明治22. 3.19 安芸国鮴港吉井半三郎→新後
長三郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／11-14
o買仕切（三つ切塩）

(明治)22. 3.21 安芸国鮴港吉井半三郎→千秋
丸与一殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／11-15
o買仕切（芋）

明治22. 3.21 安芸国鮴港吉井半三郎→千秋
丸与一殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／11-16
o買仕切（芋）

明治22. 3.12 安芸国鮴港吉井半三郎→長福
丸治平殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／11-17
o買仕切（古積五斗入塩）
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明治22. 3.23 安芸国鮴港吉井半三郎→金剛
丸御船中

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／11-18
o買仕切（四七入塩）

明治22. 3.29 安芸国鮴港吉井半三郎→栄増
丸平七殿・御船中・平吉殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／11-19
o買仕切（壱五五入塩）

明治22. 8.13 安芸国鮴港吉井半三郎㊞→宝
栄丸由平殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／11-20
o買仕切（本塩）

明治22. 3.23 安芸国鮴港吉井半三郎→金剛
丸御船中

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪紙

200612／657／11-21
o買仕切（四七入塩）

明治22. 3.23 安芸国鮴港吉井半三郎→金剛
丸平右衛門殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／11-22
o買仕切（壱六入塩）

明治22. 3.23 安芸国鮴港吉井半三郎→金剛
丸平右衛門殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／11-23
o買仕切（居出本塩）

明治22. 3.23 安芸国鮴港吉井半三郎→金剛
丸平右衛門殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／1通

竪継紙

200612／657／11-24
o買仕切（居出本塩）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／袋一括

括・(1括)

200612／657／12
o書類入

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／袋一括／1綴

綴

200612／657／12- 1
o〔褒賞金銭人別書上〕

　　巳.10.10 上保田村礼三郎㊞→佐々木所
左衛門様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／袋一括／1通

切継紙

200612／657／12- 2
o覚（竹原行飛脚賃受取）

　　丑.12.25 きりや→米屋

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／袋一括／1通

切紙

200612／657／12- 3
o覚（蔵貸銀受取）

　　寅.12.25 きりや→惣治郎

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／袋一括／1通

切紙

200612／657／12- 4
o覚（銀受取）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／袋一括／1綴

切(継)紙綴

200612／657／12- 5
o覚（給銀押置御頼）

　　丑.12.25 本米屋→大石新地平兵衛殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／袋一括／1通

切継紙

200612／657／12- 6
o覚（貸銀）

　　亥. 9.18 坤誉→御壇歌様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／袋一括／包紙(｢受取入｣)付1通

切紙

200612／657／12- 7
o借札（仏誉弟子隆学初登山につき金借用）

　　酉.12. 塩浜会社㊞

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／袋一括／1冊

横長

200612／657／12- 8
o戌年塩浜三ヶ一持改業稼人貸附銀之覚

明治10. 2. 5 本吉井

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／袋一括／1冊

横半

200612／657／12- 9
o貸越帳

明治11. 1. 塩浜集議所㊞→吉井又三郎浜

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／袋一括／袋一括／4通

竪切紙

200612／657／12-10
o記（褒賞）
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ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

括・ 1括

200612／658
〔浜之業扣ほか〕

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／包紙一括

括・(1括)

200612／658／ 1
o浜之業扣

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／包紙一括／包紙付1通

折紙

200612／658／ 1- 1
o作物諸入大積

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／包紙一括／1綴

折紙綴

200612／658／ 1- 2
o〔塩浜諸事書上〕

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／包紙一括／4通

折紙

200612／658／ 1- 3
o〔塩浜諸事書上〕

安政 6. 3. 借主田中屋寿助㊞･証人いわた
や彦七㊞･同たはこや良七㊞→
金主米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／包紙一括／1通

竪紙

200612／658／ 1- 4
o覚（問屋方買物代無利足年賦払約定）

　　　  1.26 建具屋庄三郎→吉井様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／包紙一括／1通

切継紙

200612／658／ 1- 5
o記（唐紙その他建具代）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／包紙一括／1通

切紙

200612／658／ 1- 6
o記（金受取）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／包紙一括

切継紙

200612／658／ 1- 7
o塩浜おほへ書

明治14. 4.24 安芸国竹原塩浜集議所→越後
国問屋仲買御中

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／包紙一括

切継紙

200612／658／ 1- 8
o口演（当浜製塩値段取組定約改正）

　　丑. 8. 広嶋改株問屋長門屋与三郎→
竹原塩浜問屋御衆中様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／包紙一括／包紙付2通

切継紙

200612／658／ 1- 9
o〔書簡〕（広島表塩改株問屋私へ仰付の儀に

つき）･口演袖扣

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

小横半・(1冊)

200612／658／ 2
o国々塩浜所軒別書貫帳

　　　  6. 8 辻村栄助→鉄本屋惣平様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／658／ 3
o〔書簡〕（塩商社御取開き諸問屋御廃止仰出され

候儀につき）

明治23.12.12 安芸国鮴港吉井半三郎㊞→中
西出殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／658／ 4
o塩預り証

明和 6.12.26 預り主小倉屋次兵衛㊞・受人天
野屋丈七㊞→米屋徳十郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／658／ 5
o塩浜預り申一札之覚

　　　  2. 7 建具屋庄三郎㊞→吉井様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／658／ 6
o記（建具代受取）

明治23. 1.10 児玉清右衛門㊞(｢備後国･尾道
港･児玉清右衛門｣)→中瀬七造
殿代理中瀬伝造殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

竪継紙・(1通)

200612／658／ 7
o証（脇浜新塩本俵預り置）

(天保13.～14).

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／658／ 8
o〔竹原町米屋半三郎・瀬戸嶋伊予屋太郎助酒造

株売渡代銀差縺一件書付〕
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卯(天保14).閏 9. 米屋半三郎㊞→年寄菅超右衛
門殿[ほか6名]

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

竪継紙

200612／658／ 8- 1
o当町米屋半三郎瀬戸嶋伊予屋太郎助取引差

縺ニ付申上候書附

卯(天保14). 5. 割庄屋植木六郎右衛門→堀井
省二様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／658／ 8- 2
o賀茂郡竹原町米屋半三郎より当郡瀬戸嶋伊

予屋太郎助酒造株買受代銀差縺一件約之運
ひ申上候口上書

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／658／ 8- 3
o〔書簡〕（米屋半三郎殿方并当郡瀬戸町太郎

助へ酒造株売渡代銀差縺一件につき）

寅(天保13).12. 年寄菅超右衛門→辺見九兵衛
様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／１通

切継紙

200612／658／ 8- 4
o半三郎・太郎助銀談差縺之儀駈引振申上口

上書

　　　  6.25 菅超右衛門→植木六郎右衛門
様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／１通

切継紙

200612／658／ 8- 5
o〔瀬戸嶋伊予屋太郎助酒造株の儀につき口

上書〕

(明和 5.～ 6).

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／658／ 9
o〔塩浜預り手形〕

明和 5.12.25 預り主たはこや利兵衛㊞・請人
神田屋喜三郎㊞→米屋徳十郎
殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／658／ 9- 1
o塩浜預り申一札之覚

明和 6. 3.10 神田屋喜三郎→米屋徳十郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

竪紙

200612／658／ 9- 2
o神田屋喜三郎預り塩浜添手形

　　寅.正.晦／寅. 8. 神田屋喜三郎→上米屋／かもや
直十郎→上米屋

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／包紙付2通

切(継)紙

200612／658／ 9- 3
o多葉粉屋利兵衛より参浜預り証文

明和元.閏12. 預り主たばこや利兵衛㊞・請人
神田屋喜三郎㊞→米屋徳十郎
殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

竪継紙

200612／658／ 9- 4
o小堀浜預り手形

明和 5.12.26 たはこや利兵衛㊞→本米屋

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／658／ 9- 5
oたはこや利兵衛銀手形

　　丑.12.26 米や半三郎・同徳十郎→神たや
キ三郎殿・たはこや利兵衛殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／658／ 9- 6
oキ三郎・利兵衛方へ遣スひかへ

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／658／10
o三原天野屋より塩浜預り之件（付箋表題）

　　　  7.11 卯平二→米や幸助様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

切継紙

200612／658／10- 1
o〔書簡〕（かも屋加地子銀受取の儀につき）

　　　  6.25 天野屋宇平二→米屋幸助様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／658／10- 2
o〔書簡〕（塩浜加地子銀の儀につき）

安永 2.極. 預り主仁賀屋甚太郎・請人白市
屋伊三郎→三原天野屋藤兵衛
殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／658／10- 3
o塩浜預り申一札之覚　案紙横浜分扣也
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明和 7.12. 預り主かもや直十郎・閑治屋伴
四郎→地頭天野屋藤兵衛殿・仮
地頭米屋半三郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

竪継紙

200612／658／10- 4
o塩浜預り申一札之覚　案文

米屋半三郎→浜庄屋何右衛門
殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／658／10- 5
o覚（塩浜預り(下書)）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

折紙

200612／658／10- 6
o覚（三原天野屋藤兵衛殿抱本川浜賃銀）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／658／10- 7
o覚（浜賃銀）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／658／10- 8
o〔浜賃銀覚〕

　　　  2.24 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／658／10- 9
o〔書簡〕（抱塩浜預り証文御落手下さるべき

旨）

　　寅. 7.12 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

切継紙

200612／658／10-10
o〔書簡〕（加茂屋直十郎殿加地子銀受取につ

き）

　　　 11.20 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／658／10-11
o〔書簡〕（私抱両塩浜仮地頭御頼申したき旨）

　　　 12.18 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

切継紙

200612／658／10-12
o〔書簡〕（抱塩浜預り証文の儀につき）

　　　 11.24 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

切継紙

200612／658／10-13
o〔書簡〕（塩浜抱の儀につき）

　　　 12.27 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

切継紙

200612／658／10-14
o〔書簡〕（証文印判相済候儀等につき）

　　　 閏 6.29 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

切継紙

200612／658／10-15
o〔書簡〕（抱浜加地子の儀につき）

　　寅. 7.朔 天野や藤兵衛→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通(切紙1通共)

切継紙

200612／658／10-16
o〔書簡〕（抱浜加地子銀六月納りの儀等につ

き）

明和 5.11.／明和 
5.12.

預り主野嶋屋平五郎・請人小倉
屋次兵衛→天野屋藤兵衛殿／
預り主土居屋孫十郎・請人仁賀
屋甚太郎→天野屋藤兵衛／天
野屋藤兵衛→米屋半三郎様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／包紙付4通

竪紙･切継紙･折
紙

200612／658／10-17
o預申塩浜之事[ほか]

(明和 5).

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／658／11
o〔塩浜御運上取立帳ほか〕

明和 5. 9.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1冊

横長

200612／658／11- 1
o塩浜御運上取立帳

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／658／11- 2
o記（塩浜運上銀）

(嘉永 7).

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／袋付1点

銀貨

200612／658／11- 3
o〔嘉永一朱銀〕
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ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／658／11- 4
o〔銀子書付〕

　　戌 6.27 大石かぢや冨士太郎→吉井様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／658／11- 5
o〔銀子書付〕

　　申. 6. 元助→吉井氏

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／658／11- 6
o記（御運上銀渡）

　　申. 6. 少長元助→吉井氏

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／658／11- 7
o〔世話料ほか渡銀書上〕

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1綴

折紙綴

200612／658／11- 8
o記　上納銀当分両問屋御運上納二付覚書

　　申. 6.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／3点

紙幣(藩札)

200612／658／11- 9
o〔広島藩札(弘化改印札)〕　※墨書｢手入にせ

札｣･｢にせ札｣

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒付箋一括

括・ 1括

200612／659
　塩浜に関する書類（付箋紙縒表題）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

竪冊・(2冊)

200612／659／ 1
o塩製秘録　二

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

竪冊・(2冊)

200612／659／ 2
o防長塩浜所名略記

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

竪冊・(2冊)

200612／659／ 3
o塩浜一件御公儀江願上候願書控

文化15. 3.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

竪冊・(1冊)

200612／659／ 4
o町揚塩代願書　ひかへ

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

竪冊・(1冊)

200612／659／ 5
o高崎ニ而清左衛門助次より好二付仕出し書附

　　子. 8. 賀茂郡竹原塩浜

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

竪冊・(1冊)

200612／659／ 6
o塩浜薪一件乍恐御歎申上候覚

　　寅. 4.16 賀茂郡竹原塩浜

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

竪冊・(1冊)

200612／659／ 7
o薪一件御諭二付御歎奉申上書附

明治 5. 5.27 西大組第一区江戸堀北通弐丁
目惣代沼城幸吉[ほか3名]→大
阪府御庁

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

罫紙竪冊・(1冊)

200612／659／ 8
o塩商社取建御願書

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

横長・(1冊)

200612／659／ 9
o卯三月本川之儀二付町浜役人寄合入用

文化 6. 9. 賀茂郡下市村・同塩浜

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

横長・(1冊)

200612／659／10
o本川塩浜川々御普請諸入用算用目録

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括／切継紙3通共

折紙綴・(1綴)

200612／659／11
o本川入用[ほか]

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

横長・(1冊)

200612／659／12
o諸入用払
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　　巳. 8. 2 元〆方半三郎・同勘兵衛・同長
衛門・同十右衛門

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／659／13
o覚（塩浜関係）ひかへ

文化 5.～ 7.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／659／14
o覚（御普請諸入用）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／659／15
o覚（町分・塩浜分船代）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／659／16
o覚（塩浜御貸銀受取）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

折紙・(1通)

200612／659／17
o覚　塩浜扣

　　午.霜.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／659／18
o覚（塩浜関係）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

折紙・(1通)

200612／659／19
o覚（塩浜関係）

　　辰.霜.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／659／20
o辰十一月六日惣約メ心積り

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／659／21
o辰十一月六日実諸入用約心積り

　　卯. 6.23 セにや喜左衛門→竹原屋様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切(継)紙綴・(1綴)

200612／659／22
o覚（指紙札差引勘定）

　　卯. 7.10

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切(継)紙綴・(1綴)

200612／659／23
o覚（米売上銀勘定）

　　卯. 6.24～ 7. 2 セにや喜左衛門→竹原屋様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切(継)紙綴・(1綴)

200612／659／24
o覚（指紙札差引勘定）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切継紙･折紙綴・
(1綴)

200612／659／25
o覚（塩浜関係諸勘定）

文政 2.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

横長・(1冊)

200612／659／26
o〔本川算用帳覚〕

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切(継)紙綴・(1綴)

200612／659／27
o覚（塩浜普請関係）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／659／28
o〔賃銭払勘定〈前欠〉〕

　　巳. 8. 元〆方半三郎・同勘兵衛・同長
右衛門・同十右衛門

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

切継紙･折紙綴・
(1綴)

200612／659／29
o覚（塩浜関係諸勘定）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／紙縒一括

絵図(竪紙張継)・
(1点)

200612／659／30
o〔東中嶋塩浜・西中嶋塩浜絵図〕

天保11. 3.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横半・ 1冊

200612／660
役方諸扣
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文化 9.正.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横半・ 1冊

200612／661
年中覚

嘉永 4.正. 本米屋半三郎　三番

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横半・ 1冊

200612／662
諸事控帳

寛延 2. 5. 庄屋正三郎

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横半・ 1冊

200612／663
石銭集右差引帖

慶応 2.正.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横半・ 1冊

200612／664
二季附届帖

吉井当熈

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横半・ 1冊

200612／665
〔帳簿（表紙なし）〕

宝暦13.10.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／666
内分銀子指引扣

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／667
□浜万控日記

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／668
〔万控日記〕

文化 5.正.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／669
問屋万覚帳

延享 4.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／670
延享四卯年内算用大〆帳

寛延元.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／671
寛延元辰年内算用大〆帳

寛延 2.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／672
寛延弐巳歳内算用大〆帖

宝暦 2.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／673
宝暦二申年内算用大〆帳

宝暦 3.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／674
宝暦三酉年内算用大〆帖

宝暦 5.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／675
宝暦五亥年算用大〆帖

宝暦 6.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／676
宝暦六子年内算用大〆帖

宝暦 8.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／677
宝暦八寅歳内算用大〆帳

宝暦 9.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／678
宝暦九卯歳内算用大〆帳

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

切継紙・ 1通

200612／679
信州地震楽書

宝暦10.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／680
宝暦十辰歳内算用大〆帳
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宝暦11.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／681
宝暦十一巳年内算用大〆帖

宝暦12.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／682
宝暦拾弐午年内算用大〆帖

宝暦13.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／683
宝暦十三未年内算用大〆帖

明和元.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／684
明和元申歳内算用大〆帖

明和 2.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／685
明和弐酉年内算用大〆帖

明和 3.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／686
明和三戌年内算用大〆帖

明和 4.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／687
明和四亥年内算用大〆帖

明和 5.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／688
明和五子年内算用大〆帖

明和 6.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／689
明和六丑年内算用大〆帖

明和 8.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／690
明和八卯年内算用大〆帖

安永元.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／691
安永元辰年内算用大〆帖

安永 2.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／692
安永二巳年内算用大〆帖

安永 3.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／693
安永三午年内算用大〆帖

安永 4.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／694
安永四未年内算用大〆帖

安永 5.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／695
安永五申年内算用大〆帖

安永 6.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／696
安永六酉年内算用大〆帖

安永 7.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／697
安永七戌年内算用大〆帳

安永 8.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／698
安永八亥年内算用大〆帳

安永 9.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／699
安永九子年内算用大〆帳

天明 2.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／700
天明弐寅年内算用大〆帳
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天明 3.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／701
天明三卯年内算用大〆帳

天明 5.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／702
天明五巳年内算用大〆帳

天明 6.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／703
天明六午年内算用大〆帳

天明 7.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／704
天明七未年内算用大〆帳

天明 8.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／705
天明八申年内算用大〆帳

本綿屋（㊞｢竹原･綿屋･小兵衛｣）
→本米屋

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

切紙綴・ 1綴

200612／706
覚（銀子預り）

本綿屋（㊞｢竹原･綿屋･小兵衛｣）
→本米屋

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

切紙綴・ 1綴

200612／707
覚（銀子預り）

　　卯.極.16 本綿屋（㊞｢竹原･綿屋･小兵衛｣）
→本米屋

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

切継紙・ 1通

200612／708
覚（銀子預り）

　　丑.11.16 本綿屋（㊞｢竹原･綿屋･小兵衛｣）
→本米屋

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

切紙・ 1通

200612／709
覚（銀子預り）

　　卯. 4.19 わたや弥三郎→本米屋

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

切継紙・ 1通

200612／710
覚（銀子預り）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／711
〔塩浜算用帳（表題なし）〕

明和 4. 8.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／712
賀茂郡竹原町浜本川水尾筋堀浚御普請出来帖　扣

明和 4. 2.22

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／713
沖大水尾普請相企候二付町浜仕向申談之ヶ條

文化 5. 5.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／714
田野浦川下モ水越之下タ溜り砂取除入用積帖

文政 2. 3. 賀茂郡下市村

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／715
多井新開悪水祓埋候二付堀上ケ并杭しから諸入用
積

明和 3.10.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／716
賀茂郡竹原町浜本川水尾筋堀浚入用積帖　扣

明和 3.10.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／717
賀茂郡竹原町浜本川水尾筋堀浚入用積帖

明和 3.10.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／718
賀茂郡竹原町浜本川水尾筋堀浚入用積帖

宝暦 9.正.16

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／719
宝暦九年卯正月十六日より浜方割賦銀之儀二付請
引覚書
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享保 3.閏10.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／720
享保三戌年閏十月金銀引替割増之法江戸より被仰
渡書面之写

安永 8.10.15

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／721
御倹約書出并條目頭書写

安政 5. 3.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／722
御上納銀御歎申上候書類之覚

明治 7.11. 5 船頭儀平

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／723
清栄丸諸入用覚日記

明治 8. 5.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

仮横長・ 1冊

200612／724
積栄丸諸覚日記

明治 8. 8.27 船頭儀平

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／725
清栄丸諸入用帳

明治 7. 6.22 芸州竹原本米 船頭吉助

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横長・ 1冊

200612／726
清栄丸諸入用扣日記

壬申(明治 5). 9.13

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙(｢清榮丸三池仕切｣)一括

括・ 1括

200612／727
清栄丸三池仕切入

　　申(明治 5). 8. 2 石屋友右衛門(㊞｢嶋原･大湊･石
屋｣)→清栄丸吉助殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙(｢清榮丸三池仕切｣)一括

竪紙・(1通)

200612／727／ 1
o買仕切（石）

　　申(明治 5). 9.19 丹波屋清作(㊞｢伊予波止･万問
屋･丹波屋｣)→吉井彦平殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙一括

竪継紙・(1通)

200612／727／ 2
o仕切状之事（三池石炭）

　　申(明治 5). 8.16 清栄丸吉助㊞→幸福丸谷五郎
殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙(｢清榮丸三池仕切｣)一括

竪紙・(1通)

200612／727／ 3
o借用申一札之事

(明治 5). 8.10 ふじのや定蔵

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙一括

切紙・(1通)

200612／727／ 4
o覚（作事代受取）

　　申(明治 5). 6.21 福本屋斗喜治(㊞｢別家･三■■･
下■邑･[　　]｣)→竹原清栄丸

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙(｢清榮丸三池仕切｣)一括

切紙・(1通)

200612／727／ 5
o覚（石炭口銭受取）

　　申(明治 5). 5. 3 石屋友右衛門(㊞)→清栄丸様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙一括

切紙・(1通)

200612／727／ 6
o覚（大豆代受取）

(明治 5). 8.15 幸福丸谷五郎

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙(｢清榮丸三池仕切｣)一括

切紙・(1通)

200612／727／ 7
o〔金札借用覚〕

(明治 5). 6. 3 柴屋庄之助(㊞｢豊前･田ノ浦･柴
庄｣)→清栄丸吉助様

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙一括

切紙・(1通)

200612／727／ 8
o覚（茅代・材木代ほか受取）

明治20. 3.22 大坂立売堀北五 藤野熊蔵→芸
州鮴崎港 吉井半三郎殿御支店

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

切紙・ 1通

200612／728
塩積取之証

明治20. 3.25 大坂立売堀北五 藤野熊蔵→芸
州鮴崎港 吉井半三郎殿御支店

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

切紙・ 1通

200612／729
積渡之証（塩）
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㊞｢トミシマ･清水出店｣

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

切紙・ 1通(34通)

200612／730
〔広告〕（｢蒸気快鷹丸 大坂川口運上所半丁西 岡山･
高松･多度津･鞆津･尾道取扱所｣）

明治13. 1. 南方村柄崎忠兵衛

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

横半・ 1冊

200612／731
反別地価書抜帳

明治20.12. 豊田郡東野村

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪冊綴・ 1綴

200612／732
開墾土地反別地価取調帳・開墾土地準地取調帳・開
墾土地野取絵図帳

明治26. 6.24 賀茂郡竹原町地主･竹原製糸株
式会社社長 吉井半三郎→広島
県知事鍋島幹殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

仮竪冊・ 1冊

200612／733
地目変換届書

明治15. 3. 賀茂郡下市村 吉井半三郎

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪紙綴・ 1綴

200612／734
海面埋立願

明治 賀茂郡下市村 吉井半三郎，豊
田郡東野村隣地地主有田誠之
輔→広島県知事千田貞暁殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪紙綴・ 1綴

200612／735
海面埋立願・豊田郡東野村字鮴崎海面埋立四隣景
況之図

明治 賀茂郡下市村 吉井半三郎，豊
田郡東野村隣地地主有田誠之
輔→広島県知事千田貞暁殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪紙綴・ 1綴

200612／736
海面埋立開拓地御付与願・豊田郡東野村字鮴崎海
面埋立宅地成四隣景況之図

明治20. 7.13 賀茂郡下市村願主 吉井半三
郎，豊田郡東野村隣地地主有田
音五郎→広島県知事千田貞暁

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪紙綴・ 1綴

200612／737
物揚場開墾宅地成願

明治20. 5.30 賀茂郡下市村 吉井半三郎→広
島県知事千田貞暁殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪紙綴・ 1綴

200612／738
物揚場開拓願

明治25. 9.

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙（｢証　塩会社に関する書類｣）一括

括・ 1括

200612／739
証　塩会社に関する書類

明治25. 9.27 竹原町 吉井半三郎･吉井利三
郎･竹鶴恕一郎･竹鶴敬次郎･桐
谷恒四郎･手島亮次郎

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙（｢証　塩会社に関する書類｣）一括／包
紙･封筒付

竪紙・(1通)

200612／739／ 1
o誓約書（竹原食塩商社設立の儀二付）

明治25. 9.30 竹原町 吉井半三郎[ほか10名]

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙（｢証　塩会社に関する書類｣）一括

竪紙・(1通)

200612／739／ 2
o定約書（吉井・竹鶴両塩問屋を合併し竹原食塩

商社設立の儀二付）

明治25. 9.29 手島亮次郎･竹鶴恕一郎･竹鶴
敬二郎･石井亮造

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙（｢証　塩会社に関する書類｣）一括／包
紙･封筒付

竪紙・(1通)

200612／739／ 3
o誓約書（竹原町に於て食塩会社設立の儀二付）

明治25. 9.21 吉井利三郎→吉井半三郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙（｢証　塩会社に関する書類｣）一括

竪紙・(1通)

200612／739／ 4
o委任状之事（竹原食塩商社設立の儀二付）

明治25. 9.29 竹原町 吉井半三郎[ほか9名]

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括／包紙（｢証　塩会社に関する書類｣）一括／包
紙･封筒付

竪冊・(1冊)

200612／739／ 5
o盟約書（竹原食塩商社設立の儀二付）

明治27.11.～28. 2. 大日本塩業同盟会

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

竪冊(刊)・ 1冊

200612／740
報告書
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明治30. 3. 9 竹原製糸株式会社 元取締役竹
鶴敬次郎[ほか4名]

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

罫紙竪冊・ 1冊

200612／741
目録（証書・帳簿類）

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

罫紙竪冊・ 1冊

200612／742
有限責任塩株式会社仮定款

明治30. 3. 3 竹原製糸株式会社 専務取締石
井亮造[ほか9名]

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

罫紙竪冊・ 1冊

200612／743
契約証書

明治29. 3.31 賀茂郡竹原町 戸主木原九郎[ほ
か2名]→吉井半三郎殿･吉井利
三郎殿

ブリキ衣裳函（｢スターカラー御衣裳函｣｢古文書目録作製済｣｢26｣｢3の1｣）一括

罫紙・ 1通

200612／744
契約書

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

括・ 1括

200612／745
本吉井本宅 家平面図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

絵図(竪紙11枚
継)・(1点)

200612／745／ 1
o〔本吉井本宅家平面図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

絵図(竪紙3枚･切
紙4枚継)・(1点)

200612／745／ 2
o〔本吉井本宅家平面図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

絵図(竪紙11枚
継)・(1点)

200612／745／ 3
o〔本吉井本宅家平面図〕

乙未(天保 6ｶ).10. 好古堂擇之

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

絵図(竪紙6枚継)・
(1点)

200612／745／ 4
o〔本吉井本宅家平面図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

絵図・(1点)

200612／745／ 5
o〔起し絵図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

絵図・(1点)

200612／745／ 6
o〔起し絵図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

封筒・(1点)

200612／745／ 7
o〔封筒〕（｢安政改築の際不二庵作製の起し絵

図？｣）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

図面(竪紙1枚)・(1
点)

200612／745／ 8
o〔本吉井本宅家平面図（略図）〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

図面(竪紙1枚)・(1
点)

200612／745／ 9
o〔本吉井本宅家平面図（部分略図）〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

図面(竪紙1枚)・(1
点)

200612／745／10
o〔本吉井本宅家平面図（部分略図）〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

図面(竪紙1枚)・(1
点)

200612／745／11
o〔本吉井本宅家平面図（部分略図）〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

図面(竪紙1枚)・(1
点)

200612／745／12
o〔本吉井本宅家平面図（略図）〕
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ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

図面(竪紙1枚)・(1
点)

200612／745／13
o〔本吉井本宅家平面図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

図面(竪紙1枚･切
紙3枚継)・(1点)

200612／745／14
o〔本吉井本宅家平面図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

図面(竪紙2枚継)・
(1点)

200612／745／15
o〔本吉井本宅家平面図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括／封筒付

図面(竪紙2枚継･
竪紙1枚)・(2点)

200612／745／16
o〔本吉井本宅家平面図(略図)〕

明治12. 5.19 吉井正友

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

図面(竪紙1枚･切
(継)紙2枚継)・(1
点)

200612／745／17
o〔本吉井本宅家平面図(略図)〕

出品人本吉井氏

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢本吉井本宅 家平面図｣）一括

切紙・(1通)

200612／745／18
o〔題箋〕（｢不二庵茶宗之好図案 本吉井氏家屋｣）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括

括・ 1括

200612／746
上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ
関スル書類

(昭和) 8. 7. 4～12. 
6.15

広島県学務部社寺兵事課北側
鉄三→吉井章五様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒付

葉書・写真・(4通)

200612／746／ 1
o〔書簡〕（頼家旧宅保存施設の件，御貴蔵の文書

の写真送付の件につき）

昭和 7. 6.25[ほか] 竹原町立図書館竹原書院館長
村上英→吉井局長様／頼董二
→堂面文衛様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒(3点)付

罫紙･便箋綴・(1
通･2通)

200612／746／ 2
o頼旧宅監理ニ関スル田中氏腹案村上図書館長

史家名称案

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括

括・(1括)

200612／746／ 3
o上市旧屋図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／1
点

図面

200612／746／ 3- 1
o頼家旧宅之図

松浦→吉井様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／1
点

一紙

200612／746／ 3- 2
o〔書簡〕（頼成一氏の歴史的書簡御目にかけ

申候）

昭和16. 9. 19／21 松浦魁造→吉井局長様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／封
筒付2綴

便箋綴

200612／746／ 3- 3
o頼成一君之松浦宛手簡二通

　　　  9. 4（昭和17. 8. 
8）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／封
筒付1通

切継紙

200612／746／ 3- 4
o昭和十七年八月八日頼董二君写之贈余　頼

傳五郎死去ニ対スル杏坪の春風宛吊文

(昭和) 7. 5. 4 頼山陽先生遺蹟顕彰会大田清
→吉井章三様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／封
筒付1通(3枚)

罫紙

200612／746／ 3- 5
o〔書簡〕（「芸圃名談ニ関スル件」）

昭和 8.12.16[ほか] 広島県学務部社寺兵事課北川
鉄三→吉井章五様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／封
筒付3通･2点(新聞記事抜粋)

一紙･葉書･罫紙･
新聞紙

200612／746／ 3- 6
o〔書簡〕（頼惟清旧宅史蹟指定の件につき）[ほ

か]
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ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／1
点

封筒

200612／746／ 3- 7
o〔封筒〕（｢吉井豊庸翁削作 頼亨翁詠草写し｣）

(昭和14). 3. 6 社寺兵事課織田三郎治→吉井
章五様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／封
筒付1通

便箋

200612／746／ 3- 8
o〔書簡〕（文部省打合せのため上京につき頼家

旧邸の件御意見承りたき旨）

(昭和)11.正.11 北川鉄三→吉井章五様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／封
筒付1通(3枚)

便箋

200612／746／ 3- 9
o〔書簡〕（唐崎史蹟の件，頼家旧宅改造の件に

つき）

(昭和)11. 9.28[ほか] 広島県学務部社寺兵事課北川
鉄三→吉井章五様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／封
筒付3通

罫紙･葉書

200612／746／ 3-10
o〔書簡〕（頼惟清旧宅の件につき）

(昭和)11. 3.26／昭和
14. 9.19

北川鉄三→吉井章五様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／封
筒付2通

葉書･罫紙

200612／746／ 3-11
o〔頼惟清旧宅調査に関する件通知状〕

(昭和) 9. 3.16 北川鉄三→吉井章五様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／1
通

葉書

200612／746／ 3-12
o〔書簡〕（頼惟清旧宅調査書写送付につき）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／1
点

一紙

200612／746／ 3-13
o〔頼惟清旧宅平面・立面図〕

昭和17.10.17 財団法人頼山陽先生遺蹟顕彰
会→吉井章五殿

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／1
通

一紙

200612／746／ 3-14
o〔頼家諸先生追慕祭典につき供物送付通知

状〕

　　　  2. 4 北川鉄三→吉井章五様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／封
筒付1通

切継紙

200612／746／ 3-15
o〔書簡〕（唐崎に関する件等につき）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／封
筒付1通(2枚)

便箋

200612／746／ 3-16
o上市胡神社焼失之件磯宮書類書抜（「頼旧邸

史蹟調査ニ関スル件」）

昭和 8. 9. 2／昭和 
8.12.23

北川鉄三→吉井章五様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢上市頼亨翁旧邸（山陽先生父祖之宅址）史蹟認定ニ関スル書類｣）一括／封筒一括／封
筒付2綴

原稿用紙綴･罫紙
綴

200612／746／ 3-17
o昭和八年九月二日頼惟清旧宅史蹟指定上申

調書／史蹟仮指定ニ関スル件

昭和32.～40.

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括

括・ 1括

200612／747
吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十
年，町役場平田書記図面・昭和三十二年，木片外

昭和40.

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括／封筒付

一紙(青焼き)・(4
点)

200612／747／ 1
o本屋図面　広大佐藤重夫教授学生ヲ伴ヒ測量サ

レシ際ノ図面

昭和51.10.26／昭和
52.10. 1

東京大学工学部建築学科稲垣
栄三→吉井耕一様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括／封筒付

一紙･罫紙・(3通)

200612／747／ 2
o竹原の町と住宅の調査についてのお願い（依頼

状）[ほか]

昭和32. 8.複写 竹原町役場平田書記

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括／封筒付

一紙(方眼紙)・(1
点)

200612／747／ 3
o竹原町上市三八九九吉井本邸図 附水道線図

及旧本宅測図
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ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括／封筒付

新聞紙･複写紙・
(17点)

200612／747／ 4
o佐藤重夫先生 広島県下の古民家紹介（新聞記

事「私と民家」抜粋）

(昭和)50. 5.25 広島工業大学建築学科→吉井
耕一様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括／封筒付

便箋・(1通(2枚))

200612／747／ 5
o〔書簡〕（調査礼状）

昭和11. 1(昭和26. 8). 寿美屋→本吉井様

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括

横半(罫紙)・(1冊)

200612／747／ 6
o御通　本宅大普請勘定帳

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括

一紙(青焼き)・(1
点)

200612／747／ 7
o本吉井本邸水道線図

昭和34. 8.23 竹原市長有原明三→吉井章五
殿

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括

一紙(刊)・(1通)

200612／747／ 8
o給水工事の施工方法についてお知らせ

昭和34. 8.23 竹原市長

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括

一紙(刊)・(1通)

200612／747／ 9
o給水工事設計書　写

佐藤重夫

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括

刊・(1冊)

200612／747／10
o竹原市吉井家について

佐藤重夫

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括

複写紙綴・(2綴)

200612／747／11
o竹原市吉井家について

昭和51. 4. 谷澤明氏作成

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括

一紙(刊)・(1点)

200612／747／12
o〔本吉井本邸立面図〕

昭和43. 7. 1 林野全孝　著／古美術鑑賞社　
発行

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括

並製本・(1冊)

200612／747／13
o民家入門　上巻　調査編

昭和40. 9. 日本建築学会中国支部（佐藤重
夫→吉井様）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括

並製本・(1冊)

200612／747／14
o日本建築学会中国支部研究報告　昭和40年度

第1回発表会

昭和51.10.

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／袋（｢吉井家建築関係　佐藤重夫先生調査図面・昭和四十年，町役場平田書記図面・昭和三
十二年，木片外｣）一括

木板・(1点)

200612／747／15
o昭和五十一年十月東大建築科研究室の調査の

際屋根裏より出て来たもの

延享元.調製(明治10. 
5.改)

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括

括・ 1括

200612／748
竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・
江戸市街図・世界輿地図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括

絵図・(1括(11点))

200612／748／ 1
o〔竹原塩浜他絵図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 1- 1
o竹原塩浜絵図
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ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 1- 2
o惣門築地絵図面

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 1- 3
o三原宮沖新開絵図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 1- 4
o竹原塩浜段割惣絵図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 1- 5
o竹原七軒堀干潟畝積里之絵図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 1- 6
o竹原吉崎新開絵図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 1- 7
o竹原塩浜沖口絵図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 1- 8
o竹原田野浦川出砂之図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 1- 9
o竹原七軒堀干潟之絵図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 1-10
o〔竹原田野浦川出砂之図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 1-11
o竹原吉崎新開絵図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
袋付

絵図・(1点)

200612／748／ 2
o干潟新開畝割絵図

弘化補益再版毎月改 奥村喜兵衛元板・高井蘭山校訂

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括

絵図(木版刷)・(1
点)

200612／748／ 3
o日本橋ヨリ諸方参詣所道程大概（江戸城下絵

図）

元治元.再刻(明治 4.改
正)

馬喰町二丁目西村屋与八原板，
馬喰町二丁目菊屋幸三郎，馬喰
町四丁目吉田屋文三郎求版

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括

絵図(木版刷)・(1
点)

200612／748／ 4
o東京十八松名木之内一日巡覧（江戸城下絵図）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括

絵図・(1括(点))

200612／748／ 5
o〔竹原塩浜他絵図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 5- 1
o船たて場絵図ひかへ　賀茂郡竹原下市村塩

浜

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 5- 2
o干潟新開畝割絵図
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ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 5- 3
o〔絵図面断片〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 5- 4
o〔竹原塩浜略図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 5- 5
o〔広島市街新開略図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／1点

絵図

200612／748／ 5- 6
o〔竹原塩浜部分略図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括

絵図

200612／748／ 5- 7
o〔田野浦川筋俵座略図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／紙縒(2点)一括(4点)

絵図

200612／748／ 5- 8
o〔竹原塩浜略図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／紙縒一括(5点)

絵図

200612／748／ 5- 9
o〔竹原塩浜他絵図〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／紙縒一括(5点)／1点

絵図

200612／748／ 5- 9- 1
o明神外浦赤鼻ヨリ沖へ八十間築出ス波門

之図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／紙縒一括(5点)／1点

絵図

200612／748／ 5- 9- 2
o東二番浜（塩浜絵図）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／紙縒一括(5点)／1点

絵図

200612／748／ 5- 9- 3
o東弐番浜（塩浜絵図）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／紙縒一括(5点)／1点

絵図

200612／748／ 5- 9- 4
o〔塩浜・釜屋風景略絵図〕

文政 6. 6.13写

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括／
紐一括／紙縒一括(5点)／1点

絵図

200612／748／ 5- 9- 5
o樋ノ口木場絵図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括

絵図・(1点)

200612／748／ 6
o奈良崎遠干潟御免許場所築地新開之内図

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括

絵図・(1点)

200612／748／ 7
o〔竹原塩浜絵図〕

天保10.秋.改

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括

絵図・(1点)

200612／748／ 8
o吉崎新地畝割図

天保12.閏正.見分写之

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／封筒(｢竹原町ニ関スル古地図　其他塩田ニ関スル古地図・江戸市街図・世界輿地図｣)一括

絵図(竪紙10枚以
上継)・(1点)

200612／748／ 9
o賀茂郡竹原下市邑吉崎新開絵図面

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括

括・ 1括

200612／749
〔当家保存の古煙草関係書類〕
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出品人吉井利三郎

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括

竪紙・(1通)

200612／749／ 1
o出品目録（薩州公当地方御通行ノ節本吉井に御

土産として下賜成されたる品）

明治30.11.改

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括

罫紙・(1通)

200612／749／ 2
o〔罫紙〕（「弐百年前煙草在中」）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括

竪紙・(1通)

200612／749／ 3
o〔煙草出品目録〕

昭和29.11.記之 出品人吉井利三郎，昭和二十九
年十一月記之章五

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括

竪紙･煙草・(1通･1
本)

200612／749／ 4
o出品目録（大蔵省煙草試験場試作巻煙草）・〔巻

煙草一本〕

昭和20.

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括／包紙･箱付

煙草・(1点)

200612／749／ 5
o大東亜戦争中畏くも天皇陛下より兵士に御下賜

相成りし煙草　当町竹井喜一フ井リッピン出出征
賜りものを昭和二十年帰還贈りしもの

大正12.

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括／包紙付

煙草・(1点)

200612／749／ 6
o拝領巻煙草一本　大正十二年皇太子裕仁殿下

台湾御巡視之■頼聟鎌田氏分贈品俊直公持参
恵ム

大正10.11.記 吉井霞■翁

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括／包紙付

煙草・(1点)

200612／749／ 7
o恩志巻煙草

元禄 3.

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括／袋･包紙付

煙草・(1点)

200612／749／ 8
o舞とミ　量八分

宝暦12.

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括／袋･包紙付

煙草・(1点)

200612／749／ 9
o舞留　量八分

宝暦12.

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括／袋･包紙付

煙草・(1点)

200612／749／10
oうさ川　量九分

嘉永 3.晩夏.写之置 吉井氏

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括

絵図(竪紙9枚余
継)・ 1点

200612／750
地球万国山海輿地全図説　水戸藩の長久保赤水の
作製した地図を書写したもの

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括

括・ 1括

200612／751
第百六拾五号　古筆一枚・三夕和歌色紙三枚・源氏
黒絵同文共色紙弐拾枚・二十四孝色紙・宮島八景

元文 2.初春

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括

竪紙・(1通)

200612／751／ 1
o敬勝百邪

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括／包紙付

一紙・(8通)

200612／751／ 2
o宮嶋八景（和歌）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括／包紙付

一紙・(5通)

200612／751／ 3
o和歌三夕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括／包紙付

一紙・(4通)

200612／751／ 4
o色紙　二片　泉州唐金屋利範筆色紙（和歌）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括／包紙付

一紙・(5通)

200612／751／ 5
oのし 色紙　三枚（和歌）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括／包紙付

横半・(1冊)

200612／751／ 6
o諸家寄合事　女歌仙　一通（和歌）
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ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／木箱一括

一紙・(24通)

200612／751／ 7
o〔二十四孝色紙〕

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括

竪紙(掛軸用)・(1
点)

200612／751／ 8
o谷中草写

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括

一紙・(6点)

200612／751／ 9
o〔扇子紙〕（漢詩・画）

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括

一紙(木版刷)・(3
点)

200612／751／10
o広重画

(明治)39.

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／包紙(｢大正六年恵ム台湾生蕃人巻たは粉｣)付

煙草(乾燥葉)・(1
点)

200612／751／11
o三十九年竹原試験所出来煙草

1868.11.17 リチャード.Blackmoro

ブリキ衣裳函（｢29｣｢3の2｣）一括／和訳文付

掛軸・(1点)

200612／751／12
o慶応三年西洋人初来干竹原其筆蹟（英文掛軸）

延享 4.11.(昭和10年夏
装之)

掛軸･絵図・ 1括(2
点)

200612／752
賀茂郡下市村町浜絵図（竹原下市町絵図）

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

巻紙・ 1括(3点)

200612／753
南湖梅図・岷山梅図・米葊詩

庚申／辛酉

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

巻紙･巻布・ 1括(5
点)

200612／754
上吉井皮行李ニ入るべき書　金婚式ニ詠ずる

昭和癸未(18).秋.

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙(昭和18年鳳伏書「照顔色」他写)一括

括・ 1括

200612／755
〔昭和18年鳳伏書「照顔色」ほか写・書画〕

昭和癸未(18).秋.

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

一紙・(1点)

200612／755／ 1
o〔包紙〕（昭和18年鳳伏書「照顔色」ほか写）

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙(昭和18年鳳伏書「照顔色」他写)一括

一紙・(4点)

200612／755／ 2
o〔頼絶庵・頼春草(春雄)書〕

古稀半拙

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙(昭和18年鳳伏書「照顔色」他写)一括／包紙付

一紙・(1点)

200612／755／ 3
o勅題詩草

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙(昭和18年鳳伏書「照顔色」他写)一括

一紙・(5点)

200612／755／ 4
o〔生堂楽天園・美妙・虚無書〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙2枚(和紙･封筒用紙)付

掛軸・ 1点

200612／756
〔掛軸〕（白紙）

高田義尹

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙付

一紙・ 1括(2点)

200612／757
祝詩（駛水・金守権書）

昭和甲申(19). 高田義尹

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙(｢粗品｣)付

一紙・ 1括(3点)

200612／758
〔湖明書（賀吉井大人還暦寿）〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

掛軸・ 1点

200612／759
〔碑石拓本〕（｢嗚呼忠臣楠子之墓｣）

大正癸亥(12).／昭和
乙酉(20).春.

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

一紙(絹布紙含
む)・ 1括(7点)

200612／760
〔鏑川・光本鳳伏・頼惇吾・虚無書〕
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ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙3枚付

絹布紙・ 1括(2点)

200612／761
〔湯川松堂画〕（｢湯川松堂絹本二枚｣）

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紐一括

括・ 1括

200612／762
〔書画・漢詩・和歌等〕

大正 2. 井上円了

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紐一括

一紙・(1点)

200612／762／ 1
o〔井上円了書〕

甲子.仲夏.

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紐一括

一紙・(1点)

200612／762／ 2
o〔書画〕（｢不和満眼誰人爾風格｣）

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紐一括

竪紙･切紙・(2点)

200612／762／ 3
o〔関其寧扇面書画（棗実）〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紐一括

竪紙・(1点)

200612／762／ 4
o〔松年筆書画〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紐一括

竪紙・(10点)

200612／762／ 5
o〔漢詩・和歌等〕

明治戊戌(31).春. 雨田左納

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紐一括

一紙・(1点)

200612／762／ 6
o〔雨田左納書〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紐一括

一紙・(2点)

200612／762／ 7
o〔雄飛画〕

庚戌(明治43).11. 碧題→為吉井氏

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紐一括

布地・(1点)

200612／762／ 8
o〔碧題(河東碧梧桐)書〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紐一括

一紙・(6点)

200612／762／ 9
o〔松阪幹山水画〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙・紙縒一括

括・ 1括

200612／763
茶湯道具一通り入用物

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙一括

括・(1括)

200612／763／ 1
o茶湯道具書付ひかへ

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙一括／1通

竪紙

200612／763／ 1- 1
o覚（台炭・相手炭等書付）

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙一括／1通

折紙

200612／763／ 1- 2
o覚（すびつ等書付）

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙一括／1通

切継紙

200612／763／ 1- 3
o〔手水柄杓寸法等書付〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙一括／1通

切継紙

200612／763／ 1- 4
o炭之仕用事

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙一括／1通

折紙

200612／763／ 1- 5
o茶湯之花入事

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙一括／1通

折紙

200612／763／ 1- 6
o茶道悉皆釜ひかへ

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙一括／1冊

横長

200612／763／ 1- 7
o〔茶湯作法書付〕
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ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙一括／1冊

折本

200612／763／ 1- 8
o茶の湯次第覚書

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙一括／1冊

横長

200612／763／ 1-10
o〔茶湯作法書付〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙一括／1通

切継紙

200612／763／ 1-11
o〔茶湯道具書付〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙一括／1通

切紙

200612／763／ 1-12
o〔茶入・茶杓・袋置方書付〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙･紙縒一括

括・(1括)

200612／763／ 2
o茶之次第

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙･紙縒一括／包紙付1通

切紙

200612／763／ 2- 1
o茶呑様次第書付有

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙･紙縒一括／1通

折紙

200612／763／ 2- 2
o〔茶湯作法書付〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙･紙縒一括／1通

折紙

200612／763／ 2- 3
o〔茶湯道具置方書付〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙･紙縒一括／1通

折紙

200612／763／ 2- 4
o〔茶湯作法書付〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙･紙縒一括／1通

切紙

200612／763／ 2- 5
o香道具

壬子. 4.

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

折本・ 1冊

200612／764
〔頼禧書〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

折本・ 1冊

200612／765
会約

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／766
頼春風先生書

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／767
頼春風先生書

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

折本・ 1冊

200612／768
絵手本

丙子. 4.29 豊洲→為越智氏

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

折本・ 1冊

200612／769
義田記

耻堂漁史

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／770
諸賢名言完

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

竪冊・ 1冊

200612／771
俗名頭字尽

並木宗輔

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

和書・ 1冊

200612／772
奥州秀衡有鬠壻

宝暦 8. 3.13 竹田小出雲・竹田瀧彦

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

和書・ 1冊

200612／773
敵討崇禅寺馬場
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竹田出雲

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

和書・ 1冊

200612／774
蘆屋道満大内鑑

寛延 3.霜.24 並木千柳・三好松洛

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

和書・ 1冊

200612／775
源頼信･源頼親 文武世継梅

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

括・ 1括

200612／776
明治四十年調之　神道に関する書　吉井計暁字

享保17.

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

竪冊・(1冊)

200612／776／ 1
o享保十七壬子歳中秋神書ノ抜紀

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／切紙1通入

竪冊・(1冊)

200612／776／ 2
o神代系図・大日本一宮記

(享保21).

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

竪冊・(1冊)

200612／776／ 3
o豊葦原御王代年量

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

竪冊・(1冊)

200612／776／ 4
o神代之説控

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

竪冊・(1冊)

200612／776／ 5
o書抜紀

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

仮竪冊・(1冊)

200612／776／ 6
o唯一神道代

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

切紙・(1通)

200612／776／ 7
o和歌詞

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(2通)

200612／776／ 8
o御神名奇

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／ 9
o暦之抄曰

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

仮横長・(1冊)

200612／776／10
o神路ノ書曰下ノ部ニ有

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

横長・(1冊)

200612／776／11
o諸神尊覚

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／12
o一之巻ノ末ニ在リ紀

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

仮横長・(1冊)

200612／776／13
o八重書ノ部

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／14
o松風控紀曰

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／15
o神路干曰

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

仮横長・(1冊)

200612／776／16
o紀集

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／17
o八重垣書紀
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ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／18
o是へ末ニ在ル文ヲ書出ス

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／19
o神国唐国定法同カラズ

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

仮横長・(1通)

200612／776／20
o八重ノ詞書

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／21
o我ガ中悟之祓

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／22
o勢陽之紀ニ曰

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／23
o糸国伝上中末ノ部ニ出ル

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／24
o同并ニ風ノ神有朶橋ヲ渡リテ右ノ方在リ

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

仮横長・(1冊)

200612／776／25
o暦之抄曰

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／26
o紀

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／27
o元ノ身六男ヲ不忘驕ヲ慎ム

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／28
o紀

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

竪紙・(1通)

200612／776／29
o守庚申法一巻ヲ今略之

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

切紙・(1通)

200612／776／30
o箱根社ノ紀

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

切継紙・(1通)

200612／776／31
o年中廿説

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

切紙・(1通)

200612／776／32
o吉備津大明神之御託宣ニ曰

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／33
o紀

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／34
o覚

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／35
o書抜

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／776／36
o天満宮之紀

延享元. 9.25

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

竪紙・(1通)

200612／776／37
o天皇我詔旨掛毛畏岐
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ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

一紙・(2通)

200612／776／38
o〔付箋紙〕

寛政 9. 3. 6

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

切継紙・(1通)

200612／776／39
o番組

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

切継紙・(1通)

200612／776／40
o三十七代孝徳天皇

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

竪継紙・(1通)

200612／776／41
o旧事紀曰素戔嗚尊大山積命御女メ娶太市姫ヲ

生レ候

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

竪紙・(1通)

200612／776／42
o神事爾八津之数ヲ取ル者陽ヲ専ラトスルコト也

享保10.10.21 計暁・武亀

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括

括・(1括)

200612／776／43
o霊符祭書紀

享保10. 9.吉

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括／1冊

仮横長

200612／776／43- 1
o霊符祭法書記

享保10.10.21

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括／1冊

仮横長

200612／776／43- 2
o霊符祭法書記

享保20. 5. 6

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括／包紙付1通

竪紙

200612／776／43- 3
o祈願所

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括

括・(1括)

200612／776／44
o御書聚在

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括／包紙付1通

切紙

200612／776／44- 1
o六根清浄祓

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括／1通

折紙

200612／776／44- 2
o天津祝詞

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括／1通

折紙

200612／776／44- 3
o月待之祓

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括／1通

切紙

200612／776／44- 4
o金毘羅権現ハ本地不動与立申候

(享保10).

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括

括・(1括)

200612／776／45
o比計七星ノ図一通・霊符起書付控・本文ノ字帰

貝ニ有

享保10.10.21

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括／1通

竪紙

200612／776／45- 1
o十月廿日読第一之事書抜心得之事（包紙）

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括／包紙付1通

切継紙

200612／776／45- 2
o比計七星図

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括／1通

折紙

200612／776／45- 3
o北面稽首再拝鎮宅

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙一括／1冊

仮竪冊

200612／776／45- 4
o鎮宅霊符縁起集説巻上
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ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙(2枚)一括

括・(1括)

200612／776／46
o霊符尊神書紀

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙(2枚)一括／包紙付1冊

仮横長

200612／776／46- 1
o御添目録

享保10. 9.吉 秀泉法師→計暁丈

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙(2枚)一括／包紙付1通

折紙

200612／776／46- 2
o御呪文・御祭文

享保17.中秋.

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／776／47
o三種身濯最要中臣太祓

安永 4. 3.

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／袋･紙縒一括

括・ 1括(23点)

200612／777
円樹様御所持折形分　安永四年未三月改之

　　　 10.晦 心斎橋南久太郎町北江入 飾屋
市右衛門㊞→泉屋惣右衛門様

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙･紙縒一括

括・ 1括(2通･6点)

200612／778
金具手本（額縁図面・覚・額縁金物手本）

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括

竪紙・ 1通

200612／779
厨子図・塍棚図

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙一括

括・ 1括(1通･紙縒
付1通･2点)

200612／780
婚礼節略床飾并雛祭節覚書共弐通神酒入口紙小形
弐つ

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括

折紙・ 1通

200612／781
折かた覚

→本米屋おかミ殿

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括

包紙・ 1枚

200612／782
〔包紙〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括

切継紙・ 1通

200612／783
花色

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括

折形・ 1括(56点)

200612／784
〔折形一括〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括

括・ 1括

200612／785
吉井当凞代御褒書之類入

天保11.霜.25 →永代年寄格・下市年寄半三郎

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／785／ 1
o賜　天保十一庚子霜月廿五日於四日市駅御褒

書去申之年施行奇特二付

　　午. 8. 年寄菅超右衛門[ほか3名]→小
林与兵衛様

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括

切継紙・(1通)

200612／785／ 2
o申上候口上之覚（米屋半三郎手代善八精勤至

極につき吹聴）

→半三郎

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／785／ 3
o永代年寄格 賀茂郡御通行之節御目通江罷出

　　子. 3.15 賀茂郡役所→下市年寄格半三
郎／木村幾三郎･神石平馬･石
川冨弥→永代年寄格下市半三
郎

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙付

切紙・(2通)

200612／785／ 4
o態申遣ス・申渡ス（下市年寄申付）

　　卯. 7. →竹原下市年寄半三郎

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙付

切紙・(2通)

200612／785／ 5
o卯七月銀拝領御奉書二枚入
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天保12. 2. 横山十介・松野唯次郎→賀茂郡
永代年寄格竹原下市年寄半三
郎

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙(2枚)付

竪紙・(1通)

200612／785／ 6
o天保十一年子正月金百五拾両上ケ金致御勘定

所御受取書一通

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括

括・ 1括

200612／786
御古差紙入有　此内御用銀書付

享保11.正. 賀茂郡 河原藤右衛門・松原助
左衛門→竹原下市村米屋半三
郎

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙(2枚)付

竪紙・(1通)

200612／786／ 1
o新御用銀爾上り候分控書日記

　　亥. 2.29／亥. 3. 賀茂郡御役所→下市年寄当分
作左衛門[ほか2名]／松野久左
衛門・平田六郎左衛門→下市村
米屋貞太郎

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／袋付

切継紙・(2通)

200612／786／ 2
o態申遣ス・申渡ス（社倉拾人組頭取申付）

正徳 3. 3.13 甲久右衛門･山肩半助･大嶋清
左衛門→竹原下市村半三郎

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙(2枚)付

竪紙・(1通)

200612／786／ 3
o古御差紙　一枚

(享保11.～元文 3).

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括

竪継紙・(1通)

200612／786／ 4
o〔御用銀書上〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／786／ 5
o〔御用銀銀主中よりの願書控〕

申(元文 5).10.21 下市町浜銀主共→下市村御役
人衆中様

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／紙縒一括／包紙(2枚)付1通

折紙

200612／786／ 5- 1
o当所御用銀上ケ候銀主中より之願書付之ひ

かへ

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／紙縒一括／紙縒一括(3括)

括

200612／786／ 5- 2
o酉ノ十月五日ニ御願書之ひかへ・同十一月九

日ニ上り候願書之ひかへ・戌十一月九日追御
願書付之ひかへ（御用銀下渡願ほか）

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／786／ 6
o〔古御用銀切手・算用書類〕

(延宝 9. 3. 4～元禄12.
正.11)

→下市村米屋半三郎殿

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／紙縒一括／包紙付1通

竪継紙

200612／786／ 6- 1
o古御用銀御切手都合六通(写)

　　寅.極. 河原藤右衛門・松原助左衛門→
右村々年寄・庄屋・与頭

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／紙縒一括／包紙付1冊

横長

200612／786／ 6- 2
o古御用銀之内享保六年丑年より始り元銀壱

貫目二付四宝銀五拾目宛ノ御算用被為成御
下ケ被為遊候

(元文 3).

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括

横長・(1冊)

200612／786／ 7
o当所御用所帳面之写

安永 7. 9.21 竹原下市米屋五郎三郎→藤田
新右衛門様

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙付

竪紙･切紙・(3通)

200612／786／ 8
o安永七年寅ノ九月廿一日　御用銀願書弐通

(元文 5).

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／786／ 9
o〔古御用銀算用書類〕

元文 5.

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／紙縒一括／包紙一括(6通)

括

200612／786／ 9- 1
o元文五庚申歳見申候　古御用之高書付有

　　午.霜. 9

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／紙縒一括／包紙一括(3通)

括

200612／786／ 9- 2
o御用銀帖始ヨリ吟味書抜弐通
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ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括

折紙・(1通)

200612／786／10
o覚書（古石米御下げ等につき）

享保13.11.27

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙付

横長・(1冊)

200612／786／11
o御用銀割人別書付

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙･紙縒一括

括・(1括)

200612／786／12
o御用銀利足毎年之控

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙･紙縒一括／1冊

仮横長

200612／786／12- 1
o〔御用銀算用書付〕

元文 6.

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙･紙縒一括／包紙付1通

竪継紙

200612／786／12- 2
o御用銀之利足月五朱ニシテ御下ケ酉ノ正月

ニ町用所より請取候ひかへ

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙･紙縒一括／包紙一括(5通)

括

200612／786／12- 3
o御下ケ札銀高之ひかへ

　　午.極.25／未. 2. 2 米屋半三郎

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙･紙縒一括／包紙付3通

切紙

200612／786／12- 4
o御用銀請取

　　丑.10.22／卯.正. 米屋半三郎／町用所→米屋

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙･紙縒一括／包紙付2通

切紙

200612／786／12- 5
o寅ノ年極月古御用銀御下ケ被為成御中より

卯正月七日請取注文目録也

　　子. 2.晦 町用所→下米屋

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙･紙縒一括／1通

切紙

200612／786／12- 6
o覚（寸志銀残り受取）

　　亥. 4.29 町用所→下米屋

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙･紙縒一括／1通

切紙

200612／786／12- 7
o覚（寸志銀受取）

享保13.12. 5

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙･紙縒一括／包紙付1通

一紙

200612／786／12- 8
o享保十三年申ノ十二月五日ニ御用銀弐貫目

町用所江相渡シ候受取書入有

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／木箱一括／包紙･紙縒一括／1通

切継紙

200612／786／12- 9
o覚（御用銀利足受取）

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／茶封筒一括

括・ 1括(8点)

200612／787
〔「葛子琴五言古詩めくり」ほか〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

括・ 1括

200612／788
図南閣之医書入　延享頃のもの

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

罫紙・(1括(135

200612／788／ 1
o〔図南閣蔵医書〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

罫紙・(14丁)

200612／788／ 2
o〔医書〕

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

折紙・(1通)

200612／788／ 3
o覚（本川筋普請につき）

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

罫紙竪冊・(1冊)

200612／788／ 4
o図南閣医談

　　卯. 3. 賀茂郡御歩行下邑儀左衛門君ヨ
リ聞書

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

切継紙・(1通)

200612／788／ 5
o延胡索製法
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ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／袋一括

罫紙・(6通)

200612／788／ 6
o〔罫紙〕（白紙）

昭和28．

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／封筒一括

括・ 1括

200612／789
昭和二十八年父（章五）小泉村家祖墳墓展墓の記　
写真外

(昭和28).

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／封筒一括

短冊・(1点)

200612／789／ 1
o〔俳句〕（家祖源兵衛正純翁三百忌）

(昭和28).

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／封筒一括

更紙・(1点(4通))

200612／789／ 2
o豊田郡小泉村吉井家祖展墓之記

(昭和28).

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／封筒一括

色紙・(1枚)

200612／789／ 3
o謹而追悼家祖寿性院正純翁之三百年忌（和歌）

(昭和28. 3.29)

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／封筒一括

写真・(1枚)

200612／789／ 4
o〔写真〕（小泉村吉井祖先墓地下吉岡氏）

昭和28. 3.29

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／封筒一括

写真・(1枚)

200612／789／ 5
o〔写真〕（昭和二十八年三月二十九日小泉村吉

井屋敷址ニ於ける井端ニ於て章五三百年記念）

昭和28. 3.29

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／封筒一括

写真・(1枚)

200612／789／ 6
o〔写真〕（昭和二十八年三月廿九日小泉村吉井

先祖上側墓地三百年記念）

昭和28. 3.29

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／封筒一括

写真・(1枚)

200612／789／ 7
o〔写真〕（昭和二十八年三月二十九日小泉村吉

井先祖墓地　吉井章五・吉岡老母）

昭和28. 3.29

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／封筒一括

写真・(1枚)

200612／789／ 8
o〔写真〕（昭和二十八年三月二十九日小泉村吉

井先祖墓地(三百年記念)吉岡老母・吉井章五）

昭和28. 3.29

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／封筒一括

写真・(1枚)

200612／789／ 9
o〔写真〕（豊田郡小泉村字吉井ノ丘上ニ在ル初代

吉井正純翁ノ先祖墓　吉井章五　丘下ノ吉岡家
老母）

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括／紙箱付

のれん・ 1点

200612／790
米屋古のれん　昭和六十年十一月十四日掛替

ブリキ衣裳函（｢3の3｣）一括

のれん・ 1括(2点)

200612／791
〔米屋古のれん〕

寛永 3. 9. 6

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

和書・ 1冊

200612／792
三原城御会

延享 3. 3.22

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

横半・ 1冊

200612／793
禁裏御内会

元文 5.正.24

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／794
和歌御会始

延享 4.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／795
禁中御会八月十五夜詩歌

元文 3. 6.12

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／796
公宴和歌御会始
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　　　  8.27

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／797
八月廿七日　院御当座之内

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／798
寄海述懐の心をよませ給ふける

寛保 3. 2.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／799
将軍家六十一之御年賀

延享 2.正.晦

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／800
御会始　御当座

延享 3.正.24

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／801
御会始和歌并御当座始和歌

享保 8. 3.18

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／802
享保八年三月十八日柿本人丸先年忌和歌

享保13. 8.20

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／803
享保十三戊申八月廿日於賀茂社御当座詩歌

元文 2. 3. 3

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／804
元文二年三月三日　院曲水宴　抜書

元文 4.正.24

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／805
元文四年正月廿四日　公宴御会始

宝永 3.正.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／806
院御会始

寛保 3.正.24

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／807
御会始和歌

寛延 3.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／808
洞中和歌御会始

享保16.正.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／809
両御取御会始写

享保21.正.24

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／810
公宴御会始并院御会始ぬき書

延享 2. 5. 9

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／811
御会御当座二十首

寛延 2.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／812
寛延二巳年仙台松平佐兵衛佐七十賀屏風和歌

寛保 3. 2.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／813
将軍家御年賀

享保14.正.30

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

横半・ 1冊

200612／814
院御当座始

享保12.正.24

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／815
享保十二未歳公宴院御会始

享保19. 8.25

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／816
東宮御夢想御和歌
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享保14.正.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／817
花洛相撲の和歌

享保14. 7.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／818
油烟斎貞柳仙歌

延享 5.正.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／819
洞中住吉社御法楽和歌

延享 3.正.24

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／820
和歌御会始

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／821
朗詠歌 □ 書

寛延 2. 6.12

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／822
洞中御会

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

仮竪冊・ 1冊

200612／823
職人恋歌合

寛保 2. 8.24

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／824
勅題和歌百首

享保 6.後7. 8

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

横半・ 1冊

200612／825
禁裏　仙洞御所　御会度々和歌写

元禄13.正.晦

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／826
中院通茂卿　七十賀

享保17.正.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／827
両御取御会始写

延享 2.正.24

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／828
御会始

宝永 7.仲夏.13

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／829
六百番歌合秀歌

元文 3. 8. 6

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／830
霊元法皇御七回忌御追善五十首和歌

寛保 2.正.24

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／831
御会始

寛延 3.正.24

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／832
和歌御会始

享保 9. 9.25

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／833
慈鎮和尚五百回忌追善御詞

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／834
風竹亭詠京写

享保 4. 3. 1

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／835
難波津すみのえ起行

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪紙・ 1括(19通)

200612／836
〔印文・花押書上〕
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慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／837
雑草新草華　華形附

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

横半・ 1冊

200612／838
立華正道集抜書

享保辛丑(6).

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／839
宝泉寺花道聞書

元禄 5.正.吉

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

横半・ 1冊

200612／840
花伝書

元文 6.正.24

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／841
元文六酉　御会始　寛保改之

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／842
仁尾和歌

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

折紙・ 1通

200612／843
関路夕

寛文 8. 2.22 廣澤隠士長孝在判

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／844
伊勢物語奥旨秘訣

享保 7.11.吉 芸陽笙仕今村直方妻長沼勝子

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

仮横長・ 1冊

200612／845
夢想和歌

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／846
伊勢西宮にまふてゝ

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊断片・ 1点(5
枚)

200612／847
〔和歌〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊断片・ 1括(3
枚)

200612／848
〔和歌〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

横長・ 1冊

200612／849
和歌秘書目録

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

仮竪冊・ 1冊

200612／850
香一流根本之事

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

仮横半・ 1冊

200612／851
秘書三條家香之巻

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／852
律尺考検三器攷略

元文 3. 8.28

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

小竪冊・ 1冊

200612／853
竹千代様御誕生御祝詞　御老中様御振舞御飾御能
御献立

元禄14. 6.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

罫紙竪冊・ 1冊

200612／854
水戸黄門義公行実

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／855
六題鈔
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延享元.10.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

小竪冊・ 1冊

200612／856
宇佐勅使記

延宝 3. 9.11

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／857
源氏物語秘訣并ニ狭衣之秘伝

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／858
二条院讃岐家集

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／859
天神百首

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

仮横半・ 1冊

200612／860
讃州開書

元禄 9. 5. 瘦馬

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／861
〔和書〕

享保11.冬. 従五位下守大学頭林信充識

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／862
小揚理兵衛伝

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／863
奉餞　蘭洲岡君　五首

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括

竪冊・ 1冊

200612／864
桜町天皇　宇佐八幡宮奉納御製

享保14.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括

竪冊・ 1冊

200612／865
阿古根浦伝　全

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括

竪冊・ 1冊

200612／866
つれゝゝ草ぬきかき

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／867
東山細川記事

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／868
玉鉾之路草

　　　 師走.12／享保
10.

艶女

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1括(2冊)

200612／869
艶女記行

享保19.正.14 静山叟光淳

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／870
枕詞継燭抄

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／871
大嘗会

享保 4.11.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／872
古今真名序

延宝 3. 9.11

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／873
源氏物語三箇大事切紙

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／874
徒然草三箇秘事五箇大事

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／875
湖月鈔　発端
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慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／876
三鳥三木説　飛鳥井栄雅抄

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／877
不審日記

享保16.季夏. 2 中村氏

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／878
勢遊志　全

享保 7.初春. 5 宝泉寺夢吹軒→吉井豊庸丈

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／879
〔従周玉池坊隆為家伝秘事〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／880
〔誦詩覚書〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

仮竪冊・ 1冊

200612／881
〔碑文〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／882
雷神説

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／883
壁案集　古今･後撰･拾遺

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／884
〔和書〕（萩原の院の御とき）

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／885
日光山紀行

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／886
細川幽斎聞書　枕詞之抄

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／887
丑二月申参

延享 2. 6.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／888
江府　狩野系図并門弟子

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／889
番椒説

梅溪幻頭陀　識

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／890
〔問答〕

戊申.秋8.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／891
〔漢詩〕（「送朝山賢大赴江府」）

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／892
書目

元禄13.初夏.中旬写

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／893
類字源語抄

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／894
藻塩草目録

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（上段）

一紙・ 1枚

200612／895
〔包紙〕
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慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）／包紙・紐一括

括・ 1括

200612／896
豊庸漢文遺稿

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／ 1
o論語巻一　学而第一

宝暦 4.10. 7

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／ 2
o木原氏　講釈　宝暦四年戌十月七日　神代巻発

端

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／ 3
o驕

　　　  8.10

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・(1冊)

200612／896／ 4
o公父文伯之母

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・(1冊)

200612／896／ 5
o冠義曰人之所以為

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・(1冊)

200612／896／ 6
o箕子者

享保13. 2. 9

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

折紙・(1通)

200612／896／ 7
o享保十三戊申二月九日　小学発端

　　　  4.25

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

折紙・(1通)

200612／896／ 8
o四月廿五日　礼記曰自至踧踖如也

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

折紙・(1通)

200612／896／ 9
o小学討論

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・(1通)

200612／896／10
o公明宣学於曽子之云

享保11. 3. 4

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1通)

200612／896／11
o享保十一三月四日発端

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

折紙・(1通)

200612／896／12
o抜書

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／13
o曽子曰

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／14
o禮ノ記曰　二坐

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／15
o一坐　内則

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／16
o曲禮曰

　　　  8. 6

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・(1冊)

200612／896／17
o趙襄子

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／18
o適子庶子

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・(1冊)

200612／896／19
o曲禮曰
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　　　  6.18

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・(1冊)

200612／896／20
o曲禮曰共食之云

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・(1冊)

200612／896／21
o公父

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・(1冊)

200612／896／22
o文王

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／23
o孔子曰父母　二坐

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・(1冊)

200612／896／24
o小学内篇　二坐〆聞書

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・(1冊)

200612／896／25
o孟子曰

　　　  6. 9

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／26
o六月九日　子貢曰

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／27
o孔子曰父在

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／28
o六則ニ気強アリテ

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

折紙・(1通)

200612／896／29
o良・恭・慎

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・(1冊)

200612／896／30
o士冠

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／31
o一坐　待坐

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／32
o虞舜

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／33
o正改　所欲

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／34
o御食

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／35
o孟子曰　伯夷

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／36
o鞠躬如

　　午閏10.26

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・(1冊)

200612／896／37
o午閏十月廿六日　初々六教

享保 8. 5.11

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

小竪冊・(1冊)

200612／896／38
o日本紀聞書　享保八癸卯五十一発端

享保12. 4.23

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

小竪冊・(1冊)

200612／896／39
o日本紀聞書　享保十二丁未四廿三　下巻始
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慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・ 1冊

200612／897
天中巻　木

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・ 1冊

200612／898
天中巻　金

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・ 1冊

200612／899
保寿秘論図

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・ 1冊

200612／900
病相伝秘録

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・ 1冊

200612／901
蛍雪巻　土

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・ 1冊

200612／902
黒痣論　全

寛保 2. 6.28

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

包紙・ 1枚

200612／903
寛保二戌六二十八　奉納三十一首和歌写之　大和と
ち日本（包紙のみ）

智度→吉井半三郎様

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

包紙・ 1枚

200612／904
吉井半三郎様　智度　書物入七冊・書状相添へ（包紙
のみ）

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）／紙縒一括

括・ 1括

200612／905
〔論語序説仮名鈔ほか〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

一紙・(1通)

200612／905／ 1
o粛然ハ

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

一紙・(1通)

200612／905／ 2
o非先王

　　　  7.27

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）／白紙1通付

竪紙・(1通)

200612／905／ 3
o七月廿七日　於忠篤ノ宅　李君行

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔2枚〕)

200612／905／ 4
o及周　一切

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／ 5
o徳身ノ徳仁義礼知之通なり

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／ 6
o天運循環

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔4枚〕)

200612／905／ 7
o十四日　先進第十一

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／ 8
o山﨑先生又跋出シテ也　禮曰

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔2枚〕)

200612／905／ 9
o三綱領ト云テ

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／10
o仁義礼知
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慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔2枚〕)

200612／905／11
o君忠嘉　程子曰

　　　 10.16

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／12
o十月十六日　論語

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／13
o小学序

　　　 10.15

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔2枚〕)

200612／905／14
o十月十五日　高崎宇右衛門

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／15
o討論

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／16
o司徒ハ畢竟教ヲツカサトルモノ也

　　　 　 11

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

一紙・(1通〔3枚〕)

200612／905／17
o十一日　君賜食

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

折紙・(1通〔4枚〕)

200612／905／18
o孟武伯魯ノ太夫

　　　  8. 7

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）／一紙1点付

竪紙・(1通)

200612／905／19
o八月七日　顔淵第十二　清書済

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔3枚〕)

200612／905／20
oモト一ツニ〆ナス所ノ事二ツ也

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／21
o大学章句序

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／22
o智仁勇ニモ大学ノ初ニモ

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／23
oコヽヲヨクノミコム事也

　　　 10.15

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／24
o十月十五日　小学

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

切継紙・(1通)

200612／905／25
o其所以為

　　　 10.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

一紙・(1通)

200612／905／26
o十月　子曰

　　　  7. 2

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／27
o七月二日　大学或問

　　　  8.18

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔3枚〕)

200612／905／28
o八月十八日　論語　清書済

　　　  8.13

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔2枚〕)

200612／905／29
o八月十三日　論語顔淵　清書済

　　　  8.25

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／30
o八月廿五日　哀翁於有若
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　　　 10.14

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／31
o十月十四日　論語子路

　　　 10.12

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔2枚〕)

200612／905／32
o十月十二日　論語子路之篇

　　　  5.28

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔2枚〕)

200612／905／33
o五月廿八日　論語

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔2枚〕)

200612／905／34
o臨元亭

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

一紙・(1通)

200612／905／35
o程子曰

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／36
o大学章句序

　　　 　 26

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔2枚〕)

200612／905／37
o四　同廿六日　章句　清書済

　　　  7.21

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔2枚〕)

200612／905／38
o三　章句　七月廿一日　

　　　 　 19

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔2枚〕)

200612／905／39
o二　同十九日　及周之哀

　　　  7.18

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔2枚〕)

200612／905／40
o一　七月十八日　大学章句序

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／41
o〔論語断簡〕

　　　  7. 2

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／42
o七月二日　大学

享保14. 6.10

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／43
o享保十四酉六十　近思禄出処

　　　 11. 9

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通〔3枚〕)

200612／905／44
o十一月九日　子曰其言

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／45
o或曰

元文 4. 8. 2

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／46
o元文四未八月二日発端　敬斎箴

　　酉.極. 3

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／47
o酉極月三日　孝経　復坐吾語

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／48
o独リ孔子ヲ用イル者ナキヲ独ト云也

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／49
o〔論語断簡〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／50
o〔論語断簡〕（徳義ノ勇也）

278



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／51
o〔論語断簡〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

一紙・(1通〔3枚〕)

200612／905／52
o〔論語断簡〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／53
o廿二日　王裒字偉

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙･一紙・(3通)

200612／905／54
o〔断簡〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

一紙・(1通)

200612／905／55
o父子親

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／56
o〔断簡〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）／紙片1点付

竪紙・(1通)

200612／905／57
o池五月雨

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／58
o於テ父ノ一家ヲ宗族ト云也

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／59
o魏ノ景初二年ニ呉トタヽカフテ

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／905／60
o廿三日　南齊

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）／905の紙縒1点･紙縒片1点付

竪冊・(1冊)

200612／905／61
o論語序説仮名鈔

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）／包紙･紐一括

括・ 1括

200612／906
豊庸漢文稿

享保 3.霜.15

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊(半)・(1冊)

200612／906／ 1
o古文後集　抜字　坤

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・(1冊)

200612／906／ 2
o古文前集

延享 5. 5.20

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・(1冊)

200612／906／ 3
o孟子講義

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・(1冊)

200612／906／ 4
o大学講義

寛文10. 5. 9 山﨑嘉敬義序

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・(1冊)

200612／906／ 5
o近思録序

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・(1冊)

200612／906／ 6
o小学序

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・(1冊)

200612／906／ 7
o〔漢文稿〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・(1冊)

200612／906／ 8
o大学章句講義
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慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・(1冊)

200612／906／ 9
o小学

　　　  5. 7

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・(1冊)

200612／906／10
o五月七日開講　大学章句序

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・(1冊)

200612／906／11
o皇甫規妻　後漢書

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・(1冊)

200612／906／12
o書経

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・(1冊)

200612／906／13
o小学序

延享元. 4. 6

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・(1冊)

200612／906／14
o小学講義

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊(半)・(1冊)

200612／906／15
o小学五倫講義

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／16
o湘ハ湘水ノホトリ也

　　　  5. 9

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／17
o五月九日　廃宅

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

折紙・(1通)

200612／906／18
o此ヲ内証ニカマヘル也

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／19
o龍　虞世南ヨキ人也

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／20
o周文武ノカイキ也

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／21
oカンヤウヲヨキ…

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／22
o金陵

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／23
o拘幽操

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／24
o子曰有酒

　　　 10.24

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／25
o十月廿四日　子曰士而

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／26
oクラウナキヤウニ見ヘテモ…

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／27
o大学

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／28
o宇治山香追加の事
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　　　  8.23

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／29
o八月廿三日　子貢問　清書済

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪紙・(1通)

200612／906／30
o子貢曰惜乎言ハニツイヘアルト也

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

仮竪冊・(1冊)

200612／906／31
o礼記曰夫

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

折紙・ 1通

200612／907
唐賢

　　　 　 27

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・ 1冊

200612／908
廿七日　初魏遼

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・ 1冊

200612／909
周易　乾

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・ 1冊

200612／910
周易　坤

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

竪冊・ 1冊

200612／911
大学聞書

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・ 1冊

200612／912
論語講義　元

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・ 1冊

200612／913
論語講義　亨

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・ 1冊

200612／914
論語講義　利

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横半・ 1冊

200612／915
四月五日ヨリノ講義　此中ニ聞書清書へウツル十枚
ホト有り　亨ノ巻ノ奥也

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

横長・ 1冊

200612／916
論語聞書

安信筆写

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（中段）

継紙・ 1括(3鋪)

200612／917
〔風景水墨画〕

只計子

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）

軸物・ 1巻

200612／918
〔等仁之図ほか（水墨・色彩画）〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）

軸物・ 1巻

200612／919
〔風景水墨画〕

豊庸家蔵

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）

継紙(巻紙)・ 1巻

200612／920
〔鳥獣・風景水墨画〕

延享 3.10. 米屋半三郎

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）

横半・ 1冊

200612／921
向へ渡物扣帖

延享 3.10. 本米屋→上米屋

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）

横半・ 1冊

200612／922
〔　　　〕帖
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慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）／紙縒一括

括・ 1括

200612／923
〔上米屋算用覚ほか〕

午(寛延 3).正.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／923／ 1
o上米屋算用覚

延享 4.12. 4

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）／紙縒一括／紙縒･包紙一括

括・(1括)

200612／923／ 2
o上米屋へ渡シ残銀之利足相渡ス同所請取証文

集継立入

午(寛延 3).

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）／紙縒一括／紙縒･包紙一括／紙縒一括

括

200612／923／ 2-1
o〔覚〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）／紙縒一括／紙縒･包紙一括／紙縒一括／1冊

横長

200612／923／ 2-1-1
o覚

午(寛延 3).霜. 8 本米屋→上米屋

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）／紙縒一括／紙縒･包紙一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／923／ 2-1-2
o覚　ひかへ

午(寛延 3).正.24 本米屋→上米屋

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）／紙縒一括／紙縒･包紙一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／923／ 2-1-3
o覚　ひかへ

午(寛延 3).霜. 8 上米屋→本米屋

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）／紙縒一括／紙縒･包紙一括／1通

切継紙

200612／923／ 2-2
o覚

午(寛延 3).11.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）／紙縒一括／紙縒一括

括

200612／923／ 3
o〔広島和田屋より上米屋へ預り銀員数書付ほ

か〕

午(寛延 3).霜.朔 和田や久兵衛→米屋半三郎殿

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

切紙

200612／923／ 3-1
o広島和田屋より上米屋へ預り銀員数書付一

通

　　申. 6. 8 和田や久兵衛（花押）→米屋半
三郎様

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）／紙縒一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／923／ 3-2
o広島和田屋へ為替銀受取書付

　　　  9.18 和田や久兵衛（花押）→米屋半
三郎様

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／広島大学総合科学部茶封筒（｢上
米屋趣法に関する一切書類在中　目録済｣）一括（921～923一括）／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

切紙

200612／923／ 3-3
o口上（借銀百目御返進の儀につき）

明治41. 5.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括

括・ 1括

200612／924
上米屋趣法に関する一切書類在中　明治四十一年
五月改之

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒(｢向之方入用算用扣再書付｣)一括

括・(1括)

200612／924／ 1
o向之方入用算用扣再書付

　　戌.正.晦

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒(｢向之方入用算用扣再書付｣)一括／包紙一括(2通)

括

200612／924／ 1-1
o酉年向方并手前差引算用控

　　戌. 2.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒(｢向之方入用算用扣再書付｣)一括／包紙一括(2通)

括

200612／924／ 1-2
o酉ノ年中貞六方夏酒算用不埒
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　　戌.正.29

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒(｢向之方入用算用扣再書付｣)一括／包紙一括(3通)

括

200612／924／ 1-3
o貞六支配　酒かけ銀高ひかへ

　　戌.正.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒(｢向之方入用算用扣再書付｣)一括／包紙付1綴

折紙綴

200612／924／ 1-4
o酉ノ年中向之分覚　諸払諸入用

延享 3.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括

括・(1括)

200612／924／ 2
o上米屋江渡物小書附類　延享三寅年より追々

有

卯(延享 4).正.3

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／1綴

折紙綴

200612／924／ 2-1
o目録之覚

延享 3～4.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括

括

200612／924／ 2-2
o〔覚（水塩共出来高）ほか〕

寅(延享 3). 8.7～12.26

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／924／ 2-2-1
o覚（水塩共出来高）

卯(延享 4). 3. 6 同　半平㊞→米屋半三郎殿

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／924／ 2-2-2
o覚（手代兵助給銀受取）

寅(延享 3).極.晦 本米屋㊞→上米屋

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／924／ 2-2-3
o覚（銀借用証文）

寅(延享 3).12.22 米屋半平㊞→米屋半三郎殿

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／924／ 2-2-4
o覚（塩代銀受取）

卯(延享 4). 7. 8 上米や㊞→本米や

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／924／ 2-2-5
o覚（手前塩浜弐軒分夫未進押本家より受

取）

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括

括

200612／924／ 2-3
o〔吉近浜諸道具其外越物ひかへ ほか〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 2-3-1
o吉近浜諸道具其外越物ひかへ

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／紙縒一括(11通)

括

200612／924／ 2-3-2
o〔越物算用覚〕

(延享 3).12.28 本米屋→上米屋

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／924／ 2-3-2- 1
o覚（わん・ゑ竹・から竹）

(延享 3).12.27

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／924／ 2-3-2- 2
o覚（寅年より卯年へ越浜飯米）

寅(延享 3).12.26

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／924／ 2-3-2- 3
o覚（来卯年江越米）
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(延享 3).12.26

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／924／ 2-3-2- 4
oこし物（大俵・塩かこ・小竹・なわ）

寅(延享 3).

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／924／ 2-3-2- 5
o覚（寅年分越米）

卯(延享 4).正.18

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／924／ 2-3-2- 6
o覚（越し煙草）

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／924／ 2-3-2- 7
o覚（生餅米・生米代）

寅(延享 3).12.晦

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／924／ 2-3-2- 8
o〔味噌代覚〕

とら(延享 3).12.24 上米や→本家

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／924／ 2-3-2- 9
o覚（過銀戻し相済）

卯(延享 4).正.12

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／924／ 2-3-2-10
o覚（酒方入用飯米代等相渡）

寅(延享 3).12.21 米屋半平㊞→米屋半三郎殿

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／924／ 2-3-2-11
o覚（北堀浜・吉近浜御運上・拝借利銀相

渡）

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／924／ 2-3-3
o覚（買物・誂物代）

延享 4.正.23

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 2-3-4
o覚（北堀浜・中堀浜分越塩・越縄俵代本家

引請）

卯(延享 4).正.22

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 2-4
o卯正月有物御改ひかへ

卯(延享 4).正.23

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙(袋)･紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／924／ 2-5
o覚（寅年商損銀）

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／924／ 3
o〔向より預り置道具目録　ほか〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／包紙一括

括

200612／924／ 3-1
o向より預り置道具目録并鍵三つ

明和 9. 3.

慳慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一
切書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／包紙一括／1冊

横長

200612／924／ 3-1-1
o明和九年辰三月　向諸道具類改置扣

安永 5. 5.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／包紙一括／1冊

横長

200612／924／ 3-1-2
o安永五年申五月改　本家預ケ置諸道具覚

目録
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慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／包紙一括／鍵3点

鍵

200612／924／ 3-1-3
o〔鍵〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／包紙一括

括

200612／924／ 3-2
o光誉智清様用書付

丑.12.12～寅. 4.22

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／包紙一括／1通

切継紙

200612／924／ 3-2-1
o覚（木綿・鍵・旗代）

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／包紙一括／1冊

横長

200612／924／ 3-2-2
oなつもの覚

　　丑.極.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／包紙一括／1通

折紙

200612／924／ 3-2-3
o智清様御衣類御形見分残り改置覚

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／包紙一括／1冊

横長

200612／924／ 3-2-4
o納戸二階長持江改入置品々覚

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／包紙一括／1冊

横長

200612／924／ 3-2-5
o智清様御形見覚

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／紙縒一括

括

200612／924／ 3-3
o〔米屋徳十郎酒場預け願一件〕

明和 6. 7. 米屋徳十郎→年寄半三郎殿[ほ
か5名]

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／924／ 3-3-1
o御願申上ル口上之覚（酒場・酒道具・居宅

加茂屋直十郎へ預け申したく）

明和 6. 7. 加茂屋直十郎　印→年寄半三郎
殿[他5名]

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／924／ 3-3-2
o御願申上ル口上之覚（酒場・酒道具・居宅

預り受申したく）

明和 6. 8. 酒場借主加茂屋直十郎　印→年
寄半三郎殿[ほか5名]

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／924／ 3-3-3
o覚（米屋徳十郎酒場・酒道具・居宅借請免

許証文）

明和 6. 8. 持主米屋徳十郎　印→年寄半三
郎殿[ほか5名]

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／紙縒一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／924／ 3-3-4
o覚（酒場・酒道具・居宅賀茂屋直十郎へ預

け願免許証文）

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括

括・(1括)

200612／924／ 4
o此内向売物道具目録幾通りも有之混雑〆難改

以来決而見合ニ不相成候得共先差置又本家道
具少々入交り其目録も在之

　　未. 7.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／包紙付1通

切継紙

200612／924／ 4- 1
o本米屋酒道具并諸道具預ケ置目録

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括

括

200612／924／ 4- 2
o〔酒方諸道具并内道具目録ほか〕
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　　子. 8. 請取渡し立会徳十郎・甚六・忠
助・直十郎・権八

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 4- 2-1
o酒方諸道具并内道具目録

　　巳.大晦日 かもや直十郎→米屋清蔵様

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括／2通

竪紙･切紙

200612／924／ 4- 2-2
o覚（樽御落手頼入）

　　卯.正.21／22 かもや直十郎→上米屋／賀茂屋
→本米屋

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括／3通

切(継)紙

200612／924／ 4- 2-3
o覚（酒道具ほか）

宝暦11. 8.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 4- 3
o向徳十郎方より酒道具請取預ル分扣

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／1通

切継紙

200612／924／ 4- 4
o覚（酒道具ほか）

　　午.卯.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／1通

切紙

200612／924／ 4- 5
o覚（諸道具目録）

巳(宝暦11). 8.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 4- 6
o上米屋より借請候諸道具之扣

　　未. 7.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 4- 7
o上米屋酒道具并諸道具預ケ目録

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 4- 8
o〔諸道具目録〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括

括

200612／924／ 4- 9
o〔諸道具目録ほか〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 4- 9-1
o〔諸道具目録〕

徳助→竹の屋善助

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／924／ 4- 9-2
o覚（食物代受取）

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括／1通

横長

200612／924／ 4- 9-3
o〔諸道具目録〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／924／ 4- 9-4
o覚（利足算用）

　　午. 4.14

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／924／ 4- 9-5
o覚（利足算用）

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／1通

切継紙

200612／924／ 4-10
o覚（諸道具目録）
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宝暦 8. 6.

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 4-11
o酒道具其外小道具目録

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 4-12
o〔諸道具目録〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括

横長

200612／924／ 4-13
o〔諸道具目録ほか〕

　　　  4.10

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 4-13-1
o〔諸道具代算用覚〕

　　　  7. 5

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 4-13-2
o〔諸道具代算用覚〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 4-13-3
o覚（諸道具目録）

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／紙縒一括／1冊

横長

200612／924／ 4-13-4
o〔諸道具代算用覚〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒（｢上米屋趣法に関する一切
書類在中　明治四十一年五月改之｣）一括／包紙･紙縒一括／3通

竪紙

200612／924／ 5
o〔和歌〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒一括

括・ 1括

200612／925
〔吉井豊庸家集ほか〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒一括

CHﾍﾟｰﾊﾟｰ・(1括
〔70枚〕)

200612／925／ 1
o吉井豊家集（複製）

昭和32. 5. 3 渡辺則文→吉井章五様

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒一括／封筒付

便箋・(1通)

200612／925／ 2
o〔書簡〕（史料調査謝礼）

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）／封筒一括／包紙一括(3本)

ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ・(1括)

200612／925／ 3
o〔吉井豊庸家集ネガフィルム〕

慳貪(｢上吉井｣｢明治四十年改之 吉井豊庸遺稿在中｣｢古文書目録要再検討｣)一括（下段）

和装本・ 1冊

200612／926
新宮撰謌合　建仁元年三月廿九日

宝暦 5.

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／927
年賀詩歌誹集

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／928
吉井君御年賀を祝して（年賀詩歌俳諧）

享保21. 4. 吉井和篤

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）

竪冊・ 1冊

200612／929
伊勢参宮旅行覚書

寛政元. 5.

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／袋一括

括・ 1括

200612／930
当家普請百年ニ相成候二付此度家祈祷相頼并内祝
之節諸扣

寛政元. 5.13

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／袋一括

横長・(1冊)

200612／930／ 1
o寛政元酉年手前居宅普請百年ニ相当ル五月十

三日吉日内祝扣
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天明 7. 8.14

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／袋一括

横長・(1冊)

200612／930／ 2
o天明七丁未年八月十四日御祭礼御供之節諸所

ニ而囃もの扣

寛政元. 5.

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／袋一括

切継紙・(1通)

200612／930／ 3
o寛政元酉五月広島福寿院江先達亡者為追福施

餓鬼相頼候書付之扣也

寛政元. 6. 8 広陵城西中嶋福寿蘭若苾蒭宥
弁 謹誌→護持施主浄信 米屋何
某翁

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／袋一括／袋・包紙付

竪継紙・(1通)

200612／930／ 4
o当寛政元酉年全百載成ル　当家本宅普請当年

百年ニ相成依之此度弥家運為長久祈祷於当家
前々より有之諸君致止福右二付広島伊予屋清
右衛門殿へ及書中一巻此内ニ入有之也

(寛政元). 6. 2 福寿院→伊予屋清右衛門様／
いよ屋清右衛門→米屋半三郎様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／袋一括／包紙付

切(継)紙・(2通)

200612／930／ 5
o〔書簡〕（米屋半三郎殿より申来候由御祈祷いた

し候儀につき）

(寛政元). 5.13 いよ屋清右衛門→米屋半三郎様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／袋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／930／ 6
o〔書簡〕（御祈祷の儀いまだ御答も無御座につ

き）

(寛政元).卯.20／閏 
6.25

伊予屋清右衛門→米屋半三郎
様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／袋一括／紙縒一括（包紙付2通・包紙付1通）

切継紙・(1括)

200612／930／ 7
o〔書簡〕（西福院へ御祈祷御頼成されたき儀につ

き）[ほか]

(寛政元). 6.29 伊よや清右衛門→米屋半三郎
様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／袋一括／包紙付（切紙1通付）

切継紙・(2通)

200612／930／ 8
o〔書簡〕（御祈祷両日御執行の儀につき）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紐(赤色)一括

括・ 1括

200612／931
〔吉井氏寿賀詩歌〕

谷志帥

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／ 1
o謝呈吉井君

照連寺

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／ 2
o呈　馬杉九十一翁　寿之字并和歌

塩谷氏貞敬

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／ 3
o賀の歌

菅豊篤　拝草

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙・帯紙付

竪紙・(1通)

200612／931／ 4
o呈上　寿詩壱篇

浥子

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／ 5
oことふき和歌

本庄喜史

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／ 6
o上（吉井氏某の寿齢を祝して）

笠井貞雄[ほか]

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）

竪紙・(5通)

200612／931／ 7
o宴　吉井氏亭弄杜鵑花[ほか]

福田忠直　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／ 8
o上　御賀

吉井豊智　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙・水引付

竪継紙・(1通)

200612／931／ 9
o寿歌

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

切紙・(1通)

200612／931／10
o発句（吉井当聰の御母公八十乃歳賀）
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木原元章

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／11
o祝吟（吉井氏の御三方年賀）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／12
o寿歌　一首（何某の御母公八十の御祝）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）

竪紙・(1通)

200612／931／13
o奉御寿　一葉

喜久屋徳右衛門

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／14
o祝吟之興歌

宝暦 5.春. 南維則　再拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／15
o上　寿詩一章（吉井当聰君四十二）

塩信篤　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）

竪紙・(1通)

200612／931／16
o〔塩信篤稿漢詩〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）

竪紙・(1通)

200612／931／17
o四月初二塩屋信義呈書

南維則（南鵬溟）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／18
o謹上　鄙作二首

隠岐清全　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）

竪紙・(1通)

200612／931／19
o賦竹契遐年寿吉井氏六七矣

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）

竪紙・(1通)

200612／931／20
o吉井氏の御主初午をむかへ給へ六十一を賀し

寿し侍る

貞敬

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／21
o為子の御許へ

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）

竪紙・(1通)

200612／931／22
o歌竹

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

切紙・(1通)

200612／931／23
oことふきのうた　一葉

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）

竪紙・(1通)

200612／931／24
oさわりなく八十に

安永 3. 2.

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）

包紙・(1枚)

200612／931／25
o広島竹原屋惣左衛門殿より参候押台肴箸包紙

ニ候処旅歌書来候二附包紙其儘差置候分

南鵬溟　稽首

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／26
o謹上　鄙詩一章

笠井貞雄　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／27
o寿詩

笠井貞雄　拝稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）

竪紙・(1通)

200612／931／28
o奉祝　吉井君太孺人八十寿

塩谷貞敬

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／931／29
oつゐふく　五首和歌
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天明 2. 3. 吉井半三郎当聰

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

横長・ 1冊

200612／932
手前皮之地蔵尊影覚書

寛保 2.霜. 2 憶誉　記

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

竪冊・ 1冊

200612／933
西方寺憶誉和尚夢之記　但円樹様御法名之儀有之

己巳(寛延 2ｶ).春.

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙･紙縒付

括・ 1括(1綴･1通)

200612／934
吉井氏二階神の棚二拾ヶ一之縮図　外ニ小図相添

寛政10. 2. 米屋半三郎

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／袋付

括・ 1括(3通)

200612／935
厳島高舞台寄進提燈はりかへ熊野最中様へ申上候
書状ひかへ等入置也

天明 4. 2.22 瑞誉光隆大姉　拝写

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／木箱付

折本・ 1冊

200612／936
仏説阿弥陀経　壱冊

天明 4. 2.22 吉井当聰　識

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／木箱付

竪紙・(1通)

200612／936／ 2
o〔吉井当聰書付〕

御師 久保与五郎大夫

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙・紙縒・木箱付

小皿(土器)・ 1括

200612／937
両宮御供直会（「両皇太神宮　御供御直会御塩」）吉
井半三郎様分

山県郡温井鍛冶や

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

折紙・ 1通

200612／938
上 賀章（吉井当聰米寿賀発句）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

一紙・ 1通

200612／939
呈 野句（「吉井氏の賀筵に祝し奉る」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

折紙・ 1通

200612／940
寿 興歌　一葉（「吉井氏何かし賀に寿心を」）

松崎員英

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

折紙・ 1通

200612／941
寿歌（「吉井氏の御母堂よねのことふきに」）

木原通名

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙・水引付

折紙・ 1通

200612／942
祝初老　大和歌（「対松争齢」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／包紙付

折紙・ 1括(3通)

200612／943
祝し 興和歌　三章

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

括・ 1括

200612／944
〔和歌（寿賀）〕

天瑞

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

短冊・(1通)

200612／944／ 1
o七十賀（和歌）

天瑞

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

短冊・(1通)

200612／944／ 2
o六十一賀（和歌）

天瑞

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

短冊・(1通)

200612／944／ 3
o八十八賀（和歌）

明石屋市左衛門

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／944／ 4
o奉御年賀祝　一笑（和歌）

尼ヶ崎生舟

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／944／ 5
o上 御寿（「奉御寿を祝し」）
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長兵衛

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／944／ 6
oのし 御祝儀（「吉井何かしの御年祝して」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／944／ 7
o御ことふき

石工長兵衛

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／944／ 8
o進上（「吉井氏何かし御年賀重畳の御歌えひす

うた二首申侍り奉る」）

計寛　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／944／ 9
o御祝儀（「吉井氏のよそし余りたまひて年の賀を

いわひたもふ」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／944／10
o賀乃歌[ほか]

当聰母

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙付1通

竪紙

200612／944／10- 1
o賀乃歌（「まさとし四十の賀を祝ひて」）

齊藤氏忠義

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙付1通

竪紙

200612／944／10- 2
o呈（「吉井氏の何かし四十余り乃賀をことふき

て」）

庸弥母

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙付1通

竪紙

200612／944／10- 3
o和歌一しゆ（「祝ひしておくりまいらせ候」）

為子

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙付1通

竪紙

200612／944／10- 4
o賀の歌（「対松争齢」）

豊英　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙付1通

切紙

200612／944／10- 5
o上（「吉井氏年賀に」）

藤原昌冬

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙付1通

短冊

200612／944／10- 6
o祝初老和歌（「対松争齢」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／944／10- 7
o年賀和歌（「吉井氏当聰年賀を祝して」）

正直

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙付1通

切紙

200612／944／10- 8
o年賀和歌（「よし井氏の人四十初度を賀して」）

回生軒

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／944／11
o奉寿祝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／944／12
o御祝吟

是候　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／944／13
oことふきの狂吟

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／944／14
o当聰五十春母人より被下候寿和歌

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／944／15
o昔に替らす神明のよそほひを祝して（和歌）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／一紙付

切紙・(1通)

200612／944／16
o当聰五十春塩谷氏より御送寿和歌
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慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙一括(3通)

短冊・(1括)

200612／944／17
o上　御年賀和歌　三葉

正多根

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／944／18
o狂吟　八十三歳翁林章

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／944／19
o〔和歌〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／944／20
o御寿春の笑艸（和歌）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／944／21
o〔和歌〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／944／22
o〔和歌・漢詩〕

林義之　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／944／22- 1
o右奉寿南厓上人四十二（漢詩）

通介　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙付1通

竪紙

200612／944／22- 2
oやまと歌一首

雪輔

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙付1通

切紙(罫紙)

200612／944／22- 3
o祝詞句

予州今治中村玄悦書

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙付1通

短冊

200612／944／22- 4
o祝吟（「吉井なにかしの主の若子ことし誕生を

祝し侍りて」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／944／22- 5
o〔和歌〕

高木好節

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／944／23
o奉賀詠草　一首

貞斎　拝上→呈上当聰雅伯　玉
床下

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／944／24
o寄竹祝（和歌）

貞冬

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／944／25
oのし 進上（「八十の年賀祝ふて歌よミて侍へ

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

一紙・(1通)

200612／944／26
o寄松祝（和歌）

助実屋虎松

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／944／27
o〔和歌〕

木原正直

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

短冊・(1通)

200612／944／28
o詠八旬賀和歌

豊庸　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付3通

短冊・(1括)

200612／944／29
o寿歌

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

括・ 1括

200612／945
〔和歌〕
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慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括(3通)

短冊・(1括)

200612／945／ 1
o賀（俳句）

青玉

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙・水引付

短冊・(1通)

200612／945／ 2
o寿吟（俳句）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／945／ 3
o吉井氏の別室にまねかれて（和歌）

梅居

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付3通

短冊・(1括)

200612／945／ 4
o賀（俳句）

松径　艸

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／945／ 5
o祝唫（「吉井氏の御親子三たり御年賀し給ふ

を」）

盛思

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／945／ 6
o上　御寿（俳句）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／945／ 7
o上（「御賀」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

短冊・(1通)

200612／945／ 8
o〔俳句〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙・帯紙付

短冊・(1通)

200612／945／ 9
o賀吟一葉（「竹原某氏六十一の年賀とて」）

庸弥

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／945／10
o御年賀祝テ（「初老賀」）

衣更 万屋伝右衛門

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／945／11
o吉井何某公の年賀をいわひ給ふ（俳句）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／945／12
o年賀を寿（和歌）

小谷屋勘六

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／945／13
o上（「数々の年賀を祝し奉りて」）

洞光堂

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／945／14
o上（「吉井君年頭の賀を祝し奉りて」）

竹原堂　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／945／15
o奉寿（俳句）

釣閑亭雪輔

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／945／16
o祝吟（吉井氏寿筵に書贈る俳句）

　　　.如月. 大二

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／945／17
o上　祝吟（「吉井何かし両君寿賀を祝ひ侍り候

而」）

米満津里

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／945／18
o寿（「吉井当敏の主年順乃春をむかへ齢をこゝに

賀して侍る」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／945／19
o〔寿歌〕
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烏川

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙・水引付1通

切紙

200612／945／19- 1
oことふき歌

　　　 正.吉 上市ゑひす町こんばや→本米屋
様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／945／19- 2
o日からよく年のくれに

石工長兵衛

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙付1通

短冊

200612／945／19- 3
o祝し上（「吉井氏の婚儀を祝し奉る」）

笠井雪輔　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／945／19- 4
o婚儀乃いわゐなと侍りける（俳句）

笠井雪輔　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／945／19- 5
o吉井氏乃御ぬしはつ春二日婚儀のひろめ侍

りけるその賀筵を祝し奉る（俳句）

一元舎方圭

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／945／19- 6
o寿吟（「吉井何某の婚儀幾久敷万歳楽」）（俳

句）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／945／19- 7
oことふきの狂唫　一葉

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

短冊・(2通)

200612／945／20
o御年賀いわい申此麁句上ケ申候乍恐加老女名

御祝申上候（俳句）

小野方圭

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／945／21
o寿吟　一元舎

下市三十郎

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

包紙・(1枚)

200612／945／22
o奉御寿（包紙）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／945／23
o吉井氏公乃中年の賀を寿て（俳句）

井蛙斎　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／945／24
o吉井先生の門を過るに召されて（俳句）

卯仲

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／945／25
o歳賀 ことさら初午の日なれはますます幸を寿て

（俳句）

吉井豊／直十郎

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙・水引・題箋付

短冊・(1通)

200612／945／26
o〔歳賀和歌一首〕

新庄村三助

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙・水引付

竪紙・(1通)

200612／945／27
o献　如月（「高堂母子御年賀を祝給ふ」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／945／28
o上 寿考（「吉井君の大母堂ことし八十の賀筵を

ひらき給ひけると聞侍りてことふきたてまつる」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／945／29
o〔船中御笑草（俳句）〕

高とし氏母

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／945／30
o上 祝吟

紫芝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

短冊・(1通)

200612／945／31
o野調一句
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偸安斎杜仙

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙・紙縒付

短冊・(1通)

200612／945／32
o賀詞

玄二

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

短冊・(1通)

200612／945／33
o年賀　一章

麦毫舎芦径

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

短冊・(1通)

200612／945／34
o賀（「何某乃年賀を祝し侍り」）

柳江

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

包紙・(1枚)

200612／945／35
o賀（包紙）

桃明亭有光

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

短冊・(1通)

200612／945／36
o賀章

東讃 葵丘

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

短冊・(1通)

200612／945／37
o賀 耳順

讃州白鳥 長束六郎治

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

短冊・(1通)

200612／945／38
o年賀の唫

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

括・ 1括

200612／946
〔寿詩〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／946／ 1
o本米屋御三人様御年賀をよろこんで（和歌）

斎藤順　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

切紙(罫紙)・(1通)

200612／946／ 2
o寿詩　一章（「奉賀吉井老翁七旬」）

艸香孝敏　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／946／ 3
o賀詞　一章

笠井貞雄義上　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／946／ 4
o寿詩一章（「吉井君六十有一華誕」）

杜多声阿　拝艸

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／

竪紙・(1通)

200612／946／ 5
o奉寿吉井君当聰六十有一

正伴　拝草

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／946／ 6
o呈　賀当聰雅伯四十初度

草香宣房　拝稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙(2枚)付

切紙・(1通)

200612／946／ 7
o寿詩　一篇（「吉井君寿宴」）

広陵斎貞固　拝／菅豊篤　拝草

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(2通)

200612／946／ 8
o呈（「奉寄吉井君」「代吉井氏和」）

正木惟堅　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／946／ 9
o呈 寿詩　一（「寿賀 吉井君七十初度」）

鵬溟　稽首／南維則　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／946／10
o謹上　吊詩一章

龍頭山主

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／946／11
o呈　寿詩一絶（「吉井君寿北堂八十初度」）

林義之

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／946／12
o上　寿詩ニ章（「為吉井君寿其大繻人八十初度

二首」）
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隆翰

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／946／13
o寿詩（「寿賀 吉井当君四十二」）

北山憲草藁

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

罫紙・(1通)

200612／946／14
o寿詩　ニ章（「為井君奉寿其尊母八十有八華

誕」）

寂英／不老山釈南崖　拝艸

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(2通)

200612／946／15
o愚章（「吉井何かしの妻身侍りけれハ」「吉井当

聰君悼内」）

井貞雄　拝艸

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／946／16
o呈上　賀章（「奉賀 吉井当君四十初度」）

筒齢　拝草

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／946／17
o奉復（「賡 吉井当聰雄方仲秋有感芳韵」）

不老山釈寂英　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／946／18
o賀詩一章

加藤鼎　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙・帯紙付

竪紙・(1通)

200612／946／19
o寿詞一章（「寿春 吉井北堂君八十」）

雲山野衲某甲　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／946／20
o改旦口号

菅豊篤　拝草

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙・帯紙付

竪紙・(1通)

200612／946／21
o呈上　寿詩壱篇（「奉寿 吉井君北堂八十八」）

木原正定　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙・帯紙付

竪紙・(1通)

200612／946／22
o寿詩一章（「吉井君寿筵」）

不老山釈南崖　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／946／23
o寿章　一篇（「吉井氏大母八十」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(3通)

200612／946／24
o八月既望泛舟到高崎精舎卒賦[ほか]

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(2通)

200612／946／25
o奉賀　拙詩一章（「奉賀 吉井君北堂八十」）

木原正直　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

切紙(罫紙)・(1通)

200612／946／26
o寿詩一章（「賀 吉井氏寿筵」）

　丙戌.春. 南維則　拝草

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

罫紙･竪紙・(2通)

200612／946／27
o晋上　賀詩一章（「春松篇奉賀 吉井氏某君高堂

八十」）

澤子英　拝／散人釈慈海　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(2通)

200612／946／28
o献　賀章（「賦鶴賀 吉井氏耳順」「賦竹賀 吉井氏

耳順寿」）

沙門敬誉　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／946／29
o賀（「賀 吉井当君四十初度」）

北山寧　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／946／30
o奉呈　追悼詩一首（「奉追悼 吉井君令室三回忌

辰」）

声阿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（上段）／紙紐一括

包紙・(1枚)

200612／946／31
o奉呈　拙詩一章（包紙）
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寿光院　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙付

折紙・ 1通

200612／947
上（吉井氏の妻なりたる人の世をはやふし給ふ二付
和歌書付）

寛延 4.10. 吉井当聰　書斎

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

竪冊・ 1冊

200612／948
〔安芸郡国府御両社之儀御尋被為成趣につき書付
写〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

竪冊・ 1冊

200612／949
浅野系図

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

横長・ 1冊

200612／950
伝聞書　但慥成趣迄扣置次第前後有之

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

横長・ 1冊

200612／951
遺言覚　但存付次第書出シ候故前後在之也

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

冊・ 1冊

200612／952
手向和歌　吉井氏妻為子瑞誉光隆大姉七々日追福
手向和歌三十首

明和 5. 6.

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

竪冊・ 1冊

200612／953
追善追悼詩歌誹

　　卯. 2. 下市年寄九左衛門・同並庄屋正
三郎→かも郡御番組衆中様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

横長・ 1冊

200612／954
ひかへ　此分本紙は半紙ニ而二月十四日広嶋へ飛
脚ニ而出ル　口上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

小竪冊・ 1冊

200612／955
瑞誉光隆大姉　結縁廻向巻数

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

小竪冊・ 1冊

200612／956
瑞誉光隆大姉　結縁廻向巻数

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

小竪冊・ 1冊

200612／957
手向和歌三十首　作者目録

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙付

折紙・ 1通

200612／958
称誉浄讃信士三十三回追善

河口応文　上／吉井正好　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括／包紙付

竪紙・ 1括(2通)

200612／959
追善（和歌）

安永 3.正.12 七郎右衛門→半三郎様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙一括／1通は包紙付

切紙・ 1括(2通)

200612／960
八十五歳老翁筆細字

里勢→かち殿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙一括

折紙･切紙・ 1括(2
通)

200612／961
〔和歌書付〕

　　子. 3.22

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙一括

折紙･切紙・ 1括(5
通)

200612／962
子三月廿二日紹新居士之一周忌追悼和歌発句

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙一括

短冊・ 1括(12通)

200612／963
八十八の賀　寄鶴祝

　　　  9.19 京御幸町六角下ル山田永治→
竹原米屋半三郎様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙付

切継紙・ 1通

200612／964
〔書簡〕（養命糖一箱進上につき）
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応文

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙付

切紙・ 1通

200612／965
いたミ（和歌）

享保 9.

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙付

折本・ 1冊

200612／966
享保九年辰光隆生候年暦自可部持参有之分

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

切継紙・ 1通

200612／967
曽祢の松を見に行折から姫路をいそき過るとて（和
歌）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

切継紙・ 1通

200612／968
俚句一章（御三回忌和歌）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙・紙縒一括

括・ 1括

200612／969
卯ノ正月十五日御死去妙心様より受納之御状有

　　　 12.21 みょうしん→米屋半三郎との

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙・紙縒一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／969／ 1
o〔書簡〕（そこもと皆無事にて御心安く思召につ

き）

　　　 12. 5 （わだや）めうしん→米屋半三郎
との

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙・紙縒一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／969／ 2
o〔書簡〕（皆々そろい候て無事のよし満足いたし

候につき）

　　　  9. 6 （わだや）めうしん→米屋半三郎
との

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙・紙縒一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／969／ 3
o〔書簡〕（いつれも御ふしニ御入候やと思いまいら

せ候につき）

　　　  9. 5 めうしん→米屋半三郎との

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙・紙縒一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／969／ 4
o〔書簡〕（御年忌詳しく書付御越候につき）

　　　 12. 6 恕信→米屋半三郎様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙付

切継紙・ 1通

200612／970
〔書簡〕（御袋様よりそば粉二袋贈下され候につき忝
奉存候）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括

折紙･切(継)紙･短
冊・ 1括(5通)

200612／971
〔和歌・漢詩〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

紙縒・ 1点

200612／972
〔紙縒〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括

括・ 1括

200612／973
〔和歌・俳句・漢詩〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括／包紙付

竪紙･切紙・(2通)

200612／973／ 1
o岡本大蔵様御自筆御詩作一枚 外ニ或人御和韵

一枚

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／973／ 2
o吉井氏乃ぬしの別野へまねかれて侍るに（和

歌）

釣閑亭雪輔

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／973／ 3
o吉井氏乃賀筵（俳句）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／973／ 4
o会吉井某高筵賦（漢詩）

笠井貞雄　拝（笠井正蔵→吉井
半三郎様）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／973／ 5
o吉井君見恋浪華三年酒賦奉謝
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慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／973／ 6
o明君の光澤を月と称し吉井某の一邑に撰れしを

祝て（俳句）

斎佗山（斎真乗　拝）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／973／ 7
o鄙詞一章（「吉井氏見恵牡丹固以為謝」）

加藤友徳　再拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括

竪冊・(1冊)

200612／973／ 8
o先生旧歳講大学今春将説論語因及此

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／973／ 9
o〔和歌書付〕

まさとし→こめや御ふた所殿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括／包紙付

竪紙・(2通)

200612／973／10
oすけのりのぬしとふらひまふて給ひて（和歌）

竹原笠井貞雄　敬拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／973／11
o寿詩一章（「加藤先生八十算誕」）

露齢

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／973／12
o即興（俳句）

笠井貞雄　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／973／13
o吉井誠意君登長生精舎賞紅葉有詩因次其高韻

奉贈

木原一要　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／973／14
o野詩一章（「呈上 吉井氏曽祖公百年忌」）

青雨／通江

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括包紙付

短冊・(2通)

200612／973／15
o任吟

蘭堂母　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括／包紙(2枚)付

折紙・(1通)

200612／973／16
o和歌一首（「親しき友かきのやをちの賀を寿き侍

りて」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

括・ 1括

200612／974
〔詩歌〕

明和 5. 4.

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括／紙縒付

竪紙・(4通)

200612／974／ 1
o与諸君過領吉井君宅卒賦[ほか]

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐付

竪紙・(3通)

200612／974／ 2
o忍道比丘御詩歌

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括／紙縒付

竪紙･包紙・(5通･1
枚)

200612／974／ 3
o夏日見招集[ほか]

　　丑. 5. 小池文左衛門・藤川次右衛門→
割庄屋作左衛門

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切継紙・(1通)

200612／974／ 4
o〔家々所持候日本之記録・日記類之書籍等目録

ニいたし差出し候様達書〕

正徳 4.

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括／包紙付

竪継紙（木版刷）・
(1通)

200612／974／ 5
o正徳四年甲午暦辰三郎生れ候歳分

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／974／ 6
o嚮所許借之詩集謄写

木原通名　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／974／ 7
o仲秋於竹原見月
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慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

括・ 1括

200612／975
〔詩歌〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切継紙・(1通)

200612／975／ 1
o奉納詩歌

木原正直　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

折紙・(1通)

200612／975／ 2
o謹賀　吉井氏之元服

滄洲　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／975／ 3
o上　奉贈（「奉賀 吉井某公被任市長」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／975／ 4
o入野村嘉兵衛発句

　　　  5.28 宗わ屋正蔵→米屋半三郎様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切継紙・(1通)

200612／975／ 5
o〔書簡〕（祝詩晋上仕候につき

葛西雄

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／975／ 6
o聞　吉井君避暑港口有此寄

井　貞雄　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／975／ 7
o応　吉井君佳招 卒賦

通名

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／975／ 8
o和歌六首

竹谷賀丈寵氏　拝具

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／975／ 9
o偶到州之竹原訪吉井氏之茅席上卒賦挙呈令嗣

某公

斎藤為徳

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／975／10
o吉井和篤公（「復吉井叟書」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／975／11
o寄再書和篤雅英

通名

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／975／12
o〔内藤氏綱女霊前に捧げ奉る詩〕

笠井貞雄　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／975／13
o呈上　吉井君玉案下

井　義上　拝草

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／975／14
o初夏吉井当君別荘有宴聞干時ニ而臥病因賦贈

一要　拝稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／975／15
o丁丑元日（漢詩）

正直　拝稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切継紙・(1通)

200612／975／16
o壬午元日（漢詩）

通名

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／975／17
o癸亥元日（漢詩）

白市屋保右衛門→米屋半三郎
様（包紙）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／975／18
o己酉試筆（和歌）
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相範

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／975／19
oミな月末つかた吉井氏のしめ給ふ塩浜の別荘に

まかりけるに（和歌）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括／芯付2通

竪紙・(1通)

200612／975／20
o春誉恕信上人辞世和歌

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

括・ 1括

200612／976
〔和歌・漢詩ほか〕

滄洲　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切継紙・(1通)

200612／976／ 1
o新歳作（漢詩）

滄洲　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／976／ 2
o野月（漢詩）

滄洲　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／976／ 3
o老師有旅行帰沈

木原正直　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／976／ 4
o癸亥元日（漢詩）

癸亥.春. 木原正直　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／976／ 5
o寅賀（漢詩）

一要　拝稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／976／ 6
o庚辰元日（漢詩）

笠井貞雄　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／976／ 7
o秋日奉贈葡萄於吉井老翁ニ詩以見謝依其玉韻

奉呈

吉井和篤　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切継紙・(1通)

200612／976／ 8
o新秋（漢詩）

保　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／976／ 9
o嗣　咊先生端午韻（漢詩）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(2通)

200612／976／10
o舟中即事（漢詩）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切継紙・(1通)

200612／976／11
o吉井源介詩作

　　　.仲春.

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／976／12
o復和篤年兄書

　　　  2.13 宗わ屋正蔵→米屋半三郎様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切継紙・(1通)

200612／976／13
o〔書簡〕（愚作指出候につき）

　　　  9.13 宗わ屋正蔵→米屋半三郎様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切継紙・(1通)

200612／976／14
o〔書簡〕（御老翁御自筆評御恵投の儀につき謝

礼）

道顕→半三郎様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／976／15
o〔書簡〕

歳暮.

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／976／16
o歳旦（和歌）
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慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／976／17
o〔和歌〕

教隆　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／976／18
o試筆（和歌）

明和 9. 7. 8

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪継紙・(1通)

200612／976／19
o明和九年辰七月八日広島屋彦十郎自分読歌自

筆ニ而調持参候分

木原通名

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／976／20
o粟嶋大明神御広前（和歌）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

短冊・(1綴)

200612／976／21
o〔和歌〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／976／22
o〔俳句〕

宝暦 7.令.吉 泰明斎字子信豊智　写之

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪継紙・(1通)

200612／976／23
o宮島八景

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

竪紙・(1通)

200612／976／24
o〔書付〕（「古乃ことハりに…」）

通昌　艸

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

折紙・(1通)

200612／976／25
o〔漢詩〕

十千　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙紐一括

切紙・(1通)

200612／976／26
o癸未新年（漢詩）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／銀杏の葉1枚入

竪冊・ 1冊

200612／977
〔和歌書付〕

為賢　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／包紙付

折紙・ 1冊

200612／978
追福和歌　五首（「瑞誉光隆大姉追福和歌五首」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

竪冊・ 1冊

200612／979
大学　鄭本・程本

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

竪冊・ 1冊

200612／980
つれゝゝ（和歌）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

竪冊・ 1冊

200612／981
〔瀬戸路吟句集〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

竪紙・ 1括(2通)

200612／982
〔書〕（「山中風景在秋暮…」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）

一紙・ 1通

200612／983
〔書〕（「秋南山寿」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／帯紙一括

括・ 1括(5通)

200612／984
〔雪輔俳句〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括（紙縒1点付）

括・ 1括

200612／985
〔漢詩ほか〕
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笠井貞雄　拝（笠井正蔵→吉井
幾三郎様）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括（紙縒1点付）／包紙付

一紙・(1通)

200612／985／ 1
o送 吉井生遊浪華（漢詩）

木原通昌　拝草

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括（紙縒1点付）

竪紙・(1通)

200612／985／ 2
o賦竹契遐年寿吉井氏六七矣（漢詩）

木原正直　拝稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括（紙縒1点付）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／985／ 3
o欽上（「欽奉呈 浄春居士之牌前」）（漢詩）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／紙縒一括（紙縒1点付）

折本・(1冊)

200612／985／ 4
o〔折本〕（「夫人ハ万物の霊にして天地の化育を

資く…」）

智峯

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

折紙・ 1通

200612／986
上 和歌一首（「浄和居士の五十年になり給ふによみ
ておくり侍る」）

豊英　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

折紙・ 1通

200612／987
悼（「清誉浄春居士は年来旧識乃親友なりしか…」）
（和歌）

連名　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

折紙・ 1通

200612／988
追悼（「奉悼 季父の病ひおもくなり給ひ療薬のしるしも
なくして…」）

卯仲　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／989
追善（「追福 清誉浄春居士三廻忌」）（俳句）

豊英　上／芦春

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙一括

竪紙･切紙・ 1括(2
通)

200612／990
追善（「覚誉円了信士の三十三回なりけれハ」）

通喬　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

短冊・ 1通

200612／991
追悼和歌　一葉

林義之　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙･帯紙付

竪紙・ 1通

200612／992
哭詩（「奉哭 吉井君令室」）（漢詩）

青玉　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙・紙縒付

切紙・ 1通

200612／993
追前（「みな月はしめのうち身まかり給ふける御ぬし
の追前とて送り奉りぬ」）（俳句）

保道　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

折紙・ 1通

200612／994
〔追善和歌〕（「吉井氏何かし身まかり給ひて」）

光ゼん　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／995
上 追善（「こうりう大し乃三回きになりたまふに」）

正直　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／紙縒付

折紙・ 1通

200612／996
浄春尊霊乃前にたてまつる（和歌）

通喬妻浥子

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括

竪継紙・ 1通

200612／997
〔首夏風・新樹・暁郭公ほか和歌書付〕

笠井貞雄　敬拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／998
奉 哭詩一章（「奉哭 吉井君令室」）（漢詩）

西河　拝（道海　拝）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／999
奉弔 覚与円了君性三十三回 一首（漢詩）
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通喬，浥子

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙(2枚)付（切紙1通･一紙付）

切紙・ 1通

200612／1000
追善和歌（「光隆大姉三十三回忌」）

為子

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／1001
〔和歌書付〕（「浄春居士の十とせ余り…」）

当聰母

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／1002
〔和歌書付〕（「浄春居士身まかり給ひて」）

風一

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙・紙縒付

切紙・ 1通

200612／1003
追善（俳句）

青玉

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／1004
追善之吟（俳句）

金若や母

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／1005
和歌一首

雪輔　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／1006
追福（俳句）

藤鼎　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／1007
野詩一律

菅豊篤　拝子

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1括(2通)

200612／1008
呈上 野詩一篇

応文

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／1009
追善（和歌）

当聰　拝稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／1010
奉円了尊君野詩一章（漢詩）

当聰母

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／1011
五十回忌追福和歌

正伴　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／1012
追福（円了大歌の五十年回に読て奉る）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括

切継紙・ 1通

200612／1013
福王寺有感（漢詩・和歌）

塩谷氏貞敬

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／1014
覚誉居士 五十回忌追悼和歌

相範

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙一括

竪紙・ 1括(2通)

200612／1015
御返し二折（和歌）

種心　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

切継紙・ 1通

200612／1016
〔和歌書付〕（「吉井氏の何かし身まかり給ひけるころ
とふらひ侍りて」）

雪輔　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙・紙縒付

切紙・ 1通

200612／1017
上悼（「光隆大姉の百十回なりけるに」）（俳句）

滄洲　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／1018
追悼（吉井某公息女幼而死也）

青玉

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／1019
上 追福の誹諧（吉井かぬしの室世をはよふし給ふ）
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通喬妻

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

短冊・ 1通

200612／1020
手向和歌

貞礎　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙・紙縒付

切紙・ 1通

200612／1021
上 追悼狂歌（吉井氏乃室世を辞し給ふを）

通江

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括

竪紙・ 1通

200612／1022
ミとせにあたりける日妹乃はかにまふて（和歌）

菅豊篤　拝草

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙・帯紙付

竪紙・ 1通

200612／1023
野詩壱章（｢奉追悼 吉井当聰君令室三回忌｣）

浥子

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括

竪紙・ 1通

200612／1024
〔和歌書付〕（「ありし世のめくみをおもへは」）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／1025
野章一篇（「追贈」）

花笑　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／1026
上 追善（「吉井氏の妻なりける御人…」）

豊庸　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／1027
追福和歌（「覚誉円了君の三十三回なりけれハ…」）

菅豊篤　拝草

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／1028
哭詩一篇（「奉弔慰 吉井当聰君令室」）

為子

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／1029
追悼和歌

教隆　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

折紙・ 1通

200612／1030
恵美寿うた

其日庵　拝草

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

横長・ 1冊

200612／1031
奉 誹諧歌仙

道海　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／1032
なき人のあひせし蓮乃咲けるを見侍りて（和歌）

智峯　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括

切紙・ 1通

200612／1033
〔和歌書付〕（「師走廿日はかりのころ…」）

癸亥.秋.朔

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／1034
奉呈 覚誉円了子巌堂迎三十三回忌追悼而霊前（漢
詩）

　　　 10. 5 角や正三郎→米や半三郎様

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括

切紙・ 1通

200612／1035
〔書簡〕（御亡婦様御存生には和歌御好被成候御事）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／986～1036紐一括

竪紙・ 1通

200612／1036
〔和歌書付〕（「としの暮に智峯老の許より…」）

安永 6. 5. 菊屋徳右衛門

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

竪紙・ 1通

200612／1037
安永六年酉五月菊屋徳右衛門作意（和歌）

紀州藤代鍋屋伝蔵

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

竪継紙・ 1通

200612／1038
紀州藤代鍋屋伝蔵殿発句并狂歌

紀州鍋屋伝蔵

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

竪紙・ 1通

200612／1039
紀州鍋屋伝蔵殿狂歌発句
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慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切継紙・ 1通

200612／1040
枝柿三十一人乃もとへ遣スとて（和歌）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切継紙・ 1通

200612／1041
灸きらひの御医師の点をし給ひて（和歌）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1042
己未のとし歳旦（和歌）

宝暦 6.正.24

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

竪紙・ 1通

200612／1043
宝暦六年正月廿四日禁裏御会初万民祝御製（和歌）

雄潤　上

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1044
初雪（和歌）

通俱

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括／包紙付

切継紙・ 1通

200612／1045
十五首（和歌）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～紐一括

切紙・ 1通

200612／1046
御製（和歌）

元文 3.春.

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1047
閑中春雨（和歌）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1048
〔当今様当夏之頃初而御製和歌〕

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1049
遠郭公 [ほか]

房女

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切継紙・ 1通

200612／1050
辞世（和歌）

原九十郎妻

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

竪紙・ 1通

200612／1051
柳露（和歌）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

罫紙・ 1通

200612／1052
送吉井生之京

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

竪紙・ 1通

200612／1053
冬至（漢詩）

斎為徳→吉井兄

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1054
〔書簡〕（漢文）

架梁　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1055
九月十三夜 卒興

十千　拝稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1056
癸亥 元旦（漢詩）

滋冬　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1057
歳旦（漢詩）

植田久平成巳　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切継紙・ 1通

200612／1058
丁巳元旦（漢詩）

多田豊英　拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1059
重陽（漢詩）
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某　稿拝

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

竪紙・ 1通

200612／1060
再和謝　某公高韻

三純　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1061
除夜

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1062
〔漢詩〕

植田成之　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1063
丁巳元日（漢詩）

十千　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1064
丁巳元旦（漢詩）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切継紙・ 1通

200612／1065
歳旦（漢詩）

冬嶺[ほか]

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

折紙・ 1通

200612／1066
中秋月[ほか]

南安敬

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1067
穐夜寓懐寄和篤子

楓乗軒昨来　草稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／1068
奉応 一絶（「謹和元韻奉謝」）

崎 員英　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

竪紙・ 1通

200612／1069
辛卯新年（漢詩）

豊英　稿

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1070
吉井氏端午芳韵

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1071
五日要軽葛（漢詩）

成章　謹記

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

折紙・ 1通

200612／1072
編述并訓点

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1073
〔漢詩〕

坂暁湖　拝具

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／1074
呈 吉井和篤詞伯（漢詩）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1075
丑乃歳暮に竹原の長者乃許をいとま乞して（俳句）

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切紙・ 1通

200612／1076
海山を帰し友の御事（俳句）

芸州御手洗和気屋与右衛門

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

切継紙・ 1通

200612／1077
題 帆馴松

安永10. 5. 角屋三郎左衛門

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括／包紙付

切紙・ 1通

200612／1078
安永十年丑五月角屋三郎左衛門殿発句

滄洲　艸[ほか]

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括／紙縒一括

切(継)紙・ 1括(4
通)

200612／1079
雨中崎高楼賦[ほか]
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慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括／包紙付

折紙・ 1通

200612／1080
新庄謡曲舞

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

竪冊・ 1冊

200612／1081
謡番組次第

慳貪(｢27｣「古文書目録要再検討」)一括（中段）／1037～1082紐一括

竪冊・ 1冊

200612／1082
冨士山

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙一括

括・ 1括

200612／1083
当夏辰之分　芸古謡書付

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）

折紙・(1通)

200612／1083／ 1
o藤栄・鞠

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）

折紙・(1通)

200612／1083／ 2
o謳之覚

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）

切紙・(1通)

200612／1083／ 3
o鷺

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）

折紙・(1通)

200612／1083／ 4
o皇帝・玉川・玉乃井・西王母

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）

切継紙・(1通)

200612／1083／ 5
o田村[ほか]

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）

切紙・(1通)

200612／1083／ 6
o別シテ出位聞可申上事

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）

竪紙・(1通)

200612／1083／ 7
o京落葉

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）

切紙・(1通)

200612／1083／ 8
o〔「さゝきの源蔵」〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）

切紙・(1通)

200612／1083／ 9
o〔「おとろきあくね」〕

安永 7.正.吉 田中伝吉知章

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙一括／2通

切紙・(1括)

200612／1083／10
o定家一字題・近江八景　蘭曲

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙付

竪紙・(1通)

200612／1083／11
o橘謡（「花橘」）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙一括

括・ 1括(11通+白
紙)

200612／1084
或問 大学聞書

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

括・ 1括

200612／1085
〔小学講習書〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／ 1
o小学外篇聞書　二坐ノ講習

　　　  8. 2

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／ 2
o書物一坐分　八月二日之御講釈

　　　  9. 6

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／ 3
o小学外篇二坐　木原氏之モ見合　九月六日講習
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／ 4
o聞書一座分

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／ 5
o小学講習　三座之下書

　　　 11. 2

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／ 6
o小学講習書　三座ノ外篇　十一月二日

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横長・(1冊)

200612／1085／ 7
o小外篇一坐

　　　 11.14

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／ 8
o霜月十四日

　　　 11.21

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／ 9
o小外篇一坐分　霜月廿一日講習之也

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／10
o小学外篇二坐分

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／11
o小学外篇一坐分

　　　 12. 5

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／12
o小外篇一坐分　十二月五日講習甲歳終

享保14. 2. 9

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横長・(1冊)

200612／1085／13
o享保十四年巳二月九日講習始マリ

享保14. 1.10

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／14
o聞書一坐分　己酉之歳初十日講習下書承ル

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／15
o小学講釈聴書　一坐分

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／16
o二坐分

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／17
o二坐分

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横長・(1冊)

200612／1085／18
o一坐

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／19
o聞書一坐分

享保14. 3.14

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1085／20
o享保拾四歳酉ノ三月十四日御講談小学終り

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）

竪冊・ 1冊

200612／1086
題伯夷叩馬図

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

括・ 1括

200612／1087
〔大学章句・大学講習書〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1087／ 1
o大学序分　壱坐分二坐〆畢
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1087／ 2
o大学章句　壱坐分二坐　一坐分序

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横半・(1冊)

200612／1087／ 3
o大学朱熹章句　二坐分

享保14. 9.18

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横長・(1冊)

200612／1087／ 4
o此謂　程子曰衍文也　享保己酉季秋十八日

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横長・(1冊)

200612／1087／ 5
o〔大学章句〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横長・(1冊)

200612／1087／ 6
o大学章句講談　二坐分

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1087／ 7
o自大学道至厚未之者也

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1087／ 8
o或問云曰

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横長・(1冊)

200612／1087／ 9
o大学講習書　十四日迄ニ終

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括

横長・(1冊)

200612／1087／10
o八坐分

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒一括／7通

折紙・(1括)

200612／1087／11
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

括・ 1括

200612／1088
聞書集

　　　 10. 6

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／  1
o大学講議　章句或問共・同討論共

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／  2
o孔子曰君子之事親

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

切紙・(1通)

200612／1088／  3
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1088／  4
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／  5
o孟子曰無

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1088／  6
o討論　冠義曰

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／  7
o近思録講義　巻之十四・討論共

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／  8
o善行第六

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／  9
o近思録巻之十三十四講議討論共
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／ 10
o大学講議　章句或問

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 11
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 12
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1088／ 13
o八月八日　孟子曰雞鳴

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／5通

折紙・(1括)

200612／1088／ 14
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／7通

折紙・(1括)

200612／1088／ 15
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

切紙・(1通)

200612／1088／ 16
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 17
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 18
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 19
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 20
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 21
o討論書付

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 22
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 23
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 24
o討論

　　　  8. 6

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1088／ 25
o八月六日　小学　趙襄子

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 26
o討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 27
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1088／ 28
o小学　文王之

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 29
o討論
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 30
o〔断簡〕

　　　  8.26

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 31
o八月廿六日　明道程先生曰

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 32
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 33
o〔断簡〕

　　　  7. 3

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 34
o七月三日　討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 35
o敬

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 36
o恕苟子

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 37
o討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 38
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 39
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／7通

折紙・(1括)

200612／1088／ 40
o孟子説学門

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 41
o〔断簡〕

　　　  7. 5

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／ 42
o七月五日講議　賀孫説云云

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 43
o討論

　　　  8.20

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／ 44
o八月廿日　盡心章句下

　　　 10. 2

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／ 45
o子之歳季秋仍私用出府折節有假出講

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1088／ 46
o章句　所謂

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 47
o〔断簡〕

　　　  8.24

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1088／ 48
o八月廿四日　孟子曰身不行道

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 49
o〔断簡〕
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／ 50
o大学　子程子

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 51
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 52
o討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 53
o其在祖中

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 54
o鳴呼孺子

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1088／ 55
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 56
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 57
o討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 58
o討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 59
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1088／ 60
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 61
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／ 62
o呂舎人

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 63
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 64
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 65
o問（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 66
o討論　明道程先生

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1088／ 67
o司馬温公曰

　　　  6. 4

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1088／ 68
o六月四日　一、箪食

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 69
o〔断簡〕

313



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／6通

折紙・(1括)

200612／1088／ 70
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 71
o〔断簡〕

　　　 　 16

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1088／ 72
o十六日　討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 73
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 74
o〔断簡〕

　　　 10.25

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

竪紙・(1括)

200612／1088／ 75
o討論　十月廿五日

　　　  2. 9

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 76
o二月九日　講習　江革少

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 77
o孟子曰雞鳴　是より討論

　　　  7. 2

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1088／ 78
o七月二日　孟子曰古之賢王之云

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 79
o稽　討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1088／ 80
o柳玭曰

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 81
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 82
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／6通

折紙・(1括)

200612／1088／ 83
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 84
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 85
o〔断簡〕

　　　  6.26

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 86
o六月廿六日　小学　虞舜

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 87
o討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 88
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 89
o〔断簡〕
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 90
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1088／ 91
o曰古

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 92
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 93
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 94
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 95
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 96
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／ 97
o自分不審覚

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／ 98
o古之

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1088／ 99
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1088／100
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／13
通

折紙・(1括)

200612／1088／101
o計倫書

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／102
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／103
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1088／104
o公都子曰

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1088／105
o句読事

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／106
o大学講議　章句或問共

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／107
o近思録講議　討論共

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／108
o書絶ノ呂刑ノ十一枚メノヲモテニ入レ有

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／109
o〔断簡〕
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／110
o費誓内

　　　  8. 2

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／111
o八月二日　孟子曰舜之

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／112
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／113
o孟子曰

　　　  8. 4

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／114
o討論　八月八日盡心章句上

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／115
o二巻之終

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／116
o豊顕者

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

竪紙・(1通)

200612／1088／117
o〔断簡〕

　　　  3.18

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1088／118
o三月十八日　近思録　横渠先生曰

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／5通

折紙・(1括)

200612／1088／119
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／5通

折紙・(1括)

200612／1088／120
o〔断簡〕

　　　 11.23

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／5通

折紙・(1括)

200612／1088／121
o十一月廿三日　蜚卿

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／122
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／8通

折紙・(1括)

200612／1088／123
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1088／124
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1088／125
o誠（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1088／126
o小学（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1088／127
o討論（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／128
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／129
o〔断簡〕
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／6通

折紙・(1括)

200612／1088／130
o元興問（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1088／131
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／132
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／133
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／134
o今之（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／135
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／136
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／137
o孟子講曰

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1088／138
o〔断簡〕

　　　  8.17

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／139
o討論　八月十七日

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／140
o君子ノ曰

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／141
o孟子（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／6通

折紙・(1括)

200612／1088／142
o討云邦畿千里

　　　 10. 3

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／143
o討論　十月三日之講習

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／144
o伊川（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／145
o以語ノ一矣

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／146
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／147
o討論

　　　  9.22

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／148
o司馬温公　九月廿二日

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1088／149
o〔断簡〕
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　　　  8. 8

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／150
o八月八日　討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／151
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1088／152
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

括・ 1括

200612／1089
聞書集

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／  1
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／  2
o〔断簡〕

　　　 10.26

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1089／  3
o十月廿六日　父母之喪

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1089／  4
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／  5
o討論

　　　  8.26

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／  6
o八月廿六日　小学外篇始外

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／  7
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／  8
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

竪紙・(1括)

200612／1089／  9
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 10
o討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 11
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／ 12
o近（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 13
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1089／ 14
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 15
o曲禮曰

　　　  8. 4

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1089／ 16
o八月四日　孟子曰君子有三楽
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　　　  6.20

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1089／ 17
o六月廿日　魯欲使慎子為将軍

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／ 18
o討論

　　　  2.14

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／7通

折紙・(1括)

200612／1089／ 19
o二月十四日　在物

　　　  9. 4

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横半・(1冊)

200612／1089／ 20
o九月四日　子学曰逃墨必

　　　  9.14

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1089／ 21
o九月十四日　孟子曰自范之斉

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 22
o討論　魯

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／5通

折紙・(1括)

200612／1089／ 23
o曰　程子之

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 24
o問（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1089／ 25
o大学或問　初ヨリ

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1089／ 26
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／ 27
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 28
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／ 29
o凡（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1089／ 30
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／ 31
o問第倫

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／ 32
o横渠先生

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1089／ 33
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／1通

折紙・(1通)

200612／1089／ 34
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 35
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 36
o〔断簡〕

319



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

　　　  9. 2

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／5通

折紙・(1括)

200612／1089／ 37
o九月二日　馬援兄[ほか]

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／5通

折紙・(1括)

200612／1089／ 38
o萬立甲曰散問

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1089／ 39
o近思録八之十二講議

　　　  9.

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 40
o九月　萬

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1089／ 41
o或問（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 42
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 43
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1089／ 44
o小学蒙養集講議

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1089／ 45
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 46
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 47
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 48
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 49
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 50
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 51
o〔断簡〕

　　　  7. 2

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1089／ 52
o七月二日　孟子曰曽子養之云

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 53
o視威也　討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 54
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 55
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1089／ 56
o康節

320



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 57
o〔断簡〕

　　　  8. 2

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1089／ 58
o八月二日　箕子者

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／8通

折紙・(1括)

200612／1089／ 59
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 60
o討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 61
o〔断簡〕

　　　  8.14

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／ 62
o八月十四日　伯夷

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 63
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 64
o〔断簡〕

　　　  9.17

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 65
o討論　九月十七日

　　　  7. 6

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1089／ 66
o公明宣学　七月六日

　　　  8.10

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1089／ 67
o八月十日　孟

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1089／ 68
o小学講議討論書

　　　 霜. 3

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1089／ 69
o霜月廿三日　討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 70
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 71
o伊川

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 72
o小学如就芝蘭

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／ 73
o〔断簡〕

享保14. 4.22

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1089／ 74
o享保十四年己酉四月廿二日

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 75
o王曰公序

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 76
o〔断簡〕
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／6通

折紙・(1括)

200612／1089／ 77
o〔断簡〕

　　　  8. 6

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／6通

折紙・(1括)

200612／1089／ 78
o八月六日　孟子之巻

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 79
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／ 80
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

竪紙・(1括)

200612／1089／ 81
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 82
o孟子（断簡）

　　戌. 5.10

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1089／ 83
o戌五月十日孩提之童之云

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 84
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 85
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 86
o討論　孟子曰逃墨

　　　  9. 6

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／ 87
o九月六日　孟子曰人皆有所不忍

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 88
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 89
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 90
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1089／ 91
o萬草

　　　 11. 3

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

竪紙・(1通)

200612／1089／ 92
o討論　十一月三日

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 93
o〔断簡〕

　　　  8.20

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／6通

折紙・(1括)

200612／1089／ 94
o八月廿二日　孟子曰有人

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／ 95
o曰程子

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／5通

折紙・(1括)

200612／1089／ 96
o〔断簡〕
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　　　  9.16

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1089／ 97
o九月十六日　曽哲

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 98
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／ 99
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／100
o子曰（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／101
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／6通

折紙・(1括)

200612／1089／102
o或問此

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

竪紙・(1通)

200612／1089／103
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／104
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／105
o曰然則

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／3通

折紙・(1括)

200612／1089／106
o或問

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／107
o或問之討論

　　　 　 26

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1089／108
o或　廿六日

　　　 10. 3

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／109
o十月三日討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1089／110
o所謂

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1089／111
o討論

　　　  9. 2

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1089／112
o九月二日　斉

　　　 　 26

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1089／113
o所謂　廿六日

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／114
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／115
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／4通

折紙・(1括)

200612／1089／116
o大学或問ヨリ　曰然則此篇所謂
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／117
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／118
o右伝三八章（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／119
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／120
o或問討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／121
o鬼林好　古之

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／122
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／2通

折紙・(1括)

200612／1089／123
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／124
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／125
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／15
通

折紙・(1括)

200612／1089／126
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1089／127
o蜚郷

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／6通

折紙・(1括)

200612／1089／128
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／129
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／130
o〔断簡〕（自虞舜父…）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／3通

折紙・(1括)

200612／1089／131
o〔断簡〕

　　　  8.10

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／132
o公父文伯之母

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／133
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／134
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括／7通

折紙・(1括)

200612／1089／135
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／136
o問（断簡）
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1089／137
o便ノ討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒・包紙一括

竪紙・(1通)

200612／1089／138
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

括・ 1括

200612／1090
聞書

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

横半・(1冊)

200612／1090／ 1
o小学討論書　自序至立教第一

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

横半・(1冊)

200612／1090／ 2
o小学講義討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

横半・(1冊)

200612／1090／ 3
o〔白紙〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／11通

折紙・(1括)

200612／1090／ 4
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／ 5
o討論　近思録

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／ 6
o討論　自多聞

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／ 7
o討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／ 8
o準（断簡）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／ 9
o〔断簡〕

　　　  3.22

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／10
o自横渠先生作訂顧討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／11
o〔断簡〕

　　　  4.25

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1090／12
o大学序ヨリ辰金好鬼源林十吾

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／3通

折紙・(1括)

200612／1090／13
o治體

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／3通

折紙・(1括)

200612／1090／14
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／15
o討論　談論

　　　  9. 6

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1090／16
o曰　壬九月六日
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

一紙・(1通)

200612／1090／17
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／5通

折紙・(1括)

200612／1090／18
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／19
o討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／20
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／21
o討論　供養

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／22
o近思録　為学

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／23
o問　便書文章問

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

横半・(1冊)

200612／1090／24
o白圭曰吾欲二十而之

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／2通

折紙・(1括)

200612／1090／25
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／26
o討論　范魯公質

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／27
o敬身第三

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／28
o討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／29
o理会

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／30
o大水湯之吟　古風二十六韻

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／31
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／32
o況

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／33
o廿八日討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／34
o討論 司馬温公曰

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／35
o蓋書
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／36
o四書序考ヌキガキ 大学章句序

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／37
o二　過言

享保14.

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／38
o享保十四年　翻訳名義抄

　　　  9.12

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／39
o九月十二日　孟子曰堯舜

　　　  2.12

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／40
o二月十二日　剥之為卦

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／3通

折紙・(1通)

200612／1090／41
o討論書 下安シ

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／42
o及第

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／43
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／44
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／45
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通）

200612／1090／46
o討論　咬得菜根

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通）

200612／1090／47
o討論　辰喜金鬼源林十

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／2通

折紙・(1通)

200612／1090／48
o討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／49
o討論聞

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／50
o弐　討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／51
o討論　辰金源林

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／52
o孟子曰

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／53
o討論　下書

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／54
o討倫
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　　　 11. 9

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／4通

折紙・(1通)

200612／1090／55
o明倫 問小学明倫　十一月九日　蒙養集会

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／56
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／57
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／58
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／3通

折紙・(1通)

200612／1090／59
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

横長・(1冊)

200612／1090／60
o柳公

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／61
o討論

　　　  3.24

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／2通

折紙・(1通)

200612／1090／62
o近思録　三月廿四日　多聞

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／2通

折紙・(1通)

200612／1090／63
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／64
o討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／65
o仏法ノ日本エ渡り…

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／66
o迎春

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／67
o外藩節慶使ナリ

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／68
o〔断簡〕

　　　  6.24

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／3通

折紙・(1通)

200612／1090／69
o六月廿四日　魯欲使楽王子為政

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／70
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

一紙・(1通)

200612／1090／71
o文字云左輔右弼

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／72
o〔断簡〕

　　　 12. 5

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／4通

折紙・(1通)

200612／1090／73
o十二月五日　蒙養集
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／74
o第五倫

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／75
o苟

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／76
o家道ノ討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／3通

折紙・(1通)

200612／1090／77
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／78
o討論

　　　  2.16

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／2通

折紙・(1通)

200612／1090／79
o二月十六日　生之謂性

　　　  9.22

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／80
o九月廿二日ノ御講釈之講習　討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／5通

折紙・(1通)

200612／1090／81
o参也

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／82
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／4通

折紙・(1通)

200612／1090／83
o伊川先生

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／2通

折紙・(1通)

200612／1090／84
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／5通

折紙・(1通)

200612／1090／85
o明道先生曰修辞

　　　  3. 5

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／86
o三月五日

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／87
o制

　　　 　 24

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／3通

折紙・(1通)

200612／1090／88
o廿四日　討論　自明道先生曰云云

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／89
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／90
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／91
o〔断簡〕（コレガ太平記ニアル…）

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／92
o〔断簡〕（善十ヲ云文…）
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／13通

竪紙･切紙・(1通)

200612／1090／93
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

折紙・(1通)

200612／1090／94
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括
／2通

竪紙・(1通)

200612／1090／95
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／紙縒(2点)・包紙一括

竪紙・(1通)

200612／1090／96
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

括・ 1括

200612／1091
近思録　三之五　庚戌之■致置分

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

折紙・(1通)

200612／1091／ 1
o討論　自罪己

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

折紙・(1通)

200612／1091／ 2
o討論　自克己初

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／2通

折紙・(1通)

200612／1091／ 3
o夫　不正節

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／6通

折紙・(1通)

200612／1091／ 4
o克己

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／3通

折紙・(1通)

200612／1091／ 5
o人而無

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

折紙・(1通)

200612／1091／ 6
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／3通

折紙・(1通)

200612／1091／ 7
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

切紙・(1通)

200612／1091／ 8
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

折紙・(1通)

200612／1091／ 9
o至　清時

享保14. 米屋辰三郎

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／4通

折紙･切紙・(1通)

200612／1091／10
oクヒ[　]

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／5通

折紙・(1通)

200612／1091／11
o己ガエキノ文言ニ…

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／3通

折紙・(1通)

200612／1091／12
o人於夢寝間　近思録二

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

折紙・(1通)

200612／1091／13
o大率

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

折紙・(1通)

200612／1091／14
o孳孳
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

折紙・(1通)

200612／1091／15
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／2通

折紙・(1通)

200612／1091／16
o横渠

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／2通

折紙・(1通)

200612／1091／17
o近思録巻之四　存養凡七十條

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／2通

折紙・(1通)

200612／1091／18
o討論　自敬而無失

　　　 卯.20

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／2通

折紙・(1通)

200612／1091／19
o討論　自横渠先生曰序卦

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／3通

折紙・(1通)

200612／1091／20
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／4通

折紙・(1通)

200612／1091／21
o舜孳

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／2通

折紙・(1通)

200612／1091／22
o討論　自伊川先生春秋伝

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／3通

折紙・(1通)

200612／1091／23
o小学内篇

　　　  4.14

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

折紙・(1通)

200612／1091／24
o討論　自知時識

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／4通

折紙・(1通)

200612／1091／25
o伊川先生易伝

　　　  4.10

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／2通

折紙・(1通)

200612／1091／26
o討論　自学者当以論語

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／3通

折紙・(1通)

200612／1091／27
o〔断簡〕

　　　  4. 6

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／2通

折紙・(1通)

200612／1091／28
o四月六日討論　自伊川先生曰凡看文

　　　  4. 4

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／3通

折紙・(1通)

200612／1091／29
o四月四日　伊川先生

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／4通

折紙・(1通)

200612／1091／30
o自今人　将来涵養

　　　  4. 4

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／3通

折紙・(1通)

200612／1091／31
o四月四日討論　自横渠先生答笵巽之曰

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／4通

折紙・(1通)

200612／1091／32
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

折紙・(1通)

200612／1091／33
o天下国家

　　　  5.12

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

折紙・(1通)

200612／1091／34
o討論　五月十二日　自明
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慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／3通

竪紙・(1通)

200612／1091／35
o〔断簡〕

　　　  4. 2

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／5通

折紙・(1通)

200612／1091／36
o討論　四月二日　自問忠信進徳之事固可勉強

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／4通

折紙・(1通)

200612／1091／37
o〔断簡〕

　　　  3.29

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／2通

折紙・(1通)

200612／1091／38
o三月二十九日　近思録巻之三　初ヨリ　討論

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／2通

折紙・(1通)

200612／1091／39
o近思録巻之三

　　　  4.12

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

折紙・(1通)

200612／1091／40
o討論　自伊川先生易伝序曰　四月十二日

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／2通

折紙・(1通)

200612／1091／41
o知時　大畜

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／3通

折紙・(1通)

200612／1091／42
o敬

　　　  4.12

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／3通

折紙・(1通)

200612／1091／43
o四月十二日　呂與叔嘗言

　　　  4.24

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括

折紙・(1通)

200612／1091／44
o卯月廿四日　討論　自存養

　　　  4.18

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／2通

折紙・(1通)

200612／1091／45
o討論　四月十八日　自詩書載通

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／3通

折紙・(1通)

200612／1091／46
o〔断簡〕

慳貪(｢当聰自作之分不残此引出シニ入｣「2」「古文書目録要再検討」「古文書目録作製済」)一括（下段）／包紙・紐一括／2通

竪紙・(1通)

200612／1091／47
o討論

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙・紙縒一括

括・ 1括

200612／1092
浄讃様浄和様円了様　御名乗御書判勘考之書数通
入

明暦 3.正.

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙・紙縒一括／
包紙付2通

括・(1括)

200612／1092／ 1
o又三郎様御書判手未分明勘考書弐通

延宝 6.／元禄 9. 2.

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙・紙縒一括／
包紙付2通

折紙・(1括)

200612／1092／ 2
o浄和様御名乗御書判勘考書弐通

元禄15. 3.

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙・紙縒一括／
包紙付

切紙・(1通)

200612／1092／ 3
o竹原ニ而 巳ノ歳御判形　五郎三郎様御書判

吉井和篤

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙・紙縒一括／
包紙付

一紙・(1通)

200612／1092／ 4
o当家祖吉井之御紋斯内入也　余聴伝而彫セ置

者也
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元禄 9.正. 吉井正盛

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙・紙縒一括／
包紙付

折紙・(1通)

200612／1092／ 5
o上　五郎三郎

享保16.

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙・紙縒一括／
包紙・紙縒付

一紙・(1通)

200612／1092／ 6
o乾坤のし　御判像

享保10.正.

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙・紙縒一括／
包紙・紙縒付2点

印判・(1括)

200612／1092／ 7
o古印判重昌 小文字・レイ字都合弐つ有

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括

括・ 1括

200612／1093
〔御紙面写〕

宝暦13.極.晦

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／紙縒一
括(包紙付2通)

括・(1括)

200612／1093／ 1
o御褒美御差紙御本紙壱枚御紙面写し壱通[ほ

か]

延享 4. 2. 6 小池文左衛門・藤川次右衛門→
下市村年寄半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙・
紙縒一括（2通）

切紙・(1括)

200612／1093／ 2
o延享四年卯二月六日被仰渡候御紙面（御巡見

衆御通りの節御用精勤につき金百疋下置）

寛延 3. 9.21 小池文左衛門・大柿好左衛門・
吉岡平馬→下市村米屋半三郎
／賀茂郡御役所→下市村年寄
半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括（包紙付2通･1通）

括・(1括)

200612／1093／ 3
o拙者御本役被仰付候御紙面并先達而参候御紙

面とも（年寄本役申付候ニ付）

明和 5. 2.16 金子九太夫・酒川助次郎→年寄
半三郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括（2通）

切(継)紙・(1括)

200612／1093／ 4
o明和五年子二月十六日御紙面両通（年寄半三

郎塩浜事業につき御誉）

明和 8.10. 9 賀茂郡御役所←→竹原下市年
寄半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括（2通）

切継紙・(1括)

200612／1093／ 5
o明和八年卯十月九日頂戴仕候御役所御紙面壱

通・同御受書控壱通（御役儀多用につき病気の
節忰勘五郎代勤差免）

　　亥. 6. 湯川伝兵衛・神尾半左衛門→下
市村年寄半平・同元右衛門・庄
屋忠右衛門・与頭・同塩浜仲間
共・組合割庄屋東野村作左衛門
[ほか]

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括（包紙付4通･1点(鳥のは)）

切継紙・(1括)

200612／1093／ 6
o御紙面御本書・同写等入（米屋半之丞其町年寄

並申付の儀につき）

　　辰. 4.25 （賀茂郡下市村）年寄半三郎→
賀茂郡御役所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／1093／ 7
o覚（私所持の印判紛失仕申候につき）

　　卯.10. 賀茂郡御役所→下市村庄屋次
助，同塩浜庄屋長蔵，組頭・仲
間共

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1093／ 8
o御紙面写（年寄半三郎役方近来多用につき病気

の節忰勘五郎代勤差免候旨申遣）

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括

括・ 1括

200612／1094
〔竹原浦年寄跡役一件〕

延享 5. 4. 3 小池文左衛門・吉岡平馬→下市
村年寄元右衛門・同半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／1094／ 1
o当所瀬違御普請ニ付加藤善助様御逗留御宿於

山根年寄元右衛門・半三郎へ延享五年四月三
日御渡被成候御紙面写此内ニ入
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　　　  7.17 割庄屋東村作左衛門(花押)→下
市村年寄半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1094／ 2
o〔書簡〕（元右衛門・半平病死跡役の儀につき）

　　　  7.18 東割庄屋作左衛門→下市年寄
半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／1094／ 3
o〔書簡〕（一両日中罷出申承るべき旨）

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／2通

切紙・(1通)

200612／1094／ 4
o覚（御船手）

辰(延享 5). 4. 竹原浦年寄元右衛門・半三郎→
御三人当テ

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1094／ 5
o〔書簡〕（当浦年寄半平役儀御赦免成り難き仰せ

出され候につき(控)）

寛延 3. 7.25 下市村年寄半三郎→賀茂郡御
役所様・御番組衆中様

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙付
2通

切継紙・(1通)

200612／1094／ 6
o御役所へ指出ス存寄書一通并添状扣廿二通

（当所年寄跡役の儀につき）

　　　  7.27 山下十右衛門・河合利八[ほか2
名]→年寄半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／1094／ 7
o〔書簡〕（御役所宛の御紙面落手につき）

宝暦10.／寛政 7.正. 7

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括

括・ 1括

200612／1095
〔年寄半三郎役儀御赦免願書ほか〕

宝暦10. 3.

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括

括・(1括)

200612／1095／ 1
o宝暦十年辰三月御役儀御赦免之願書付扣同五

月御代官様より被仰遣候御紙面写シ

辰(宝暦10). 3. 年寄半三郎→年寄九左衛門殿・
同並正三郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／1通

竪紙

200612／1095／ 1-1
o乍恐御願申上候口上之覚（御役儀御赦免願

控）

辰(宝暦10). 5. 6 竜神彦右衛門→下市村年寄半
三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／1通

切紙

200612／1095／ 1-2
o態申遣ス（役儀御免聞届難き旨）

(宝暦10). 5. 7 正三郎→半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1095／ 1-3
o〔御役儀難被為御指免段仰せ出され候義につ

き書付〕

寛政 7.正. 7 年寄見習貞太郎→年寄藤左衛
門殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙・
帯紙付

竪継紙・(１通)

200612／1095／ 2
o年寄貞太郎改名御願書付

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括

括・ 1括

200612／1096
〔問屋座元〆役・下市村年寄役儀一件〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括

括・(1括)

200612／1096／ 1
o卯之御奉書（問屋座元〆役米屋庄次郎役儀・褒

美銀につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括／1通

切紙

200612／1096／ 1- 1
o〔問屋座元〆役庄次郎七拾目被下銀目録〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括／1通

切紙

200612／1096／ 1- 2
o〔問屋座元〆役庄次郎八拾目被下銀目録〕
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文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括／1通

切紙

200612／1096／ 1- 3
o〔問屋座元〆役庄次郎六拾目被下銀目録〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括／1通

切紙

200612／1096／ 1- 4
o〔問屋座元〆役庄次郎百目御褒美銀目録〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括／1通

切紙

200612／1096／ 1- 5
o〔問屋座元〆役庄次郎三拾目御褒美銀目録〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括／1通

切紙

200612／1096／ 1- 6
o〔問屋座元〆役庄次郎百弐拾目御褒美銀目

録〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括／1通

切紙

200612／1096／ 1- 7
o〔問屋座元〆役庄次郎百八拾目御褒美銀目

録〕

　　子.正.27 平野孫市㊞・松尾平馬㊞・植木
三蔵㊞

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括／1通

切継紙

200612／1096／ 1- 8
o申渡ス（年寄並米屋庄次郎問屋座元〆役申

付）

　　亥.12.25 西山造酒・奥田外之助→竹原下
市町年寄半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括／1通

切継紙

200612／1096／ 1- 9
o態申遣ス（御用之義候につき）

　　卯.極. 湊喜兵衛㊞・植木三蔵㊞・近藤
鹿之助㊞

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙一
括／1通

切紙

200612／1096／ 1-10
o申渡ス（下市問屋座元〆役年寄並庄次郎下

市年寄役申付）

寛政 2. 4.

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／紙縒・
包紙一括

括・(1括)

200612／1096／ 2
o年寄役見習被為仰付候御紙面一通・社倉方為

御称御褒美被下置候御紙面一通　〆二通

　　辰.12. 森左門㊞・伴伝右衛門㊞・高槻
正助㊞

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／紙縒・
包紙一括／1通

切継紙

200612／1096／ 2- 1
o申渡（下市村年寄半三郎庄屋半役申付）

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／紙縒・
包紙一括／1通

切紙

200612／1096／ 2- 2
o〔下市村年寄半三郎社倉法之儀につき銀三

両褒美銀目録〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／紙縒・
包紙一括／1通

切紙

200612／1096／ 2- 3
o〔貞太郎社倉法之儀奇特につき町年寄見習

申付〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／紙縒・
包紙一括／1通

切紙

200612／1096／ 2- 4
o〔賀茂郡竹原下市町年寄半三郎奇特につき

年頃御目見申付〕

　　巳. 5.12 米屋半平

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙付
1通

切紙

200612／1096／ 3
o祝儀被仰付候節此書付河原藤右衛門様より被

遣被仰付候月日も有

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／1括(4
通)

切紙

200612／1096／ 4
o〔下市村年寄米屋半三郎褒美銀目録〕
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　　酉. 6.

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／1通

切紙

200612／1096／ 5
o覚（はゐや七左衛門石築調取計候事）

　　辰.霜. 9

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙付
1通

切紙

200612／1096／ 6
o子皆済御褒書（下市村年寄半三郎御年貢方に

つき銀壱両褒美銀目録）

享保20.12.10

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙(2枚)・紙縒付

印鑑・ 1点

200612／1097
書簡干押盛字判

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙(2枚)付2通

一紙・ 1通

200612／1098
計暁名乗字同書判

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／紙縒一
括

括・ 1括

200612／1099
〔御褒美銀につき御紙面ほか〕

天明 4. →下市村勘五郎（「半三郎」）

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／1099／ 1
o天明四年甲辰春石類高直ニ付所中難渋者へ致

助情候処右為御褒美御銀被下置候御紙面壱通
御銀上包共

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／1099／ 2
o御紙上（下市成井川普請出精につき御蔵米七俵

御褒美）

天明 6. 9. →下市村年寄半三郎（御代官宮
田織人様西村御昼所へ御呼出
半三郎罷出被仰付候事）

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／1099／ 3
o郡中社倉法此度成就ニ付為御褒美御銀被為下

置御切紙壱通

天明 6.12. →米屋半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／1099／ 4
o諸上納早皆済郡中へ御褒美銀高割分用所割符

附入

天明 3.～ 5.

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括

仮横長・(1冊)

200612／1099／ 5
o覚（助精褒美銀の儀等につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／紙縒一
括

括・(1括)

200612／1099／ 6
o〔御用出勤仕らざるにつき口上書ほか〕

　　亥.11.16 下市年寄半三郎㊞→賀茂郡御
役所

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／紙縒一
括／包紙付1通

竪紙

200612／1099／ 6-1
o口上之覚（四日市御用出勤仕らざるにつき御

断申上）

　　戌.11. 9 下市年寄半三郎→賀茂郡御役
所

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／紙縒一
括／1通

竪紙

200612／1099／ 6-2
o口上之覚　ひかへ（御勘定御用罷出申さざる

につき申上）

安永 6. 6. 3 竹原屋惣左衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／紙縒一括／紙縒一
括／包紙(2枚)付1通

切紙

200612／1099／ 6-3
o安永六年酉六月竹原屋惣左衛門病中自筆書

状

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括

括・ 1括

200612／1100
一番十六時　新弥名五郎　二番十八時　佐衛門同源
…

元禄 8. 6. 有明新弥→和田屋五郎市殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括

切紙・(1通)

200612／1100／ 1
o最初之分　易　元禄八乙亥歳六月　年拾六ノ時

　新弥分　有明氏考五郎市宛
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元禄10. 8. 有明佐衛門(花押)→和田屋源助
殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括

切紙・(1通)

200612／1100／ 2
o易　元禄十丁丑歳八月源助ト宛有　年拾八ノ時

　弟子左衛門考

宝永 3. 6. 有明新弥(花押)→小三郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括

切紙・(1通)

200612／1100／ 3
o易　宝永三年戌六月　年二十六ノ時　新弥分　

有明氏考小三郎宛

宝永 6. 2. 転入房(花押)→米屋小三郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括

切紙・(1通)

200612／1100／ 4
o宝永六年丑二月　年弐拾九ノ時　判計　転入考

小三郎ト宛有

正徳元. 8. 有明佐左衛門(花押)→小三郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括

切紙・(1通)

200612／1100／ 5
o正徳元年八月弟子　年三十一ノ時　判計　左衛

門考小三郎ト宛有

　　　  9.29

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括(折紙2通・
包紙付折紙1通)

括・ 1括

200612／1101
名乗字反シ囉候ニ付其時分之秀泉氏より之書状入
有

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括

括・ 1括

200612／1102
半之丞名乗書判勘考書数通入　和篤・応憑・當聰　鞠
ノ名松添ト云

享保12. 秀泉法卯(花押)→呈 和篤雅士

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括／1通

折紙・(1通)

200612／1102／ 1
o半之丞後改之名乗書判勘考書

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1102／ 2
o半之丞初改之名乗書判勘考書

　　卯.10

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1102／ 3
o妙心様御一代勘考書壱通　半三郎計暁御生れ

年号月日備付壱通

延宝 8.10. 8／貞享 4. 
9.12

半之丞

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括／包紙一
括(2通)

切紙･竪紙・(1括)

200612／1102／ 4
o母人御生れ年号月日備付壱通

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括／紙縒一
括

括・(1括)

200612／1102／ 5
o〔下市村町年寄半三郎役儀差免につき申渡状ほ

か〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括／紙縒一
括

包紙

200612／1102／ 5-1
o〔包紙〕（「銀五拾目」）

　　卯. 5. 賀茂郡御役所→下市町年寄半
三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括／紙縒一
括／包紙付1通

切継紙

200612／1102／ 5-2
o態申遣ス（御用之儀候につき）

　　卯. 5. 下市年寄半三郎→賀茂郡御役
所

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括／紙縒一
括／1通

切紙

200612／1102／ 5-3
o〔書簡〕（御用之儀私老衰につき忰勘五郎指

出申候旨ひかへ）

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括／紙縒一
括／1通

切紙

200612／1102／ 5-4
o〔下市町年寄半三郎出精につき銀五拾目御

褒美下付書付〕

　　卯. 6. 宮田織人㊞・青木猪助㊞→下市
村町年寄半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括／紙縒一
括／1通

切継紙

200612／1102／ 5-5
o申渡（役儀難相勤旨歎之通聞届差免候につ

き）
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　　卯. 6. 高槻半弥㊞・宮田織人㊞・青木
猪助㊞→下市村町年寄半三郎
忰勘五郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括／紙縒一
括／1通

切継紙

200612／1102／ 5-6
o申渡（父半三郎代り町年寄役申付候につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙一括

包紙・(1点)

200612／1102／ 6
o〔包紙〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／包紙付

印鑑・ 1点

200612／1103
又三郎様御印判

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）

一紙・ 1通

200612／1104
横渠

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／小木箱付

一紙・ 1通

200612／1105
當聰書判鑑

文書箪笥（小）―抽斗(｢二代三代四代五代六代七代名乗及印形｣「21」「文書目録作製済」)一括（左上段）／布包3点／21点／6
点(中身なし)

印鑑・ 1括

200612／1106
〔印鑑〕

明治40. 5.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）

袋・ 1点

200612／1107
〔袋〕（「吉井豊祥誉貞瑞様の往復書類」）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

括・ 1括

200612／1108
わりキ松葉房　重懸房　音信

　　　  1. 1 楢崎共三母内仲兵衛内→吉井
半三郎様・御ふもしさま・御うもし
さま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1108／ 1
o〔書簡〕（御年始祝詞）

　 さつき.11 かは口なは→吉井半三郎様・御
うもし殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1108／ 2
o〔書簡〕（彦五郎様半三郎さまと御改名につき御

祝ひ）

　　閏 6.21 米屋半三郎→米屋おすミとの

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

切継紙・(1通)

200612／1108／ 3
o〔書簡〕（長兵衛様御戻り細々御様子承候儀につ

き）

　　　  2.16 万代すゐ→吉井御伯母様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括／封筒付

罫紙切継紙・(1通)

200612／1108／ 4
o〔書簡〕（私上京無事帰宅につき）

　　　  6.20 万代すゐ→吉井御両伯母様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）

切継紙・(1通)

200612／1108／ 5
o〔書簡〕（御祝の品受納，又三郎様御逗留の儀等

につき）

　　　  3.21 勘五郎→こめやおすみとの

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）

切継紙・(1通)

200612／1108／ 6
o〔書簡〕（おるい今にちのみ付不申よし等につき）

　　　  8.28 同太左衛門→吉井半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）

切継紙・(1通)

200612／1108／ 7
o〔書簡〕（御斎母様六十の賀宴成され候由につ

き）

　　　 　 24 河口助一郎母・同内→吉井半三
郎様・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1108／ 8
o〔書簡〕（此もと皆々無事にしのぎ）

島居いそ→吉井御ふもしさま・御
うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括／2通

折紙･切継紙・(1
通)

200612／1108／ 9
o〔書簡〕（お勝さま御死去の由につき）
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　　　  6.13 島居新蔵→吉井半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括／封筒付2通

竪紙･罫紙切継
紙・(1通)

200612／1108／10
o〔書簡〕（木原孫太郎義病気につき至急御足労成

し下されたき旨）

　　　  3.30 川口祐一郎・同栄次郎→吉井半
三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1108／11
o〔書簡〕（蘭室衣薫大姉二十五回忌につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

括・ 1括

200612／1109
〔書簡〕（御祝儀等につき）

　　　  9.15 吉井千世→楢崎後室さま・おな
しくお猶さま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1109／ 1
o〔書簡〕（仲兵衛様御仏事につき）

西邨甚右衛門母内→吉井半三
郎様・御ふもしさま・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1109／ 2
o〔書簡〕（おかつさま御引越し御婚礼も首尾よく整

いにつき）

せにやこの

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1109／ 3
o〔書簡〕（よきおとし御むかへ可被遊候旨）

　　　 菊月. 吉井あい・吉井千世→西邨甚右
衛門さま・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1109／ 4
o〔書簡〕（おかつ事縁談相きわまり候につき）

　　　 菊月. 三上助左衛門内→吉井御ふもし
さま・半三郎様・御うもあしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1109／ 5
o〔書簡〕（とよ・おかつ様御事藤井方へ御引越しに

つき）

　　　 霜月. ■屋きわ→よし井御あもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1109／ 6
o〔書簡〕（御悦の儀につき）

吉井かね→木原おふささま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1109／ 7
o〔書簡〕（今もし七つ目御祝義として此品送りまい

らせ候につき）

片山彦右衛門母内→吉井半三
郎様・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1109／ 8
o〔書簡〕（歳末御祝儀として何寄の品御もたせ下

され候につき）

　　　 きく月. 三上源次郎内→川口頓作様御う
もしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1109／ 9
o〔書簡〕（助一郎様御事御隠居あそはし嘉太郎様

へ御ゆすり遊し候由につき）

　　　 霜.10 亀山幾久・多伊→川口御婦もし
さま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1109／10
o〔書簡〕（広島の方へ内縁相済につき）

　　　 乙.24 吉井母・姉→藤井おかつとの

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1109／11
o〔書簡〕（暮の御祝義いろいろ送り下され忝につ

き）

→吉井半三郎様・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1109／12
o〔書簡〕（御一家さまかた障なく御重歳につき）

　　　 文. 6 川口かね→吉井御ふもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

切継紙・(1通)

200612／1109／13
o〔書簡〕（まなかつを御送りにつき）

万代すゐ・とも→吉井御婦もし
様・御うもし様・御うもしさま・おの
ふさま／万代四郎右衛門・すゐ・
とも→吉井御ふもしさま・半三郎
様・小野うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括／包紙付2通

切継紙・折紙・(1
通)

200612／1109／14
o〔書簡〕（年始の御祝義・中元の御祝義につき）
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　　　 文.朔 川口次左衛門母→吉井半三郎
様・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1109／15
o〔書簡〕（御安産御母子さま共御盛もしにつき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

括・ 1括

200612／1110
〔書簡〕

　　　  6. にし邨柳・冬→よし井御婦もしさ
ま・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括／封筒（石山・瀬田絵柄）付

切継紙・(1通)

200612／1110／ 1
o〔書簡〕（類火の節わざわざ御人・品々何よりの

物御恵み下され候につき）

　　　 11. 6 楢崎とよ→吉井御両人さま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／1110／ 2
o〔書簡〕（おすふ事長々逗留につき）

　　　  5.13 楢崎なを・とよ→よし井御両人様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／1110／ 3
o〔書簡〕（本月廿日祖母一周忌につき）

　　　 おと月. 亀山竹→よし井おふせさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／1110／ 4
o〔書簡〕（先達て御髪さし御うち替の御世話申上

候所少々間違出来につき）

　　　 やよひ.11 川口かね→よし井御婦もしさま・
御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／1110／ 5
o〔書簡〕（見事なるお魚御送りにつき）

小春 塩村　邑・増→川口御伯母さま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

切継紙・(1通)

200612／1110／ 6
o〔書簡〕（源右衛門様御病気につき）

　　　 乙. 川口祐一郎内→よし井半三郎
様・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1110／ 7
o〔書簡〕（御祝儀につき）

　　　  3. 7 川口おば→吉井彦苦労さま御う
もしとの

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

折紙・(1通)

200612／1110／ 8
o〔書簡〕（御婚礼御祝につき）

　　　 やよひ.24 森田すゝ→よし井ニておかつとの

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

切継紙・(1通)

200612／1110／ 9
o〔書簡〕（御法事もいとかわりなく御つとめにつき）

　　　 やよゐ 茂かた三保→よし井御両人さま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

切継紙・(1通)

200612／1110／10
o〔書簡〕（御文遣され忝相とどき申につき）

　　　 卯.20 もりたすゝ→よし井ニ而森田おか
つとの

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

切継紙・(1通)

200612／1110／11
o〔書簡〕（文さし出し御返事承不申につき）

　　　  8.20 川口屋しゑ→米屋おちせさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1110／12
o〔書簡〕（麁抹之御見やげ送り上候所御ねんもし

の御礼仰せにつき）

　　　 やよひ.20

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／包紙一括

切継紙・(1通)

200612／1110／13
o〔書簡〕（御法事もとゝかふりなく御つとめ被成候

につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

括・ 1括

200612／1111
〔書簡〕

　　　  1.當賀 山路央之介→吉井半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

折紙・(1通)

200612／1111／ 1
o〔書簡〕（御令嬢様御縁辺広島万代氏へ御契約

相調につき）
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　　　 卯.10 川口次左衛門・母・内→吉井半
三郎様・御うもしさま・同おきよさ
ま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

折紙・(1通)

200612／1111／ 2
o〔書簡〕（おきよ殿三津之方へ御引越の由につ

き）

　　　 　 27 かは口なを→吉井半三郎様御う
もしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

折紙・(1通)

200612／1111／ 3
o〔書簡〕（歳末の御祝儀として雉二羽送り下され

忝く受納につき）

　　　  1.けふ 川口助一郎・母・内→吉井半三
郎・御ふもしさま・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

折紙・(1通)

200612／1111／ 4
o〔書簡〕（新年の御寿めて度）

　　　 きさらき. 6 ミのや孫兵衛内→米屋御□□さ
ま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

折紙・(1通)

200612／1111／ 5
o〔書簡〕（おるいさま三原西川口屋の方へ御引こ

し御婚礼御とゝのへ成され候由につき）

　　　 卯.けふ すきや六三郎・母・御内→米屋
伴三郎様・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

折紙・(1通)

200612／1111／ 6
o〔書簡〕（御婚礼首尾よく御調につき）

　　　 12.23 寿喜屋六三郎・母・内→本米屋
伴三郎様・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

折紙・(1通)

200612／1111／ 7
o〔書簡〕（あなたさま御事たやすく御御安産遊し候

由につき）

　　　 乙.23 川口助一郎・母・内→吉井半三
郎様・御ふもしさま・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

折紙・(1通)

200612／1111／ 8
o〔書簡〕（御祝儀御受納下さるべき旨）

　　　 やよひ.けふ 片山豊次郎・母・内→吉井彦九
郎・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

折紙・(1通)

200612／1111／ 9
o〔書簡〕（御婚礼無滞ニすまされ候由につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紙縒一括

括・ 1括

200612／1112
〔書簡〕

　　　 12.けふ 島居いそ→吉井御ふもしさま・御
うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紙縒一括／封筒(｢芸乃宮島｣)付

切継紙・(1通)

200612／1112／ 1
o〔書簡〕（御ちそう御セもしさまニ相成山々忝存上

候）

　　　  1. 5 川口助一郎・母・内→吉井半三
郎様・御ふもしさま・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1112／ 2
o〔書簡〕（麁末なからいわい二重御めニ懸参らせ

候）

　　　 正.22 橋本滋→吉井御ふもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紙縒一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／1112／ 3
o〔書簡〕（伯父事毎々御せもしさまニ相成）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／藁紐一括

括・ 1括

200612／1113
〔書簡〕

　　　 文.10 しらいちやちか→たかや御かもし
さま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／藁紐一括

折紙・(1通)

200612／1113／ 1
o〔書簡〕（そまつなから此しな御めにかけまいらせ

候）

　　　 文.10 川口やなを→こめや御かもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／藁紐一括

折紙

200612／1113／ 2
o〔書簡〕（見事成樽さかなおくり下され）

　　　 文.10 川口やなを→こめや御かもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／藁紐一括

折紙・(1通)

200612／1113／ 3
o〔書簡〕（樽さかな御めニかけ参らせ候）

　　　 文.10 川口や[　]→米屋御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／藁紐一括

折紙・(1通)

200612／1113／ 4
o〔書簡〕（御祝儀として見事成御さかな受納につ

き）
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　　　 文.10 かわ口やはゝ・御ひさ→こめ屋お
すみとの

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／藁紐一括

折紙・(1通)

200612／1113／ 5
o〔書簡〕（毎度なから見事なる御さかなおくり下さ

れ忝受納につき）

　　　 正.吉 小川為三郎母・内→吉井半三郎
様・御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／藁紐一括

折紙・(1通)

200612／1113／ 6
o〔書簡〕（麁末なから御祝印迄此品おくり上まいら

せ候につき）

　　　 10.11 新六→半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／藁紐一括

折紙・(1通)

200612／1113／ 7
o〔書簡〕（御本陣用之御道具改等委敷御書記御

見セ下され忝奉存候）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／布紐一括

括・ 1括

200612／1114
〔書簡〕

　　　 やよひ.朔 川口やはゝ・ひさ→こめやおすミ
殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／布紐一括

折紙・(1通[2枚])

200612／1114／ 1
o〔書簡〕（御さかな御もたせ被下忝受納致候につ

き）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／布紐一括／紐一括

括・(1括)

200612／1114／ 2
o〔書簡〕

　　　 うつき. 7 かは口屋なを→こめ屋おふせと
の

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／布紐一括／1通

切継紙

200612／1114／ 2- 1
o〔書簡〕（此度はあちこち御参遣ひ被成候よし）

　　　 おとつき.25／お
と月

かは口なを→吉井半三郎様・御
うもしとの／川口助一郎・同内→
吉井半三郎様・御うもしとの

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／布紐一括／包紙付1通(2通)

折紙

200612／1114／ 2- 2
o〔書簡〕（暮の御寿として見事成御さかな送り

下され忝受納につき）

　　　  4.26 川口屋けい→こめ屋御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／布紐一括／1通

切継紙

200612／1114／ 2- 3
o〔書簡〕（そまつなるもの進之まし候処御入筆御

礼いたミ入）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

括・ 1括

200612／1115
〔書簡〕

かとや知哥→こめやお千勢様・
同おあい様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

切紙・(1通)

200612／1115／ 1
o〔書簡〕（おミねさま御越しまし被下候様ニおばお

と代より申越しにつき）

かとやち賀→こめやおち勢さま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

切継紙・(1通)

200612／1115／ 2
o〔書簡〕（誠ニ久々ふりニ御めもしさまにつき）

千賀→お千勢さま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

切継紙・(1通)

200612／1115／ 3
o〔書簡〕（春ハどふそゆるゆる御越しまし被下度）

　　　 文.けふ かとや千賀→こめやお千勢さま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

切継紙・(1通)

200612／1115／ 4
o〔書簡〕（御心そい被下候事につき）

　　　  3.23 か　ちか→こ　お千勢さま・おあ
いさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

切継紙・(1通)

200612／1115／ 5
o〔書簡〕（御ミやけの印迄ニ此しな御受納被下た

く）

かとや千賀→こめ屋於千勢さま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

切継紙・(1通)

200612／1115／ 6
o〔書簡〕（御めつらしき品御恵下され忝そんしまい

らせ候）

　　　 花見月.けふ か　ちか→こ　お千勢さま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

切継紙・(1通)

200612／1115／ 7
o〔書簡〕（いろいろ御ちそふ御しようはんいたし老

人大イニ悦まいらせ候）
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　　　 おと月.けふ 千賀→お千勢さま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

切継紙・(1通)

200612／1115／ 8
o〔書簡〕（此間出火之せつも御念入らせられ品々

御見舞御恵につき）

かとやちか→こめ屋於千勢様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／1115／ 9
o〔書簡〕（おミねさま御事御きのとくに存しまいら

せ候）

　　　 　 26 竹→御伯母様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

切継紙・(1通)

200612／1115／10
o〔書簡〕（先頃は竹原の御かたニても御十七回忌

の御仏事御取越につき）

かめ山竹→よし井御うもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括

切紙・(1通)

200612／1115／11
o〔書簡〕（三原中町御伯母様御遠行遊はし残念に

つき）

　　　 　 けふ 斎とうゑい→よし井御伯母様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／1115／12
o〔書簡〕（御くわし御恵被下候につき）

　　　  3.けふ 米屋千世→川口保兵衛さま・御う
もしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録昭和六一・十二｣「20」)一括（左中段）／紐一括／帯紙(｢祥誉貞瑞様の御書翰　　　明治41年
改之｣)付

切継紙・(1通)

200612／1115／13
o〔書簡〕（半三郎・お愛事毎々御しんもしニ御尋被

下忝そんしまいらせ候）

安永 8. 9.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括

括・ 1括

200612／1116
安永八年亥九月勘吾朗伊勢参宮仕候節諸入用惣算
用書付数々入ル　西方寺観音堂寄進宮殿壱巻も此
内ニ入

安永 8. 9.12

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括

横長・(1冊)

200612／1116／ 1
o亥九月十二日夜出帆道中諸入用等覚

安永 8. 9.12

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括

横長・(1冊)

200612／1116／ 2
o亥九月十二日夜出帆道中諸入用等覚

安永 8. 9.13

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括

横長・(1冊)

200612／1116／ 3
o金銀銭出ス扣

　　丑.正.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括

折紙・(1通)

200612／1116／ 4
o覚（丑正月改書出シ）

　　　  4.26 京都高倉通松原下ル町飾師戸
田五郎兵衛→芸州竹原西方寺
様 米屋勘五郎様・綿屋小兵衛
様・米屋清兵衛様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1116／ 5
o〔書簡〕（御誂之品出来御受取下さるべき旨）

　　子. 4. 8／ 4. 6

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／1116／ 6
o覚（吉井半三郎殿より之書状受取につき）[ほか]

　　子. 4. 8 源光院納所㊞

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1116／ 6- 1
o覚（吉井半三郎殿より之書状受取につき）

　　　  4. 6 松屋長兵衛→米屋勘五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括／紙縒一括／包紙付1通

切継紙

200612／1116／ 6- 2
o〔書簡〕（盃弐枚不足御申こしの儀につき）

　　　  5.25 わたや源五郎→本米屋

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括

切継紙・(1通)

200612／1116／ 7
o覚（厨子運賃）

　　子. 5.28 宮殿師本山喜兵衛→吉井半三
郎様・同勘五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括

切継紙・(1通)

200612／1116／ 8
o覚（御宮殿壱本残銀受取）
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文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括

切紙・(1通)

200612／1116／ 9
o覚（御宮殿代勘定）

　　子. 4.27 →長光寺様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括

切継紙・(1通)

200612／1116／10
o覚（法花経壱部代勘定）

　　子. 5.朔 宮殿師本山喜兵衛→西方寺様 
御内所様・御施主様・御講中様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括

切継紙・(1通)

200612／1116／11
o覚（御宮殿壱本料御まし願）

　　子. 4.26 高倉松原下町飾師戸田五郎兵
衛→芸州竹原西方寺様 米屋勘
五郎様・綿屋小兵衛様・米屋清
兵衛様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括

切継紙・(1通)

200612／1116／12
o覚（仏天蓋ほか代金勘定）

三井幸介（㊞「三井八郎右衛
門」）[ほか]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／包一括

綴・(1綴)

200612／1116／13
o〔諸品代金勘定綴〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括

括・ 1括

200612／1117
〔磯宮関係書類ほか〕

享保 5. 2.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括

括・(1括)

200612／1117／ 1
o弐間ニ九間ノ建物受相普請五調作料工数木挽

賃共

子(享保 5). 2.25 大工伝兵衛→米や

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括／1通

竪紙

200612／1117／ 1- 1
o覚（弐軒ばりニ九間之蔵うら板迄調相渡）

丑(享保 6). 5.25 大工伝兵衛→米屋

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括／包紙付2通

竪紙

200612／1117／ 1- 2
o丑五月改弐間半ニ八間ノ蔵大工伝兵衛殿へ

流し普請ニ仕積り書付一通

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括／1通

切継紙

200612／1117／ 1- 3
o覚（普請諸入費）

　　　 極.15

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括／1通

切紙

200612／1117／ 1- 4
o覚（八軒屋分諸人賃金書上）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括／1通

切継紙

200612／1117／ 1- 5
o覚（人歩百九拾人ほか普請諸入費）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括／1通

竪紙

200612／1117／ 1- 6
o弐間九間此平坪拾八坪

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括／1通(付紙1通共)

折紙

200612／1117／ 1- 7
o覚（掛米屋分諸人賃金書上）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／1117／ 2
o〔磯宮関係書類〕

延享 4.10 願主 米屋吉井吉三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

竪紙

200612／1117／ 2- 1
o磯宮江寄附石燈籠文字写

　　午.11.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒一括／包紙一括(包紙付切(継)紙2通)

括

200612／1117／ 2- 2
o磯宮御殿葺替割賦并御殿一段山へ揚ケ候ニ

付人夫ノ割賦断ニ而遣シ候ひかへ

磯宮→上

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／1117／ 2- 3
o継目祝義入用・入用買物覚
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文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒一括／1冊

横長

200612／1117／ 2- 4
o唐崎金四郎様御振舞入用

宝暦 2.12.28 唐崎淡路守→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

切紙

200612／1117／ 2- 5
o〔書簡〕（御社御幕御再興成就につき）

瓊山→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／1117／ 2- 6
o〔書簡〕（社頭へ御寄附之状致承知候〈断簡〉）

　　亥.12.28 西方寺蔵司㊞→米屋御手代中

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1117／ 3
o覚（御経銭受取）

　　戌. 3.14 照■寺→本米屋

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／1117／ 4
o覚（御経三拾巻受取）

延享 2.霜.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1117／ 5
o覚（伊勢久保御師殿跡目トシテ坂本丹下殿初而

被罷下候につき）

　　丑. 3. 町浜用所→本米屋

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／

切紙・(1通)

200612／1117／ 6
o覚（明神常夜燈石燈籠寄附銀につき）

　　辰. 8.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1117／ 7
o辰ノ年神輿御供諸入用　覚

　　丁. 2.23 吉村元朝（花押）→米屋半三郎
様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1117／ 8
o〔書簡〕（広島出ニ切替取も不仕当方私方一々承

居申候につき）

　　戌. 5.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括(切紙1通･横長1冊)

括・(1括)

200612／1117／ 9
o戌五月改 畳の表有合いさい書付有

　　午. 8.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括(包紙1点･折紙･切紙2通)

括・(1括)

200612／1117／10
o午ノ八月 御祭礼御供之時節向并手前諸入用書

付有見合入申事

亀屋平八

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括(包紙1点･切(継)紙2通)

括・(1括)

200612／1117／11
o京亀屋琴代請取 平八殿より出入金

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括（切(継)紙2通）

括・(1括)

200612／1117／12
o大坂伏見や市兵衛 上方たけい殿・よしい殿へ誂

ノ時見合・肝要書付有

　　申.10.29／午.12.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括(切(継)紙2通)

括・(1括)

200612／1117／13
o新畳床調申直段書付有

延享 5. 7.14 照蓮寺惣明→角屋正三郎様／
かとや正三郎→米や半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括(切(継)紙2通)

括・(1括)

200612／1117／14
o照蓮寺葬地出来之節同寺へ寄附銀請取手紙一

通

寛延 2.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括(切紙4通)

括・(1括)

200612／1117／15
o寛延弐巳年同三午歳分ひかへ書付之内并同四

未之歳西方寺受取書一通

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括(切紙1通･紙縒1括)

括・(1括)

200612／1117／16
o伊勢村山御師へ御初穂之控

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1117／17
o医師■斎餞別類一巻

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括(折紙2通)

括・(1括)

200612／1117／18
o八軒や家鋪畝高地代銀長生寺寄進入用書付有
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文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括

包紙・(1点)

200612／1117／19
o御守

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括

綴・(1綴)

200612／1117／20
o覚書（取替銀ほか）・当時諸品肝要控

安永 6. 2.17 三島社 越智式部丞→吉井半三
郎様・斎藤半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括(切紙3通)

括・(1括)

200612／1117／21
o予州三嶋御社石階奉加寄附銀請取書

天明 4. 2.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／袋・紙縒一括

括・ 1括(1冊･1綴)

200612／1118
天明四年辰二月當所町方大石共極難渋飢渇之もの
救ヒ施行手前より仕始申帳面・手札等一巻 此袋ニ入

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒(2点)一括

括・ 1括

200612／1119
〔塩谷氏受取手形ほか〕

　　未. 7.14 塩谷玄蔵㊞→半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒(2点)一括／包紙(2枚)付

切紙・(1通)

200612／1119／ 1
o塩谷氏受取手形

　　　  8.19 塩谷玄蔵→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒(2点)一括／包紙(2枚)付

切紙・(1通)

200612／1119／ 2
o〔書簡〕（近頃御無心之至につき）

　　　  3. 5 唐崎織部→米や半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒(2点)一括／包紙(2枚)付

切紙・(1通)

200612／1119／ 3
o〔書簡〕（愚妻義今七つ時分より産ニ趣申候につ

き）

　　　 12.13 唐崎織部(花押)→吉井半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒(2点)一括／包紙(2枚)付

切継紙・(1通)

200612／1119／ 4
o〔書簡〕（延喜式之義，ほか箇条書付）

　　午. 7.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒(2点)一括／包紙(2枚)付

竪紙・(1通)

200612／1119／ 5
o覚（朝鮮人参弐分西方寺より札銀ニ而請取）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒(2点)一括／包紙(2枚)付

竪紙・(1通)

200612／1119／ 6
o無拠人参はつし呉候覚

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／紙縒(2点)一括／包紙(2枚)付

切紙・(1通)

200612／1119／ 7
o覚（人参かけ目）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括

竪継紙・ 1通

200612／1120
当所塩浜湊大明神毎年之御祭控

　　寅.正.13 新米屋→御本家

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括

竪継紙・ 1通

200612／1121
有物之扣

元文 4. 9.11

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括

竪継紙・ 1通

200612／1122
覚書控

享保14. 8.朔

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／一紙1通共

竪紙・ 1通

200612／1123
覚　判鏡控

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／切継紙1通共

竪紙・ 1通

200612／1124
覚（木綿・生鯛ほかぬり台へすへ）

天明 2.10.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙一括(切継紙2通･竪紙2通)

括・ 1括

200612／1125
長生寺金毘羅御額字ノ写シ

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括／包紙付

折紙・ 1通

200612／1126
かけ川場二ヶ所借屋・鼻之借屋・同貸シ蔵・八軒や之
借屋・上市之借屋之分合六ヶ所貸シ屋之家賃定メ之
ひかへ（「半之丞江申覚」）
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明和 7.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「17」)一括（左下段）／紙縒一括

竪冊・ 1冊

200612／1127
京都御触書写

　　午. 6. 米屋半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙付

竪継紙・ 1通

200612／1128
申渡頭書

嘉永 4.12. 白市村大入屋武兵衛㊞・谷本屋
新兵衛・長百姓小兵衛㊞→米屋
半三郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙付

竪継紙・ 1通

200612／1129
白市大入屋正兵衛鑑札譲渡証文壱通

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

括・ 1括

200612／1130
〔賞状類ほか〕

明治14. 1.11 広島県令千田貞暁㊞→賀茂郡
竹原下市村吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

罫紙・(1通)

200612／1130／ 1
o〔郵便取扱係相達〕

明治18.12.17 広島県令千田貞暁㊞→広島県
安芸国賀茂郡下市村吉井半三
郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／一紙1通共

竪紙・(1通)

200612／1130／ 2
o〔賀茂郡下市村道路堤塘修繕及溝渠疏峻費寄

附につき賞状〕

明治18.12.14 広島県令千田貞暁㊞→広島県
安芸国賀茂郡下市村吉井半三
郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／1130／ 3
o〔明治十八年八月二日賀茂郡下市村人家焼失ノ

際罹災者救恤トシテ白米寄附につき賞状〕

明治18. 6.20 広島県令千田貞暁代理広島県
大書記官平山靖彦㊞→広島県
安芸国賀茂郡下市村吉井半三
郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／1130／ 4
o〔明治十七年八月廿五日暴風海嘯ノ害ニ罹リタ

ル賀茂郡下市村人民ノ救助費寄附につき賞状

明治19. 3.17 賞勲局総裁柳原前光㊞・元老院
議官兼賞勲局副総裁大給恒㊞
→広島県安芸国賀茂郡下市村
吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／1130／ 5
o〔本村堤塘道路修復費寄附につき賞状〕

明治21.11.29 広島県知事千田貞暁㊞→広島
県安芸国賀茂郡下市村吉井半
三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／1130／ 6
o〔賀茂郡下野村字東上條石比峠県道改修費寄

附につき賞状〕

明治16.12.26 広島県令千田貞暁㊞→広島県
安芸国賀茂郡下市村吉井半三
郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

竪紙(朱枠入)・(1
通)

200612／1130／ 7
o〔賀茂郡下野村公立小学校建築費寄附につき賞

状〕

明治26. 1. 陸軍恤兵部陸軍騎兵中佐大蔵
平三㊞→吉井半三郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／一紙(刊)(｢領収証書｣)1通共

竪紙(刊)・(1通)

200612／1130／ 8
o承認状（軍資金献納につき）

明治15. 2.15 広島県→吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／封筒付

切紙・(1通)

200612／1130／ 9
o〔賀茂郡第一小学区学務委員任命状〕

明治15.11.27 広島県㊞→吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1130／10
o〔道路改線費寄附につき賞状〕

明治13. 1.26 広島県㊞→吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1130／11
o〔下市西学校書籍并器械費寄附につき賞状〕

辛未(明治 4).11. 広島県庁→賀茂郡竹原下市年
寄吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1130／12
o〔凶作ニ付難渋者救助につき賞状〕
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明治 3. 7. 第八大区会議所→下市村吉井
半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1130／13
o〔起業公債募集掛申談候事〕

明治15. 3.24 広島県㊞→吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1130／14
o〔小学校建築費寄附につき賞状〕

明治13. 2.18 広島県㊞→吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1130／15
o〔虎列剌病予防費寄附につき賞状〕

明治 7. 9.23 広島県㊞→吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1130／16
o〔学資金寄附につき賞状〕

明治 9. 1. 4 第八大区十一小区下市村吉井
半三郎㊞[ほか3名]→広島県権
令藤井勉三殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／1130／17
o火災扶助之義上申

明治 9. 2. 広島県㊞→吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1130／18
o〔下市村失火之節窮民へ救助白米差出候につき

賞状〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

一紙・(1通)

200612／1130／19
o〔賞状付紙〕（「賞盃ハ追テ可下渡候事」）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

一紙・(1通)

200612／1130／20
o〔賞状付紙〕（「賞盃ハ追テ下渡候事」）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1130／21
o〔下賜目録〕（「木盃壱個」）

明治28. 3.14／明治
28. 4.18

宮内省内事課長股野琢→広島
県知事鍋島幹殿／広島県知事
鍋島幹→吉井半三郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／封筒一括(切紙2通)

括・(1括)

200612／1130／22
o〔所蔵扁幅類天覧につき通牒〕

庶務課→吉井半三郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／袋一括

括・(1括)

200612／1130／23
o〔第八大区小区用係任命状ほか〕

壬申(明治 5). 7. 広島県→吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／袋一括／1通

切紙

200612／1130／23- 1
o〔第八大区小区用係任命状〕

明治13. 5. 5 広島県㊞→吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／袋一括／1通

切紙

200612／1130／23- 2
o〔賀茂郡竹原下市村学務委員任命状〕

吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／袋一括／1通

切紙

200612／1130／23- 3
o〔十一小区之内下市村引受〕

明治13. 8.16 広島県㊞→吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／袋一括／1通

罫紙

200612／1130／23- 4
o〔賀茂郡竹原下市村学務委員辞退諦認書〕

明治10. 7. 第八大区会議所㊞→十一小区
下市村吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／袋一括／1通

罫紙

200612／1130／23- 5
o〔十一小区下市村総代人認定書〕

明治10. 8.29 第八大区会議所㊞→十一小区
下市村吉井半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／袋一括／1通

罫紙

200612／1130／23- 6
o〔十一小区総代人認定書〕

明治14. 2. 3 下市村戸長吉井半三郎→賀茂
郡長伴資健殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

罫紙綴・(1綴)

200612／1130／24
o履歴書　扣
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明治22. 4.30 竹原町会議員選挙掛長 元下市
村々長磯兼雄平㊞→吉井半三
郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

罫紙・(1通)

200612／1130／25
o〔町会議員選挙当選通知〕

吉井半三郎正友

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙一括

括・ 1括

200612／1131
公儀書・御奉書

　　戌.正.廿 賀茂郡番組→年寄格竹原下市
半三郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1131／ 1
o態申達（西条・本郷辺へ御泊鷹野につき四日市

へ罷出ずべき旨）

　　　 10. 4 白市屋兵之助・同 作平→年寄
格半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1131／ 2
o〔書簡〕（御目通御病気にて御出浮なされ難き旨

相済申候につき）

→下市年寄半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／1131／ 3
o御奉書（永代年寄同格・苗字帯刀御免）

→竹原下市年寄半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／1131／ 4
o御奉書（ケヘール御買入御入用出銀につき銀下

賜）

→年寄格竹原下市半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙一括

切紙・(1通)

200612／1131／ 5
o〔夏御廻浦之節御小休につき御奉書〕

→年寄格竹原下市半三郎浜子
源七ほか13名

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙一括

切紙・(1通)

200612／1131／ 6
o〔去夏御廻浦之節浜業御覧につき御奉書〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）

竪紙・ 1通

200612／1132
〔下賜目録〕（木盃壱個）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）

竪紙・ 1通

200612／1133
〔下賜目録〕（木盃壱個）

文久 3.正.下旬 吉井半三郎正友

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙付

切紙・ 1通

200612／1134
御奉書（難渋者へ施行につき銀下賜）

　　酉. 8.26 賀茂郡御役所㊞→年寄格竹原
下市半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）

切継紙・ 1通

200612／1135
態申遣ス（女将様御発駕につき四日市へ出浮すべき
旨）

　　戌.10. 賀茂郡御役所㊞→年寄格竹原
下市半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙付

切継紙・ 1通

200612／1136
態申遣ス（殿様御泊につき四日市へ出浮すべき旨）

　　亥. 3.23 賀茂郡御役所㊞→年寄同格竹
原下市半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）

切継紙・ 1通

200612／1137
態申遣（殿様御泊につき四日市へ出浮すべき旨）

　　亥. 6.27 賀茂郡御役所㊞→年寄格竹原
下市半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙付

切紙・ 1通

200612／1138
態申遣ス（若殿様御泊につき出浮すべき旨）

　　丑.12.22／丑12.25 賀茂郡御役所㊞→年寄格竹原
下市半三郎／庄林伊久馬㊞→
永代年寄格先々年寄半三郎養
子半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙(2枚)一括

切(継)紙・ 1括(2
通)

200612／1139
御奉書（竹原下市年寄申付）

　　酉. 5. 賀茂郡御役所㊞→年寄格半三
郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙付

切継紙・ 1通

200612／1140
態申遣ス（殿様四日市御泊につき出浮すべき旨）
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　　酉. 5. 小笠原岩次郎㊞・進藤三弥→年
寄超右衛門[ほか3名・与頭共]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙付

切継紙・ 1通

200612／1141
態申遣ス（永代年寄格居郡御通行之節御目通り罷出
候義申聞）

　　戌. 5.20 賀茂郡御役所㊞→年寄格竹原
下市半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／包紙付

切継紙・ 1通

200612／1142
〔御用之儀候条案内状〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

括・ 1括

200612／1143
〔御かもし様関係書簡〕

→こめや半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1143／ 1
o〔書簡〕（御とうりうなされ候につき）

　　　 きく. 1 こめや徳十郎→こめや御かもし
様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1143／ 2
o〔書簡〕（御まへ様御とうりうあそハし）

　　　 12.11 →こめや御かもしさま

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1143／ 3
o〔書簡〕（こゝもとかはる事も御さなく）

　　　 10. 3 しらいちや内→こめや藩三郎と
の

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙一括(2通)

折紙･切紙・(1括)

200612／1143／ 4
o〔書簡〕（御みまいとしてさかなおくり下され）[添

書共]

　　　  5.28

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･包紙一括

括・ 1括

200612／1144
五月廿八日御呼出シ 御褒美書写し

→割庄屋甲山町為三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･包紙一括

折紙・(1通)

200612／1144／ 1
o〔御廻在之節御止宿被遊候につき褒美書〕

金済民→賀茂郡割庄屋郷村有
田健左衛門

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･包紙一括

竪紙・(1通)

200612／1144／ 2
o〔書〕（「不賞私労不罸私怨」）

金済民→賀茂郡割庄屋竹内亮
左衛門

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･包紙一括

竪紙・(1通)

200612／1144／ 3
o〔書〕（「富貴毎因驕佚敗貧窮半是惰游多」）

金済民→賀茂郡割庄屋上保田
村礼三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･包紙一括

竪紙・(1通)

200612／1144／ 4
o〔書〕（「挟義而動水理而行」）

天明

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

括・ 1括

200612／1145
天明年間三原天野屋藤兵衛之書類 明治四十年改之

(天明 3). 4.11 天野屋次太郎→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／ 1
o〔書簡〕（御地抱浜より差上置候御用銀利足の儀

につき）

(天明 3).10.21 天野屋次太郎→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／ 2
o〔書簡〕（其御地本川抱浜之儀につき）

(天明 3).10.11 天野屋次太郎→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／ 3
o〔書簡〕（其御地抱本川塩浜之儀につき）

(天明 2).極.27 天野屋次太郎→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1145／ 4
o〔書簡〕（歳末御祝儀として生鯛被贈下につき礼

状）

(天明元).11.10 天野や藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／ 5
o〔書簡〕（私抱浜来年之儀も御世話被成下忝奉

存候につき）
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　　　  9.23 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／ 6
o〔書簡〕（其御地本川之内抱塩浜之儀につき）

天明 2. 7.12 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

切継紙・(1通)

200612／1145／ 7
o覚（抱浜当閏寅年加地子銀受取）

　　丑.極.25 米屋半三郎→天野屋藤兵衛殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

切継紙・(1通)

200612／1145／ 8
o三原天野屋抱浜本川分当丑極月加地銀藤兵衛

殿方へ遣ス目録之ひかへ也

　　丑.極.25 竹原米屋→三原天野や

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

切継紙・(1通)

200612／1145／ 9
o丑極月廿五日天野やへ遣ス跡払之目録ひかへ

　　丑.極.25 藤兵衛→半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

切紙・(1通)

200612／1145／10
o〔書簡〕（抱浜加地子銀目録御書附御見せ被下

につき）

　　　 10.26 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／11
o〔書簡〕（其御地本川之内抱浜之一儀につき）

庚子(安永 9).12.26 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙一括(2通)

折紙･切継紙・(1
括)

200612／1145／12
o〔書簡〕（歳末之御祝儀につき礼状）・覚（当子年

抱浜加地子銀受取）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

紙縒・(1点)

200612／1145／13
o〔紙縒〕

子(安永 9). 7.12 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･付紙一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1145／14
o〔書簡〕（塩浜当子歳加地子銀請取につき）

己亥(安永 8). 7. 9 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙一括(3通)

切(継)紙・(1括)

200612／1145／15
o〔書簡〕（小倉屋より抱浜加地子銀相渡し被申候

につき）

　　　 10. 4 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／16
o〔書簡〕（抱浜之儀当年切ニ而小倉屋より戻し被

申候ニ相極り候につき）

安永 9.10.23 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1145／17
o〔書簡〕（塩浜之儀来丑年も貴宅へ御預り可被下

候由につき）

　　　  7.11 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／18
o〔書簡〕（抱浜加地子銀之内為持下正銀請取に

つき）

(安永 8).12.24 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙一括(2通)

折紙･切紙・(1括)

200612／1145／19
o〔書簡〕（抱浜年来小倉屋ニ預り之年限も当暮迄

ニ相済候につき）

丑(安永10). 3.30 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／20
o〔書簡〕（抱浜加地子銀算用去暮目録被下候に

つき）

子(安永 9).12.26／丑
(安永10). 3. 8

米屋半三郎→天野屋藤兵衛殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／3通

切継紙・(1括)

200612／1145／21
o覚（加地子銀算用控）

(天明 2). 3.22 天野屋次太郎→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／22
o〔書簡〕（御地私抱浜御用銀御利足落手仕候に

つき）
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(天明 2).10.29 天野屋次太郎→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／23
o〔書簡〕（私抱本川塩浜来卯年も貴宅御預り被成

度由につき）

　　　  2.29 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／24
o〔書簡〕（抱浜御用銀之利足此元へ御差越し被

下につき）

(安永 8). 2.29 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙一括(2通)

切(継)紙・(1括)

200612／1145／25
o〔書簡〕（抱塩浜御用銀去戌年分利足御下ケ被

為遣候由につき）・覚（塩浜御用銀利足受取）

(安永 8). 2.22 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／26
o〔書簡〕（抱塩浜来子之年貴宅ニ御預り被下につ

き）

　　辰.12.24 米屋半三郎→天野屋藤兵衛様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

切継紙・(1通)

200612／1145／27
o〔書簡〕（当所塩浜加地子之儀につき）

天明 5. 2.16 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒･包紙一括

括・(1括)

200612／1145／28
o天明五年巳二月十六日加地子銀差引過銀参候

節相添参候書状分

　　　 正. 9 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒･包紙一括／1通

切紙

200612／1145／28- 1
o〔書簡〕（浜方算用目録御越被下につき）

　　　  2. 1 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒･包紙一括／1通

切継紙

200612／1145／28- 2
o〔書簡〕（本川之内抱塩浜御算用被成目録御

見せ被下候儀につき）

　　巳.正. 9 竹原米屋→三原天野屋

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒･包紙一括／1通

切継紙

200612／1145／28- 3
o三原天野屋浜土手納屋相調入披見置候目録

ひかへ

安永 8.極. 預り主米屋半三郎 印･請人米屋
直平 印→三原天野屋藤兵衛殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒･包紙一括／1通

竪紙

200612／1145／28- 4
o塩浜預り申一札之覚　ひかへ

巳(天明 5).正. 9 竹原米屋→三原天野屋

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒･包紙一括／1通

切継紙

200612／1145／28- 5
o天明三年卯・同四年辰両年分三原天野屋より

預浜加地子算用銀指引目録巳正月九日右同
人江遣スひかへ也

乙巳(天明 5).正. 9 天野屋藤兵衛㊞→米屋半三郎
様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

切継紙

200612／1145／29
o覚（去癸卯年分御用銀御利足受取）

明和 4.～安永 8.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

切継紙・(1通)

200612／1145／30
o三原天野屋本川浜加地台覚

卯(天明 3). 7.13 天野屋次太郎→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／31
o〔書簡〕（其御地抱塩浜当年分加地子銀之内落

手仕候につき）

(天明 3).極.20 天野屋次太郎→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙一括(2通)

折紙･切紙・(1括)

200612／1145／32
o〔書簡〕（歳暮御祝儀として生鯛被贈下につき礼

状）・追而（加地子銀受取）

(天明 4). 7.12 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1145／33
o〔書簡〕（其御地抱本川塩浜当甲辰年加地子之

内銀請取につき）

寅(天明 2).12.27

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

切継紙・(1通)

200612／1145／34
o寅十二月廿七日三原天野屋へ遣ス塩浜入用書

付ひかへ
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寅(天明 2).12.27 米屋半三郎→天野屋次太郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

切継紙・(1通)

200612／1145／35
o三原天野屋抱浜本川分当寅極月加地銀次太郎

殿方へ遣ス目録ひかへ

甲辰(天明 4).極.24 天野屋藤兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

切継紙・(1通)

200612／1145／36
o〔書簡〕（其御地本川之内抱塩浜当辰年加地子

之内請取）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

括・ 1括

200612／1146
広島和田屋よりの書翰　明治四十年改之

　　　  8.22／正. 8／
酉.極.11

和田屋久兵衛→米屋半三郎様
／和田屋久兵衛→米屋半三郎
様・同 勘五郎様／井筒屋喜兵
衛(花押)→米屋勘五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙・帯紙一括(3通)

切(継)紙・(1括)

200612／1146／ 1
o〔書簡〕（勘五郎様迄下拙儀段々申上候儀につ

き）・追啓・覚（和田屋久兵衛殿へ御助力之分銀
札受取）

　　　 12. 9 和田屋久兵衛(花押)(従広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1146／ 2
o〔書簡〕（徳十郎殿方へ預ケ置申候銀子の儀に

つき）

　　　 正. 8 和田屋久兵衛(花押)(自広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1146／ 3
o〔書簡〕（新暦之慶賀）

　　　 12. 9 和田屋亀兵衛→米屋勘五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括

切継紙・(1通)

200612／1146／ 4
o〔書簡〕（徳十郎殿方へ親共預置申候銀子元利

共請取申上候につき）

　　　  8.28 和田屋久兵衛(花押)(自広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1146／ 5
o〔書簡〕（其御地出火の儀，徳十郎殿方へ預ケ銀

の儀につき）

　　　  3.13 和田屋久兵衛(自広島)→米屋半
三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1146／ 6
o〔書簡〕（貴公様先日已来御不快の儀につき）

　　　  7. 5 和田屋久兵衛(花押)(従広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1146／ 7
o〔書簡〕（暑中御用心の儀，亀蔵儀宮島へ御供被

仰付候儀につき）

　　　  9. 4 和田屋久兵衛(自広島)→米屋半
三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1146／ 8
o〔書簡〕（亀蔵何角御世話ニ相成忝奉存候につ

き）

　　　  3.28／卯. 3 和田屋久兵衛(花押)(自広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙一括(2通)

折紙･切紙・(1括)

200612／1146／ 9
o〔書簡〕（少々御快方ニ被成御座候由につき）

　　　  8.12 和田屋久兵衛(自広島)→米屋半
三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／1146／10
o〔書簡〕（亀蔵参上仕候儀につき）

　　　 極.20 和田屋久兵衛(花押)(従広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1146／11
o〔書簡〕（亀蔵御世話被成被下忝悦仕候につき）

　　　 蠟.10 和田屋久兵衛(花押)(自広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙一括(2通)

切(継)紙・(1括)

200612／1146／12
o〔書簡〕（亀蔵儀参上仕御世話被成被下候儀に

つき）・追啓申上候

　　　 霜. 7 和田屋久兵衛(花押)(従広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1146／13
o〔書簡〕（亀蔵儀御世話被成御心配をかけ申上

候儀につき）
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　　　  8.28 和田屋久兵衛(花押)(従広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1146／14
o〔書簡〕（先頃は亀蔵儀も不快ニ罷在得参上不仕

につき）

　　　 正. 8 和田屋久兵衛(花押)(自広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1146／15
o〔書簡〕（年始御祝儀）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／1146／16
o〔書簡〕

　　　 卯. 4 和田屋久兵衛(自広島)→米屋半
三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括／包紙付1通

切紙

200612／1146／16- 1
o〔書簡〕（徳十郎殿方へ又々申進候儀につき）

　　　 霜.18 和田屋久兵衛(従広島)→米屋半
三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括／包紙一括(2通)

折紙･切紙

200612／1146／16- 2
o〔書簡〕（亀蔵進上仕委細之趣につき）

　　　 10.15 和田屋久兵衛(自広島)→米屋半
三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／1146／16- 3
o〔書簡〕（先頃以書中申上候儀につき）

　　　 霜. 7 和田屋久兵衛(自広島)→米屋半
三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／1146／16- 4
o〔書簡〕（亀蔵進上申上候儀につき）

　　　 10.28 和田屋久兵衛(自広島)→米屋半
三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／1146／16- 5
o〔書簡〕（先頃已来以書中申上候儀につき）

　　　  9.26 和田屋久兵衛(花押)(従広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／1146／16- 6
o〔書簡〕（先頃以亀蔵委細書中ニ申上候儀に

つき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／1146／17
o〔書簡〕

　　　 11.20 和田屋久兵衛(花押)(従広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括／包紙付1通

切継紙

200612／1146／17- 1
o〔書簡〕（徳十郎殿方へも年々申進候得共埒

相済不申儀につき）

　　　 10.15 和田屋久兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1146／17- 2
o〔書簡〕（下拙方も追々難儀至極仕候儀につ

き）

　　　 霜.28 和田屋久兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1146／17- 3
o〔書簡〕（下拙難儀至極につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／1146／18
o〔書簡〕

　　　  7.19 和田屋久兵衛(花押)(従広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括／包紙付1通

切継紙

200612／1146／18- 1
o〔書簡〕（亀蔵御世話成儀を申上候につき）

　　　  6.11 和田屋久兵衛(花押)(自広島)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括／包紙付1通

折紙

200612／1146／18- 2
o〔書簡〕（当春御頼申上候亀蔵儀につき）

　　　  6.25 和田屋久兵衛(自広島)→米屋半
三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括／包紙付1通

竪紙

200612／1146／18- 3
o〔書簡〕（此間申上進候儀につき）
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　　　  3.15 和田屋久兵衛→米 半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒･題箋一括／紙縒一括／包紙付1通

竪紙

200612／1146／18- 4
o口上（今晩御見舞参上可仕哉承度）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

括・ 1括

200612／1147
〔書簡〕

　　　  6.20 古手屋孫兵衛(自広島)→種子屋
甚三郎様・銭屋甚兵衛様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1147／ 1
o〔書簡〕（斎藤氏跡目養子相談につき）

　　　  8.13 山内尚絅(花押)→米屋勘五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1147／ 2
o〔書簡〕（御約束薬調進仕候につき）

　　　  5.晦 種屋甚三郎→古手屋御内孫兵
衛様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙一括(2通)

切継紙・(1括)

200612／1147／ 3
o〔書簡〕（此許斎藤立章跡養子之事につき書通草

案）・追啓

　　子  9.10 米屋直平→新屋平蔵様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1147／ 4
o子九月十日好助セと田へ差出候節新屋平蔵殿

へ遣ス書状扣（今治表之儀につき）

　　　  9.17 山内尚絅→米屋御使

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1147／ 5
o〔荷物壱箱受取書付〕

安永 8. 5.10 米屋勘五郎→林堅郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1147／ 6
o安永八亥年五月林堅郎へ遣返書斎藤氏養子一

段ひかへ（於塩浜内々御噂仕置候一条，直平縁
辺之儀につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙一括(2通)

切紙･竪継紙・(1
括)

200612／1147／ 7
o本米屋より預り田渕氏聞合（縁辺差当悪敷儀）

　　亥. 8.19

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙一括(3通)

切(継)紙･折紙・(1
括)

200612／1147／ 8
o亥八月十九日花鳥屋林右衛門，野島屋長右衛

門持参頭書写シ（今治へ引越につき）

　　　 10. 2 二宮齢文→米や半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／1147／ 9
o口上（昨夜御馳走道中船中御世話下され尾道

へ着仕候につき礼状）

　　　 10.23 新庄村直平→米屋店江

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1147／10
o〔こり包壱つ銀札五拾匁差遣候儀書付〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

一紙・(1通)

200612／1147／11
o〔一紙〕（「山内尚絅」）

　　　  5. 8 林堅郎→米屋勘五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙(2枚)一括(3通)

切(継)紙・(1括)

200612／1147／12
o〔書簡〕（｢亥五月斎藤養子一件｣）[ほか]

　　　  9. 6 山内尚絅→米屋勘五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙一括(2通)

切(継)紙・(1括)

200612／1147／13
o〔書簡〕（御持病調査仕候儀，右銭屋義子之儀，

ほか箇条書付）・二啓

　　　  9. 5 山内尚絅→勘五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙一括(2通)

切(継)紙・(1括)

200612／1147／14
o〔書簡〕（御報相達不申甚不審につき）・追啓

　　　  5.26 山内尚絅→米屋勘五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1147／15
o〔書簡〕（令文儀右見水一条につき）

　　　  8.16 和田屋久兵衛(従広島)→米屋勘
五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／1147／16
o口上（御合力米御越被下候様ニ奉頼上）
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　　　  9.20 和田屋久兵衛(従広島)→米屋勘
五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／1147／17
o〔書簡〕（喜兵衛方迄御合力米代札銀受取につ

き）

　　戌. 9. 6 井筒屋喜兵衛→米屋半三郎様・
米屋直平様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1147／18
o覚（和田屋久兵衛様へ御扶持米代相渡し可申

旨）

(安永 8). 9.15 和田屋久兵衛(自広島)→米屋勘
五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1147／19
o〔書簡〕（井筒屋喜兵衛殿方迄御合力米代御越

被遣候につき）

(安永 7).後 7.29 和田屋久兵衛(自広島)→米屋勘
五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

切紙・(1通)

200612／1147／20
o〔書簡〕（御歎願申上候儀につき）

(安永 7).後7. 3 和田屋久兵衛(自広島)→米屋勘
五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1147／21
o〔書簡〕（先頃半三郎様宮島へ御参詣被為成候

由にて）

(安永 7).閏 7.14 井筒屋喜兵衛(従広島)→米屋勘
五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1147／22
o〔書簡〕（和田屋御難渋ニ付御無心筋申上候処

御聞届被下につき）

　　　 10.18 白市屋新右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1147／23
o〔書簡〕（今治御受引之一段につき）

　　　  8.晦 川口屋助一郎(自三原)→米屋勘
五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1147／24
o〔書簡〕（予州一条之儀，ほか箇条書付）

　　　  9.18／ 9. 5 かわ口や助一郎→米屋半三郎
様／松本多仲→川口松三様・川
口源右衛門様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙一括（2通）

切(継)紙・(1括)

200612／1147／25
o〔書簡〕（勘五郎様より御噂御座候而今治聞合仕

候儀につき）・別啓

　　　  8.28／寅 9.29 伊予屋七郎右衛門(花押)→米屋
半三郎様／和田屋久兵衛㊞・伊
予屋七郎右衛門(花押)→米屋半
三郎様・同 勘五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙一括(2通)

切継紙･竪紙・(1
括)

200612／1147／26
o〔書簡〕（和田屋より御頼之筋，ほか箇条書付）・

覚（忰亀蔵其御地御宅江逗留中の儀につき）

(安永 7). 5. 6 井筒屋喜兵衛→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1147／27
o〔書簡〕（和田屋久兵衛様御助情御扶持米料御

差越の儀，ほか箇条書付）

　　戌. 9. 3

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1147／28
o [御家中米ほか米相場書付]

　　亥. 7.15 米屋半三郎・同 直平→井筒屋
喜兵衛様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1147／29
o覚（銀札貴様方迄進候につき）

(安永 9). 7.20 井筒屋喜兵衛(花押)→米屋半三
郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1147／30
o〔書簡〕（和田屋扶持米代受取申候につき）

己亥(安永 8). 7.16 井筒屋喜兵衛㊞→米屋半三郎
様・同 直平様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1147／31
o覚（和田屋久兵衛様当年中御扶持米料受取）

(安永 7). 7.19 井筒屋喜兵衛(従広島)→米屋半
三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1147／32
o〔書簡〕（和田屋御合力之儀早々御助情下された

き旨）
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(安永 7).卯.14 井筒屋喜兵衛(花押)→米屋勘五
郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付(2枚)

折紙・(1通)

200612／1147／33
o〔書簡〕（和田屋久兵衛様近年追々御不勝手に

つき）

　　　  9.15 米屋半三郎→山内尚絅様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／2枚

折紙・(1通)

200612／1147／34
o〔書簡〕（勘五郎抜参宮志シ他行仕候につき）

　　　  2.晦 黒部喜惣右衛門(従今治)→吉井
半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1147／35
o〔書簡〕（中村氏御引越御婚礼につき）

　　　 11.12 山内尚絅→米屋御隠居様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1147／36
o〔書簡〕（令文遠遊之由御座候につき）

　　　  3.10 草津屋次左衛門→米屋半三郎
様・同 勘五郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1147／37
o〔書簡〕（勇吉殿并道午老御人柄聞合申候につ

き）

　　　 極. 2 草津屋次郎右衛門→米屋半三
郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「18」)一括（右上段）／紙縒一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1147／38
o〔書簡〕（齋藤家取立之一段ニ付平野勇吉殿并

舟橋道午老と申仁之儀御尋越につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／付箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

括・ 1括

200612／1148
〔酒造関係文書〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／1148／ 1
o〔酒造減石関係書付〕

半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括／紙縒一括／1通

一紙

200612／1148／ 1- 1
o〔一紙〕（「銀歩もとし」）

享和 2. 9. 酒造人源五郎跡権兵衛→庄屋
万蔵殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括／紙縒一括／1通

竪継紙

200612／1148／ 1- 2
o酒造半石造被仰付石数申上ル書付

戌(享和 2). 9.20 同 四日市 理平次→割庄屋郷村
直兵衛様[ほか3名]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1148／ 1- 3
o〔酒造半石造り諸道具用不用取分御極印受

之儀につき急廻達〕

　　　  9.19 同 津田屋佐太郎→割庄屋四日
市 理平次様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1148／ 1- 4
o〔書簡〕（天明八申年御改之節半石造被為仰

付候儀につき）

天明 8. 9. 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括／紙縒一括／包紙付1通

切継紙

200612／1148／ 1- 5
o覚（酒造三歩一造之外明桶御改之上村役人

預候分）

安永 2.極. 預り主 小倉屋次兵衛・請人 天
野屋丈七→三原 天野屋藤兵衛

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1148／ 2
o塩浜預り申一札之覚

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1148／ 3
o塩浜預り申一札之覚

　　丑. 6. 酒造人持主 米や半三郎・忰貞
太郎→年寄藤次郎殿・庄屋貞次
郎殿・町与頭三右衛門殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

切紙・(1通)

200612／1148／ 4
o乍恐御願申上候覚（酒造不用道具解崩申したき

旨）
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　　丑. 6. 酒造人持主 米や半三郎忰貞太
郎→年寄藤次郎殿・庄屋貞次郎
殿・町与頭三右衛門殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

切紙・(1通)

200612／1148／ 5
o半紙竪 乍恐御願申上候覚（酒造道具調替申し

たき旨控）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括／帯紙付

切継紙・(1通)

200612／1148／ 6
o高六百九拾石此三ヶ一弐百三拾石入用桶之覚

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

切継紙・(1通)

200612／1148／ 7
o覚（酒造三歩弐道具極印請申候分） おのミち分

文化11.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

切紙・(1通)

200612／1148／ 8
o〔酒屋方之名目ヲ庄次郎ニ致置度旨書付〕

　　　 10. 2 白市屋孫右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1148／ 9
o〔書簡〕（酒造御改之儀，ほか箇条書付）

　　　 霜.24 大坂屋仁兵衛→綿屋小兵衛様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

切継紙・(1通)

200612／1148／10
o〔書簡〕（酒ほうき借受申したきにつき）

　　　 10. 3 孫右衛門→半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

切継紙・(1通)

200612／1148／11
o〔書簡〕（酒造方御改之儀段々御心配成され候に

つき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

切紙・(1通)

200612／1148／12
o〔油屋御頼ニ御座候へとも少しさしつかへも御座

候旨書付〕

文化14. 2. 4 菅屋多十郎→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪紙・(1通)

200612／1148／13
o〔書簡〕（子年分株料持参仕候につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1148／14
o覚（酒造三歩一遣ひ道具）　三津白市屋分ひか

へ

　　申. 2. 三津白市屋徳太郎→割庄屋竹
原東村作左衛門殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1148／15
o巳年酒造道具覚　三津白市屋分扣

寛政 5. 6. 酒造人米屋徳十郎・下市村年寄
藤左衛門[ほか5名]→小谷万助
様黒川林次郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1148／16
o覚（酒造三歩一遣ひ桶并瓶御改につき）ひかへ

賀茂郡志和東村酒造主三郎左
衛門・庄屋四郎右衛門・与頭惣
三郎[ほか3名]→入江八郎次様・
谷勝之丞様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1148／17
o酒造り三歩一造り瓶并明桶并瓶共御極印御請

書

安永 2. 2. 持主 米屋徳十郎 印→年寄半三
郎殿[ほか5名]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1148／18
oかも郡下市村米や徳十郎酒場豊田郡忠海村大

坂屋仁兵衛御預り申度御願書付
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天明 8.10.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1148／19
o酒造三ヶ一造候桶并明桶共御改御極印請候分

（雛形）

安永 6.12. 持主米屋徳十郎 印→年寄半三
郎殿[5名]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪紙・(1通)

200612／1148／20
o安永六年酉十二月酒場止メ願書　ひかへ

天明 3.正. 賀茂郡下市村持主米屋徳十郎
→年寄半三郎殿[ほか5名]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪紙・(1通)

200612／1148／21
o天明三年卯正月上ル証文扣壱通上ル（酒場壱

軒豊田郡忠海村大坂屋仁兵衛へ預け申すにつ
き）

　　申. 9.23 三次村 住屋彦左衛門

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪紙・(1通)

200612／1148／22
o覚（酒造午年半減造諸道具）　三次之分

　　酉.極. 豊田郡忠海町大坂屋仁兵衛→
町年寄正左衛門殿・同庄屋林平
殿・町与頭仁兵衛殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪紙・(1通)

200612／1148／23
o覚（賀茂郡下市村米屋徳十郎酒場休居申候に

つき預り申候）扣

安永 2. 2. 大坂屋仁兵衛→町年寄正左衛
門殿・同庄屋九郎吉殿・同与頭
仁兵衛殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1148／24
o忠海大坂屋仁兵衛より之願書（賀茂郡下市村米

屋徳十郎酒場休居申候ニ付預り申したき旨）本
紙居候也

寅(寛政 6).閏11. 酒造人米屋貞太郎 判→年寄藤
左衛門殿[ほか5名]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪紙・(1通)

200612／1148／25
o乍恐御願申上口上之覚（先達而差出候増造願

書御下ケ下されたき旨）

宝暦13. 7. 米屋徳十郎 印・証人 米屋半三
郎 印→尾道塩飽屋市三郎殿・
支配人甚助殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪紙・(1通)

200612／1148／26
o覚（酒場一株・同諸道具御預ケ申すにつき）　ひ

かへ

明和 5. 8. 預主加茂屋直十郎 印・証人綿
屋弥三郎 印→米屋徳十郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪紙・(1通)

200612／1148／27
o覚（酒場・諸道具借受につき）　案文

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造1｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1148／28
o覚（酒造三分一造御免遣ひ桶・明桶極印請候

分）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

括・ 1括

200612／1149
〔酒造関係文書〕

寛文 7.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

折紙綴・(1綴)

200612／1149／ 1
o覚　寛文七年之新酒之覚

　　　  7.22 塩飽屋万右衛門(従尾道)→米屋
半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1149／ 2
o〔書簡〕（此度見せ引申候につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

切継紙・(1通)

200612／1149／ 3
o覚（仕込桶・瓶書付）
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安永 2. 3. 賀茂郡上市村持主米屋徳十郎 
印→年寄半三郎殿[ほか5名]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

竪紙・(1通)

200612／1149／ 4
o安永六年酉十二月酒場証文　此通ニ〆一通ひ

かへ

　　　  8.10 塩飽屋万右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

切継紙・(1通)

200612／1149／ 5
o〔書簡〕（酒袋百七十通此方へ取帰候につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

折紙・(1通)

200612／1149／ 6
o〔桶・瓶向屋ニ有分書上〕

　　戌.10. 8 尾道塩飽屋㊞→竹原本米屋

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

切紙・(1通)

200612／1149／ 7
o覚（米代・袋代・はしり代共請取）

寛政 5. 6. 米屋半三郎 印判→年寄藤左衛
門殿[ほか2名(1名抹消)]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1149／ 8
o覚（酒造三分一遣ひ桶并瓶共新極印御居替に

つき）ひかへ

寛政12. 6. 持主米屋徳十郎→年寄半三郎
殿[ほか5名

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1149／ 9
o賀茂郡下市村米屋徳十郎酒場同郡原村川野屋

戸八へ預ケ申度御願申上ル書付

　　　 正.10 牧　掃部・木邑帯刀・大澤造酒→
吉井半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

折紙・(1通)

200612／1149／10
o〔書簡〕（新春之御吉慶目出度）

　　戌.11.11 塩飽や忠兵衛→竹原屋本米や

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

切継紙・(1通)

200612／1149／11
o覚（金直段違につき）

米屋庄次郎→庄屋勘兵衛殿[ほ
か3名]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1149／12
o当所年寄半三郎酒造株同居弟庄次郎譲り請申

度御願申上候書附

巳(安永 2).12.27 浜 広島屋→本米屋

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括／包紙一括(3通)

切継紙・(1括)

200612／1149／13
o覚（塩浜加地子銀高書上）

　　　  8.27 しわく屋万右衛門㊞(自尾道)→
米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括／包紙付

切継紙・(1通)

200612／1149／14
o〔書簡〕（兄方当方ハ私支配仕候につき）

寛政 5. 6. 酒造人 米屋半三郎[ほか6名]→
年寄藤左衛門殿・庄屋貞次郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

竪継紙・(1通)

200612／1149／15
o覚（酒造三分一遣ひ桶并瓶共新極印御居替に

つき）

明和 5. 8. 預り主賀茂屋直十郎㊞・証人綿
屋弥三郎㊞→米屋徳十郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

竪紙・(1通)

200612／1149／16
o覚（酒場・諸道具等借受につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括／包紙一括(2通)

切(継)紙・(1括)

200612／1149／17
o酒水上ケ気使相覚書付有

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

折紙・(1通)

200612／1149／18
o酒仕廻書付有
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文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造2｣・ビニール紐
一括

横半・(1冊)

200612／1149／19
o新酒片白之次第

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

括・ 1括

200612／1150
〔酒造関係文書〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／1150／ 1
o覚（かりシにでき申酒ニハ…）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1150／ 2
o覚（諸白・片白日数書上）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括(2
通)

折紙・(1括)

200612／1150／ 3
o夏酒上諸白ノ次第

　　　  7.24 三原や正右衛門→竹原下市又
三郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／1150／ 4
o覆盆酒作り用

文化 3. 6. 3 源蔵→旦那様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1150／ 5
o定（酒場勤方ヶ条書）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙綴・(1綴)

200612／1150／ 6
o〔酒造桶書上〕

　　戌. 9.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1150／ 7
o〔向蔵之分酒造桶本数書上〕

　　戌. 9.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1150／ 8
o覚　本家蔵酒桶改

　　申. 9. 下市村米屋半三郎→割庄屋作
左衛門殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1150／ 9
o未年酒造道具除置分

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1150／10
o払道具

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1150／11
o〔巳年造り高・酒造道具改〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1150／12
o覚（巳年造り高・酒造道具改）

酒造人 賀茂郡下市村米屋半三
郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1150／13
o〔酒造減少につき解崩道具改〕ひかへ

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1150／14
o覚（巳年造り高・酒造道具改）扣

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1150／15
o覚（巳年造り高・酒造道具改）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1150／16
o覚（巳年造り高・酒造道具改）

酒造人 賀茂郡下市村米屋半三
郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙綴・(1綴)

200612／1150／17
o〔酒造減少につき解崩道具改〕
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　　申.10. 米屋半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙綴・(1綴)

200612／1150／18
o覚（巳年迄造り高・酒造道具改）

　　申.10. 酒造人　賀茂郡下市村米屋半三
郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙綴・(1綴)

200612／1150／19
o〔酒造減少につき解崩道具改〕

　　申.10. 酒造人　賀茂郡下市村米屋半三
郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙綴・(1綴)

200612／1150／20
o〔酒造減少につき解崩道具改〕

　　申.10. 酒造人　賀茂郡下市村米屋半三
郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙綴・(1綴)

200612／1150／21
o〔酒造減少につき解崩道具改〕

　　申. 2. 下市村米屋半三郎→割庄屋作
左衛門殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙綴・(1綴)

200612／1150／22
o巳年酒造道具覚

　　申.10. 米屋半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造3｣・紙縒一括

折紙綴・(1綴)

200612／1150／23
o覚（巳年迄造り高・酒造道具改）ひかへ

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括

括・ 1括

200612／1151
〔酒造関係文書〕

(寛政 6.閏11.)

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括(3通)

括・(1括)

200612／1151／ 1
o〔酒造増造り願書御下ケ願書〕

寛政 6.閏11. 酒造人米屋貞太郎 印→年寄藤
左衛門殿[ほか5名]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括／1通

竪紙

200612／1151／ 1- 1
oひかへ　酒造増造之儀奉願上書付

寅(寛政 6).閏11. 酒造人米屋貞太郎→年寄藤左
衛門殿[ほか5名]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括／1通

竪継紙

200612／1151／ 1- 2
o寛政六年寅閏十一月廿八日　当年増造り御

免仰付不用道具計り相用申度願書ひかへ

寅(寛政 6).閏11. 酒造人米屋貞太郎→年寄藤左
衛門殿[ほか5名]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括／1通

竪紙

200612／1151／ 1- 3
o寛政六年寅十一月廿八日酒増造りニ付先達

而指出候願書御下ケ被遣候様ニと願上候書
付　ひかへ

寛文10.10.吉 公藤次右衛門嘉近(花押)→吉井
半三郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1151／ 2
o諸白酒寒造覚

　　戌. 7.29 しわくや→本米屋

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1151／ 3
o覚（酒代）

　　戌. 8.21 尾道 塩飽屋→竹原 本米屋

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1151／ 4
o覚（酒袋・米ときはしり代）

塩飽屋嘉兵衛→米屋清蔵様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1151／ 5
o〔書簡断片〕

　　　 11.11 塩飽や嘉兵衛→米屋清蔵様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
包紙付

切継紙・(1通)

200612／1151／ 6
o〔書簡〕（酒代手形之儀につき）

　　申.10. 酒造人米屋半三郎[ほか5名]→
入江八郎次様・谷 勝之丞様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括

竪継紙・(1通)

200612／1151／ 7
o酒造三歩一造り桶瓶并明桶・明瓶御極印御請
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宝暦13. 7. 尾道塩飽屋市三郎 印・支配人 
甚介 印→米屋徳十郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／1151／ 8
o覚（酒道具・居宅等借り請）ひかへ

文化11. 2. 年寄半三郎→賀茂郡御役所

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括

竪紙・(1通)

200612／1151／ 9
o当所年寄半三郎より同居之弟米屋庄次郎江酒

造株譲り渡し申度御願申上候書附

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1151／10
o道具置場扣

　　丑. 2.16 酒造人 米屋半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括

折紙綴・(1綴)

200612／1151／11
o覚（巳年迄酒造高・酒造道具改）ひかへ

　　丑. 6. 酒造人 米屋徳十郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1151／12
o覚（巳年迄造り高・酒造道具改）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1151／13
o〔酒造桶書上〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括

括・(1括)

200612／1151／14
o〔当所酒方一件諸扣帳数記し置覚ほか〕

享和 2.霜.吉 米屋

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括／1通

折紙

200612／1151／14- 1
o〔当所酒方一件諸扣帳数記し置覚〕

　　戌.11.13 塩飽屋嘉兵衛㊞→米屋清兵衛
様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括／1通

切紙

200612／1151／14- 2
o〔書簡断片〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括

括・(1括)

200612／1151／15
o〔酒造石高減少につき触書写ほか〕

　　申. 8. 土佐・石見

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括／1通

切継紙

200612／1151／15- 1
o〔酒造石高減少につき触書〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括／包紙付1通

切継紙

200612／1151／15- 2
o〔角屋正三郎酒仕込不申趣につき書付〕

　　　  9.26 白市屋孫右衛門→米屋半三郎
様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括／1通

切紙

200612／1151／15- 3
o〔書簡〕（法事相勤大慶につき礼状）

(天明 6).閏10. 5 角屋正三郎→米や半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括／1通

切継紙

200612／1151／15- 4
o〔書簡〕（酒桶取除の儀につき）

　　　 10. 7 角屋正三郎→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括／1通

切継紙

200612／1151／15- 5
o〔書簡〕（酒桶解崩の儀につき）

正三郎→半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括／1通

切継紙

200612／1151／15- 6
o〔書簡〕（澄酒石数の論につき）

　　　 10. 7 正三郎→半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括／1通

切継紙

200612／1151／15- 7
o〔書簡〕（酒造り方桶遣ひ方の儀につき）
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　　　  9.27 正三郎→半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
紙縒一括／1通

切継紙

200612／1151／15- 8
o〔書簡〕（上角屋酒場の儀につき）

　　　 正.10 牧 掃部・木村帯刀・大澤造酒→
吉井半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造4｣・紙縒一括／
包紙付

折紙・(1通)

200612／1151／16
o〔書簡〕（新春之御慶目出度）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造5｣・紙縒一括

括・ 1括

200612／1152
〔酒造関係文書〕

　　申. 9. 酒造人下市村米屋半三郎

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造5｣・紙縒一括／
紙縒一括(2通)

折紙・(1括)

200612／1152／ 1
o払道具

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造5｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1152／ 2
o覚（片白・諸白日数書上）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造5｣・紙縒一括

折紙・(1通)

200612／1152／ 3
o酒造り様

　　戌. 9.12 米屋→町用所

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造5｣・紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1152／ 4
o覚（酒桶相調）

　　戌. 9. 米屋→町用所

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造5｣・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1152／ 5
o覚（酒桶相調）

寛政 6.11.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造5｣・紙縒一括

切継紙・(1通)

200612／1152／ 6
o寛政六寅霜月酒増造り之御触写し

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括／題箋｢酒造5｣・紙縒一括

罫紙・便箋綴・(1
綴)

200612／1152／ 7
o竹原町酒造業の創始

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括

写真プリント・ 1括
4枚

200612／1153
諸白酒寒造覚（写真プリント）

平成 2. 8. 新畑末男

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢酒造ニ関スル古書類｣)一括

一紙綴(ワープロ
印刷)・ 1綴

200612／1154
吉井家文書(写真) 平成二年八月新畑末男氏解読

寛延 3. 7.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括

括・ 1括

200612／1155
瀬違御普請所一巻　相玄様御在役御筆記分

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／1155／ 1
o〔竹原下市瀬替御普請所諸入用夫賃銀并諸道

具代覚ほか〕

　　丑. 4.19 元〆方下市年寄半平[ほか4名]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

折紙

200612／1155／ 1- 1
o覚（竹原下市御普請所諸入用夫賃銀并諸道

具代）

　　丑. 4.19 元〆方下市年寄半平[ほか4名]
→賀茂郡御役所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

竪継紙

200612／1155／ 1- 2
o覚（竹原下市御普請所諸入用夫賃銀并諸道

具代）

　　丑. 4.19 元〆方→賀茂郡御役所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

竪継紙

200612／1155／ 1- 3
o覚（御普請銀差引）

　　子. 4. 5 元〆方・勘定方

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／1155／ 1- 4
o覚（町用所より勘定方へ受取銀の内当春払）
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　　丑. 4.14迄

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 1- 5
o覚（夫賃銀日々目録惣辻）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1155／ 1- 6
o覚（坪数書上）

　　丑. 4.19 元〆方→賀茂郡御役所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

竪継紙

200612／1155／ 1- 7
o覚（坪数書上）ひかへ

　　　  5.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 1- 8
o覚（御普請所）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 1- 9
o〔山之惣躰・取除ケ坪数書上〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1155／ 1-10
o覚（村々加勢夫・諸入用銀）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1155／ 1-11
o覚（元〆方・勘定方ほか村役人名）

　　　 12.17 庄屋忠右衛門(花押)→年寄半平
様[3名]

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／包
紙付1通

切継紙

200612／1155／ 1-12
o〔書簡〕（瀬違願書付未御船手様へ上ケ不申

候につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1155／ 1-13
o覚（御奉行様方ほか諸入用）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1155／ 1-14
o〔加勢夫・諸色銀・坪数書上〕

　　　  8. 7改

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 1-15
o山掘坪積

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1155／ 1-16
o〔坪数書上〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1155／ 1-17
o覚（平夫賃・山師賃）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

折紙

200612／1155／ 1-18
o覚（増シ坪・増シ夫之儀につき）

　　　  4.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1155／ 1-19
o覚（御賄方入用ほか）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／1155／ 2
o〔竹原下市瀬替御普請諸入用覚ほか〕

　　丑. 4.19 元〆方→賀茂郡御役所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

竪継紙

200612／1155／ 2- 1
o覚（御普請銀差引）

　　　  4.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 2- 2
o覚（御賄方入用ほか）

　　子. 4. 5 元〆方・勘定方

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／1155／ 2- 3
o覚（町用所より勘定方へ受取銀の内当春払）
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文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1155／ 2- 4
o覚（御奉行様方ほか諸入用）

　　　 極.19 年寄半平・同 元右衛門・与頭と
も・仲間とも→庄屋忠右衛門様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1155／ 2- 5
o〔書簡〕（瀬違御願書付未御船手様へ上り不

申候につき）

　　丑. 4.14迄

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 2- 6
o覚（夫賃銀日々目録惣辻）

　　　  4.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／包
紙付1通

切継紙

200612／1155／ 2- 7
o覚（瀬替御普請の儀につき頭書）

　　　 蠟.23

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1155／ 2- 8
o〔書簡〕（貴様御婚義も首尾好相調につき）

　　　 閏 5. 5 米屋半平→同 助左衛門様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 2- 9
o口上（塩浜前代未聞之凶年につき）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 2-10
o覚（残山坪数・賃銀夫数）

　　　 後 4.19 米屋半平→桧垣文助様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／包
紙付1通

切紙

200612／1155／ 2-11
o後卯月十九日飛脚 桧垣氏へ遣ス書状ひかへ

　　子. 4. 6 丁場方

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 2-12
o覚（二月十七日より四月五日迄坪数・夫数）

　　　 閏 4.19

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 2-13
o覚　閏卯月九日迄惣辻

　　丑. 4.19 元〆方→賀茂郡御役所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

竪紙

200612／1155／ 2-14
o覚（坪数書上）

　　　  2. 9

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1綴

折紙綴

200612／1155／ 2-15
o覚（御普請諸入用算用目録）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括

括・(1括)

200612／1155／ 3
o〔土井庄左衛門関係書類ほか〕

　　　 卯.24 半三郎→正三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1155／ 3- 1
o土居之儀ニ付正三郎殿へ手附ひかへ

　　　 10.21 東土井忠五郎→米屋幾三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 3- 2
o口上（庄左衛門儀相果申候）

　　　 12.13

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 3- 3
o〔書簡〕（病気ニ付ふとん御借シ下されたき旨）

　　未.10. 六右衛門・保右衛門→半三郎様
御両所

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切継紙

200612／1155／ 3- 4
o覚書（年賦古借大凡相形付候につき向後御

家法之事）

　　　  6.26 土井忠五郎→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

折紙

200612／1155／ 3- 5
o〔書簡〕（伯父庄左衛門快気仕間敷につき万

事御頼可申上候）

　　　 極.10 土井庄左衛門→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 3- 6
o〔書簡〕（私儀急病此度限りにつき心安キ手代

一人御越下されたき旨）
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　　　 12.20

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1通

切紙

200612／1155／ 3- 7
o〔書簡〕（私今に得斗不仕につきひき物少々御

こし下されたき旨）

　　辰. 4.24 竹原御普請所元〆方（下市年寄
半三郎[ほか8名]）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紙縒一括／1綴

折紙綴

200612／1155／ 3- 8
o覚（竹原下市御普請所諸入用夫賃銀并諸道

具代）

延享 5. 8. 8 竹原御普請所元〆方（下市村年
寄半三郎[ほか6名]）→賀茂郡御
役所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括

横長・(1冊)

200612／1155／ 4
o賀茂郡竹原下市村瀬違御普請当辰秋御普請入

用并残り坪・惣銀残差引目録

延享 4. 3. 竹原御普請所元〆方（下市村年
寄半平・半三郎[ほか6名]）→賀
茂郡御役所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括

横長・(1冊)

200612／1155／ 5
o賀茂郡下市村瀬違御普請当春御普請諸入用并

当春改・残り山坪・惣銀差引目録

延享 2. 4.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括

横長・(1冊)

200612／1155／ 6
o賀茂郡下市村新川筋瀬違御普請壱巻

寛延 2. 4.11 竹原御普請所元〆方（下市年寄
半三郎[ほか3名]）→賀茂郡御役
所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括

横長・(1冊)

200612／1155／ 7
o賀茂郡下市村瀬違当巳春御普請諸入用并山坪

惣銀差引目録

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括

括・(1括)

200612／1155／ 8
o〔竹原下市瀬違普請関係書類〕

　　戌.11.／12.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括

括

200612／1155／ 8- 1
o〔御普請所凡積残り銀覚ほか〕

　　戌.12. 町庄屋正三郎・浜庄屋市郎左衛
門→賀茂郡御役所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括／1通

竪紙

200612／1155／ 8- 1- 1
o覚（御普請所凡残り銀）写し

　　戌.11.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括／1通

折紙

200612／1155／ 8- 1- 2
o覚（御普請諸入用）役方内ひかへ

　　戌.11.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括／1通

切継紙

200612／1155／ 8- 1- 3
o覚（御普請諸入用）役方内ひかへ

享保11.～宝暦10.極.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括

括

200612／1155／ 8- 2
o〔塩浜売買・米屋孫作不身上につき書付類〕

　　寅. 9.14 灰屋伝右衛門㊞(｢尾道｣)→米屋
半三郎殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括／1通

切紙

200612／1155／ 8- 2- 1
o覚（銀受取）

宝暦10.極. 売主竹原米屋半三郎・証人同所
誰→尾道灰屋伝右衛門殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括／1通

竪紙

200612／1155／ 8- 2- 2
o覚（塩浜并浜附田畠建物・浜道具共永代売

渡シ代銀請取）

宝暦10.極.29 竹原下市売主米屋半三郎 印[ほ
か3名]→年寄並正三郎殿・塩浜
庄屋喜三次殿・同次助殿・仲間
衆中

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括／1通

竪紙

200612／1155／ 8- 2- 3
o覚（塩浜売買仕候につき）
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宝暦10.極.29 売主竹原米屋半三郎 印[ほか2
名]→尾道灰屋伝右衛門殿

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括／1通

竪紙

200612／1155／ 8- 2- 4
o覚（塩浜并浜付田畠建物・浜道具共永代売

渡し代銀請取）

享保11. 8.19 米屋孫作㊞→米屋半三郎様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括／包紙付1通

竪紙

200612／1155／ 8- 2- 5
o孫作一札書物入（私不身上につき忠海白

市屋九郎左衛門方頼母子掛銀の儀につ
き）

　　未. 7. 米屋孫作

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括／包紙付1通

切継紙

200612／1155／ 8- 2- 6
o未七月孫作方頼母子銀出シ遣扣

　　辰. 8.～

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括

括

200612／1155／ 8- 3
o〔御普請人夫・諸道具書付〕

　　辰. 8.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括／1通

切紙

200612／1155／ 8- 3- 1
o覚（御普請諸道具）

　　辰. 9. 4 下市年寄半三郎→松原文蔵様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括／1通

切継紙

200612／1155／ 8- 3- 2
o松原文蔵様辰九月四日人夫之儀申上候書

状ひかへ

　　辰. 8.～ 9.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／紙縒
一括／1通

切継紙

200612／1155／ 8- 3- 3
o町用所より吉兵衛持参仕候人夫書附写し

　　巳.極.28 →本米屋

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／一括(2
通)

切継紙

200612／1155／ 8- 4
o覚（小堀浜普請入用・加子代算用）

寛保 2.極. 町浜役人不残→御船手様御参
人様宛

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／包紙
付1通

竪継紙

200612／1155／ 8- 5
o御船手様江上瀬違御願書 ひかへ壱通（成井

川筋漸々埋強く町浜衰微につき）

　　辰. 4.24 竹原御普請所元〆方（下市村年
寄半平[ほか8名]）

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／1綴

折紙綴

200612／1155／ 8- 6
o覚（竹原下市村御普請所諸入用夫賃銀并諸

道具代）

安永 2. 2.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／1冊

小横長

200612／1155／ 8- 7
o賀茂郡下市村瀬違新川筋附替夫積帖

安永 3. 9.吉

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／1冊

小横半

200612／1155／ 8- 8
o瀬違御普請皆出来ニ付役中為御礼此度罷出

勘五郎代勤出府諸覚書

寛延 3. 4. 7 竹原御普請所元〆方（下市年寄
元右衛門・半三郎[ほか5名]）→
賀茂郡御役所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／1冊

横長

200612／1155／ 8- 9
o賀茂郡上市村瀬違当午春御普請諸入用并山

坪惣銀差引目録

寛延 2. 4.11 竹原御普請所元〆方（下市年寄
半三郎[ほか3名]）→賀茂郡御役
所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／1冊

横長

200612／1155／ 8-10
o賀茂郡下市村瀬違当巳春御普請諸入用并山

坪惣銀差引目録

延享 5. 8. 8 竹原御普請所元〆方（下市村年
寄半三郎[ほか5名]）→賀茂郡御
役所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／1冊

横長

200612／1155／ 8-11
o賀茂郡竹原下市村瀬違御普請当辰秋御普請

入用并残り坪・惣銀残差引目録
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延享 4. 3. 竹原御普請所元〆方（下市村年
寄半平・半三郎[ほか6名]）→賀
茂郡御役所様

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／1冊

横長

200612／1155／ 8-12
o賀茂郡下市村瀬違御普請当春御普請諸入用

并当春改残り・山坪惣銀差引目録

延享 2. 4.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋一括／紐一括／1冊

横長

200612／1155／ 8-13
o賀茂郡下市村新川筋瀬違御普請壱巻

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括

袋・ 1点

200612／1156
〔袋〕（「瀬違扣壱巻」）

寛保 3. 3.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括

小横半・ 1冊

200612／1157
下市村瀬違積帖写

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括

絵図・ 1点

200612／1158
瀬違御普請所絵図　竹原町浜

寛保 3. 3.

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括

小横半・ 1冊

200612／1159
〔下市村瀬違積帖写〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋付

絵図(竪紙)・ 1点

200612／1160
瀬替積絵図

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括／袋付

絵図(竪紙)・ 1点

200612／1161
賀茂郡下市村多井新開新川筋瀬違絵図

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括

罫紙綴・ 1綴

200612／1162
〔竹原の邑たる由来〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括

便箋・ 1括(9枚)

200612／1163
〔下市村御普請関係文書筆写〕

文書箪笥（小）―抽斗(｢古文書目録作製済｣「19」)一括（右下段）／袋(｢成井川瀬替一件書類｣)一括

原稿用紙・ 1括(3
枚)

200612／1164
水政記事（唐崎赤斎先生ノ稿）

明治 7.～17. 竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「5」

綴・ 1綴

200612／1165
県庁・郡役所・出張局　達并照会書

明治22.12. 竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「2」

罫紙竪冊・ 1冊

200612／1166
視察簿

明治 9.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「1」封筒一括

括・ 1括(13枚+包
紙付2枚)

200612／1167
郵便物数調表

明治11. 5. 竹原下市駅 通運会社取次所

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「1」封筒一括

横半・ 1冊

200612／1168
通運物判取帖　第壱号

明治11. 9. 竹原下市駅 通運会社取次処

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「1」封筒一括

横半・ 1冊

200612／1169
内国通運物判取帖　第弐号

明治12. 2. 竹原下市駅 通運会社取次所

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「1」封筒一括

横半・ 1冊

200612／1170
内国通運物判取帖　第三号

明治13. 1.28～15. 
8.17

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「1」封筒一括

横半・ 1冊

200612／1171
金子入書状請取証合符

　　　  1.27 竹原上市同所㊞(｢吉井｣)→田万
り通軍取次所　御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／封筒一括

切紙・ 1通

200612／1172
記（金壱円入）
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明治11.12.25 竹原下市同所㊞(｢吉井｣)→田万
り通運会社取次所　御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／封筒一括

切継紙・ 1通

200612／1173
記（金三円入壱封・金五拾円入壱封）

(明治)12. 1 竹原下市同所㊞(｢吉井｣)→田万
里通軍取次所　御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／封筒一括

切継紙・ 1通

200612／1174
記（弐円五拾銭入・金三拾銭入古足袋壱足・煙草百
目入）

明治12. 2. 1 竹原下市駅同所㊞(｢吉井｣)→田
万里通運取次所

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／封筒一括

切継紙・ 1通

200612／1175
記（金拾九円九拾九銭八り）

　　　  9.20 星耕生→桂月兄 硯北

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／封筒一括

切継紙・ 1通

200612／1176
〔書簡〕（此の悲報を兄に呈するの止むなきの運命）

　　　  4.25 ■■豊二郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／封筒一括

切紙・ 1通

200612／1177
記（讃州之本松美馬嘉吉出）

(明治)12. 1.29 竹原下市同所㊞(｢吉井｣)→田万
里通運取次所　御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／封筒一括

切継紙・ 1通

200612／1178
記（金百円入壱封）

明治11.12.21 竹原下市同所㊞(｢吉井｣)→田万
り通運取次所　御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／封筒一括

切紙・ 1通

200612／1179
記（金弐円三拾壱銭三り・弐円入壱封）

　　　 12.17 下市同処→田万り取次所　御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／封筒一括

切紙・ 1通

200612／1180
記（金壱円七拾四銭入）

　　　 12.15 竹原下市駅同所㊞(｢吉井｣)→田
万里通運取次所

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／封筒一括

切紙・ 1通

200612／1181
記（金三円入壱封）

　　　  1. 7 下市同所㊞(｢吉井｣)→田万り通
軍取次所　御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／封筒一括

切紙・ 1通

200612／1182
記（紙包壱ツ）

大正10. 4.20 逓信省　発行

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「2」

上製本(和綴)・ 1
冊

200612／1183
紀念郵便切手帖

明治21.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「3」

綴・ 1綴

200612／1184
明治廿一年中庶務関係書

明治21.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「3」

綴・ 1綴

200612／1185
明治廿一年中 為替関[係書 ｶ ]

明治22.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「3」

綴・ 1綴

200612／1186
明治廿二年より 庶務ニ関スル文書

明治22.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「3」

綴・ 1綴

200612／1187
明治二年分　庶務ニ関スル文書

明治22.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「3」

綴・ 1綴

200612／1188
明治廿二年分　郵便ニ関スル文書

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

括・ 1括

200612／1189
逓誉様御履歴及身上ニ関する書類

大正13. 4.26 逓信大臣藤村義郎→三等郵便
局長吉井利三郎／内閣→三等
郵便局長吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

切紙・(1通)

200612／1189／ 1
o指令写シ　褒状（高等官六等ヲ以テ待遇）
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大正13. 4.24 内閣→三等郵便局長吉井利三
郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

切紙・(1通)

200612／1189／ 2
o〔褒状写（高等官六等）〕

→三等郵便局長吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

切紙・(1通)

200612／1189／ 3
o褒状〈後欠〉

大正13. 4.24 内閣→三等郵便局長吉井利三
郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

一紙・(1通)

200612／1189／ 4
o〔褒状（高等官六等ヲ以テ待遇）〕

大正13. 8.11 逓信協会会長中西四郎→吉井
利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

一紙・(1通)

200612／1189／ 5
o〔書簡〕（逓信協会退会につき金贈呈）

明治29.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／袋一括

括・(1括)

200612／1189／ 6
o明治廿九年以降　献木書類

明治29.12.21

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／袋一括／包紙一括(切紙･竪紙･罫紙
13通･1綴+封筒1点)

括

200612／1189／ 6- 1
o廿九年十二月廿一日神社仏閣官衙献木等受

領証

明治31. 1.13～ 5. 3 立石隆祐→吉井利三郎殿(封筒
記載)

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／袋一括／封筒一括(切(継)紙・一紙
(刊)8通)

括

200612／1189／ 6- 2
o〔書簡〕（樟苗樹受納）[ほか献木受取・領収証

書]

明治元. →利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／袋一括／封筒一括／2通･封筒付1
通

切(継)紙・(1括)

200612／1189／ 7
o明治元年春利三郎大阪ニ仕業ノ為出発ノ降祖

母八十七老別レ増シテ必ス藤江ニ至り封開スヘ
キト遺書事并ニ山路機谷訓戒書在中

大正12. 2.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／袋一括／帯紙一括／封筒･切紙･方
眼紙6通

括・(1括)

200612／1189／ 8
o〔吉井利三郎病気説明書類〕

大正12. 4.16 広島県竹原町 芸南時報社

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／袋一括

新聞(刊)・(1部)

200612／1189／ 9
o芸南時報　大正十二年四月十六日

大正13. 6. 5 広島県竹原町 芸南時報社

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／袋一括／7部

新聞(刊)・(1括)

200612／1189／10
o芸南時報　大正十三年六月五日

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

括・ 1括

200612／1190
答辞

(明治)36.12. 8 備中鴨方村越智真太郎→吉井
尊大兄(吉井利太郎)様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／封筒付(2通)

切継紙・(1通)

200612／1190／ 1
o〔書簡〕（特別御恩賞ニテ位証御拝授につき御祝

詞）

明治36.天長之佳節 広島京橋町保田芳太郎→吉井
利三郎様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／1190／ 2
o〔書簡〕（従八位御叙任につき御祝詞）

(明治)36.11. 3 備後藤江村吉井章五→吉井利
三郎様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／1190／ 3
o〔書簡〕（叙位之栄を賜られ候趣につき御祝詞）

明治36.11.13 加計局長加計八右衛門→竹原
局長吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／封筒付

切紙・(1通)

200612／1190／ 4
o〔書簡〕（叙位之特典ニ浴セラレ御祝）

(明治)36.11. 4 可部方西村喜平→吉井利三郎
殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／1190／ 5
o〔書簡〕（貴下位記下賜につき欣賀）
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(明治)36.11. 3 三津町菅忠司→従八位吉井大
君(吉井利三郎)

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／封筒付(2通)

切紙・(1通)

200612／1190／ 6
o〔書簡〕（貴氏御叙位之大誉千鶴万亀）

明治36.11. 4 本郷村■■■→吉井利三郎様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／封筒付(2通)

切紙・(1通)

200612／1190／ 7
o〔書簡〕（恭賀叙位）

(明治)36.11. 3 田万里村伊藤寿平→吉井利三
郎様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／1190／ 8
o〔書簡〕（従八位ヲ賜リタル赴につき御祝）

(明治)36.11. 2 福山角鉄店藤井瑳嘉吉→吉井
尊大叔(吉井利三郎様)

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／1190／ 9
o〔書簡〕（御叙位の御恩典につき喜悦）

(明治)36.11.19 備後藤江山路央之介→吉井利
三郎様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／封筒付(2通)

切(継)紙・(1通)

200612／1190／10
o〔書簡〕（従八位ヲ賜シにつき御同慶）

明治37. 1.元 水越駅岡本敏夫→竹原郵便局
長吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／11
o〔葉書〕（年賀状）

(明治)36.11.19 歩兵第11聯隊第9中隊国重喜次
郎→竹原郵便局長吉井利三郎
殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／12
o〔葉書〕（祝叙位）

(明治)36.11.13 安芸国賀茂郡幹事内海局長平
山寿平→竹原局長吉井利三郎
殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／13
o〔葉書〕（位記御拝受につき御祝詞）

明治36.11. 5 御手洗局長金子忠→竹原局長
吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／14
o〔葉書〕（賀御叙位）

明治36.11. 5 三津郵便局松田義一竹原郵便
局長吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／15
o〔葉書〕（従八位御叙任ヲ賀ス）

(明治)36.11. 8 本郷郵便局吉田嘉六→竹原町
吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／16
o〔葉書〕（謹祝叙位）

明治36.11. 8 三浦仙三郎→竹原郵便局長吉
井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／17
o〔葉書〕（祝叙位栄誉）

明治36.11. 9 江田島久岡侃→竹原郵便局吉
井局長殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／18
o〔葉書〕（叙位ノ御栄誉ヲ祝ス）

(明治)36.11. 9 備後国府中鶴岡鉱二→吉井利
三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

簡易書簡・(1通)

200612／1190／19
o〔書簡〕（叙位御拝受慶賀）

明治36.11. 9 広島工兵第五大隊第二中隊山
本圭二→吉井局長殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／20
o〔葉書〕（祝叙位）

(明治)36.11.11 安芸国瀬戸田町黒田次六→吉
井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／21
o〔葉書〕（祝叙位）

372



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

(明治)36.11. 5 アリタジュイチ→タケハラヨシイキ
ヨクテウ

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

一紙(刊)・(1通)

200612／1190／22
o電報送達紙（ゴジュイヲシュクス）

(明治)36.11. 4 尾道局福原収一→竹原局吉井
利三郎様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／23
o〔葉書〕（謹祝叙位）

(明治)36.11. 3 沼隈郡藤江村古志平三→竹原
局長吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

簡易書簡・(1通)

200612／1190／24
o〔書簡〕（今般叙任の栄につき）

(明治)36.11.15 石見植田局松本喜多右衛門→
竹原局吉井利三郎様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／25
o〔葉書〕（種々御懇情を蒙り奉万謝候）

(明治)36.11.17 景山理造→竹原巨億吉井利三
郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／26
o〔葉書〕（過般御懇情陳謝）

(明治)36.11. 2 コントウ→タケハラキョクテウ ヨシ
イリサブロウ

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

一紙(刊)・(1通)

200612／1190／27
o電報送達紙（ゴジュイヲシュクス）

(明治)36.11. 2 呉 宮■英→竹原郵便局吉井利
三郎様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／28
o〔葉書〕（叙位御祝詞）

(明治)36.11. 3 高田郡入江森本寿→竹原郵便
局長吉井利三郎様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／29
o〔葉書〕（位階御授与の由御祝詞）

明治36.11. 3 廿日市町酒井悦→竹原局長吉
井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／30
o〔葉書〕（謹而叙位を奉祝候）

(明治)36.11.20 備後三原町岩井久太郎→竹原
郵便局長吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

葉書・(1通)

200612／1190／31
o〔葉書〕（謹賀貴官叙位御拝命）

(明治)36.11.21 安芸国瀬戸嶋辻局長→竹原吉
井局長殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

簡易書簡・(1通)

200612／1190／32
o〔書簡〕（貴官御名誉ナル位御拝受につき慶賀）

明治36.12. 5 三津郵便局長管忠司・本郷郵便
局長中山茂樹→仁方郵便局長
殿[ほか22名]

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

罫紙綴・(1綴)

200612／1190／33
o〔書簡〕（竹原局長吉井君叙位之恩典ニ浴サラレ

候につき）

明治24. 6. 爵位局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

竪紙(刊)・(1通)

200612／1190／34
o有位者届出心得

明治36.11. 6 総代　安芸国竹原郵便局長吉井
利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

竪紙・(1通)

200612／1190／35
o〔位記授与ノ典答辞〕

明治36. 備後国藤江郵便局通信事務員
吉岡圭三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／包紙付

竪紙・(1通)

200612／1190／36
o祝詞（従八位叙位奉祝）

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／袋一括

括・ 1括

200612／1191
吉井千寿来暦証在裡

明治23. 6.25 速水宗汲(花押)→吉井千寿様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／袋一括／包紙付

折紙・(1通)

200612／1191／ 1
o〔当流之茶道御入門承知書付〕
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明治16. 3. 8～23. 3.26 公立下市小学校[ほか]→吉井チ
トシ

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／袋一括

綴・(1綴)

200612／1191／ 2
o〔吉井千寿小学初等科卒業証書類綴〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

括・ 1括

200612／1192
履歴書在中

明治32. 1.12 大日本英語学会会長子爵秋元
興朝→吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

一紙(刊)・(1通)

200612／1192／ 1
o大日本英語学会会員証

明治37.12.29～38. 
7.11

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／封筒一括(5枚･新聞切抜3枚)

括・(1括)

200612／1192／ 2
o亡兄本家正彦の戦地に於ける関係書類（尚子マ

ダムの通信在中）

明治37. 9.30 台湾総督府→台湾総督府通信
書記補吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

一紙・(1通)

200612／1192／ 3
o〔月俸通知〕

明治39. 7. 5 鳳山庁長正七位横山虎次→興
隆内里哨船頭街吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

一紙・(1通)

200612／1192／ 4
o〔明治三十七八年戦役恤兵費寄附褒状〕

大正 8. 3.31 広島郵便局区内三等郵便局長
会→竹原郵便局元通信事務員
吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／罫紙1通共

一紙・(1通)

200612／1192／ 5
o〔退職手当通知〕

大正 6. 9.19 鉄道院→吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／罫紙1通共

罫紙・(1通)

200612／1192／ 6
o〔辞令〕（中部鉄道管理局勤務）

大正 8. 1.27 →通信書記補吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

一紙・(1通)

200612／1192／ 7
o〔辞令〕（為替貯金局書記補）

大正 7. 7.12 →吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

一紙・(1通)

200612／1192／ 8
o〔辞令〕（通信書記補）

大正 8. 9.19 →吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／罫紙1通共

一紙・(1通)

200612／1192／ 9
o〔辞令〕（為替貯金局書記）

明治32. 9. 8 大日本実業学会→吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

一紙・(1通)

200612／1192／10
o修業証書

大正 8. 9.22

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／2枚

罫紙・(1通)

200612／1192／11
o〔吉井庸三履歴書〕

大正 6. 4.29

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／2枚

罫紙・(1通)

200612／1192／12
o〔吉井庸三履歴書〕

大正 6. 4.29

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／2枚

罫紙・(1通)

200612／1192／13
o〔吉井庸三履歴書〕

大正 6.12.18

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／3枚

罫紙・(1通)

200612／1192／14
o〔吉井庸三履歴書〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／10枚

罫紙・(1括)

200612／1192／15
o〔履歴用紙〕（無記入）

大正 7. 7.12

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／2枚

罫紙・(1通)

200612／1192／16
o〔吉井庸三履歴書〕
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大正 6. 6.26 広島県賀茂郡竹原町長村上英

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

罫紙・(1通)

200612／1192／17
o〔戸籍謄本〕（戸主吉井利三郎）

大正 8. 9.19～23 為替貯金局／逓信省

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括／3通

罫紙・(1括)

200612／1192／18
o〔吉井庸三辞令〕

明治32.12. 1 大日本実業学会→吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

一紙（刊）・(1通)

200612／1192／19
o卒業証書

明治32. 1.13 大日本実業学会→吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

一紙（刊）・(1通)

200612／1192／20
o特別会員証

明治31. 7. 6 東京郵便電信学校長湯川寛吉
→吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒一括

一紙（刊）・(1通)

200612／1192／21
o〔終業証書〕

(明治11. 2.19～27. 
5.19)

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

括・ 1括

200612／1193
種痘証　吉井庸三・吉井章五

(明治14.12.12～27. 
5.19)

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／包紙一括

括・(1括)

200612／1193／ 1
o庸三種痘済証書アリ

明治26. 4. 8 賀茂郡竹原町施術医石井正義
→吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／包紙一括／1通

一紙（刊）

200612／1193／ 1- 1
o証（臨時種痘）

明治18. 9.11 広島県賀茂郡下市村施術医長
玄英→広島県下賀茂郡下市村
吉井利三郎長男庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／包紙一括／1通

一紙（刊）

200612／1193／ 1- 2
o種痘証

明治27. 5.19 広島市大手町三丁目施術医八
木澄→吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／包紙一括／1通

一紙（刊）

200612／1193／ 1- 3
o証（臨時種痘）

明治14.12.12 広島県賀茂郡下市村種痘医杉
上玄英㊞（｢杉上氏種痘局｣）→
広島県下安芸国賀茂郡下市村
吉井利三郎長男庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括／包紙一括／1通

一紙（刊）

200612／1193／ 1- 4
o証（種痘済）

明治11. 2.19 広島県賀茂郡下市村施術医長
玄英→広島県下賀茂郡下市村
利三郎長女吉井チトシ

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙一括

一紙（刊）・(1通)

200612／1193／ 2
o証（種痘済）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　＠証（種痘済）

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

括・ 1括

200612／1194
〔吉井利三郎辞令〕

明治16. 3. 1 駅逓局→安芸国賀茂郡竹原下
市郵便局／駅逓局→三等郵便
取扱役吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙一括(2通)

罫紙･一紙・(1括)

200612／1194／ 1
o手当増給辞令駅逓局

明治19. 5.25 ㊞(｢逓信省印｣)→三等郵便局長
吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／1194／ 2
o叙判任官九等　但給下級手当

明治19. 5.25 ㊞(｢逓信省印｣)→吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／1194／ 3
o任三等郵便局長　竹原郵便局勤務
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明治15. 6.30 駅逓局→竹原下市郵便局／駅
逓局→三等郵便取扱役吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙一括(2通)

罫紙･一紙・(1括)

200612／1194／ 4
o四等局ヲ三等局ニ被定辞令・手当改給辞令

明治 8. 1. 9 駅逓頭前島密→吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／1194／ 5
o七等郵便取扱役辞令

明治 7. 8. 6 広島県→第八大区十一小区下
市村吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

罫紙・(1通)

200612／1194／ 6
o郵便御用取扱人兼切手売下所申付候事

明治29. 5.12 広島郵便電信局長宮山剛助㊞
→安芸国竹原郵便電信局長

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1194／ 7
o達乙第三四一号（別紙辞令伝達）

明治20. 4.26 岡山逓信管理局長橋本正人㊞
→竹原郵便局長吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1194／ 8
o岡郵　乙第三六五号（慰労手当金給与辞令）

明治26. 2.16 ㊞(｢逓信省印｣)→竹原郵便局長
吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／1194／ 9
o任竹原郵便電信局長　但給六役手当

明治26. 5. 5 逓信省→竹原郵便電信局長吉
井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／1194／10
o級五等手当

明治22.12.13 ㊞(｢逓信省印｣)→竹原郵便局長
吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／1194／11
o叙判任官八等　但給下級手当

明治21.12. 6 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／1194／12
o給上級手当

明治 9. 6.16 駅逓頭前島密→六等郵便取扱
役吉井利三郎／駅逓頭前島密
→七等郵便取扱役吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙一括(3通)

一紙･切継紙・(1
括)

200612／1194／13
o六等郵便取扱役辞令　并ニ米金筆紙墨料

明治12. 9.22 逓信局長前島密→四等郵便取
扱役吉井利三郎／逓信局→四
等郵便取扱役吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙一括(3通)

一紙・(1括)

200612／1194／14
o五等間ヲ四等ト改級，四等取扱昇給級辞令，四

口米口筆紙墨料改定辞令

明治14.10.28 駅逓総官従四位前島密→吉井
利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／1194／15
o四等郵便取扱役ヲ三等取扱役ニ昇給辞令

大正 7.10. 9 逓信大臣野田卯太郎㊞→竹原
郵便局長吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

罫紙・(1通)

200612／1194／16
o逓信大臣ヨリ懲戒処分書

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括

括・ 1括

200612／1195
〔寄附金につき奇特賞状〕

明治30. 6. 1 広島県知事浅田徳則㊞→吉井
利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括／封筒付

一紙・(1通)

200612／1195／ 1
o広島県知事ヨリ二十七八年戦役軍資金ノ内へ奇

附金奇特賞状

明治13. 1.26 広島県㊞→吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括

一紙・(1通)

200612／1195／ 2
o〔下市西小学校書籍并器械費寄附につき奇特賞

状〕
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明治15.11.27 広島県㊞→吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括

一紙・(1通)

200612／1195／ 3
o〔道路改線費寄附につき奇特賞状〕

明治16.12.26 広島県令千田貞暁㊞→吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括

罫紙・(1通)

200612／1195／ 4
o〔賀茂郡下野村公立小学校建築費寄附につき奇

特賞状〕

明治13. 2.18 広島県㊞→吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括

一紙・(1通)

200612／1195／ 5
o〔虎列剌病予防費寄附につき奇特賞状〕

明治18. 6.20 広島県㊞→吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括

一紙・(1通)

200612／1195／ 6
o〔明治十七年八月廿五日暴風海嘯ノ害人民救助

費寄附につき奇特賞状〕

明治22.12.26 広島県知事千田貞暁㊞→吉井
利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括

一紙・(1通)

200612／1195／ 7
o〔賀茂郡竹原町里道新築費寄附につき奇特賞

状〕

明治23. 5. 5 広島県知事鍋島幹㊞→吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括

一紙・(1通)

200612／1195／ 8
o〔広島治安裁判所竹原出張所建築費寄附につき

奇特賞状〕

明治18.12.15 広島県令千田貞暁㊞→吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／1195／ 9
o〔賀茂郡下市村堤塘道路修繕費寄附につき奇特

賞状〕

明治18.12.17 広島県令千田貞暁㊞→吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／1195／10
o〔賀茂郡下市村道路堤塘修繕費・河川溝渠疏浚

費寄附につき奇特賞状〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括／一紙1点付

一紙・(1通)

200612／1195／11
o〔目録〕（木盃壱個）

明治23.5.12 広島県知事鍋島幹㊞→吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括

一紙・(1通)

200612／1195／12
o〔竹原警察署新築費寄附につき奇特賞状〕

明治28. 1.11 陸軍恤兵監陸軍騎兵中佐大蔵
平三㊞→吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括／領収証書1通付

一紙（刊）・(1通)

200612／1195／13
o承認状（軍資金献納の趣につき）

明治27. 9.29 海軍省経理局長海軍主計総監
川口武定㊞→吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括／領収証書他2通付

一紙（刊）・(1通)

200612／1195／14
o承認状（軍資金献納の趣につき）

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括

括・ 1括

200612／1196
〔豊国会その他会員関係書類〕

明治30. 7.15 京都市上京区新烏丸頭町 若松
雅太郎　発行兼著作

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括

和装本・(1冊)

200612／1196／ 1
o豊国会趣意書

明治28.11. 1 日本赤十字社㊞→吉井利三郎
殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括／封筒付

一紙・(1通)

200612／1196／ 2
o謝状（広島支部社員総会開設ニ際シ寄附につ

き）

明治27. 2.20 岐阜県知事我部道夫㊞→吉井
千寿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括

竪紙（木版刷）・(1
通)

200612／1196／ 3
o〔明治廿四年十月岐阜県下震災被害者救恤トシ

テ恵与につき褒状〕

明治28. 3.30 広島賛同協会会頭鍋島幹㊞→
吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括／封筒･章牌1通付

一紙・(1通)

200612／1196／ 4
o章牌贈与状
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明治25.11.22 畝傍橿原教会本院 領収人奥野
宇吉→吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括／包紙一括(3点)

括・(1括)

200612／1196／ 5
o神武天皇畝傍橿原教会特別会員加盟之印章

（名刺・会員之章・畝傍橿原教会会則）

(明治)30.12. 豊国会会長侯爵黒田長成㊞→
吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紙縒一括／封筒付

一紙・(1通)

200612／1196／ 6
o豊太閤墳墓修理及三百年祭挙行賛成シ金弐円

ヲ寄附シ謝状侯爵黒田長成公ヨリ

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙･紙縒一括

括・ 1括

200612／1197
免状在中　吉井庸三

明治27. 1. 8 竹原高等小学校㊞→吉井利三
郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙･紙縒一括

綴・(1綴)

200612／1197／ 1
o〔吉井庸三退校許可証〕

明治26. 3.31 広島県賀茂郡竹原町立竹原高
等小学校長竹本重雄㊞→吉井
庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙･紙縒一括

一紙（刊）・(1通)

200612／1197／ 2
o修業証書

明治26. 3.31 竹原高等小学校㊞→第壱学年
生徒吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙･紙縒一括

切紙・(1通)

200612／1197／ 3
o〔高等読本巻三賞与状〕

明治24. 3.31 広島県賀茂郡長中尾松太郎→
吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙･紙縒一括

一紙（刊）・(1通)

200612／1197／ 4
o賞状（賀茂郡第弐組合集合試験第弐等商品授

与）

明治25. 4. 3 広島県賀茂郡竹原尋常小学校
㊞→吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙･紙縒一括

一紙（刊）・(1通)

200612／1197／ 5
o証（尋常小学科卒業）

明治23. 2. 3 広島県賀茂郡下市t尋常小学校
㊞→吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙･紙縒一括

一紙（刊）・(1通)

200612／1197／ 6
o証（尋常小学科第二学級修業）

明治24. 3.31 広島県賀茂郡下市尋常小学校
㊞→吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙･紙縒一括

一紙（刊）・(1通)

200612／1197／ 7
o証（尋常小学科第三学級修業）

明治31. 9.29 下市尋常小学校㊞→吉井庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙･紙縒一括

一紙（刊）・(1通)

200612／1197／ 8
o証（尋常小学科第一学級修業）

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

括・ 1括

200612／1198
〔慰労手当給与状〕

明治18. 6.29 駅逓局→三等郵便取扱役吉井
利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／1198／ 1
o満十年以上奉職特別慰労手当金弐円給与辞令

書

明治19. 3.24 駅逓局→安芸国賀茂郡竹原駅
逓貯金預所主務吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／封筒付

一紙・(1通)

200612／1198／ 2
o貯金事務取扱方勉励ニ付為慰労手当金壱円五

拾銭給与ス

明治20. 3.30 逓信局→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

一紙・(1通)

200612／1198／ 3
o〔慰労手当給与状〕

明治21.12.26 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

一紙・(1通)

200612／1198／ 4
o〔慰労手当給与状〕

明治21. 2.23 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

一紙・(1通)

200612／1198／ 5
o〔慰労手当給与状〕
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明治23.12.20 逓信省→竹原郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1198／ 6
o〔慰労手当給与書付〕

明治25.12.28 逓信省→竹原郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

一紙・(1通)

200612／1198／ 7
o〔慰労手当給与状〕

明治29.12.15 逓信省→三等郵便電信局長吉
井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／封筒付

罫紙・(1通)

200612／1198／ 8
o局長廿九年中手当辞令書

明治22.12.27 逓信省→竹原郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

罫紙・(1通)

200612／1198／ 9
o事務勉励超衆慰労給与書

明治30.12.15 逓信省→三等郵便電信局長吉
井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

罫紙・(1通)

200612／1198／10
o明治三十年十二月十五日逓信省ヨリ金七円務

(ﾏﾏ)務格別勉励ニ付手当給与辞令

明治31.12.10 逓信省→三等郵便電信局長吉
井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

一紙・(1通)

200612／1198／11
o逓信省給二級手当辞令書

明治32.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

罫紙・(1通)

200612／1198／12
o吉井利三郎局長事務格別勉励手当辞令

大正 2.12.15 竹原郵便局→通信事務員吉井
庸三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／包紙付

罫紙・(1通)

200612／1198／13
o逓信省三十四年十二月事務勉励手当金辞令書

受領ス

明治39. 4. 1 賞勲局総裁子爵大給恒㊞→三
等郵便局長吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

一紙・(1通)

200612／1198／14
o明治三十七八年事件ノ功ニ依リ金弐拾円ヲ賜フ

明治40. 1.15 広島県知事宗像政㊞→吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

一紙・(1通)

200612／1198／15
o〔広島県賀茂郡竹原町奉公義会へ寄付金につき

木杯下賜状〕

明治38. 1.11 広島郵便局→竹原郵便局長吉
井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1198／16
o〔第二区通信地図作成委員任命状〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

括・ 1括

200612／1199
〔事務勉励につき手当給与状〕

明治27. 3.26 逓信省→三等郵便電信局長吉
井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

一紙・(1通)

200612／1199／ 1
o〔事務格別勉励につき手当給与状〕

明治29. 3.30 逓信省→三等郵便電信局長吉
井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／ 2
o〔事務格別勉励につき手当給与状〕

明治31.12.15 逓信省→三等郵便電信局長吉
井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／ 3
o〔事務格別勉励につき手当給与状〕

明治33.12.15 逓信省→三等郵便電信局長吉
井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／ 4
o〔事務格別勉励につき手当給与状〕
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明治34.12.15 逓信省→三等郵便電信局長吉
井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／ 5
o〔事務格別勉励につき手当給与状〕

明治35.12.15 逓信省→三等郵便電信局長吉
井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／ 6
o〔事務格別勉励につき手当給与状〕

明治36.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／ 7
o〔事務格別勉励につき手当給与状〕

明治37.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／ 8
o〔事務格別勉励につき手当給与状〕

明治38.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／ 9
o〔事務格別勉励につき手当給与状〕

明治39.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／10
o〔事務格別勉励につき手当給与状〕

明治40.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／11
o〔職務格別勉励につき給与状〕

明治41.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／12
o〔職務格別勉励につき賞与状〕

明治42.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／13
o〔職務格別勉励につき賞与状〕

明治43.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／14
o〔職務格別勉励につき賞与状〕

明治44.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／15
o〔職務格別勉励につき給与状〕

大正元.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／16
o〔職務格別勉励につき賞与状〕

大正 2.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／17
o〔職務格別勉励につき賞与状〕

大正 3.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／18
o〔職務格別勉励につき賞与状〕

大正 4.12.15 逓信省→三等郵便局長吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

罫紙・(1通)

200612／1199／19
o〔職務格別勉励につき賞与状〕

→吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

折紙・(1通)

200612／1199／20
o目録　金弐円

→吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

折紙・(1通)

200612／1199／21
o目録　金壱円
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→吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括

折紙・(1通)

200612／1199／22
o目録　金壱円五拾銭

大正 2.11.15 東京毎夕新聞社開催十五年金
属表彰会→吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／紐一括／帯紙付・一紙（刊）2通共

一紙（刊）・(1通)

200612／1199／23
o東京毎夕新聞社開催十五年勤続表彰状（満十

五年以上勤続者表彰会報告書要領・『十五年以
上勤続者名鑑』申込規程要領共）

明治29. 1.13 竹原実業補習学校㊞→吉井利
三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

罫紙・ 1通

200612／1200
〔章吾入校許可書〕

　　　  6. 2 三宅重義→吉井利三郎様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

切継紙・ 1通

200612／1201
〔本日着任につき懇親会案内状〕

明治35. 7.15 日本赤十字社長伯爵佐野常民
㊞→正社員 吉井利三郎氏

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

罫紙・ 1通

200612／1202
〔日本赤十字社終身社員認定書〕

明治22. 5. 1 日本赤十字社総裁彰仁親王㊞・
日本赤十字社長子爵佐野常民
㊞→吉井利三郎氏

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／間紙2枚共

一紙（刊）・ 1通

200612／1203
〔日本赤十字社賛助社員認定状〕

明治40. 3.15 善導寺五十九世権僧正広安真
随㊞→吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

一紙・ 1通

200612／1204
〔善導寺興隆会組織につき案内状〕

明治40. 3.15 善導寺興隆会㊞→吉井利三郎
殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

一紙・ 1通

200612／1205
〔善導寺興隆会創立委員嘱託状〕

明治38.12.17 帝国海事協会理事長男爵有地
品之允㊞→吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

一紙・ 1通

200612／1206
〔帝国義勇艦隊建設義金拠出につき徽章贈与状〕

明治39. 7. 2 総本山阿弥陀堂再建事務総監
㊞→西方寺檀徒吉井利三郎氏

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

一紙・ 1通

200612／1207
〔阿弥陀仏殿再建資勧募世話係依頼状〕

明治40. 7.25 竹原尋常高等小学校長斜森慶
次郎㊞→竹原郵便局長吉井利
三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

一紙・ 1通

200612／1208
感謝状（貯金案内・切手台紙贈与につき）

明治39.10.10 竹原尋常高等小学校長稲葉省
吾㊞→吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

一紙・ 1通

200612／1209
感謝状（本校郵便貯金事業中に贈与につき）

明治36. 5.22 広島県知事江木千之㊞（竹原町
役場）→吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒付・間紙1枚共

一紙・ 1通

200612／1210
豊田郡北方村尋常小学校建築費弐円五十銭寄付賞
状

明治37. 5. 吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／3通

一紙（刊）・ 1括

200612／1211
〔書簡〕（叙位の恩命に相接し候につき礼状）

大正 4. 4.／大正 5. 4. 
1

大日本武徳会広島支部／大日
本武徳会広島支部長寺田祐之
㊞→吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

綴・ 1綴

200612／1212
武徳会支部拡張趣意書・〔金壱円寄贈につき礼状〕

明治22. →吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

封筒・ 1点

200612／1213
日本赤十字社賛助社員証状・締盟状（封筒のみ）
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→吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

封筒・ 1点

200612／1214
締盟状（封筒のみ）

明治28. 3.12 日本赤十字社総裁大勲位彰仁
親王㊞・日本赤十字社長子爵佐
野常民㊞→吉井ミネ氏

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒付

一紙・ 1通

200612／1215
〔日清交戦ニ関スル本社傷病兵救護資寄贈につき感
謝状〕

明治30. 4.27 日本赤十字社総裁大勲位二級
彰仁親王㊞・日本赤十字社長伯
爵佐野常民㊞→吉井利三郎妻ミ
ネ氏

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒付

一紙・ 1通

200612／1216
〔日本赤十字社正社員辞令〕

大正 9. 8.16 日本赤十字社長男爵石黒忠悳
㊞→吉井峰子氏

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙付

一紙・ 1通

200612／1217
日本赤十字社寄贈謝状

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

冊子（刊）・ 1冊

200612／1218
日本赤十字社有功章社員章條例・日本赤十字社有
功章社員章佩用者心得書・日本赤十字社年醵金納
付手続

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

冊子（刊）・ 1冊

200612／1219
日本赤十字社々則

明治35. 8.／明治
35.10.26

日本赤十字社／竹原町分区委
員→日本赤十字社々員御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

一紙（刊）・切紙・ 
1括(3通)

200612／1220
〔日本赤十字社総会通知・創立二十五年紀祝典挙行
につき書付〕

明治37.10. 1 日本海員掖済会総裁大勲位威
仁親王㊞・日本海員掖済会会長
男爵赤松則良㊞→吉井利三郎
君

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒付

一紙（刊）・ 1通

200612／1221
〔日本海員掖済会通常会員任命状〕

明治19.12.15 竹原警察署長警部岡村登作→
吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／封筒・紙縒付

切紙・ 1通

200612／1222
〔書簡〕（竹原警察署開署式案内）

明治35. 7.24 日本赤十字社広島支部長江木
千之㊞→協賛委員吉井利三郎
氏

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

一紙（刊）・ 1括(2
通)

200612／1223
〔日本赤十字社広島支部賀茂郡委員部協賛委員解
任辞令・同勤労謝状〕

明治45. 1.30 検査員 逓信管理局書記原基次
郎㊞，竹原郵便局分任出納官
吏・三等郵便局長吉井利三郎㊞

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

竪紙（刊）・ 1通

200612／1224
検定書（竹原郵便局帳簿・金櫃検査）

明治33. 2. 1 宮城県知事高崎親章㊞・岩手県
知事末弘直方㊞・青森県知事宗
像政㊞→竹原郵便電信局吉井
利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

罫紙（刊）・ 1通

200612／1225
〔明治廿九年六月県下海嘯の際寄付につき褒状〕

明治34. 3. 5 日本赤十字社広島支部賀茂郡
委員長中尾松太郎→吉井利三
郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

切紙（刊）・ 1通

200612／1226
〔書簡〕（日本赤十字社諸般協議につき集合依頼）

大正 4. 5.10 帝国在郷軍人会竹原町分会→
吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

一紙・ 1通

200612／1227
推薦状（帝国在郷軍人会特別会員）

明治33. 3. 1 宮城県知事高崎親章㊞・岩手県
知事末弘直方㊞・青森県知事宗
像政㊞→吉井章五

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

竪紙（刊）・ 1通

200612／1228
〔明治廿九年六月県下海嘯の際罹災者救恤として金
寄付につき褒状〕
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明治26. 6.20 日本赤十字社総裁大勲位彰仁
親王㊞・日本赤十字社長子爵佐
野常民㊞→吉井利三郎氏

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

一紙・ 1通

200612／1229
〔日本赤十字社正社員辞令〕

明治37. 5.30

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

罫紙仮竪冊・ 1冊

200612／1230
記録（竹原郵便局長吉井利三郎叙位に関する事項載
録）

明治36.11. 6 広島郵便局長松木幹一郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

竪紙・ 1通

200612／1231
式辞（叙位ノ辞令伝達につき）

明治36.11.6 総代安芸国竹原郵便局長吉井
利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

竪紙・ 1通

200612／1232
〔今般叙位につき答辞〕

明治36.12.31 芸予郵便線路関係局長総代 三
津郵便局長菅忠司→竹原郵便
局長吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／1233
祝詞（叙位ノ栄典につき）

(明治36). なつ子→上吉井御叔父様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙付

短冊・ 1通

200612／1234
〔和歌〕（叔父様の叙位をいわひて）

(明治36). 山路央之介・三上良八郎・越智
眞太郎・古志卓三

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙付（付属文書1通付）

竪紙・ 1通

200612／1235
目録（叙位祝い）

(明治36). 通信事務員邦重蔵次[ほか21名]

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙付（付属文書1通付）

竪紙・ 1通

200612／1236
目録（叙位祝い）

明治37. 1.15 賀茂郡・豊田郡各三等郵便局長
代表者菅忠司・中山茂樹→賀茂
郡竹原郵便局勤務三等郵便局
長吉井利三郎殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙付

竪紙・ 1通

200612／1237
祝詞（竹原郵便局長吉井利三郎従八位叙位につき）

明治36. 竹原郵便局局員集配人逓送人
総代 通信事務員邦重蔵次

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／包紙付

竪継紙・ 1通

200612／1238
祝詞（竹原郵便局長閣下叙位につき）

明治34. 3. 1 日本赤十字社広島支部長江木
千之㊞→正社員吉井利三郎氏

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括／罫紙1通付

一紙・ 1通

200612／1239
〔日本赤十字社広島支部賀茂郡委員部協賛委員任
命状〕

明治32.12.15 広島県知事江木千之㊞→賀茂
郡竹原町吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

一紙・ 1通

200612／1240
〔竹原電信局建築費寄付につき奇特賞状〕

明治31.10. 1 岩手県知事末弘直方㊞・宮城県
知事千頭清臣㊞・青森県知事河
野主一郎㊞→竹原郵便局内吉
井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

一紙・ 1通

200612／1241
〔明治廿九年六月県下海嘯之際罹災者救恤につき奇
特賞状〕

明治32. 5. 2 浄土宗管長大僧正野上運海㊞
→西方寺教会衆吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「4」包紙(｢郵便奉職諸辞令書｣)一括

一紙・ 1通

200612／1242
〔明治廿七八年ノ戦役死亡者弔祭のため忠魂祠堂建
設費納付につき奇特賞状〕

明治 7.～17. ㊞「広島県竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「5」

綴・ 1綴

200612／1243
諸願伺上申届并推問書綴

明治18.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「2」

綴・ 1綴

200612／1244
各処照会回答跡
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明治 8.～17. ㊞「広島県竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「10」

綴・ 1綴

200612／1245
各局往復書類綴

明治 9.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「7」

小竪冊(刊)・ 1冊

200612／1246
日本帝国郵便規則罰則[　]

明治 6. ㊞「広島県竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「7」

綴・ 1綴

200612／1247
明治六年分　本局御達

明治 7.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「7」

綴・ 1綴

200612／1248
明治七年分　本局御達

明治 8. ㊞「広島県竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「7」

綴・ 1綴

200612／1249
明治八年分　本局御達

明治 9. ㊞「広島県竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「7」

綴・ 1綴

200612／1250
明治九年分　本局御達

明治10. ㊞「広島県竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「7」

綴・ 1綴

200612／1251
明治十年分　本局御達

明治11. ㊞「広島県竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「7」

綴・ 1綴

200612／1252
明治十一年分　本局御達

明治11.～ 広島県竹原郵便局㊞

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」

綴・ 1綴

200612／1253
諸願伺届記　金銭出入帳

明治12. ㊞「広島県竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「6」

綴・ 1綴

200612／1254
明治十二年分　本局御達

明治13. ㊞「広島県竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「6」

綴・ 1綴

200612／1255
明治十三年分　本局御達

明治14. ㊞「広島県竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「6」

綴・ 1綴

200612／1256
明治十四年分　本局御達

明治15. ㊞「広島県竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「6」

綴・ 1綴

200612／1257
明治十五年分　本局御達

明治16. ㊞「広島県竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「6」

綴・ 1綴

200612／1258
明治十六年分　本局御達

明治17. ㊞「広島県竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「6」

綴・ 1綴

200612／1259
明治十七年分　本局御達

明治 7.10. 駅逓頭前島密㊞→吉井利三郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「9」封筒一括

切紙・ 1括(2通)

200612／1260
竹原郵便取扱所辞令

明治19.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「2」

綴・ 1綴

200612／1261
十九年　雑書類

明治27. 1.～29.12. 竹原郵便電信局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「2」茶封筒付

綴・ 1綴

200612／1262
自明治二十七年一月至明治廿九年十二月　雑書類

明治18.～21.12. 竹原下市郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「2」

綴・ 1綴

200612／1263
庶務関係

明治18.～21.12. 竹原下市郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「2」

綴・ 1綴

200612／1264
発着関係
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明治13. 7. 竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「8」

綴・ 1綴

200612／1265
自明治十三年七月至明治二十年十二月　雑書綴

明治18.～21.12.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「2」

綴・ 1綴

200612／1266
貯金関係

明治18.～21.12. 竹原下市郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「2」

綴・ 1綴

200612／1267
為替関係

竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「9」

横半・ 1冊

200612／1268
各地郵便為替用印鑑帖　第壱号

竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「9」

横半・ 1冊

200612／1269
各地郵便為替用印鑑帖　第壱号追加

竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「9」

横半・ 1冊

200612／1270
各地郵便為替用印鑑帖　第弐号

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

括・ 1括

200612／1271
明治，大正，昭和　竹原局区内郵便地図

明治36. 著作者 後藤常松，発売所 鍾美
堂

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／袋「広島県全図」付

一紙(刊)・(1点)

200612／1271／ 1
o広島県管内全図

明治35.10.29

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／ 2
o広島県安芸国竹原局市内集配線路図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／ 3
o安芸国賀茂郡竹原局市外集配線路図

明治39.10. 測量者 小畑謙次郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙(6枚継)・(1
点)

200612／1271／ 4
o広島県豊田郡地図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／2点

一紙(継紙)・(1括)

200612／1271／ 5
o局舎平面図（階下）

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙綴・(1綴)

200612／1271／ 6
o局舎平面図（階下）

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙(継紙)・(1点)

200612／1271／ 7
o局舎平面図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／ 8
o広島県竹原局（平面図）

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙(継紙)・(1点)

200612／1271／ 9
o局舎敷地図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／10
o階上平面図

大正 5.11.26

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／2点

竪紙・(1括)

200612／1271／11
o広島県竹原郵便局　局舎平面図

広島逓信局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙(刊)・(1点)

200612／1271／12
o外国郵便物送達日数表　教習資料第三十編
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木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／13
o〔地図断片〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙・(1点)

200612／1271／14
o〔竹原町地図（二度地第一～三区）〕

明治38. 6.23

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙・(1点)

200612／1271／15
o賀茂郡竹原町市内実測図

大正 7. 3.15 広島県（製図 谷口松雄）

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／表紙付

一紙(刊)・(1点)

200612／1271／16
o広島県管内図　大正六年八月編纂

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／17
o竹原町電話加入区域図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／6点

一紙・(1括)

200612／1271／18
o〔白紙・地図下書〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／19
o〔階上平面図〕

明治38. 3.16調製

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙・(1点)

200612／1271／20
o広島県賀茂郡竹原局市内図

㊞「安芸国竹原郵便局」

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／袋(｢現行 広島監督区内郵便線路
図｣)付

一紙・(1点)

200612／1271／21
o局舎平面図・局舎正面図・新旧局舎市内郵便函

場位置及距離表示図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／22
o〔竹原町略地図〕

大正 4. 4. 1

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／袋(｢竹原町全図｣)付･白紙3枚共

一紙・(1点)

200612／1271／23
o広島県安芸国竹原郵便局市内通常郵便配達区

画図

大正 9.12.21

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／24
o広島県竹原郵便局市外集配線略図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／25
o安芸国賀茂郡竹原局市内集配線路図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／26
o竹原町及下野村部分図

明治44. 8. 8

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／2点

竪紙・(1括)

200612／1271／27
o広島県竹原局市内郵便取集線路図・竹原郵便

局市内配達線路図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／28
o〔竹原局郵便集配線路図〕

昭和 2.10.11／昭和 
8.10. 6

広島逓信局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／2点

竪紙・(1括)

200612／1271／29
o広島県竹原郵便局市外集配線路図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙・(1点)

200612／1271／30
o広島県賀茂郡竹原郵便区全図

明治25. 7.31 今村仲太 測量図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙(6枚継)・(1
点)

200612／1271／31
o広島県賀茂郡竹原町近村里道全図
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木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙・(1点)

200612／1271／32
o〔白紙〕

大正 7. 4.11

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／33
o広島県安芸国竹原郵便局市外集配線路図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／34
o〔竹原町略地図〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／35
o〔地図下書〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪継紙・(1点)

200612／1271／36
o広島県賀茂郡竹原局市内図

明治38. 3.16調製

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙・(1点)

200612／1271／37
o広島県賀茂郡竹原局市内図

昭和 2.10.11／昭和 
9.12.16／昭和10.11. 1

広島逓信局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／3点

竪紙・(1括)

200612／1271／38
o広島県竹原郵便局市外集配線路図

大正 8. 4. 1

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／39
o広島県安芸国竹原郵便局市外集配線路図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙・(1点)

200612／1271／40
o分割シタル市外一区集配線路図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／41
o安芸国賀茂郡竹原局市外集配線路図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／11点

一紙・(1括)

200612／1271／42
o〔地図下書・白紙〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

竪紙・(1点)

200612／1271／43
o察哈爾盟郵路図

昭和 8.10. 6

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙・(1点)

200612／1271／44
o広島県竹原郵便局市内通常郵便配達区画図

明治42. 3.12 水路部長中尾雄

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙(刊)・(1点)

200612／1271／45
o〔周防灘周辺地図（左半分）〕

大正13. 7.15 大阪毎日新聞

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙(刊)・(1点)

200612／1271／46
o東宮御成婚記念　日本交通分県地図　「其十」

鳥取県（大阪毎日新聞第14773号附録）

昭和10. 4.22 広島逓信局長 平澤要

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙(刊)・(1点)

200612／1271／47
o広島県　其ノ局鉄道郵便普通々常郵便物区分

先

明治41. 1.10 編纂者 鈴木政雄／発行兼印刷
者 田中太右衛門

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙(刊)・(1点)

200612／1271／48
o万国明細全図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

方眼紙・(1点)

200612／1271／49
o〔建物平面図〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙(刊)・(1点)

200612／1271／50
o凡例（監集第五七二九六号別紙）
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昭和 8. 1.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／包紙(方眼紙)付･方眼紙2点共

横半(刊)・(1冊)

200612／1271／51
o昭和八年一月改正郵便線路図正誤表

昭和 9. 2.11 逓信省電務局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙(刊)・(1点)

200612／1271／52
o満洲国内電報取扱局地名図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／袋一括／3点

竪紙･竪紙(刊)・(1
括)

200612／1271／53
o現行竹原郵便区市内外通信地図(袋表題)

昭和 3. 6.30 大日本帝国陸地測量部

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙(刊)・(1点)

200612／1271／54
o二万五千分一地形図尾道及竹原近傍八号（共

十三面） 広島二号竹原ノ二

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括

一紙・(1点)

200612／1271／55
o竹原郵便局 局舎敷地図

昭和10.11. 1～12. 
1.16

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」袋・表紙厚紙(｢広島県豊田郡地図 全｣)一括／茶封筒一括／6点

一紙･竪紙・(1括)

200612／1271／56
o〔広島県竹原郵便局集配区画図・線路図〕

明治17.～18.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」

綴・ 1綴

200612／1272
貯金関係

明治36. 竹原局長

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」

竪冊・ 1冊

200612／1273
局員給料及雇員料元帳

明治13. 6.14 豊田郡原田村久保為三郎方在
宿山道八志穂 代理平野北次→
賀茂郡竹原町通運会社取次所 
御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」

竪紙・ 1通

200612／1274
証（愛媛県宇摩郡川野江ニテ久保為三郎ヨリ送金受
取）

明治26. 8. 竹原郵便電信局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」包紙(厚紙)一括

括・ 1括

200612／1275
諸印鑑在

昭和15. 2.11

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」

一紙(刊)・(1通)

200612／1275／ 1
o訓諭

昭和15. 2.11 広島逓信局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」／2通

一紙(刊)・(1括)

200612／1275／ 2
o逓信訓

昭和 5. 4.25 安芸国三等局長会局務向上会
→安芸国竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」

罫紙(刊)・(1通)

200612／1275／ 3
o〔為替貯金取扱成績優良につき賞与状〕

大正13. 4.16 吉井利三郎㊞・吉井章五㊞

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」

綴・(1綴)

200612／1275／ 4
o家屋賃借貸契約書

昭和 5. 4. 1 第四部保険年金奨励組合→竹
原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」／2通

罫紙・(1括)

200612／1275／ 5
o〔特定期間中保健成績優良につき給与状〕

昭和15. 3.18 広島逓信局長岡崎誠一㊞→竹
原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」

一紙(刊)・(1通)

200612／1275／ 6
o感謝状（昭和14年11月月掛貯金及集金貯金奨

励につき）

(明治)26. 2.15

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」包紙付2通

一紙(刊)・(1括)

200612／1275／ 7
o日本運輸会社取集人見合印鑑

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」

小横半(刊)・(1冊)

200612／1275／ 8
o新聞電報後納発信券　みほん
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木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」

小横半(刊)・(1冊)

200612／1275／ 9
o新聞電報後納発信券　みほん

明治26. 3.22 日本運輸会社広島管理店後藤
忠一郎㊞

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」包紙付

切紙(刊)・(1通)

200612／1275／10
o内国通運会社現取集見合印鑑在

(明治)27. 5. →安芸国竹原郵便電信局 御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」包紙付

一紙(刊)・(1通)

200612／1275／11
o第五〇五号 郵便電信法例全書出帆賛助員之

証在中

(明治25. 2 3～昭和
17. 3. 4)

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「11」

綴・ 1綴

200612／1276
認可状

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

括・ 1括

200612／1277
累年決算表

昭和10. 4～11. 3. 竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

罫紙綴・(1綴)

200612／1277／ 1
o収支計算表

昭和16. 4.～17. 3. 広逓特定局長協会→広島県竹
原局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

罫紙綴・(1綴)

200612／1277／ 2
o経費内訳書

昭和16. 4.～17. 8.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

綴・(1綴)

200612／1277／ 3
o給与内訳表

昭和16.10. 1 広島逓信局長生田武夫→特定
郵便局長吉井章吾

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括／一紙(刊)1通付

一紙(刊)・(1通)

200612／1277／ 4
o褒状（簡易生命保険並郵便年金両事業に貢献

につき）

昭和14. 4.～16. 3.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括／封筒一括

括・(1括)

200612／1277／ 5
o昭和十五年度局計算書 税金受取書

昭和14. 3.～15. 5. 本吉井

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

綴・(1綴)

200612／1277／ 6
o日用帳

本吉井

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括／4枚

罫紙・(1括)

200612／1277／ 7
o収支計算表（用紙）

(昭和)14.～15.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

一紙・(1通)

200612／1277／ 8
o〔月額平均計算表〕

昭和14. 上吉井分

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括／2通

一紙・(1括)

200612／1277／ 9
o収支計算表

昭和14. 6.～15. 5. 本吉井

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

綴・(1綴)

200612／1277／10
o出納帳　収支計算表

昭和12. 4.～13. 3. 竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

綴・(1綴)

200612／1277／11
o収支計算表

昭和11. 4.～12. 3. 竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

綴・(1綴)

200612／1277／12
o収支計算表

昭和13. 4.～14. 3.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

綴・(1綴)

200612／1277／13
o給与内訳表

昭和13. 4.～14. 3. 竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

綴・(1綴)

200612／1277／14
o昭和十三年度 収支計算表
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昭和 8.11. 8～

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括／封筒一括／3点

括・(1括)

200612／1277／15
o昭和十年度決算表・借用証　[ほか]

大正10. 4.20 鈴木白石郵便局長

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

冊子(刊)・(1冊)

200612／1277／16
o通信事業創始五十年記念　通信の栞

広島逓信局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

一紙(刊)・(1点)

200612／1277／17
o郵便案内

広島逓信局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

冊子(刊)・(1冊)

200612／1277／18
o通信案内

広島逓信局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

一紙(刊)・(1点)

200612／1277／19
o電報案内

竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

一紙(刊)・(1点)

200612／1277／20
o御案内（表紙のみ）

昭和13. 3. 貯金局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

冊子(刊)・(1冊)

200612／1277／21
o為替貯金窓口の応接と標準語

昭和25.10.20 広島郵便局建築部管財課宮本
事務官→吉井章吾殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括／封筒付

罫紙・(1通)

200612／1277／22
o〔書簡〕（竹原郵便局の件につき来局依頼）

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

一紙・(1通)

200612／1277／23
o逓信訓

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

一紙・(1点)

200612／1277／26
o局舎清掃及寝具取扱定

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

金属板・(1点)

200612／1277／27
o〔金掛札〕（「毎度有難う御座ゐます」）

昭和15. 2.11 広島逓信局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」封筒一括

一紙(刊)・(2通)

200612／1277～24／25
o訓諭

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

括・ 1括

200612／1278
〔竹原郵便局表彰状ほか〕

昭和17. 1.13 芸南特定局長会 職員一同

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

一紙・(1通)

200612／1278／ 1
o宣誓

昭和16.12. 8 御名御璽

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

一紙(刊)・(1通)

200612／1278／ 2
o詔書

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

一紙・(1点)

200612／1278／ 3
o勝ちぬく誓

(昭和29).

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

冊子(刊)・(1冊)

200612／1278／ 4
o竹原郵便局沿革誌 開局八十周年記念

大正13. 5. 1 吉井利三郎・吉井章五㊞

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

罫紙竪冊・(1冊)

200612／1278／ 5
o郵便局引継書

昭和16. 3.27 広島逓信局長生田武夫㊞→竹
原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

一紙・(1通)

200612／1278／ 8
o褒状
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昭和 8. 4.27 広島逓信局長佐佐信一㊞→竹
原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

一紙・(1通)

200612／1278／ 9
o褒状

昭和15. 8. 6 広島逓信局長岡崎誠一㊞→竹
原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

一紙・(1通)

200612／1278／10
o褒状

大正15. 3.31 広島逓信局長伴善光㊞→竹原
郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

一紙・(1通)

200612／1278／11
o褒状

昭和 4. 5. 2 安芸国三等局長会 局務向上会
→安芸国竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

罫紙・(2通)

200612／1278～6／ 7
o〔為替貯金取扱成績優良につき賞与状〕

昭和30. 7.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「13」袋一括

括・ 1括

200612／1279
竹原本川局新築関係書類

昭和27. 日本放送協会

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「13」袋一括

手帳・(1冊)

200612／1279／ 1
o日記

昭和31. 4.吉 本吉井

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「13」袋一括

横半・(1冊)

200612／1279／ 2
o局舎修繕覚

昭和30.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「13」袋一括

一紙・(9通)

200612／1279／ 3
o〔領収書・手形取引計算書ほか〕

昭和30. 6.23／ 7.26 賀茂郡竹原町株式会社竹井組
→吉井様御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「13」袋一括

一紙(刊)・(4通･1
綴)

200612／1279／ 4
o株式会社竹井組見積書・領収書

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「13」袋一括／封筒一括

括・(1括)

200612／1279／ 5
o竹原郵便局二等昇格兼竹原本川郵便局新設祝

宴挨拶

昭和30. 7. 8 竹原本川郵便局長吉井寿子→
竹原町長堂面様[ほか23名]

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「13」袋一括／封筒付

切継紙・(1通)

200612／1279／ 6
o回章（竹原本川郵便局落成披露につき案内）

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

括・ 1括

200612／1280
〔計算書ほか〕

昭和 9. 4.10 広島県竹原町大植豊次㊞→
鈴々木工務店御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括，1280包紙として使用されていたもの

竪紙・(1通)

200612／1280／ 1
o領収書

昭和 9度. 新局舎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

横半・(1冊)

200612／1280／ 2
o買物帳

(昭和 8).

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括／封筒一括

一紙･罫紙・(1括)

200612／1280／ 3
o鈴木・大植大勘定

昭和 9. 8. 2／ 9. 2 広島県竹原町久保谷商店→藤
原様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括／封筒一括(5通)

罫紙・(1括)

200612／1280／ 4
o小野田セメント・金剛煙突特約一手販売

(昭和 9.～10).

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括／21通・3綴

一紙･罫紙・(1括)

200612／1280／ 5
o〔領収書・請求書・特約一手販売〕

(昭和)10. 2. 広島県竹原町 板材木建具商 森
近登一郎商店→竹原局御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切継紙・(1通)

200612／1280／ 6
oキ（計算書）
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(昭和)10. 2. 広島県竹原町 板材木建具商 森
近登一郎商店→本町 本吉井様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切紙・(1通)

200612／1280／ 7
oキ（計算書）

　　　 11.25 竹原 福幸→郵便局御中

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切紙・(1通)

200612／1280／ 8
o記（計算書）

㊞「広島県竹原町 斎藤金物店」
→本吉井様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切継紙・(1通)

200612／1280／ 9
o記（計算書）

　　　  2. 広島県竹原町 西川鉄工所→本
吉井様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切継紙・(1通)

200612／1280／10
o〔記〕（計算書）

広島県竹原町 今井商店→郵便
局分 吉井様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切紙・(1通)

200612／1280／11
o記（計算書）

(昭和12). 2. →郵便局吉井様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切紙・(1通)

200612／1280／12
oキ（計算書）

安芸竹原町 竹左官材料 森近竹
店→郵便局様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切紙・(1通)

200612／1280／13
oキ（計算書）

安芸竹原町 竹左官材料 森近竹
店→新町郵便局様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切紙・(1通)

200612／1280／14
oキ（計算書）

昭和 広島県竹原町 中谷筆吉商店→
本吉井様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

罫紙・(1通)

200612／1280／15
o記（計算書）

表装建具製造  賀茂郡竹原町杣
場 駸々堂吉迫寿人→吉井様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切紙・(1通)

200612／1280／16
oキ（計算書）

　　　  2. 吉野新一㊞(｢広島県竹原町 石
材商 吉野新一｣)→吉井様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切紙・(1通)

200612／1280／17
o記（計算書）

　　　  2. ㊞(｢安芸竹原 道工の菓子｣)→本
吉井様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切紙・(1通)

200612／1280／18
oキ（計算書）

　　　  2. 広島県竹原町 岩谷元吉商店→
本吉井様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切紙・(1通)

200612／1280／19
oキ（計算書）

竹井左官→吉井様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

切継紙・(1通)

200612／1280／20
oキ（計算書）

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」紐一括

綴・(1綴)

200612／1280／21
o〔領収書ほか計算書〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

括・ 1括

200612／1281
竹原郵便局新町局舎新築関係書類

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

袋・(1点)

200612／1281／ 1
o〔袋〕（「竹原郵便局舎新築一件設計図及新築祝

書類」）
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昭和 8.10.中止変更 竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒･紐一括

括・(1括)

200612／1281／ 2
o芸備銀旧行舎を引受局舎ニ変更設計図 添付物

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒･紐一括／2点

封筒･紐

200612／1281／ 2- 1
o〔封筒・紐〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒･紐一括／1点

一紙

200612／1281／ 2- 2
o竹原郵便局舎平面図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒･紐一括／1点

一紙

200612／1281／ 2- 3
o竹原郵便局舎平面図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒･紐一括／1点

切紙

200612／1281／ 2- 4
o竹原局市内図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒･紐一括／2点

切紙

200612／1281／ 2- 5
o受付口正面図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒･紐一括／2点

一紙

200612／1281／ 2- 6
o竹原郵便局舎正面姿図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒･紐一括／1点

竪紙

200612／1281／ 2- 7
o広島県竹原局市内通常郵便取集線路図

昭和 8.10.13 竹原郵便局長→規画課長様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒･紐一括／1綴

罫紙綴

200612／1281／ 2- 8
o局舎改築移転ニ関スル件

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒･紐一括／封筒一括(5点)

括

200612／1281／ 2- 9
o旧芸備銀行支店家屋修繕図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括

括・(1括)

200612／1281／ 3
o〔竹原郵便局舎図面〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／1点

封筒

200612／1281／ 3- 1
o〔封筒〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／1点

一紙

200612／1281／ 3- 2
o竹原郵便局敷地図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／1点

一紙

200612／1281／ 3- 3
o竹原郵便局舎正面図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／1点

一紙

200612／1281／ 3- 4
o竹原郵便局舎正面図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／1点

一紙

200612／1281／ 3- 5
o竹原郵便局受付口正面図

広島県竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／1点

竪紙

200612／1281／ 3- 6
o局舎平面図

広島県竹原郵便局

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／1点

竪紙

200612／1281／ 3- 7
o〔竹原郵便局階上平面図〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／1点

一紙

200612／1281／ 3- 8
o竹原郵便局敷地図

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／1点

一紙

200612／1281／ 3- 9
o竹原郵便局舎平面図
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昭和 9. 8.10 竹原町長 森川八郎

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／包紙付

竪継紙・(1通)

200612／1281／ 4
o祝辞（竹原郵便局竣工式及創設六十周年記念

式）

昭和 9. 8.10 竹原郵便局長吉井章五

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／包紙付

竪継紙・(1通)

200612／1281／ 5
o式辞（竹原郵便局開設六十周年記念式及局舎

新築竣工式）

昭和 9. 8.10 広島逓信局長平澤要

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／包紙付

竪継紙・(1通)

200612／1281／ 6
o祝辞（竹原郵便局々舎新築落成式）

昭和 9.1.31 鈴木工務所

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括

括・(1括)

200612／1281／ 7
o竹原郵便局舎新築其他工事請負金明細書

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／1点

封筒

200612／1281／ 7- 1
o〔封筒〕

(昭和) 8. 9.20

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／封筒一括

括

200612／1281／ 7- 2
o新局舎設計予測図　最初之頃

昭和 8.11. 8 売渡人 竹原町吉井章五・買受
人 三津町長尾相義・保証人 下
野村稲葉節ニ

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／封筒付1通

竪紙

200612／1281／ 7- 3
o旧芸備銀行々舎売買契約書（「土地売買ニ付

契約書」）

昭和 9. 3.10

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／封筒付4枚

写真

200612／1281／ 7- 4
o工事場現場写真

昭和 8.12.31／12.15 川田虎ニ→吉井様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／封筒付2通

罫紙･便箋

200612／1281／ 7- 5
o盛土及片壁請負見積書及契約書

竹原町堀尾栄三㊞→吉井様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／封筒付2通

便箋

200612／1281／ 7- 6
o金庫室及床蔵コンクリート請負契約

昭和 9. 1. 8 鈴木工務所

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／封筒付1通

罫紙

200612／1281／ 7- 7
o郵便局舎工事予算書

昭和 8.12.21 鈴木工務所㊞(石井)

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／封筒付1通

便箋

200612／1281／ 7- 8
o土蔵移転請負契約書　大植豊ニ

昭和 8. 9.25／昭和 
8.11. 9

賀茂郡竹原町森川八郎㊞→吉
井章五殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／封筒付4通

罫紙･便箋･切紙

200612／1281／ 7- 9
o新局舎地買入関係書及土地謄本

昭和 9. 2. 1 福山市西町工事請負人 鈴木工
務所鈴木克己㊞→施工主吉井
章五殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／封筒付1通

罫紙

200612／1281／ 7-10
o局舎住宅請負工事契約書

昭和 9. 2. 4／昭和 9. 
3. 9

福山市西町鈴木工務所鈴木克
己→竹原町吉井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／封筒一括(3通･2綴)

罫紙(綴)･一紙

200612／1281／ 7-11
o新築局舎増工事費明細書

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／1通

罫紙(火災保険申
込書裏面)

200612／1281／ 7-12
o局舎・倉庫・住宅坪数

(昭和) 9. 1.31 鈴木工務所

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒一括／1冊

罫紙竪冊

200612／1281／ 7-13
o竹原郵便局舎新築其他工事予算書

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

括・(1括)

200612／1281／ 8
o竹原郵便局舎新築出納帳・記録帳
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木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1冊

ノート

200612／1281／ 8- 1
o竹原郵便局舎新築出納帳・記録帳

昭和 9. 8.10 広島県竹原町 芸南時報社

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1部

新聞

200612／1281／ 8- 2
o芸南時報

昭和 9. 8. 8

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／袋付2枚

写真

200612／1281／ 8- 2
o新築記念写真 原稿之為撮影

昭和29.11. 8

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／2通

罫紙

200612／1281／ 8- 3
o祝辞（竹原郵便局八十周年記念式町長祝辞）

(昭和) 9. 9.15 広島浜田生→広島県竹原郵便
局吉井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

絵葉書

200612／1281／ 8- 4
o〔絵葉書〕（別府百景 珍らしき地獄の現象）

(昭和) 9. 9.20 福山市三之丸町鈴木克己→吉
井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒付1通

切継紙

200612／1281／ 8- 5
o〔書簡〕（局舎新築落成記念品頂戴につき）

(昭和) 9. 8.10 →竹原町吉井章五

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

電報送達紙

200612／1281／ 8- 6
o〔電報〕（新築移転祝詞）

(昭和) 8. 9. 1 福山道丸生→広島県竹原郵便
局長吉井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

絵葉書

200612／1281／ 8- 7
o〔絵葉書〕（(福山名勝)福山城御湯殿）

(昭和) 9. 8.12 広島 津田鉄□□→広島県竹原
町吉井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

絵葉書

200612／1281／ 8- 8
o〔絵葉書〕（鵜戸神宮・宮崎神宮）

昭和 9. 8. 9 姫路市大野町 合資会社尾上鉄
工所→吉井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒付1通

便箋

200612／1281／ 8- 9
o〔書簡〕（新局舎落成御祝）

(昭和) 9. 8.15 →吉井章吾先生

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

葉書

200612／1281／ 8-10
o〔葉書〕（新築祝い）

(昭和 9). 8.20 中須 佐藤生→吉井局長様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

切継紙

200612／1281／ 8-11
o〔書簡〕（新装の局舎落成につき）

(昭和) 9. 8.10 芸南中黒瀬局呂山拝→竹原郵
便局長吉井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

葉書

200612／1281／ 8-12
o〔葉書〕（御祝局舎新築落成）

(昭和) 9. 8.21 吉田町三上又次郎→賀茂郡竹
原町吉井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

絵葉書

200612／1281／ 8-13
o〔絵葉書〕（広島放送局ほか）

(昭和) 9. 8.13 木ノ江局有田元介→竹原郵便局
吉井局長殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

葉書

200612／1281／ 8-14
o〔葉書〕（新築局舎御竣工祝い）

昭和 9. 8.14 御手洗郵便局長金子忠之→竹
原郵便局長殿

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

葉書

200612／1281／ 8-15
o〔葉書〕（祝局舎新築落成）

(昭和) 9. 8.15 広島逓信局潮助治→広島県竹
原郵便局吉井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

絵葉書

200612／1281／ 8-16
o〔絵葉書〕（有澤山荘内 桜馬場之一部 古茶

屋）

(昭和) 9. 8.31 三津浜□野市松→竹原郵便局
長吉井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

絵葉書

200612／1281／ 8-17
o〔絵葉書〕（東の空より見たる内海の重要港三

津浜の一部）
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(昭和) 9. 8.31 萩郵便局内古谷音熊→竹原郵
便局長吉井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

葉書

200612／1281／ 8-18
o〔葉書〕（局舎新築祝い）

(昭和) 9. 8.14 尾道高橋善蔵→竹原郵便局長
吉井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／封筒付2通

便箋

200612／1281／ 8-19
o〔書簡〕（新局舎移転御祝）

(昭和) 8. 9.11 福山郵便局田中稔→竹原郵便
局長吉井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

絵葉書

200612／1281／ 8-20
o〔絵葉書〕（(福山名勝)福山港 手城天当山）

(昭和) 9. 8.23 小倉放送局長西本耕一→竹原
郵便局吉井章五様

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

葉書

200612／1281／ 8-21
o〔葉書〕（祝御新築落成）

昭和19. 5.29 竹原郵便局長吉井章五

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／包紙付1通

切継紙

200612／1281／ 8-22
o式辞（竹原郵便局開設七十周年記念式）

昭和19. 5.29 竹原郵便局員一同代表 通信手
三名田磯吉

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／包紙付1通

竪継紙

200612／1281／ 8-23
o祝辞（竹原郵便局開設七十周年記念式）

昭和 9. 8. 7 竹原郵便局長吉井章五

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／1通

葉書

200612／1281／ 8-24
o〔葉書〕（局舎新築竣工式及記念式案内）

昭和 9. 8.11

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／タトウ付1通･沿革誌1点

絵葉書

200612／1281／ 8-25
o竹原郵便局新局舎記念絵端書

昭和 9. 8.11

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／タトウ付1通･沿革誌1点

絵葉書

200612／1281／ 8-26
o竹原郵便局新局舎記念絵端書

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括

罫紙竪冊・(1冊)

200612／1281／ 9
o竹原郵便局舎改増築工事設計仕様書

(昭和) 9. 1.31

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」袋一括／表紙一括(図面16点・明細書1綴・写真5枚)

括・(1括)

200612／1281／10
o〔竹原郵便局設計図，建築現場等写真〕

明治14. 6.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「13」

一紙(刊)・ 1点

200612／1282
帝国日本郵便線路之図

明治12.～18.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「8」

罫紙竪冊・ 1冊

200612／1283
安芸国竹原郵便局出品 為替振出帳　壱冊

明治13.～15.

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「8」

罫紙竪冊・ 1冊

200612／1284
〔受払簿〕

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「13」紐一括（17点）

括・ 1括

200612／1285
竹原局開局当時の郵便切手保管袋

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「13」紐一括(8点)

括・ 1括

200612／1286
竹原局開局当時の郵便切手保管袋

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「13」(小布地1点共)

布地・ 1点

200612／1287
〔郵便局の旗〕

東京市京橋区新富町春木屋旅
館

木箱(｢竹原郵便局関係古書類｣)一括／「12」

布地・ 1点

200612／1288
〔風呂敷〕（付箋「12」を一括していたもの）

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，写本，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(60丁)

200612／1289
太平記綱目　一
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寛文 8.仲夏. 原友軒 著

慳貪「1」，整版，27.8×19.5㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／1290
太平記綱目総目録・太平記剣巻

(寛文 8). (原友軒著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.5㎝

竪冊・ 1冊(62丁)

200612／1291
太平記綱目　巻之一附翼上　君臣編上

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.5㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1292
太平記綱目　巻之一附翼中　君臣編下

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.5㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1293
太平記綱目　巻一附翼下　冠服編・邦域編

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.5cm

竪冊・ 1冊(70丁)

200612／1294
太平記綱目　巻之ニ

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.5㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／1295
太平記綱目　巻之三

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.5㎝，見返に「横田屋」と書入・「横田屋」黒印あり

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／1296
太平記綱目　巻之四

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.5㎝，見返に「横田屋」黒印あり

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／1297
太平記綱目　巻之五

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.5㎝，見返に「横田屋」黒印あり

竪冊・ 1冊(77丁)

200612／1298
太平記綱目　巻之六

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.7cm，見返に「横田屋」黒印あり

竪冊・ 1冊(85丁)

200612／1299
太平記綱目　巻之七

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.7㎝，見返に「横田屋」黒印あり

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／1300
太平記綱目　巻之八正

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.7×19.7㎝，見返に「横田屋」黒印あり

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／1301
太平記綱目　巻之八奇

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.7㎝，見返に「横田屋」黒印あり

竪冊・ 1冊(88丁)

200612／1302
太平記綱目　巻之九

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.9×19.8㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／1303
太平記綱目　巻之十本

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.9×19.8㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／1304
太平記綱目　巻之十末

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.9×19.7㎝

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／1305
太平記綱目　巻之十一

文久 3. 2. 武内滝四郎 写

慳貪「1」，写本，27.5×19.6㎝

竪冊・ 1冊(96丁)

200612／1306
太平記綱目　十弐首尾

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.9×19.8㎝

竪冊・ 1冊(95丁)

200612／1307
太平記綱目　巻之十三

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.9×19.8㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1308
太平記綱目　巻之十三附翼

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.9×19.7㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／1309
太平記綱目　巻之十四陽
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(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.8㎝

竪冊・ 1冊(78丁)

200612／1310
太平記綱目　巻之十四陰

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.9×19.7㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／1311
太平記綱目　巻之十五乾

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.9×19.8㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／1312
太平記綱目　巻之十五坤

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.8㎝

竪冊・ 1冊(78丁)

200612／1313
太平記綱目　巻之十六前

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.8㎝

竪冊・ 1冊(68丁)

200612／1314
太平記綱目　巻之十六後

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.9×19.8㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1315
太平記綱目　巻之十六附翼

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.9×19.8㎝

竪冊・ 1冊(95丁)

200612／1316
太平記綱目　巻之十七剛

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.9×19.8㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／1317
太平記綱目　巻之十七柔

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.9×19.7㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／1318
太平記綱目　巻之十八屈

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.7×19.7㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／1319
太平記綱目　巻之十八伸

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.6×19.8㎝

竪冊・ 1冊(94丁)

200612／1320
太平記綱目　巻之十九

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.7×19.8㎝

竪冊・ 1冊(78丁)

200612／1321
太平記綱目　巻之二十

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.7×19.7㎝

竪冊・ 1冊(72丁)

200612／1322
太平記綱目　巻之二十一泰

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.5×19.6㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／1323
太平記綱目　巻之二十一否

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.6×19.5㎝

竪冊・ 1冊(82丁)

200612／1324
太平記綱目　巻之二十二

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.6×19.7㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／1325
太平記綱目　巻之二十三

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.6×19.6㎝

竪冊・ 1冊(74丁)

200612／1326
太平記綱目　巻之二十四宙

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.6×19.7㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／1327
太平記綱目　巻之二十四宇

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(91丁)

200612／1328
太平記綱目　巻之二十五

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.7×19.6㎝

竪冊・ 1冊(68丁)

200612／1329
太平記綱目　巻之二十六天
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(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，写本，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／1330
太平記綱目　巻之二十六地

切紙・ 1点

200612／1331
〔付箋〕（「太平記綱目 五冊 右六月八日 七月二十八
日品戻り」）

(昭和)42.10.13 切紙・ 1点

200612／1332
〔付箋〕（「太平記綱目 五冊 右四十二年十月十三日
品戻済」）

(昭和)42.12. 切紙・ 1点

200612／1333
〔付箋〕（「太平記綱目 五冊 右十月十三日 四十二年
十二月品戻り済」）

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.7×19.7㎝，表紙に付箋「太平記綱目 五冊 右四十三年十二月中旬受取」貼付

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／1334
太平記綱目　巻之二十七

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.7×19.7㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／1335
太平記綱目　巻之二十八

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.6×19.6㎝

竪冊・ 1冊(78丁)

200612／1336
太平記綱目　巻之二十九

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.7×19.6㎝

竪冊・ 1冊(100丁)

200612／1337
太平記綱目　巻之三十

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.7×19.6㎝

竪冊・ 1冊(87丁)

200612／1338
太平記綱目　巻之三十一

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.7×19.6㎝

竪冊・ 1冊(90丁)

200612／1339
太平記綱目　巻之三十二

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.5㎝

竪冊・ 1冊(72丁)

200612／1340
太平記綱目　巻之三十三上

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.5㎝

竪冊・ 1冊(68丁)

200612／1341
太平記綱目　巻之三十三下

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.7㎝

竪冊・ 1冊(74丁)

200612／1342
太平記綱目　巻之三十四

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.8㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／1343
太平記綱目　巻之三十五雌

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.8㎝

竪冊・ 1冊(96丁)

200612／1344
太平記綱目　巻之三十五雄

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.7㎝

竪冊・ 1冊(93丁)

200612／1345
太平記綱目　巻之三十六

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.7㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／1346
太平記綱目　巻之三十七

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.7×19.8㎝

竪冊・ 1冊(95丁)

200612／1347
太平記綱目　巻之三十八

(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，27.8×19.7㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／1348
太平記綱目　巻之三十九律

寛文12. 3. 原友軒 著

慳貪「1」，整版，27.8×19.8㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／1349
太平記綱目　巻之四十
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(寛文 8). (原友軒 著)

慳貪「1」，整版，28.0×19.7㎝，見返に付箋「三十九呂」あり

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／1350
太平記綱目　巻之三十九呂

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.8㎝

竪冊・ 1冊(77丁)

200612／1351
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 一（序・第一・
第二）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.8㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／1352
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 二（第三・第
四）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.8㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／1353
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 三（第五・第
六）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.8㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／1354
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 四（第七・第
八）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.8㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／1355
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 五（第九・第
十）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.8㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／1356
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 六（第十一・
第十二）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.8㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／1357
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 七（第十三・
第十四）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.5×18.9㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／1358
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 八（第十五・
第十六）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.9㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／1359
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 九（第十七・
第十八）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.9㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／1360
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 十（第十九・
第二十）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.8㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／1361
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 十一（第二十
一・第二十二）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.8㎝

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／1362
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 十二（第二十
三・第二十四）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.7㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／1363
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 十三（第二十
五・第二十六）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.7㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／1364
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 十四（第二十
七・第二十八）

(明治12. 5.18) (宮脇通赫 校輯/立野胤政 校正
/山中市兵衛 出版)

慳貪「2」，整版，26.6×18.7㎝

竪冊・ 1冊(72丁)

200612／1365
鼇頭評註春秋左氏伝校 宮脇通赫校本 十五（第二十
九・第三十）

朱熹 集註序説

慳貪「2」，整版，22.4×15.9cm

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1366
新板改政 学庸
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朱熹 集註序説

慳貪「2」，整版，22.4×15.9㎝

竪冊・ 1冊(66丁)

200612／1367
新板改政 論語 上下

朱熹 集註序説

慳貪「2」，整版，22.4×15.9㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／1368
新板改政 孟子 上

朱熹 集註序説

慳貪「2」，整版，22.4×15.9㎝

竪冊・ 1冊(84丁)

200612／1369
新板改政 孟子 中下

夕顔巷・羅浮山(林羅山)

慳貪「2」，整版，26.3×19.1㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／1370
道春点 易経 乾(点付 新板五経)

(林羅山)

慳貪「2」，整版，26.2×19.1㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／1371
道春点 易経 坤

(林羅山)

慳貪「2」，整版，26.2×19.1㎝

竪冊・ 1冊(118丁)

200612／1372
道春点 春秋 全

(林羅山)

慳貪「2」，整版，26.2×19.1㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／1373
道春点 書経 巻之上

(林羅山)

慳貪「2」，整版，26.2×19.0㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／1374
道春点 書経 巻之下

(林羅山)

慳貪「2」，整版，26.2×19.0㎝

竪冊・ 1冊(68丁)

200612／1375
道春点 詩経 巻之上

(林羅山)

慳貪「2」，整版，26.2×19.0㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／1376
道春点 詩経 巻之下

(林羅山)

慳貪「2」，整版，26.3×19.1㎝

竪冊・ 1冊(83丁)

200612／1377
道春点 礼記 巻之一

(林羅山)

慳貪「2」，整版，26.3×19.1㎝

竪冊・ 1冊(87丁)

200612／1378
道春点 礼記 巻之二

(林羅山)

慳貪「2」，整版，26.3×19.0㎝

竪冊・ 1冊(103丁)

200612／1379
道春点 礼記 巻之三

(林羅山)

慳貪「2」，整版，26.2×19.0㎝

竪冊・ 1冊(90丁)

200612／1380
道春点 礼記 巻之四

朱熹 集註序説

慳貪「2」，整版，27.8×19.5㎝，見返に「広島県賀茂郡竹原下市 吉井氏付物 論語巻三」と書入

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1381
新版 論語 一二

朱熹 集註

慳貪「2」，整版，27.7×19.4㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／1382
新版 論語 三四五

朱熹 集註

慳貪「2」，整版，27.9×19.5㎝，見返に「広島県下賀茂郡竹原下市 吉井氏付物」と書入

竪冊・ 1冊(67丁)

200612／1383
新版 論語 六七

朱熹 集註

慳貪「2」，整版，27.9×19.5㎝，見返に「広島県下賀茂郡竹原下市駅 本吉井氏」と書入

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／1384
新版 論語 八九十終

(明暦 2. 3.旧版/安永 
8. 2.再刻)

(松梅軒 小林庄兵衛[ほか6名])

慳貪「2」，整版，26.3×19.1㎝

竪冊・ 1冊(124丁)

200612／1385
礼記 乾
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明暦 2. 3.旧版/安永 
8. 2.再刻

松梅軒 小林庄兵衛[ほか6名]

慳貪「2」，整版，26.3×19.0㎝

竪冊・ 1冊(126丁)

200612／1386
礼記 坤

松梅軒

慳貪「2」，整版，26.2×19.0㎝

竪冊・ 1冊(83丁)

200612／1387
易経

松梅軒

慳貪「2」，整版，26.2×18.9㎝

竪冊・ 1冊(77丁)

200612／1388
書経

松梅軒

慳貪「2」，整版，26.2×19.0㎝

竪冊・ 1冊(120丁)

200612／1389
詩経

松梅軒

慳貪「2」，整版，26.3×18.9㎝

竪冊・ 1冊(84丁)

200612／1390
春秋

文政 8. (三谷僴 記/江戸日本橋通1丁目
須原屋茂兵衛[他9名] 三都発行
書肆)

慳貪「2」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1391
孟子集註 一

文政 8. (三谷僴 記/江戸日本橋通1丁目
須原屋茂兵衛[他9名] 三都発行
書肆)

慳貪「2」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／1392
孟子集註 二

文政 8. (三谷僴 記/江戸日本橋通1丁目
須原屋茂兵衛[他9名] 三都発行
書肆)

慳貪「2」，整版，25.5×18.0㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／1393
孟子集註 三

文政 8. 三谷僴 記/江戸日本橋通1丁目
須原屋茂兵衛[他9名] 三都発行
書肆

慳貪「2」，整版，25.5×18.0㎝

竪冊・ 1冊(66丁)

200612／1394
孟子集註 四

慳貪「2」，整版，27.3×19.4㎝，表紙見返に「竹原西方寺」，裏表紙見返に「米屋吉井半三郎様」「本米屋」と書入

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／1395
改正音註 書経 乾

慳貪「2」，整版，27.3×19.4㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／1396
改正音註 書経 坤

慳貪「2」，整版，27.3×19.6㎝

竪冊・ 1冊(109丁)

200612／1397
改正音註 春秋 全

慳貪「2」，整版，27.3×19.4㎝，裏表紙見返に「吉井退省蔵」と書入

竪冊・ 1冊(68丁)

200612／1398
改正音註 詩経 天

慳貪「2」，整版，27.3×19.5㎝，裏表紙見返に「吉井退省蔵」と書入

竪冊・ 1冊(88丁)

200612／1399
改正音註 詩経 地

慳貪「2」，整版，27.3×19.4㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1400
改正音註 易経 乾

慳貪「2」，整版，27.3×19.4㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／1401
改正音註 易経 坤

(延宝 7). (洛東元春岡寂楼 書写)

慳貪「2」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(83丁)

200612／1402
改正音註 礼記 一

(延宝 7). (洛東元春岡寂楼 書写)

慳貪「2」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(87丁)

200612／1403
改正音註 礼記 二

402



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

(延宝 7). (洛東元春岡寂楼 書写)

慳貪「2」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(103丁)

200612／1404
改正音註 礼記 三

延宝 7. 洛東元春岡寂楼 書写

慳貪「2」，整版，27.3×19.4㎝

竪冊・ 1冊(89丁)

200612／1405
改正音註 礼記 四

(文化13.霜). (有吉樹信[他3名])

慳貪「3」，整版，26.1×18.7㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／1406
正邪強会弁 一

(文化13.霜). (有吉樹信[他3名])

慳貪「3」，整版，26.1×18.8㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／1407
正邪強会弁 二

(文化13.霜). (有吉樹信[他3名])

慳貪「3」，整版，26.2×18.8㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／1408
正邪強会弁 三

文化13.霜. (有吉樹信[他3名])

慳貪「3」，整版，26.2×18.8㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／1409
正邪強会弁 四

(貞享 2. 2.吉) (洛陽錦小路永田長兵衛 開板)

慳貪「3」，整版，26.4×18.8㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／1410
増補 鉄槌 上之一

(貞享 2. 2.吉) (洛陽錦小路永田長兵衛 開板)

慳貪「3」，整版，26.4×18.8㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1411
増補 鉄槌 上之二

(貞享 2. 2.吉) (洛陽錦小路永田長兵衛 開板)

慳貪「3」，整版，26.4×18.8㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／1412
増補 鉄槌 上之三

(貞享 2. 2.吉) (洛陽錦小路永田長兵衛 開板)

慳貪「3」，整版，26.4×18.7㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／1413
増補 鉄槌 下之一

(貞享 2. 2.吉) (洛陽錦小路永田長兵衛 開板)

慳貪「3」，整版，26.5×18.6㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1414
増補 鉄槌 下之二

貞享 2. 2.吉 洛陽錦小路永田長兵衛 開板

慳貪「3」，整版，26.5×18.7㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／1415
増補 鉄槌 下之三

(享保20. 5.吉) (伏見 畠山先生泰全 著述/摂州 
穂積先生以貫 参考/浪速書林 
寺田與右衛門・松村九兵衛 梓
行)

慳貪「3」，整版，26.3×18.7㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1416
小栗実記 目録 系図 像讃

(享保20. 5.吉) (伏見 畠山先生泰全 著述/摂州 
穂積先生以貫 参考/浪速書林 
寺田與右衛門・松村九兵衛 梓
行)

慳貪「3」，整版，26.3×18.7㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1417
小栗実記 一

(享保20. 5.吉) (伏見 畠山先生泰全 著述/摂州 
穂積先生以貫 参考/浪速書林 
寺田與右衛門・松村九兵衛 梓
行)

慳貪「3」，整版，26.4×18.7㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／1418
小栗実記 二

(享保20. 5.吉) (伏見 畠山先生泰全 著述/摂州 
穂積先生以貫 参考/浪速書林 
寺田與右衛門・松村九兵衛 梓
行)

慳貪「3」，整版，26.4×18.7㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1419
小栗実記 三

(享保20. 5.吉) (伏見 畠山先生泰全 著述/摂州 
穂積先生以貫 参考/浪速書林 
寺田與右衛門・松村九兵衛 梓
行)

慳貪「3」，整版，26.4×18.7㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1420
小栗実記 四
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(享保20. 5.吉) (伏見 畠山先生泰全 著述/摂州 
穂積先生以貫 参考/浪速書林 
寺田與右衛門・松村九兵衛 梓
行)

慳貪「3」，整版，26.4×18.7㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1421
小栗実記 五

(享保20. 5.吉) (伏見 畠山先生泰全 著述/摂州 
穂積先生以貫 参考/浪速書林 
寺田與右衛門・松村九兵衛 梓
行)

慳貪「3」，整版，26.4×18.7㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1422
小栗実記 六

(享保20. 5.吉) (伏見 畠山先生泰全 著述/摂州 
穂積先生以貫 参考/浪速書林 
寺田與右衛門・松村九兵衛 梓
行)

慳貪「3」，整版，26.5×18.7㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1423
小栗実記 七

(享保20. 5.吉) (伏見 畠山先生泰全 著述/摂州 
穂積先生以貫 参考/浪速書林 
寺田與右衛門・松村九兵衛 梓
行)

慳貪「3」，整版，26.5×18.7㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1424
小栗実記 八

(享保20. 5.吉) (伏見 畠山先生泰全 著述/摂州 
穂積先生以貫 参考/浪速書林 
寺田與右衛門・松村九兵衛 梓
行)

慳貪「3」，整版，26.4×18.7㎝

竪冊・ 1冊(14丁)

200612／1425
小栗実記 九

(享保20. 5.吉) (伏見 畠山先生泰全 著述/摂州 
穂積先生以貫 参考/浪速書林 
寺田與右衛門・松村九兵衛 梓
行)

慳貪「3」，整版，26.3×18.7㎝

竪冊・ 1冊(13丁)

200612／1426
小栗実記 十

(享保20. 5.吉) (伏見 畠山先生泰全 著述/摂州 
穂積先生以貫 参考/浪速書林 
寺田與右衛門・松村九兵衛 梓
行)

慳貪「3」，整版，26.4×18.7㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1427
小栗実記 十一

享保20. 5.吉 伏見 畠山先生泰全 著述/摂州 
穂積先生以貫 参考/浪速書林 
寺田與右衛門・松村九兵衛 梓
行

慳貪「3」，整版，26.4×18.7㎝

竪冊・ 1冊(15丁)

200612／1428
小栗実記 十二終

天保 8.秋 備中阿知郷倉敷 小野治右衛
門・蝠翔斎弘度 蔵板

慳貪「3」，整版，22.5×15.5㎝

竪冊・ 1冊(74丁)

200612／1429
教訓古今道しる■(べ)

慳貪「3」，写本，23.8×16.9㎝

竪冊・ 1冊

200612／1430
慶安大平記 巻之二

(貞享 5).

慳貪「3」，整版，22.5×15.9㎝

竪冊・ 1冊(66丁)

200612／1431
奈良土産返答 元 七

(貞享 5).

慳貪「3」，整版，22.5×15.8㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1432
奈良土産返答 中 号

(貞享 5).

慳貪「3」，整版，22.5×15.8㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1433
奈良土産返答 下上 利

(貞享 5).

慳貪「3」，整版，22.5×15.8㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1434
奈良土産返答 下之下 貞
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(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.5×19.5㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／1435
甲陽軍鑑 二

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.7×19.7㎝

竪冊・ 1冊(13丁)

200612／1436
甲陽軍鑑 三

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.8×19.8㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1437
甲陽軍鑑 六

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.7×19.8㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1438
甲陽軍鑑 七

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.7×19.8㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1439
甲陽軍鑑 八

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.8×19.8㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／1440
甲陽軍鑑 十之下

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.8×19.7㎝，裏表紙に「浦辺之庄」と書入

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1441
甲陽軍鑑 十一之上

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.7×19.3㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1442
甲陽軍鑑 十一之上

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.8×19.4㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1443
甲陽軍鑑 十一之下

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.8×19.8㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1444
甲陽軍鑑 十一之下

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／1445
甲陽軍鑑 十三

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.7×19.8㎝，裏表紙に「甲陽軍萬鑑」と書入

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／1446
甲陽軍鑑 十四

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.3×19.3㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／1447
甲陽軍鑑 十四

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.7×19.8㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／1448
甲陽軍鑑 十五

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.3×19.4㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1449
甲陽軍鑑 十六

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.7×19.8㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1450
甲陽軍鑑 十六
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(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.3×19.3㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／1451
甲陽軍鑑 十八

(万治 2.仲秋.吉辰) (洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛
 開板)

慳貪「3」，整版，27.3×19.3㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／1452
甲陽軍鑑 十九

万治 2.仲秋.吉辰 洛陽寺町誓願寺前 安田十兵衛 
開板

慳貪「3」，整版，26.8×19.2㎝，表紙見返しに「尾道三原屋 河上新七」と書入

竪冊・ 1冊(76丁)

200612／1453
甲陽軍鑑 二十

(享保 5.孟春.吉旦) (蟠龍子先生(井澤長秀)著/平安 
六角通御幸町西江入町書舗 茨
城多左衛門(京上 書鋪 柳枝軒 
蔵版))

慳貪「3」，整版，22.5×15.0㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1454
俗説弁 一 神祇

(享保 5.孟春.吉旦) (蟠龍子先生(井澤長秀)著/平安 
六角通御幸町西江入町書舗 茨
城多左衛門(京上 書鋪 柳枝軒 
蔵版))

慳貪「3」，整版，22.5×15.0㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／1455
俗説弁 二 天子后妃

(享保 5.孟春.吉旦) (蟠龍子先生(井澤長秀)著/平安 
六角通御幸町西江入町書舗 茨
城多左衛門(京上 書鋪 柳枝軒 
蔵版))

慳貪「3」，整版，22.5×15.0㎝

竪冊・ 1冊(15丁)

200612／1456
俗説弁 三 公卿

(享保 5.孟春.吉旦) (蟠龍子先生(井澤長秀)著/平安 
六角通御幸町西江入町書舗 茨
城多左衛門(京上 書鋪 柳枝軒 
蔵版))

慳貪「3」，整版，22.5×15.0㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1457
俗説弁 四 士庶

(享保 5.孟春.吉旦) (蟠龍子先生(井澤長秀)著/平安 
六角通御幸町西江入町書舗 茨
城多左衛門(京上 書鋪 柳枝軒 
蔵版))

慳貪「3」，整版，22.5×15.0㎝

竪冊・ 1冊(17丁)

200612／1458
俗説弁 五 士庶

(享保 5.孟春.吉旦) (蟠龍子先生(井澤長秀)著/平安 
六角通御幸町西江入町書舗 茨
城多左衛門(京上 書鋪 柳枝軒 
蔵版))

慳貪「3」，整版，22.5×15.0㎝

竪冊・ 1冊(12丁)

200612／1459
俗説弁 六 婦女

享保 5.孟春.吉旦 (蟠龍子先生(井澤長秀)著/平安 
六角通御幸町西江入町書舗 茨
城多左衛門(京上 書鋪 柳枝軒 
蔵版))

慳貪「3」，整版，22.5×15.0㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1460
俗説弁 七 僧尼

(文化13. 9). (景山先生著(八隅中立述)/書林 
江戸両国橋通吉川町 山田佐助
[ほか4名](江都書肆千鍾房))

慳貪「3」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1461
利運談 壱

(文化13. 9). (景山先生著(八隅中立述)/書林 
江戸両国橋通吉川町 山田佐助
[ほか4名](江都書肆千鍾房))

慳貪「3」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1462
利運談 弐

(文化13. 9). (景山先生著(八隅中立述)/書林 
江戸両国橋通吉川町 山田佐助
[ほか4名](江都書肆千鍾房))

慳貪「3」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／1463
利運談 三
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文化13. 9. 景山先生著(八隅中立述)/書林 
江戸両国橋通吉川町 山田佐助
[ほか4名](江都書肆千鍾房)

慳貪「3」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1464
利運談 四

(寛政 7. 6). (中沢道二/浪華 八宮斎 輯/弘
所書肆 大坂谷町筋錫屋町 本屋
吉兵衛[ほか2名]/恭寛舎 蔵版)

慳貪「3」，整版，22.6×16.0㎝，表紙見返しに版元の広告貼付，裏表紙見返しに「芸州竹原米屋半三郎」と書入

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1465
道二翁道話 上

寛政 7. 6. (中沢道二/)浪華 八宮斎 輯/弘
所書肆 大坂谷町筋錫屋町 本屋
吉兵衛[ほか2名]/恭寛舎 蔵版

慳貪「3」，整版，22.5×16.0㎝，表紙見返しに「本家米屋半三良」と書入

竪冊・ 1冊(17丁)

200612／1466
道二翁道話 下

(寛政 8. 8). (中沢道二/浪華 八宮斎 輯/弘
所書肆 大坂谷町筋錫屋町 本屋
吉兵衛[ほか2名]/静安舎之部

慳貪「3」，整版，22.5×15.9㎝，表紙見返しに版元の広告貼付

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1467
道二翁道話二篇 上

寛政 8. 8. (中沢道二/)浪華 八宮斎 輯/弘
所書肆 大坂谷町筋錫屋町 本屋
吉兵衛[ほか2名]/静安舎之部

慳貪「3」，整版，22.5×15.9㎝

竪冊・ 1冊(15丁)

200612／1468
道二翁道話二篇 下

寛政12. 4. (中沢道二/浪華 八宮斎 輯/弘
所書肆 大坂谷町筋錫屋町 本屋
吉兵衛[ほか2名]/倚衡舎之部)

慳貪「3」，整版，22.5×15.8㎝，表紙見返しに版元の広告貼付，裏表紙見返しに版元の広告印刷

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／1469
道二翁道話三篇 上

寛政12. 4. (中沢道二/)浪華 八宮斎 輯/弘
所書肆 大坂谷町筋錫屋町 本屋
吉兵衛[ほか2名]/倚衡舎之部

慳貪「3」，整版，22.5×15.9㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1470
道二翁道話三篇 下

寛政12. 4. (中沢道二/浪華 八宮斎 輯/弘
所書肆 大坂谷町筋錫屋町 本屋
吉兵衛[ほか2名]/倚衡舎之部

慳貪「3」，整版，22.6×15.9㎝，表紙見返しに「諸国御客々様」あて「米半」の書入れ，裏表紙見返し巻末に「芸州竹原町 本米屋
半三郎」の書入れ

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／1471
道二翁道話四篇 上

寛政12. 4. (中沢道二/)浪華 八宮斎 輯/弘
所書肆 大坂谷町筋錫屋町 本屋
吉兵衛[ほか2名]/倚衡舎之部

慳貪「3」，整版，22.5×15.9㎝，表紙見返しに「芸州竹原町」の書入れ

竪冊・ 1冊(15丁)

200612／1472
道二翁道話四篇 中

寛政12. 4. (中沢道二/)浪華 八宮斎 輯/弘
所書肆 大坂谷町筋錫屋町 本屋
吉兵衛[ほか2名]/倚衡舎之部

慳貪「3」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／1473
道二翁道話四篇 下

文化元. 4. (中沢道二/浪華 八宮斎 輯/弘
所書肆 大坂谷町筋錫屋町 本屋
吉兵衛・同万吉[ほか3名]/明誠
舎之部)

慳貪「3」，整版，22.6×15.8㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1474
道二翁道話五篇 上

文化元. 4. (中沢道二/)浪華 八宮斎 輯/弘
所書肆 大坂谷町筋錫屋町 本屋
吉兵衛・同万吉[ほか3名]/明誠
舎之部

慳貪「3」，整版，22.6×15.8㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／1475
道二翁道話五篇 下

(元禄12). (遠藤元閑)

慳貪「3」，整版，26.2×18.6㎝，裏表紙見返しに「備後国世羅郡本郷村山根 亀蔵母」と書入れ

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1476
本朝武家評林系図 第三

(元禄12). (遠藤元閑)

慳貪「3」，整版，26.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1477
本朝武家評林系図 第四
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(元禄12). (遠藤元閑)

慳貪「3」，整版，26.2×18.8㎝，裏表紙見返しに「世羅郡本郷村 山根」と書入れ

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1478
本朝武家評林系図 第五

(元禄12). (遠藤元閑)

慳貪「3」，整版，26.3×18.8㎝，表紙見返しに「世羅郡本郷村 山根菅」と書入れ

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／1479
本朝武家評林 八

(元禄12). (遠藤元閑)

慳貪「3」，整版，26.4×18.8㎝，表紙見返しに「世羅郡本郷村 山根菅」と書入れ

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／1480
本朝武家評林 九

(元禄12). (遠藤元閑)

慳貪「3」，整版，26.2×18.8㎝，表紙見返しに「世羅郡本郷村 山根菅」と書入れ

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／1481
本朝武家評林 十

(元禄12). (遠藤元閑)

慳貪「3」，整版，26.2×18.8㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1482
本朝武家評林 十一

(元禄12). (遠藤元閑)

慳貪「3」，整版，26.2×18.8㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／1483
本朝武家評林 十二

(元禄12). (遠藤元閑)

慳貪「3」，整版，26.2×18.6㎝，裏表紙見返しに「世羅郡本郷村 山根」と書入れ

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1484
本朝武家評林 十三

(元禄12). (遠藤元閑)

慳貪「3」，整版，26.0×18.7㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1485
本朝武家評林 十七

(元禄12). (遠藤元閑)

慳貪「3」，整版，26.2×18.8㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1486
本朝武家評林 十八

(元禄12). (遠藤元閑)

慳貪「3」，整版，26.0×18.8㎝，裏表紙見返しに「山根」と書入れ

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1487
本朝武家評林 十九

(貞享 2. 9.25) (洛陽書林村上平楽寺 刊)

慳貪「3」，整版，22.4×16.0㎝，裏表紙見返しに「久保源蔵」と書入れ

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1488
太宰府天満宮伝記 一

(貞享 2. 9.25) (洛陽書林村上平楽寺 刊)

慳貪「3」，整版，22.4×16.0㎝，裏表紙見返しに「久保源蔵」と書入れ

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1489
太宰府天満宮伝記 二

(貞享 2. 9.25) (洛陽書林村上平楽寺 刊)

慳貪「3」，整版，22.4×16.0㎝，裏表紙見返しに「久保源蔵」と書入れ

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1490
太宰府天満宮伝記 三

貞享 2. 9.25 洛陽書林村上平楽寺 刊

慳貪「3」，整版，22.4×16.0㎝，裏表紙見返しに「久保源蔵」と書入れ

竪冊・ 1冊(17丁)

200612／1491
太宰府天満宮伝記 四

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.2×16.0㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／1492
絵本故事談 三

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.3×16.0㎝，裏表紙見返しに「豊庸（米）」と朱書き

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1493
絵本故事談 四

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.2×15.9㎝，裏表紙見返しに「豊庸（米）」と朱書き

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1494
絵本故事談 五上

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.3×15.8㎝，裏表紙見返しに「芸州竹原米屋吉井半三郎」と書入れ，同「豊庸（米）」と朱書き

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1495
絵本故事談 五下
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(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.3×15.9㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1496
絵本故事譚（絵本故事談） 六

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.3×15.8㎝，裏表紙見返しに「豊庸（米）」と朱書き

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1497
絵本故事譚（絵本故事談） 七

正徳 4. 書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂

慳貪「3」，整版，22.1×15.9㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1498
絵本故事談 八終

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.4×15.9㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1499
絵本故事談 一

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.4×15.9㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／1500
絵本故事談 二

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.4×15.9㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／1501
絵本故事談 三

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.3×15.8㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1502
絵本故事談 二

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1503
絵本故事談 一

慳貪「3」，写本，23.7×16.5㎝，表紙・裏表紙見返しに印（「竹原 米屋半三郎」）あり

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／1504
武勇忠士伝 一序

慳貪「3」，写本，23.8×16.5㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／1505
武勇忠士伝 二中

慳貪「3」，写本，23.7×16.5㎝，裏表紙見返しに印（「竹原 米屋半三郎」）あり

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／1506
武勇忠士伝 三終

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.5×15.9㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1507
絵本故事談 四

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1508
絵本故事談 五上

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.4×15.9㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1509
絵本故事談 五下

(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.4×15.9㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1510
絵本故事譚（絵本故事談） 六
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(正徳 4). (書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂)

慳貪「3」，整版，22.5×15.8㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1511
絵本故事譚（絵本故事談） 七

正徳 4. 書肆 江戸日本橋 須原屋茂兵
衛･大坂心斎橋 大野木市兵衛/
浪速書肆実文堂

慳貪「3」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1512
絵本故事談譚（絵本故事談）八

慳貪「4」，整版，27.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／1513
孟子示蒙句解 一

慳貪「4」，整版，27.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／1514
孟子示蒙句解 二

慳貪「4」，整版，27.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／1515
孟子示蒙句解 三

慳貪「4」，整版，27.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／1516
孟子示蒙句解 四

慳貪「4」，整版，27.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／1517
孟子示蒙句解 五

慳貪「4」，整版，27.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／1518
孟子示蒙句解 六

慳貪「4」，整版，27.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／1519
孟子示蒙句解 七

(享保 4). 惕斎仲先生 著述/門人 井関祖
晦 校正

慳貪「4」，整版，27.1×18.7㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／1520
大学示蒙句解

慳貪「4」，整版，27.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1521
論語示蒙句解 一

慳貪「4」，整版，27.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／1522
論語示蒙句解 二

慳貪「4」，整版，27.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1523
論語示蒙句解 三

慳貪「4」，整版，27.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／1524
論語示蒙句解 四

慳貪「4」，整版，27.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／1525
論語示蒙句解 五

享保己亥(享保 4). 書林 山崎庄兵衛[他4名]

慳貪「4」，整版，27.2×18.7㎝

竪冊・ 1冊(74丁)

200612／1526
中庸示蒙句解

元禄 3. 6. (中村之欽/江戸本石町 玉林平
八/京二条通 山形屋伝兵衛)

慳貪「4」，整版，27.0×18.8㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／1527
小学示蒙句解 一 序題・立教

(元禄 3. 6). (中村之欽/江戸本石町 玉林平
八/京二条通 山形屋伝兵衛)

慳貪「4」，整版，27.0×18.8㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／1528
小学示蒙句解 二 明倫
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(元禄 3. 6). (中村之欽/江戸本石町 玉林平
八/京二条通 山形屋伝兵衛)

慳貪「4」，整版，27.0×18.8㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1529
小学示蒙句解 三 敬身

(元禄 3. 6). (中村之欽/江戸本石町 玉林平
八/京二条通 山形屋伝兵衛)

慳貪「4」，整版，27.0×18.8㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／1530
小学示蒙句解 四 稽古

(元禄 3. 6). (中村之欽/江戸本石町 玉林平
八/京二条通 山形屋伝兵衛)

慳貪「4」，整版，27.0×18.8㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1531
小学示蒙句解 五 嘉言 上

(元禄 3. 6). (中村之欽/江戸本石町 玉林平
八/京二条通 山形屋伝兵衛)

慳貪「4」，整版，27.0×18.8㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／1532
小学示蒙句解 六（五中） 嘉言 中

(元禄 3. 6). (中村之欽/江戸本石町 玉林平
八/京二条通 山形屋伝兵衛)

慳貪「4」，整版，27.0×18.8㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／1533
小学示蒙句解 七（五下） 嘉言 下

(元禄 3. 6). (中村之欽/江戸本石町 玉林平
八/京二条通 山形屋伝兵衛)

慳貪「4」，整版，27.0×18.8㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1534
小学示蒙句解 八（六上） 善行 上

(元禄 3. 6). (中村之欽/江戸本石町 玉林平
八/京二条通 山形屋伝兵衛)

慳貪「4」，整版，27.0×18.8㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／1535
小学示蒙句解 九（六中） 善行 中

(元禄 3. 6). 中村之欽/江戸本石町 玉林平
八/京二条通 山形屋伝兵衛

慳貪「4」，整版，27.0×18.8㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1536
小学示蒙句解 十（六下） 善行 下

(寛文 9). (山﨑闇斎)

慳貪「4」，整版，27.2×19.0㎝

竪冊・ 1冊(74丁)

200612／1537
大学啓発集 三

慳貪「4」，整版，27.9×19.6㎝

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／1538
孟子集註 梁恵王

慳貪「4」，整版，28.0×19.5㎝

竪冊・ 1冊(95丁)

200612／1539
孟子集註 公孫丑・勝又公

慳貪「4」，整版，28.0×19.5㎝

竪冊・ 1冊(94丁)

200612／1540
孟子集註 離婁・萬章

慳貪「4」，整版，27.6×19.3㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／1541
改正訓点 書経 乾

慳貪「4」，整版，27.6×19.2㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／1542
改正訓点 書経 坤

慳貪「4」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1543
改正訓点 易経 乾

慳貪「4」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／1544
改正訓点 易経 坤

慳貪「4」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(83丁)

200612／1545
改正訓点 礼記 一

慳貪「4」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(87丁)

200612／1546
改正訓点 礼記 二
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慳貪「4」，整版，27.7×19.1㎝

竪冊・ 1冊(103丁)

200612／1547
改正訓点 礼記 三

慳貪「4」，整版，27.7×19.1㎝

竪冊・ 1冊(88丁)

200612／1548
改正訓点 礼記 四

慳貪「4」，整版，27.5×19.1㎝

竪冊・ 1冊(68丁)

200612／1549
改正訓点 詩経 天

慳貪「4」，整版，27.6×19.1㎝

竪冊・ 1冊(88丁)

200612／1550
改正訓点 詩経 地

慳貪「4」，整版，27.6×19.1㎝

竪冊・ 1冊(109丁)

200612／1551
改正訓点 春秋 全

慳貪「4」，整版，28.1×19.3㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／1552
新版改正 鼇頭大学

慳貪「4」，整版，28.1×19.3㎝

竪冊・ 1冊(74丁)

200612／1553
新版改正 鼇頭中庸

慳貪「4」，整版，28.1×19.3㎝

竪冊・ 1冊(84丁)

200612／1554
新版改正 鼇頭論語 一

慳貪「4」，整版，28.1×19.3㎝

竪冊・ 1冊(109丁)

200612／1555
新版改正 鼇頭論語 二

慳貪「4」，整版，28.1×19.3㎝

竪冊・ 1冊(80丁)

200612／1556
新版改正 鼇頭論語 三

慳貪「4」，整版，28.1×19.3㎝

竪冊・ 1冊(72丁)

200612／1557
新版改正 鼇頭論語 四

慳貪「4」，整版，28.1×19.2㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／1558
新版改正 鼇頭孟子 一

慳貪「4」，整版，28.1×19.2㎝

竪冊・ 1冊(100丁)

200612／1559
新版改正 鼇頭孟子 二

慳貪「4」，整版，28.1×19.3㎝

竪冊・ 1冊(97丁)

200612／1560
新版改正 鼇頭孟子 三

慳貪「4」，整版，28.1×19.3㎝

竪冊・ 1冊(110丁)

200612／1561
新版改正 鼇頭孟子 四

(寛文 4. 3). (清原国賢/中野氏 開板)

慳貪「5」，整版，26.8×19.4㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／1562
首書 日本書紀神代合解 一

(寛文 4. 3). (清原国賢/中野氏 開板)

慳貪「5」，整版，26.8×19.4㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／1563
首書 日本書紀神代合解 二

(寛文 4. 3). (清原国賢/中野氏 開板)

慳貪「5」，整版，26.8×19.4㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／1564
首書 日本書紀神代合解 三

(寛文 4. 3). (清原国賢/中野氏 開板)

慳貪「5」，整版，26.7×19.4㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1565
首書 日本書紀神代合解 四

(寛文 4. 3). (清原国賢/中野氏 開板)

慳貪「5」，整版，26.8×19.4㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1566
首書 日本書紀神代合解 五
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(寛文 4. 3). (清原国賢/中野氏 開板)

慳貪「5」，整版，26.8×19.4㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／1567
首書 日本書紀神代合解 六

(寛文 4. 3). (清原国賢/中野氏 開板)

慳貪「5」，整版，26.8×19.4㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／1568
首書 日本書紀神代合解 七

(寛文 4. 3). (清原国賢/中野氏 開板)

慳貪「5」，整版，26.8×19.4㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1569
首書 日本書紀神代合解 八

(寛文 4. 3). (清原国賢/中野氏 開板)

慳貪「5」，整版，26.8×19.4㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1570
首書 日本書紀神代合解 九

(寛文 4. 3). (清原国賢/中野氏 開板)

慳貪「5」，整版，26.8×19.4㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／1571
首書 日本書紀神代合解 十

(寛文 4. 3). (清原国賢/中野氏 開板)

慳貪「5」，整版，26.8×19.4㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／1572
首書 日本書紀神代合解 十一

寛文 4. 3. 清原国賢/中野氏 開板

慳貪「5」，整版，26.8×19.4㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／1573
首書 日本書紀神代合解 十二

(享保 3.正). (増穂残口/大坂北久太郎町心
斎橋筋 瀬戸物屋伝兵衛・大坂
尼崎町武川善右衛門 板)

慳貪「5」，整版，22.8×16.4㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1574
神国 加魔祓 天

(享保 3.正). (増穂残口/大坂北久太郎町心
斎橋筋 瀬戸物屋伝兵衛・大坂
尼崎町武川善右衛門 板)

慳貪「5」，整版，22.8×16.4㎝

竪冊・ 1冊(17丁)

200612／1575
神国 かまはら井 人

享保 3.正. (増穂残口)/大坂北久太郎町心
斎橋筋 瀬戸物屋伝兵衛・大坂
尼崎町武川善右衛門 板

慳貪「5」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／1576
神国 かまはらい 地

(僧敏)

慳貪「5」，整版，25.9×18.5㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／1577
神国決疑編考証 全

嘉永 2. 5. 西海密成僧敏律師 述/京師書
林 寺町 蓍屋宗八

慳貪「5」，整版，26.0×18.6㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／1578
神道異説弁 一名神仏一致編 全

(天和 1). 静観窩慵翁/五条京極中野小左
衛門 開板

慳貪「5」，整版，27.2×18.2㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／1579
神代系図伝 上之上

(天和 1). (静観窩慵翁/五条京極中野小
左衛門 開板)

慳貪「5」，整版，27.3×18.2㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／1580
神代系図伝 上之中

(天和 1). (静観窩慵翁/五条京極中野小
左衛門 開板)

慳貪「5」，整版，27.3×18.2㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1581
神代系図伝 上之下

(天和 1). (静観窩慵翁/五条京極中野小
左衛門 開板)

慳貪「5」，整版，27.3×18.3㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1582
神代系図伝 中之上

(天和 1). (静観窩慵翁/五条京極中野小
左衛門 開板)

慳貪「5」，整版，27.3×18.2㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1583
神代系図伝 上之下
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(天和 1). (静観窩慵翁/五条京極中野小
左衛門 開板)

慳貪「5」，整版，27.3×18.3㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1584
神代系図伝 下之上

天和 1. (静観窩慵翁/五条京極中野小
左衛門 開板)

慳貪「5」，整版，27.3×18.3㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1585
神代系図伝 下之下

(宝永 5. 9). 中村孫兵衛 蔵板

慳貪「5」，整版，26.1×18.2㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1586
改正 国名風土記 乾

宝永 5. 9. 中村孫兵衛 蔵板

慳貪「5」，整版，26.1×18.2㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／1587
改正 国名風土記 坤

(葦斎 玉木正英 跋)

慳貪「5」，整版，28.1×19.5㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／1588
神代巻藻塩草 一

(葦斎 玉木正英 跋)

慳貪「5」，整版，27.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1589
神代巻藻塩草 二

(葦斎 玉木正英 跋)

慳貪「5」，整版，27.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(62丁)

200612／1590
神代巻藻塩草 三

(葦斎 玉木正英 跋)

慳貪「5」，整版，27.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／1591
神代巻藻塩草 四

葦斎 玉木正英 跋

慳貪「5」，整版，27.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1592
神代巻藻塩草 五

元文 4.正. 谷川士清 識

慳貪「5」，整版，27.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／1593
神武巻藻塩草

享保 5. 6.16 藤原永弘/肥前州長崎 石本縫
殿

慳貪「5」，整版，19.1×12.8㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／1594
中臣祓松風鈔

権禰宜正五位下度会神主延隹
(度会行忠)

慳貪「5」，写本，27.5×19.0㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／1595
伊勢二所皇太神御鎮座伝記

慳貪「5」，写本，27.5×19.0㎝

竪冊・ 1冊(8丁)

200612／1596
天照坐伊勢二所皇太神宮御鎮座次第記 神記第二

慳貪「5」，写本，27.5×19.0㎝

竪冊・ 1冊(14丁)

200612／1597
豊受皇太神宮御鎮座本紀

豊受太神宮禰宜正四位上 度会
神主章尚

慳貪「5」，写本，27.5×19.2㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1598
倭姫命世記

慳貪「5」，写本，27.5×19.2㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1599
造伊勢二所太神宮宝基本記

宝永 3.正. 従五位上度会神主弘乗(度会弘
乗)/書林 勢州山田 藤原長兵
衛･洛陽寺町 菊屋七郎兵衛

慳貪「5」，整版，27.3×19.2㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1600
伊勢山田選集 伊勢太神宮続神異記 生

宝永 3.正. (従五位上度会神主弘乗(度会弘
乗)/書林 勢州山田 藤原長兵
衛･洛陽寺町 菊屋七郎兵衛)

慳貪「5」，整版，27.3×19.2㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／1601
伊勢山田選集 伊勢太神宮続神異記 利
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(元禄 4. 9). (竜野煕近/河南四郎右衛門)

慳貪「5」，整版，25.9×17.9㎝

竪冊・ 1冊(15丁)

200612／1602
神国決疑編 上

(元禄 4. 9). (竜野煕近/河南四郎右衛門)

慳貪「5」，整版，25.9×17.9㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／1603
神国決疑編 中

元禄 4. 9. (竜野煕近)/河南四郎右衛門

慳貪「5」，整版，25.8×17.9㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1604
神国決疑編 下

(元禄12.正). (権禰宜正五位下度会神主延佳 
誌/宮部次右衛門 板行)

慳貪「5」，整版，26.6×17.9㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1605
新板 太神宮神道或問 上

元禄12.正. 権禰宜正五位下度会神主延佳 
誌/宮部次右衛門 板行

慳貪「5」，整版，26.5×17.8㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1606
新板 太神宮神道或問 下

(享保 4. 2). (源慶安/書舗 楊芲軒直之[他2
名])

慳貪「5」，整版，27.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／1607
改正 両部神道口決鈔 一

(享保 4. 2). (源慶安/書舗 楊芲軒直之[他2
名])

慳貪「5」，整版，27.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1608
改正 両部神道口決鈔 二

(享保 4. 2). (源慶安/書舗 楊芲軒直之[他2
名])

慳貪「5」，整版，27.5×18.2㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1609
改正 両部神道口決鈔 三

(享保 4. 2). (源慶安/書舗 楊芲軒直之[他2
名])

慳貪「5」，整版，27.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1610
改正 両部神道口決鈔 四

(享保 4. 2). (源慶安/書舗 楊芲軒直之[他2
名])

慳貪「5」，整版，27.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1611
改正 両部神道口決鈔 五

享保 4. 2. (源慶安)/書舗 楊芲軒直之[他2
名]

慳貪「5」，整版，27.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1612
改正 両部神道口決鈔 一

(寛文 6. 9). (権禰宜正五位下度会神主延佳
(度会延佳) 記焉/伊勢度会郡沼
木郷一志杉木正永 板行/野田
弥兵衛 板行)

慳貪「5」，整版，27.7×18.9㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1613
伊勢太神宮神異記 上

寛文 6. 9. 権禰宜正五位下度会神主延佳
(度会延佳) 記焉/伊勢度会郡沼
木郷一志杉木正永 板行/野田
弥兵衛 板行

慳貪「5」，整版，27.8×18.9㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／1614
伊勢太神宮神異記 下

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／1615
大和本草 序目録 凡例一

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.3×16.3㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／1616
大和本草 二

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.4×16.3㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1617
大和本草 三
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(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1618
大和本草 四

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.4×16.3㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／1619
大和本草 五

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.4×16.4㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／1620
大和本草 六

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.3×16.4㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1621
大和本草 七

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／1622
大和本草 八

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／1623
大和本草 九

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.6×16.3㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1624
大和本草 十

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／1625
大和本草 十一

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.6×16.3㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1626
大和本草 十二

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／1627
大和本草 十三

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1628
大和本草 十四

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1629
大和本草 十五

宝永 6. 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1630
大和本草 十六

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／1631
大和本草 附録 一二

(宝永 6). 貝原篤信(/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／1632
大和本草 諸品図 三

(宝永 6). (貝原篤信/皇都書林 永田調兵
衛)

慳貪「5」，整版，22.4×16.3㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1633
大和本草 諸品図 四
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(元文 4). (撰者 浅生庵野坡門人・厳嶋連
衆)

慳貪「6」，整版，22.7×16.1㎝

竪冊・ 1冊(13丁)

200612／1634
伊都岐嶋八景 上

(元文 4). (撰者 浅生庵野坡門人・厳嶋連
衆)

慳貪「6」，整版，22.7×16.1㎝

竪冊・ 1冊(60丁)

200612／1635
伊都岐嶋八景 中

元文 4. 撰者 浅生庵野坡門人・厳嶋連
衆

慳貪「6」，整版，22.7×16.1㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／1636
伊都岐嶋八景 下

(享保19.正). 対馬之州 藤斎延 編輯/浪速書
肆 丈志堂 梓行

慳貪「6」，整版，25.8×17.6㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／1637
神道八重垣巻之一

(享保19.正). 対馬州 藤斎延 編輯/(浪速書肆 
丈志堂 梓行)

慳貪「6」，整版，25.8×17.6㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1638
神道八重垣巻之二

(享保19.正). 対馬州 藤斎延 編輯/(浪速書肆 
丈志堂 梓行)

慳貪「6」，整版，25.8×17.6㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1639
神道八重垣巻之三

(享保19.正). 対馬州藤斎延 編輯/(浪速書肆 
丈志堂 梓行)

慳貪「6」，整版，25.8×17.6㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1640
神道八重垣巻之四

享保19.正. 対馬州藤斎延 編輯/浪華書肆  
上本町 毛馬屋八郎右衛門・同 
茂兵衛 梓行

慳貪「6」，整版，25.8×17.6㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1641
神道八重垣巻之五

(正徳 4). (京師大坂書林 伏見屋藤右衛
門・同 藤次郎 版)

慳貪「6」，整版，25.5×18.2㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1642
神道名目類聚抄 一

(正徳 4). (京師大坂書林 伏見屋藤右衛
門・同 藤次郎 版)

慳貪「6」，整版，25.5×18.2㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／1643
神道名目類聚抄 四

正徳 4. 京師大坂書林 伏見屋藤右衛
門・同 藤次郎 版

慳貪「6」，整版，25.5×18.2㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1644
神道名目類聚抄 六

(寛文 9.正). (八尾甚四郎友春[他3名])

慳貪「6」，整版，27.8×19.9㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1645
藻塩草 一・二

(寛文 9.正). (八尾甚四郎友春[他3名])

慳貪「6」，整版，27.8×19.9㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1646
藻塩草 三・四

(寛文 9.正). (八尾甚四郎友春[他3名])

慳貪「6」，整版，27.8×19.9㎝

竪冊・ 1冊(65丁)

200612／1647
藻塩草 五

(寛文 9.正). (八尾甚四郎友春[他3名])

慳貪「6」，整版，27.8×19.9㎝

竪冊・ 1冊(77丁)

200612／1648
藻塩草 六・七・八

(寛文 9.正). (八尾甚四郎友春[他3名])

慳貪「6」，整版，27.8×19.9㎝

竪冊・ 1冊(60丁)

200612／1649
藻塩草 九・十

(寛文 9.正). (八尾甚四郎友春[他3名])

慳貪「6」，整版，27.8×19.9㎝

竪冊・ 1冊(68丁)

200612／1650
藻塩草 十一・二・三・四
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(寛文 9.正). (八尾甚四郎友春[他3名])

慳貪「6」，整版，27.8×19.9㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1651
藻塩草 十五

(寛文 9.正). (八尾甚四郎友春[他3名])

慳貪「6」，整版，27.8×19.9㎝

竪冊・ 1冊(66丁)

200612／1652
藻塩草 十六

(寛文 9.正). (八尾甚四郎友春[他3名])

慳貪「6」，整版，27.8×19.9㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／1653
藻塩草 十七

寛文 9.正. 八尾甚四郎友春[他3名]

慳貪「6」，整版，27.8×19.9㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／1654
藻塩草 十八・九・廿終

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／1655
日本書紀 巻第一

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1656
日本書紀 巻第二

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／1657
日本書紀 巻第三・第四・第五

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／1658
日本書紀 巻第六・第七

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／1659
日本書紀 巻第八・第九・第十

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／1660
日本書紀 第十一・第十二・第十三

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1661
日本書紀 巻第十六・第十七・第十八

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／1662
日本書紀 巻第十九

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／1663
日本書紀 巻第二十・第二十一・第二十二

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1664
日本書紀 巻第二十三・第二十四

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1665
日本書紀 巻第二十五

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／1666
日本書紀 巻第二十六・第二十七・第二十八

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／1667
日本書紀 巻第十四・第十五

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／1668
日本書紀 巻第二十九

慳貪「6」，整版，27.5×19.3㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／1669
日本書紀 巻第三十

(石原蔵版)

慳貪「6」，整版，28.2×19.4㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1670
神代巻 上（日本書紀 巻第一）
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石原蔵版

慳貪「6」，整版，28.2×19.4㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／1671
神代巻 下（日本書紀 巻第二）

(慶安 2). (風月宗知 刊行)

慳貪「6」，整版，26.0×18.4㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／1672
神皇正統記 巻之一

(慶安 2). (風月宗知 刊行)

慳貪「6」，整版，26.0×18.4㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1673
神皇正統記 巻之二

(慶安 2). (風月宗知 刊行)

慳貪「6」，整版，26.0×18.4㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／1674
神皇正統記 巻之三

(慶安 2). (風月宗知 刊行)

慳貪「6」，整版，26.0×18.4㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／1675
神皇正統記 巻之四

(慶安 2). (風月宗知 刊行)

慳貪「6」，整版，26.0×18.4㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1676
神皇正統記 巻之五

慶安 2. 風月宗知 刊行

慳貪「6」，整版，26.0×18.4㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／1677
神皇正統記 巻之六

(享保10. 8). (鴨祐之/梨木蔵版/京師 書肆 
温故室)

慳貪「6」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／1678
大ハ洲記 一

(享保10. 8). (鴨祐之/梨木蔵版/京師 書肆 
温故室)

慳貪「6」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／1679
大ハ洲記 二

(享保10. 8). (鴨祐之/梨木蔵版/京師 書肆 
温故室)

慳貪「6」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(94丁)

200612／1680
大ハ洲記 三

(享保10. 8). (鴨祐之/梨木蔵版/京師 書肆 
温故室)

慳貪「6」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(82丁)

200612／1681
大ハ洲記 四

(享保10. 8). (鴨祐之/梨木蔵版/京師 書肆 
温故室)

慳貪「6」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／1682
大ハ洲記 五

(享保10. 8). (鴨祐之/梨木蔵版/京師 書肆 
温故室)

慳貪「6」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／1683
大ハ洲記 六

(享保10. 8). (鴨祐之/梨木蔵版/京師 書肆 
温故室)

慳貪「6」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／1684
大ハ洲記 七

(享保10. 8). (鴨祐之/梨木蔵版/京師 書肆 
温故室)

慳貪「6」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／1685
大ハ洲記 八

(享保10. 8). (鴨祐之/梨木蔵版/京師 書肆 
温故室)

慳貪「6」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1686
大ハ洲記 九

(享保10. 8). (鴨祐之/梨木蔵版/京師 書肆 
温故室)

慳貪「6」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1687
大ハ洲記 十

(享保10. 8). (鴨祐之/梨木蔵版/京師 書肆 
温故室)

慳貪「6」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／1688
大ハ洲記 十一
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(享保10. 8). (鴨祐之/梨木蔵版/京師 書肆 
温故室)

慳貪「6」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／1689
大ハ洲記 十二

鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／1690
増註 頭書字彙 首巻

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／1691
増註 頭書字彙 子集

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／1692
増註 頭書字彙 丑集

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／1693
増註 頭書字彙 寅集

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／1694
増註 頭書字彙 卯集

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／1695
増註 頭書字彙 辰集

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／1696
増註 頭書字彙 巳集

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(76丁)

200612／1697
増註 頭書字彙 午集

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(73丁)

200612／1698
増註 頭書字彙 未集

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(70丁)

200612／1699
増註 頭書字彙 申集

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(81丁)

200612／1700
増註 頭書字彙 酉集

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(65丁)

200612／1701
増註 頭書字彙 戌集

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／1702
増註 頭書字彙 亥集

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／1703
増註 頭書字彙 末巻

(鐫宣城梅誕生先生 重訂字彙/
鹿角山房 蔵版)

慳貪「7」，整版，28.0×19.7㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1704
増註 頭書字彙 附巻
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(享保 3.正). (五条橋通塩竈町 北村四郎兵衛
 板)

慳貪「7」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／1705
新校大字 古文眞宝 乾

享保 3.正. 五条橋通塩竈町 北村四郎兵衛 
板

慳貪「7」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(62丁)

200612／1706
新校大字 古文眞宝 坤

元禄 3. 9.

慳貪「7」，整版，26.4×19.0㎝

竪冊・ 1冊(66丁)

200612／1707
新校大字 古文眞宝 坤

慳貪「7」，整版，28.1×19.5㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1708
古文前集 天

慳貪「7」，整版，28.1×19.5㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／1709
古文前集 人

慳貪「7」，整版，28.1×19.5㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1710
古文前集 地

寛文10. 5. 9 (山﨑嘉敬義序/書肆 洛陽 武村
市兵衛・大坂 同佐兵衛)

慳貪「7」，整版，27.2×19.0㎝，朱引あり，表紙見返しに付箋，裏表紙見返しに落款あり

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1711
近思録 一・二

(寛文10. 5. 9) (山﨑嘉敬義序/書肆 洛陽 武村
市兵衛・大坂 同佐兵衛)

慳貪「7」，整版，27.2×19.0㎝，裏表紙見返しに落款あり

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1712
近思録 三之五

(寛文10. 5. 9) (山﨑嘉敬義序/書肆 洛陽 武村
市兵衛・大坂 同佐兵衛)

慳貪「7」，整版，27.2×19.0㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1713
近思録 六之七

(寛文10. 5. 9) (山﨑嘉敬義序/書肆 洛陽 武村
市兵衛・大坂 同佐兵衛)

慳貪「7」，整版，27.2×19.0㎝，裏表紙見返しに落款あり

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／1714
近思録 八之十二

(寛文10. 5. 9) 山﨑嘉敬義序/書肆 洛陽 武村
市兵衛・大坂 同佐兵衛

慳貪「7」，整版，27.2×19.0㎝，裏表紙見返しに落款あり

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／1715
近思録 十三之十四

(寛文13). 朱紫陽・呂東莱両先生纂輯/稽
古斎 蔵版/(石渠堂 重校梓/柳
馬場通二条下町 吉野屋権兵衛 
刊行)

慳貪「7」，整版，27.1×17.9㎝

竪冊・ 1冊(73丁)

200612／1716
近思録 一之二

(寛文13). (朱紫陽・呂東莱両先生纂輯/稽
古斎 蔵版/石渠堂 重校梓/柳馬
場通二条下町 吉野屋権兵衛 刊
行)

慳貪「7」，整版，27.1×17.9㎝

竪冊・ 1冊(60丁)

200612／1717
近思録 三之五

(寛文13). (朱紫陽・呂東莱両先生纂輯/稽
古斎 蔵版/石渠堂 重校梓/柳馬
場通二条下町 吉野屋権兵衛 刊
行)

慳貪「7」，整版，27.1×17.9㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／1718
近思録 六之九

寛文13. (朱紫陽・呂東莱両先生纂輯/稽
古斎 蔵版)/石渠堂 重校梓/柳
馬場通二条下町 吉野屋権兵衛 
刊行

慳貪「7」，整版，27.1×17.9㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／1719
近思録 十之十四

寛文10. 5. 9 (山﨑嘉敬義序/書肆 洛陽 武村
市兵衛・大坂 同佐兵衛)

慳貪「7」，整版，27.8×19.5㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1720
近思録 一・二
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(寛文10. 5. 9) (山﨑嘉敬義序/書肆 洛陽 武村
市兵衛・大坂 同佐兵衛)

慳貪「7」，整版，27.8×19.5㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1721
近思録 三之五

(寛文10. 5. 9) (山﨑嘉敬義序/書肆 洛陽 武村
市兵衛・大坂 同佐兵衛)

慳貪「7」，整版，27.8×19.5㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1722
近思録 六之七

(寛文10. 5. 9) (山﨑嘉敬義序/書肆 洛陽 武村
市兵衛・大坂 同佐兵衛)

慳貪「7」，整版，27.8×19.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／1723
近思録 八之十二

(寛文10. 5. 9) 山﨑嘉敬義序/書肆 洛陽 武村
市兵衛・大坂 同佐兵衛

慳貪「7」，整版，27.8×19.5㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／1724
近思録 十三之十四

慳貪「7」，整版，25.5×18.2㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1725
神道名目類聚抄 二

慳貪「7」，整版，25.5×18.2㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／1726
神道名目類聚抄 三

慳貪「7」，整版，25.5×18.2㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1727
神道名目類聚抄 五

正徳 5. 9. 摂北教授 人見直養友竹 輯・城
南後学松村敬勝信甫 校

慳貪「7」，整版，26.2×18.4㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／1728
助語和弁 文家必用 乾

(宝暦 8). 新井白蛾祐登 解・門人 森矩近
白淵 校

慳貪「7」，整版，22.7×15.7㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／1729
唐詩児訓 七絶上

寛政 5. 9. 尾道嶋居守瓊 序/門人芸州倉
橋 藤邑昌嘉 謹書・備後尾道 柳
柳軒 蔵版/浪華書林 大坂佐野
屋橋筋博労町南へ入 播磨屋新
兵衛

慳貪「7」，整版，26.7×18.1㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1730
幼学式 全

慶安 3.12. 9 洛陽闇斎山﨑 嘉序

慳貪「7」，整版，27.5×19.1㎝

竪冊・ 1冊(10丁)

200612／1731
学規

(寛文 6). 天台陳選

慳貪「7」，整版，25.5×19.0㎝，裏表紙見返しに「カキヤ伝」と書入れ

竪冊・ 1冊(98丁)

200612／1732
小学句読 上

寛文 6. 天台陳選

慳貪「7」，整版，25.5×19.0㎝，表紙見返しに「八雲軒」と朱書き，裏表紙見返しに「カキヤ伝」と書入れ

竪冊・ 1冊(109丁)

200612／1733
小学句読 下

享保13. 京城書林 瀬尾源兵衛 刊行

慳貪「7」，整版，26.5×16.7㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1734
古今文評

磯辺昌言 謹識

慳貪「7」，整版，27.7×19.0㎝

竪冊・ 1冊(7丁)

200612／1735
拘幽操考証

慳貪「7」，封筒一括

括・ 1括

200612／1736
唐崎彦明 講学編

慳貪「7」，封筒一括

一紙・(1通)

200612／1736／ 1
o竹原郷土の学問系統

(安永 9. 6). 安芸后学 唐崎彦明 著/(書林 風
月荘左衛門)

慳貪「7」，封筒一括，整版，27.0×18.0㎝

竪冊・(1冊(12丁))

200612／1736／ 2
o講学編 上
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安永 9. 6. (安芸后学 唐崎彦明 著)/書林 
風月荘左衛門

慳貪「7」，封筒一括，整版，27.0×18.0㎝

竪冊・(1冊(26丁))

200612／1736／ 3
o講学編 下

元禄 5. 6. 浅見安正 敬書/寿文堂 刊行

慳貪「7」，整版，27.8×19.4㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1737
拘幽操

宝永 3. 村田通信/(洛下書林 堀川 植村
藤右衛門 梓行)

慳貪「7」，整版，22.5×16.0㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1738
詩林良材 後編 一

(宝永 3). (村田通信/洛下書林 堀川 植村
藤右衛門 梓行)

慳貪「7」，整版，22.5×16.0㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1739
詩林良材 後編 二

(宝永 3). (村田通信/洛下書林 堀川 植村
藤右衛門 梓行)

慳貪「7」，整版，22.5×16.0㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1740
詩林良材 後編 三

(宝永 3). (村田通信/洛下書林 堀川 植村
藤右衛門 梓行)

慳貪「7」，整版，22.5×16.0㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／1741
詩林良材 後編 四

(宝永 3). (村田通信/洛下書林 堀川 植村
藤右衛門 梓行)

慳貪「7」，整版，22.5×16.0㎝

竪冊・ 1冊(81丁)

200612／1742
詩林良材 後編 五

(宝永 3). (村田通信/洛下書林 堀川 植村
藤右衛門 梓行)

慳貪「7」，整版，22.5×16.0㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／1743
詩林良材 後編 六

(宝永 3). (村田通信/洛下書林 堀川 植村
藤右衛門 梓行)

慳貪「7」，整版，22.5×16.0㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／1744
詩林良材 後編 七

(宝永 3). (村田通信/洛下書林 堀川 植村
藤右衛門 梓行)

慳貪「7」，整版，22.5×16.0㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／1745
詩林良材 後編 八

(宝永 3). (村田通信/洛下書林 堀川 植村
藤右衛門 梓行)

慳貪「7」，整版，22.5×16.0㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1746
詩林良材 後編 九

(宝永 3). (村田通信)/洛下書林 堀川 植村
藤右衛門 梓行

慳貪「7」，整版，22.5×16.0㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／1747
詩林良材 後編 十

(元禄 5. 9.朔) 佐藤直方

慳貪「8」，整版，27.4×19.2㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1748
四書便講 大学

(元禄 5. 9.朔) (佐藤直方)

慳貪「8」，整版，27.4×19.2㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／1749
四書便講 論語上

(元禄 5. 9.朔) (佐藤直方)

慳貪「8」，整版，27.4×19.2㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／1750
四書便講 論語中

(元禄 5. 9.朔) (佐藤直方)

慳貪「8」，整版，27.4×19.2㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／1751
四書便講 論語下

元禄 5. 9.朔 (佐藤直方)

慳貪「8」，整版，27.4×19.2㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／1752
四書便講 孟子

(元禄 5. 9.朔) (佐藤直方)

慳貪「8」，整版，27.4×19.2㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／1753
四書便講 中庸
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延宝 3. 3. (寿文堂 刊行)

慳貪「8」，整版，27.6×19.1㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1754
易経本義 序例

(延宝 3. 3). (寿文堂 刊行)

慳貪「8」，整版，27.6×19.1㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／1755
易経本義 上経

(延宝 3. 3). (寿文堂 刊行)

慳貪「8」，整版，27.6×19.1㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／1756
易経本義 下経

(延宝 3. 3). (寿文堂 刊行)

慳貪「8」，整版，27.6×19.1㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1757
易経本義 上彖伝・下彖伝

(延宝 3. 3). (寿文堂 刊行)

慳貪「8」，整版，27.6×19.1㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／1758
易経本義 上象伝・下象伝

(延宝 3. 3). (寿文堂 刊行)

慳貪「8」，整版，27.6×19.1㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／1759
易経本義 上繋辞伝・下繋辞伝

延宝 3. 3. 寿文堂 刊行

慳貪「8」，整版，27.6×19.1㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1760
易経本義 文言伝・説卦伝・序卦伝・雑卦伝

(延宝 5). (書林 村上平楽寺 刊行)

慳貪「8」，整版，27.8×19.9㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／1761
易学啓蒙 本図書一・原卦画二

延宝 5. 書林 村上平楽寺 刊行

慳貪「8」，整版，27.8×19.9㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／1762
易学啓蒙 明蓍策三・考変占四

楊升庵先生 手定/種秀堂 蔵版/
金閶舒瀛溪 梓行

慳貪「8」，整版，28.0×19.5㎝

竪冊・ 1冊(83丁)

200612／1763
文公家礼 巻之一 通礼

(楊升庵先生 手定/種秀堂 蔵版
/金閶舒瀛溪 梓行)

慳貪「8」，整版，28.0×19.5㎝

竪冊・ 1冊(89丁)

200612／1764
文公家礼 巻之二 冠礼

(楊升庵先生 手定/種秀堂 蔵版
/金閶舒瀛溪 梓行)

慳貪「8」，整版，28.0×19.5㎝

竪冊・ 1冊(78丁)

200612／1765
文公家礼 巻之三 昏礼

(楊升庵先生 手定/種秀堂 蔵版
/金閶舒瀛溪 梓行)

慳貪「8」，整版，28.0×19.5㎝

竪冊・ 1冊(87丁)

200612／1766
文公家礼 巻之四 喪礼

(貞享 4. 6). 王象乾 刪訂/(洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／1767
文選音註 序目録

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／1768
文選音註 一

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／1769
文選音註 二本

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／1770
文選音註 二末

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／1771
文選音註 三
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(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／1772
文選音註 四

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／1773
文選音註 五

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1774
文選音註 六本

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1775
文選音註 六末

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1776
文選音註 七本

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／1777
文選音註 七末

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1778
文選音註 八本

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／1779
文選音註 八末

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1780
文選音註 九本

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1781
文選音註 九末

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／1782
文選音註 十本

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／1783
文選音註 十末

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／1784
文選音註 十一本

(貞享 4. 6). (王象乾 刪訂/洛陽二条通大恩
寺町 風月荘左衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.2㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／1785
文選音註 十一末

宝暦 8. 新井白蛾先生 著/浪華書肆 梧
桐館 梓

慳貪「8」，整版，22.8.×15.7㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1786
唐詩児訓 五絶

(宝暦 8). 新井白蛾祐登 解・門人 森矩近
白淵 校/浪華書肆 梧桐館 梓行
/大坂高麗橋一丁目 吹田屋多
四郎 板

慳貪「8」，整版，22.8.×15.7㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／1787
唐詩児訓 七絶下
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正徳 6. 2. 摂北教授 人見直養友竹 輯・城
南後学松村敬勝信甫 校/難波 
楽義堂 蔵板・同 村上清三郎

慳貪「8」，整版，26.1×18.4㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1788
助語和弁 文家必用 坤

(享保16. 9). 穂積先生 著述/浪速書林 称觥
堂 梓/(書林 大坂心斎橋筋順慶
町 渋川清右衛門･同 北久太郎
町 小嶋勘右衛門)

慳貪「8」，整版，23.0×16.2㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／1789
経学要字箋 上

享保16. 9. (穂積先生 著述/浪速書林 称觥
堂 梓)/書林 大坂心斎橋筋順慶
町 渋川清右衛門･同 北久太郎
町 小嶋勘右衛門

慳貪「8」，整版，23.0×16.2㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／1790
経学要字箋 下

(貞享 4. 6). (洛陽二條通大恩寺町 風月荘左
衛門 繡梓)

慳貪「8」，整版，27.7×19.3㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／1791
文選音註 十二本

貞享 4. 6. 洛陽二條通大恩寺町 風月荘左
衛門 繡梓

慳貪「8」，整版，27.7×19.3㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／1792
文選音註 十二末

(文政 5.仲春). (大阪書林 前川源七郎[他5名])

慳貪「8」，整版，22.0×15.3㎝

竪冊・ 1冊(83丁)

200612／1793
五雑俎 一

(文政 5.仲春). (大阪書林 前川源七郎[他5名])

慳貪「8」，整版，22.0×15.3㎝

竪冊・ 1冊(99丁)

200612／1794
五雑俎 二

(文政 5.仲春). (大阪書林 前川源七郎[他5名])

慳貪「8」，整版，22.0×15.3㎝

竪冊・ 1冊(76丁)

200612／1795
五雑俎 三

(文政 5.仲春). (大阪書林 前川源七郎[他5名])

慳貪「8」，整版，22.0×15.3㎝

竪冊・ 1冊(85丁)

200612／1796
五雑俎 四

(文政 5.仲春). (大阪書林 前川源七郎[他5名])

慳貪「8」，整版，22.0×15.3㎝

竪冊・ 1冊(92丁)

200612／1797
五雑俎 五

(文政 5.仲春). (大阪書林 前川源七郎[他5名])

慳貪「8」，整版，22.0×15.3㎝

竪冊・ 1冊(88丁)

200612／1798
五雑俎 六

(文政 5.仲春). (大阪書林 前川源七郎[他5名])

慳貪「8」，整版，22.0×15.3㎝

竪冊・ 1冊(81丁)

200612／1799
五雑俎 七

文政 5.仲春. 大阪書林 前川源七郎[他5名]

慳貪「8」，整版，22.0×15.3㎝

竪冊・ 1冊(100丁)

200612／1800
五雑俎 八

(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／1801
首書 春秋集註 序目録

(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／1802
首書 春秋集註 一・二・三

(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1803
首書 春秋集註 四・五・六

(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(66丁)

200612／1804
首書 春秋集註 七・八・九・十
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(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／1805
首書 春秋集註 十一・二・三

(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／1806
首書 春秋集註 十四・五・六

(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1807
首書 春秋集註 十七・八

(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(62丁)

200612／1808
首書 春秋集註 十九・廿・廿一

(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／1809
首書 春秋集註 二十二・三・四

(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1810
首書 春秋集註 廿五・六

(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／1811
首書 春秋集註 二十七・八

(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(67丁)

200612／1812
首書 春秋集註 二十九・三十

(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(70丁)

200612／1813
首書 春秋集註 三十一・二・三

(寛文 4. 9). (春秋館教授昌易書焉・野田庄
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／1814
首書 春秋集註 三十四・五

寛文 4. 9. 春秋館教授昌易書焉・野田庄右
衛門 開板

慳貪「9」，整版，27.4×19.4㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／1815
首書 春秋集註 三十六・七・八

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／1816
首書 礼記集註 九・十

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／1817
首書 礼記集註 十一・二

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／1818
首書 礼記集註 十三・四

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／1819
首書 礼記集註 十五・六

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／1820
首書 礼記集註 十七・八
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(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1821
首書 礼記集註 十九・二十

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／1822
首書 礼記集註 二十一・二

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／1823
首書 礼記集註 二十三・四

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／1824
首書 礼記集註 二十五・六

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／1825
首書 礼記集註 二十七・八

寛文 4. 9. 春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／1826
首書 礼記集註 二十九・三十

(寛文 4. 9). (寸雲子昌易 記焉・野田庄右衛
門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／1827
首書 書経集註 一

(寛文 4. 9). (寸雲子昌易 記焉・野田庄右衛
門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／1828
首書 書経集註 二

(寛文 4. 9). (寸雲子昌易 記焉・野田庄右衛
門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／1829
首書 書経集註 三

(寛文 4. 9). (寸雲子昌易 記焉・野田庄右衛
門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(72丁)

200612／1830
首書 書経集註 四

(寛文 4. 9). (寸雲子昌易 記焉・野田庄右衛
門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／1831
首書 書経集註 五

寛文 4. 9. 寸雲子昌易 記焉・野田庄右衛
門 開板

慳貪「9」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／1832
首書 書経集註 六

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／1833
首書 礼記集註 序目録・一・二

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(96丁)

200612／1834
首書 礼記集註 三・四

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(92丁)

200612／1835
首書 礼記集註 五・六

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 記・野田章右
衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／1836
首書 礼記集註 七・八
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(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 謹記・野田章
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.8㎝

竪冊・ 1冊(117丁)

200612／1837
易経集註（序・総目・巻一～四）

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 謹記・野田章
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.8㎝

竪冊・ 1冊(79丁)

200612／1838
易経集註（巻五～八）

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 謹記・野田章
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.8㎝

竪冊・ 1冊(80丁)

200612／1839
易経集註（巻九～十二）

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 謹記・野田章
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.8㎝

竪冊・ 1冊(90丁)

200612／1840
易経集註（巻十三～十六）

(寛文 4. 9). (春秋館教授 昌易 謹記・野田章
右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.3×19.8㎝

竪冊・ 1冊(93丁)

200612／1841
易経集註（巻十七～二十）

寛文 4. 9. 春秋館教授 昌易 謹記・野田章
右衛門 開板

慳貪「9」，整版，27.3×19.8㎝

竪冊・ 1冊(94丁)

200612／1842
易経集註（巻二十一～二十四）

(寛文 4. 9). (講習堂寸雲子昌易 謹書焉・野
田庄右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1843
首書 詩経集註 一

(寛文 4. 9). (講習堂寸雲子昌易 謹書焉・野
田庄右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／1844
首書 詩経集註 二

(寛文 4. 9). (講習堂寸雲子昌易 謹書焉・野
田庄右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(77丁)

200612／1845
首書 詩経集註 三

(寛文 4. 9). (講習堂寸雲子昌易 謹書焉・野
田庄右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1846
首書 詩経集註 四

(寛文 4. 9). (講習堂寸雲子昌易 謹書焉・野
田庄右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(98丁)

200612／1847
首書 詩経集註 五

(寛文 4. 9). (講習堂寸雲子昌易 謹書焉・野
田庄右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／1848
首書 詩経集註 六

(寛文 4. 9). (講習堂寸雲子昌易 謹書焉・野
田庄右衛門 開板)

慳貪「9」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／1849
首書 詩経集註 七

寛文 4. 9. 講習堂寸雲子昌易 謹書焉・野
田庄右衛門 開板

慳貪「9」，整版，27.4×19.3㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／1850
首書 詩経集註 八

(宝永 7. 8).

慳貪「10」，整版，26.1×18.6㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／1851
土佐軍記 一

(宝永 7. 8).

慳貪「10」，整版，26.1×18.6㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1852
土佐軍記 二

(宝永 7. 8).

慳貪「10」，整版，26.1×18.6㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1853
土佐軍記 三
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(宝永 7. 8).

慳貪「10」，整版，26.1×18.6㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1854
土佐軍記 四

(宝永 7. 8).

慳貪「10」，整版，26.1×18.6㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1855
土佐軍記 五

(宝永 7. 8).

慳貪「10」，整版，26.1×18.6㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1856
土佐軍記 六

(宝永 7. 8).

慳貪「10」，整版，26.1×18.6㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1857
土佐軍記 七

(宝永 7. 8).

慳貪「10」，整版，26.1×18.6㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1858
土佐軍記 八

(宝永 7. 8).

慳貪「10」，整版，26.1×18.6㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1859
土佐軍記 九

(宝永 7. 8).

慳貪「10」，整版，26.1×18.6㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1860
土佐軍記 十

(宝永 7. 8).

慳貪「10」，整版，26.1×18.6㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1861
土佐軍記 十一

宝永 7. 8.

慳貪「10」，整版，26.1×18.6㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1862
土佐軍記 十二

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝，表紙に「文化三丙寅年八月五日 竹原照蓮寺什物」と書入れ

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1863
唐玄宗軍談 序目録・巻之一

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1864
唐玄宗軍談 二

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1865
唐玄宗軍談 三

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／1866
唐玄宗軍談 四

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1867
唐玄宗軍談 五

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／1868
唐玄宗軍談 六

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(17丁)

200612／1869
唐玄宗軍談 七

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1870
唐玄宗軍談 八

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1871
唐玄宗軍談 九

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1872
唐玄宗軍談 十

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1873
唐玄宗軍談 十一
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(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1874
唐玄宗軍談 十三

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1875
唐玄宗軍談 十四

(宝永 7. 9). (大坂高麗橋西 油屋平右衛門)

慳貪「10」，整版，26.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／1876
新板絵入 平家物語 一

(宝永 7. 9). (大坂高麗橋西 油屋平右衛門)

慳貪「10」，整版，26.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／1877
新板絵入 平家物語 二

(宝永 7. 9). (大坂高麗橋西 油屋平右衛門)

慳貪「10」，整版，26.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／1878
新板絵入 平家物語 三

(宝永 7. 9). (大坂高麗橋西 油屋平右衛門)

慳貪「10」，整版，26.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／1879
新板絵入 平家物語 四

(宝永 7. 9). (大坂高麗橋西 油屋平右衛門)

慳貪「10」，整版，26.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／1880
新板絵入 平家物語 五

(宝永 7. 9). (大坂高麗橋西 油屋平右衛門)

慳貪「10」，整版，26.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1881
新板絵入 平家物語 六

(宝永 7. 9). (大坂高麗橋西 油屋平右衛門)

慳貪「10」，整版，26.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／1882
新板絵入 平家物語 七

(宝永 7. 9). (大坂高麗橋西 油屋平右衛門)

慳貪「10」，整版，26.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／1883
新板絵入 平家物語 八

(宝永 7. 9). (大坂高麗橋西 油屋平右衛門)

慳貪「10」，整版，26.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／1884
新板絵入 平家物語 九

(宝永 7. 9). (大坂高麗橋西 油屋平右衛門)

慳貪「10」，整版，26.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／1885
新板絵入 平家物語 十

(宝永 7. 9). (大坂高麗橋西 油屋平右衛門)

慳貪「10」，整版，26.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／1886
新板絵入 平家物語 十一

宝永 7. 9. 大坂高麗橋西 油屋平右衛門

慳貪「10」，整版，26.9×19.4㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／1887
新板絵入 平家物語 十二

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1888
唐玄宗軍談 十五

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1889
唐玄宗軍談 十六

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1890
唐玄宗軍談 十七

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1891
唐玄宗軍談 十八

(宝永 2). (書林 植村藤右衛門[他2名])

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1892
唐玄宗軍談 十九

宝永 2. 書林 植村藤右衛門[他2名]

慳貪「10」，整版，25.8×17.3㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1893
唐玄宗軍談 二十
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(正徳 5. 9.16) 建春山人橘墩/(江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1894
前々太平記 序目録

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1895
前々太平記 二

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1896
前々太平記 三

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1897
前々太平記 四

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1898
前々太平記 五

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1899
前々太平記 六

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1900
前々太平記 七八

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(17丁)

200612／1901
前々太平記 九

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／1902
前々太平記 十

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1903
前々太平記 十一

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(17丁)

200612／1904
前々太平記 十二

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1905
前々太平記 十三

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1906
前々太平記 十四

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1907
前々太平記 十五
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(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1908
前々太平記 十六上下

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1909
前々太平記 十七

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1910
前々太平記 十八

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／1911
前々太平記 十九

(正徳 5. 9.16) (建春山人橘墩/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板)

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1912
前々太平記 二十

正徳 5. 9.16 (建春山人橘墩)/江戸日本橋 須
原茂兵衛・大坂北御堂前 毛利
田庄太郎 板

慳貪「10」，整版，26.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1913
前々太平記 二十一終

(享保 4). 崎陽求林斎西川先生 著/平安
城書林 柳枝軒 刊行

慳貪「11」，整版，22.7×15.9㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1914
町人嚢 一

(享保 4). 崎陽求林斎西川先生 著/平安
城書林 柳枝軒 刊行

慳貪「11」，整版，22.7×15.9㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1915
町人富久路 二

(享保 4). 崎陽求林斎西川先生 著/平安
城書林 柳枝軒 刊行

慳貪「11」，整版，22.7×15.9㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1916
町人婦具路 三

(享保 4). 崎陽求林斎西川先生 著/平安
城書林 柳枝軒 刊行

慳貪「11」，整版，22.7×15.9㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1917
町人ふ具ろ 四

(享保 4). 崎陽求林斎西川先生 著/平安
城書林 柳枝軒 刊行

慳貪「11」，整版，22.7×15.9㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1918
町人冨久路 五

(享保 4). 崎陽求林斎西川先生 著/平安
城書林 柳枝軒 刊行

慳貪「11」，整版，22.7×15.9㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／1919
町人袋底拂 上 六

享保 4. 崎陽求林斎西川先生 著/平安
城書林 柳枝軒 刊行

慳貪「11」，整版，22.7×15.9㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1920
町人嚢底拂 下 七

(正徳 3.正). 貝原篤信 編録/(永田調兵衛 版
行)

慳貪「11」，整版，21.9×16.2㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／1921
養生訓 一

(正徳 3.正). (貝原篤信 編録/永田調兵衛 版
行)

慳貪「11」，整版，21.9×16.2㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1922
養生訓 二
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(正徳 3.正). (貝原篤信 編録/永田調兵衛 版
行)

慳貪「11」，整版，21.9×16.2㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1923
養生訓 三

(正徳 3.正). (貝原篤信 編録/永田調兵衛 版
行)

慳貪「11」，整版，21.9×16.2㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1924
養生訓 四

(正徳 3.正). (貝原篤信 編録/永田調兵衛 版
行)

慳貪「11」，整版，21.9×16.2㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1925
養生訓 五

(正徳 3.正). (貝原篤信 編録/永田調兵衛 版
行)

慳貪「11」，整版，21.9×16.2㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／1926
養生訓 六

(正徳 3.正). (貝原篤信 編録/永田調兵衛 版
行)

慳貪「11」，整版，21.9×16.2㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／1927
養生訓 七

正徳 3.正. (貝原篤信 編録)/永田調兵衛 版
行

慳貪「11」，整版，21.9×16.2㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1928
養生訓 八

(元禄 4). (摂州大坂心斎橋筋上人町 鴈金
屋庄兵衛[他3名] 板)

慳貪「11」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／1929
儒佛雑註 漢語大和故事 一

(元禄 4). (摂州大坂心斎橋筋上人町 鴈金
屋庄兵衛[他3名] 板)

慳貪「11」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1930
儒佛雑註 漢語大和故事 二

(元禄 4). (摂州大坂心斎橋筋上人町 鴈金
屋庄兵衛[他3名] 板)

慳貪「11」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1931
儒佛雑註 漢語大和故事 三

(元禄 4). (摂州大坂心斎橋筋上人町 鴈金
屋庄兵衛[他3名] 板)

慳貪「11」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1932
儒佛雑註 漢語大和故事 四

元禄 4. 摂州大坂心斎橋筋上人町 鴈金
屋庄兵衛[他3名] 板

慳貪「11」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／1933
儒佛雑註 漢語大和故事 五終

慳貪「11」，整版，26.418.9㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1934
新板 心学五倫書 全

寛文11.11. 1

慳貪「11」，整版，26.9×18.9㎝，裏表紙に「上吉井」と書入れ

竪冊・ 1冊(108丁)

200612／1935
大学章句俗解（序・巻一～五）

(安永 4. 5). (循古堂 蔵/弘所京都書林 新町
高辻上ル岩戸山町 海老屋弥兵
衛[他3名])

慳貪「11」，整版，22.5×16.0㎝，表紙見返しに「岡氏」と書入れ

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／1936
我津衛 上

(安永 4. 5). (循古堂 蔵/弘所京都書林 新町
高辻上ル岩戸山町 海老屋弥兵
衛[他3名])

慳貪「11」，整版，22.5×16.0㎝，表紙見返しに「岡氏」と書入れ

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／1937
我津衛 中

安永 4. 5. 循古堂 蔵/弘所京都書林 新町
高辻上ル岩戸山町 海老屋弥兵
衛[他3名]

慳貪「11」，整版，22.5×16.0㎝，表紙見返しに「岡氏」と書入れ

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／1938
我津衛 下
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(文化 8). 大蔵永常 著/(大阪書林 雛屋町 
播磨屋松之助[他3名])

慳貪「11」，整版，24.3×16.8㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／1939
農家益後篇 乾

文化 8. (大蔵永常 著)/大阪書林 雛屋町
 播磨屋松之助[他3名]

慳貪「11」，整版，24.3×16.8㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／1940
農家益後篇 坤

安永 7. 6.再板 京都弘所書林 堀川通松原上ル
町 炭屋文蔵[3名]

慳貪「11」，整版，22.8×16.1㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1941
男子・女子 前訓 全

(享保 6). (執中堂 西山子/書林 大阪北久
太郎町五丁目 瀬戸物屋伝兵衛
[他1名])

慳貪「11」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1942
教訓世諦鑑 一

(享保 6). (執中堂 西山子/書林 大阪北久
太郎町五丁目 瀬戸物屋伝兵衛
[他1名])

慳貪「11」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／1943
教訓世諦鑑 二

(享保 6). (執中堂 西山子/書林 大阪北久
太郎町五丁目 瀬戸物屋伝兵衛
[他1名])

慳貪「11」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1944
教訓世諦鑑 三

(享保 6). (執中堂 西山子/書林 大阪北久
太郎町五丁目 瀬戸物屋伝兵衛
[他1名])

慳貪「11」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1945
教訓世諦鑑 四

(享保 6). (執中堂 西山子/書林 大阪北久
太郎町五丁目 瀬戸物屋伝兵衛
[他1名])

慳貪「11」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／1946
教訓世諦鑑 五

享保 6. 執中堂 西山子/書林 大阪北久
太郎町五丁目 瀬戸物屋伝兵衛
[他1名]

慳貪「11」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／1947
教訓世諦鑑 附録

(元禄 5). 筑前州後学 貝原篤信 書/(洛陽
寺町五条 書肆 蔵板)

慳貪「11」，整版，22.2×15.8㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／1948
新編 増補和漢名数 上

元禄 5. (筑前州後学 貝原篤信 書)/洛陽
寺町五条 書肆 蔵板

慳貪「11」，整版，22.2×15.8㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／1949
新編 増補和漢名数 下

(万治 3. 2). (二条通玉屋町 村上平楽寺 開
板)

慳貪「11」，整版，27.2×19.5㎝

竪冊・ 1冊(9丁)

200612／1950
大和小学立教

(万治 3. 2). (二条通玉屋町 村上平楽寺 開
板)

慳貪「11」，整版，27.2×19.5㎝

竪冊・ 1冊(13丁)

200612／1951
大和小学明倫 父子

(万治 3. 2). (二条通玉屋町 村上平楽寺 開
板)

慳貪「11」，整版，27.2×19.5㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／1952
大和小学明倫 君臣

(万治 3. 2). (二条通玉屋町 村上平楽寺 開
板)

慳貪「11」，整版，27.2×19.5㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／1953
大和小学明倫 夫婦・朋友・長幼
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万治 3. 2. 二条通玉屋町 村上平楽寺 開板

慳貪「11」，整版，27.2×19.5㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／1954
大和小学敬身

弘所京都書林/二条通柳馬場西
へ入丁 八文字屋仙治郎[他2名]

慳貪「11」，整版，22.8×16.9㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／1955
かなめくさ

(享保12). 普斎岡子雉 著述/橘弁次守国 
図画/浪華書肆 宝文堂

慳貪「11」，整版，22.5×16.2㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1956
画典通考 一

(享保12). (普斎岡子雉 著述/橘弁次守国 
図画/浪華書肆 宝文堂)

慳貪「11」，整版，22.4×16.2㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／1957
画典通考 二

(享保12). (普斎岡子雉 著述/橘弁次守国 
図画/浪華書肆 宝文堂)

慳貪「11」，整版，22.5×16.2㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1958
画典通考 三

(享保12). 普斎岡子雉 著述/橘弁次守国 
図画/浪華書肆 宝文堂

慳貪「11」，整版，22.5×16.2㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1959
画典通考 四

(享保12). 普斎岡子雉 著述/橘弁次守国 
図画/浪華書肆 宝文堂

慳貪「11」，整版，22.5×16.2㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1960
画典通考 五

(享保12). 普斎岡子雉 著述/橘弁次守国 
図画/浪華書肆 宝文堂

慳貪「11」，整版，22.5×16.2㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1961
画典通考 六

(享保12). 普斎岡子雉 著述/橘弁次守国 
図画/浪華書肆 宝文堂

慳貪「11」，整版，22.5×16.2㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1962
画典通考 七

(享保12). 普斎岡子雉 著述/橘弁次守国 
図画/浪華書肆 宝文堂

慳貪「11」，整版，22.5×16.2㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1963
画典通考 八

(享保12). 普斎岡子雉 著述/橘弁次守国 
図画/浪華書肆 宝文堂

慳貪「11」，整版，22.5×16.2㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1964
画典通考 九

(享和 4. 2). 松浦東鶏先生 著/(大坂心斎橋
通南久宝寺町 河内屋八兵衛[他
4名])

慳貪「11」，整版，22.6×15.6㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／1965
家相必用 方鑒精義大成 乾

享和 4. 2. (松浦東鶏先生 著)/大坂心斎橋
通南久宝寺町 河内屋八兵衛[他
4名]

慳貪「11」，整版，22.6×15.6㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／1966
家相必用 方鑒精義大成 坤

藤井政武 輯/皇都書肆 霊蓍軒 
蔵版/(洛陽寺町通佛光寺通下
ル町 書林 蓍屋勘兵衛)

慳貪「11」，整版，22.4×15.4㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1967
拾玉 智恵海 松

藤井政武 輯/皇都書肆 霊蓍軒 
蔵版/(洛陽寺町通佛光寺通下
ル町 書林 蓍屋勘兵衛)

慳貪「11」，整版，22.4×15.4㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1968
拾玉 智恵海 竹

(藤井政武 輯/皇都書肆 霊蓍軒 
蔵版)/洛陽寺町通佛光寺通下
ル町 書林 蓍屋勘兵衛

慳貪「11」，整版，22.4×15.4㎝，表紙見返しに「米屋辰三良」と書入れ

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／1969
拾玉 智恵海 梅
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慳貪「11」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1970
太平記評判 巻第一

慳貪「11」，整版，27.3×19.5㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／1971
太平記評判 巻第三

(享和 2). (大蔵永常)

慳貪「11」，整版，22.5×15.8㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1972
農家益 天

(享和 2). 大蔵永常

慳貪「11」，整版，22.5×15.8㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／1973
農家益 地

(享保 3). 貝原益軒 著/京師 書坊柳枝軒
蔵版

慳貪「11」，整版，22.7×15.1㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1974
初学訓 一

(享保 3). (貝原益軒/京師 書坊柳枝軒蔵
版)

慳貪「11」，整版，22.7×15.1㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／1975
初学訓 二

(享保 3). (貝原益軒/京師 書坊柳枝軒蔵
版)

慳貪「11」，整版，22.7×15.1㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1976
初学訓 三

(享保 3). (貝原益軒/京師 書坊柳枝軒蔵
版)

慳貪「11」，整版，22.7×15.1㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／1977
初学訓 四

享保 3. (貝原益軒/京師 書坊柳枝軒蔵
版)/六角通御幸町西へ入町 茨
木多左衛門 開版

慳貪「11」，整版，22.7×15.1㎝

竪冊・ 1冊(17丁)

200612／1978
初学訓 五終

(宝永 7.臘/宝永 8). 貝原益軒 述/洛陽 書舗柳枝軒 
蔵版

慳貪「11」，整版，22.7×15.3㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／1979
楽訓 上 総論

(宝永 7.臘/宝永 8). (貝原益軒 述/洛陽 書舗柳枝軒 
蔵版)

慳貪「11」，整版，22.7×15.3㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／1980
楽訓 中 節序

宝永 7.臘/宝永 8. (貝原益軒 述/洛陽 書舗柳枝軒 
蔵版)

慳貪「11」，整版，22.7×15.3㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1981
楽訓 下 読書後論

(正徳 2). (貝原益軒 著/書舗柳枝軒茨城
信清 謹書/六角通御幸町西へ
入ル町 書林茨木多左衛門 開
版)

慳貪「11」，整版，22.8×16.2㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／1982
家道訓 一・二 総論

(正徳 2). (貝原益軒 著/書舗柳枝軒茨城
信清 謹書/六角通御幸町西へ
入ル町 書林茨木多左衛門 開
版)

慳貪「11」，整版，22.8×16.2㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／1983
家道訓 三・四 総論・用財

正徳 2. (貝原益軒 著/書舗柳枝軒茨城
信清 謹書)/六角通御幸町西へ
入ル町 書林茨木多左衛門 開版

慳貪「11」，整版，22.8×16.2㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／1984
家道訓 五・六 用材

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／1985
新明題和歌集 春上
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慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／1986
新明題和歌集 春下

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1987
新明題和歌集  (夏)

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1988
新明題和歌集 秋上

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1989
新明題和歌集 秋下

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／1990
新明題和歌集 冬

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／1991
新明題和歌集 雑上

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／1992
新明題和歌集 春下

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／1993
新明題和歌集 夏

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1994
新明題和歌集 秋上

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／1995
新明題和歌集 秋下

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／1996
新明題和歌集 冬

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1997
新明題和歌集 恋上

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／1998
新明題和歌集 恋下

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／1999
新明題和歌集 恋上

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2000
新明題和歌集 恋下

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／2001
新明題和歌集 雑上

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／2002
新明題和歌集 雑下

享保 3. 永楽軒 繍梓

慳貪「12」，整版，22.3×15.5㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／2003
新明題和歌集 雑下

(正徳 3). (書林 摂坂 柏原清右衛門[他2
名])

慳貪「12」，整版，22.6×15.7㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2004
初学和歌式 読方・詞寄 一
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(正徳 3). (書林 摂坂 柏原清右衛門[他2
名])

慳貪「12」，整版，22.6×15.7㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2005
初学和歌式 読方・詞よせ 二

(正徳 3). (書林 摂坂 柏原清右衛門[他2
名])

慳貪「12」，整版，22.6×15.7㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2006
初学和歌式 読方・詞寄 三

(正徳 3). (書林 摂坂 柏原清右衛門[他2
名])

慳貪「12」，整版，22.6×15.7㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2007
初学和歌式 読方・詞寄 四

(正徳 3). (書林 摂坂 柏原清右衛門[他2
名])

慳貪「12」，整版，22.6×15.7㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2008
初学和歌式 よみかた・ことハよせ 五

(正徳 3). (書林 摂坂 柏原清右衛門[他2
名])

慳貪「12」，整版，22.6×15.7㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2009
初学和歌式 読方・詞寄 六

正徳 3. 書林 摂坂 柏原清右衛門[他2
名]

慳貪「12」，整版，22.6×15.7㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2010
初学和歌式 読方・詞寄 七

(元禄 9). (書林 洛陽二條通 長谷川伝兵
衛，同三條通 木村五郎兵衛 開
板)

慳貪「12」，整版，22.3×16.1㎝，表紙見返しに「七冊之内」と書入れ

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／2011
初学和歌式 読方・詞寄 一

(元禄 9). (書林 洛陽二條通 長谷川伝兵
衛，同三條通 木村五郎兵衛 開
板)

慳貪「12」，整版，22.3×16.1㎝，表紙見返しに「七冊之内」と書入れ

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2012
初学和歌式 読かた・詞よせ 二

(元禄 9). (書林 洛陽二條通 長谷川伝兵
衛，同三條通 木村五郎兵衛 開
板)

慳貪「12」，整版，22.3×16.1㎝，表紙見返しに「七冊之内」と書入れ

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2013
初学和歌式 読方・詞寄 三

(元禄 9). (書林 洛陽二條通 長谷川伝兵
衛，同三條通 木村五郎兵衛 開
板)

慳貪「12」，整版，22.3×16.1㎝，表紙見返しに「七冊之内」と書入れ

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／2014
初学和歌式 読方・詞寄 四

(元禄 9). (書林 洛陽二條通 長谷川伝兵
衛，同三條通 木村五郎兵衛 開
板)

慳貪「12」，整版，22.3×16.1㎝，表紙見返しに「七冊之内」と書入れ

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2015
初学和歌式 よみかた・ことハよせ 五

(元禄 9). (書林 洛陽二條通 長谷川伝兵
衛，同三條通 木村五郎兵衛 開
板)

慳貪「12」，整版，22.3×16.1㎝，表紙見返しに「七冊之内」と書入れ

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2016
初学和歌式 読方・詞寄 六

(元禄 9). 書林 洛陽二條通 長谷川伝兵
衛，同三條通 木村五郎兵衛 開

慳貪「12」，整版，22.3×16.1㎝，表紙見返しに「七冊之内」と書入れ

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／2017
初学和歌式 読方・詞寄 七

慳貪「12」，整版，22.5×15.8㎝

竪冊・ 1冊(15丁)

200612／2018
名所詩歌・紀行伝記 宗祗廻国記 絵入 一

慳貪「12」，整版，22.5×15.8㎝

竪冊・ 1冊(15丁)

200612／2019
名所詩歌・紀行伝記 宗祗廻国記 絵入 二

慳貪「12」，整版，22.5×15.8㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／2020
名所詩歌・紀行伝記 宗祗廻国記 絵入 三
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慳貪「12」，整版，22.5×15.8㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／2021
名所詩歌・紀行伝記 宗祗廻国記 絵入 四

慳貪「12」，整版，22.5×15.8㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／2022
名所詩歌・紀行伝記 宗祗廻国記 絵入 五

(元禄 2). (書林 大坂順慶町一丁目筋 田
原屋平兵衛 梓)

慳貪「12」，整版，22.6×15.8㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／2023
新板 梁塵愚案抄 上

元禄 2. 書林 大坂順慶町一丁目筋 田原
屋平兵衛 梓

慳貪「12」，整版，22.6×15.8㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2024
新板 梁塵愚案抄 下

(元禄 4). 5. (平間長雅)/(洛下書林 小崎七左
衛門，田中市左衛門 蔵版)

慳貪「12」，整版，23.0×16.7㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2025
教誡和歌 冨緒川 天

(元禄 4). 5. (平間長雅)/(洛下書林 小崎七左
衛門，田中市左衛門 蔵版)

慳貪「12」，整版，23.0×16.7㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2026
教誡和歌 冨緒川 人

元禄 4. 5. (平間長雅)/洛下書林 小崎七左
衛門，田中市左衛門 蔵版

慳貪「12」，整版，23.0×16.7㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2027
教誡和歌 冨緒川 地

慳貪「12」，整版，27.3×18.4㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2028
長雄 花月帖 並用入散書

(安永 3. 4). (御書物所 京都二條通富小路東
入町 吉田四郎右衛門 謹刻)

慳貪「12」，整版，27.0×18.3㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2029
古今集真名字解 序春夏秋 上一

(安永 3. 4). (御書物所 京都二條通富小路東
入町 吉田四郎右衛門 謹刻)

慳貪「12」，整版，27.0×18.3㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／2030
古今集真名字解 冬賀・離別・羇旅・物名 上二

(安永 3. 4). (御書物所 京都二條通富小路東
入町 吉田四郎右衛門 謹刻)

慳貪「12」，整版，27.0×18.3㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／2031
古今集真名字解 恋・哀傷 下一

安永 3. 4. 御書物所 京都二條通富小路東
入町 吉田四郎右衛門 謹刻

慳貪「12」，整版，27.0×18.3㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2032
古今集真名字解 雑・雑體・大歌所御歌 下二

延宝 8. 長尾平兵衛 開刊

慳貪「12」，整版，27.3×19.4㎝

竪冊・ 1冊(101丁)

200612／2033
伊勢物語集穂抄

(元文 4). (撰者 浅生庵野坡門人・厳嶋連
衆)

慳貪「12」，整版，22.4×16.0㎝

竪冊・ 1冊(13丁)

200612／2034
厳嶋八景 上

(元文 4). (撰者 浅生庵野坡門人・厳嶋連
衆)

慳貪「12」，整版，22.4×16.0㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2035
伊都岐嶋八景 中

元文 4. 撰者 浅生庵野坡門人・厳嶋連
衆

慳貪「12」，整版，22.4×16.0㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／2036
厳嶋八景 下

(元禄15).

慳貪「12」，整版，22.4×16.4㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／2037
古語深秘抄 秘蔵抄 上 一
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(元禄15).

慳貪「12」，整版，22.4×16.4㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／2038
和歌 古語深秘抄 秘蔵抄 中・下 二

(元禄15).

慳貪「12」，整版，22.4×16.4㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2039
和歌 古語深秘抄 新撰髄脳・莫伝抄・和歌肝要 三

(元禄15).

慳貪「12」，整版，22.4×16.4㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2040
和歌 古語深秘抄 後鳥羽院御口伝・定家和歌式 四

(元禄15).

慳貪「12」，整版，22.4×16.4㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2041
和歌 古語深秘抄 正風躰抄・和歌庭訓 五

(元禄15).

慳貪「12」，整版，22.4×16.4㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2042
古語深秘抄 家隆口伝・近来風躰抄 六

(元禄15).

慳貪「12」，整版，22.4×16.4㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／2043
古語深秘抄 瑩玉集・簸川上 七

(元禄15).

慳貪「12」，整版，22.4×16.4㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／2044
古語深秘抄 八雲口伝・よる乃つる 八

(元禄15).

慳貪「12」，整版，22.4×16.4㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2045
古語深秘抄 耕雲口伝・桂月抄 九

元禄15.

慳貪「12」，整版，22.4×16.4㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／2046
古語深秘抄 八雲一言記・和歌二言集・同用意 十

芭蕉堂書林 烏丸下立売上ル町 
勝田善助

慳貪「12」，整版，22.8×16.1㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／2047
花供養

(婦屋仁兵衛)

慳貪「12」，整版，25.9×18.8㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／2048
無名抄 四

婦屋仁兵衛

慳貪「12」，整版，25.9×18.8㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／2049
無名抄 六

慳貪「12」，整版，28.0×21.9㎝

竪冊・ 1冊(85丁)

200612／2050
拾遺愚草 上

慳貪「12」，整版，28.0×21.9㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／2051
拾遺愚草 中

慳貪「12」，整版，28.0×21.9㎝

竪冊・ 1冊(73丁)

200612／2052
拾遺愚草 下

(享保11). (望月長孝/堀川通佛光寺下ル
町 河南四郎右衛門 板)

慳貪「12」，整版，28.1×19.3㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／2053
廣澤輯藻 長孝歌集 一

(享保11). (望月長孝/堀川通佛光寺下ル
町 河南四郎右衛門 板)

慳貪「12」，整版，28.1×19.3㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／2054
廣澤輯藻 巻之二

(享保11). (望月長孝/堀川通佛光寺下ル
町 河南四郎右衛門 板)

慳貪「12」，整版，28.1×19.3㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2055
廣澤輯藻 巻之三

(享保11). (望月長孝)/堀川通佛光寺下ル
町 河南四郎右衛門 板

慳貪「12」，整版，28.1×19.3㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2056
廣澤輯藻 巻之四終
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(慶安 4). (瀧庄三良 開板)

慳貪「12」，整版，26.7×18.2㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／2057
新勅撰和歌集 一

(慶安 4). (瀧庄三良 開板)

慳貪「12」，整版，26.7×18.2㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2058
新勅撰和歌集 二

(慶安 4). (瀧庄三良 開板)

慳貪「12」，整版，26.7×18.2㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2059
新勅撰和歌集 三

慶安 4. 瀧庄三良 開板

慳貪「12」，整版，26.7×18.2㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2060
新勅撰和歌集 四終

(貞享 2. 8). (坂内直頼/江府新草屋両替町 
西村半兵衛[他1名] 板行)

慳貪「13」，整版，15.6×10.9㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2061
本朝諸社一覧 一

(貞享 2. 8). (坂内直頼/江府新草屋両替町 
西村半兵衛[他1名] 板行)

慳貪「13」，整版，15.6×10.9㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2062
本朝諸社一覧 二

(貞享 2. 8). (坂内直頼/江府新草屋両替町 
西村半兵衛[他1名] 板行)

慳貪「13」，整版，15.6×10.9㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2063
本朝諸社一覧 三

(貞享 2. 8). (坂内直頼/江府新草屋両替町 
西村半兵衛[他1名] 板行)

慳貪「13」，整版，15.6×10.9㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2064
本朝諸社一覧 四

(貞享 2. 8). (坂内直頼/江府新草屋両替町 
西村半兵衛[他1名] 板行)

慳貪「13」，整版，15.6×10.9㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2065
本朝諸社一覧 五

(貞享 2. 8). (坂内直頼/江府新草屋両替町 
西村半兵衛[他1名] 板行)

慳貪「13」，整版，15.6×10.9㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／2066
本朝諸社一覧 六

(貞享 2. 8). (坂内直頼/江府新草屋両替町 
西村半兵衛[他1名] 板行)

慳貪「13」，整版，15.6×10.9㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／2067
本朝諸社一覧 七

貞享 2. 8. (坂内直頼/江府新草屋両替町 
西村半兵衛[他1名] 板行)

慳貪「13」，整版，15.6×10.9㎝

竪冊・ 1冊(79丁)

200612／2068
本朝諸社一覧 八

(貞享 2.11). (吉田靱負)

慳貪「13」，整版，22.3×16.3㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／2069
唯一神道俗解 一

(貞享 2.11). (吉田靱負)

慳貪「13」，整版，22.3×16.3㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／2070
唯一神道俗解 二

(貞享 2.11). (吉田靱負)

慳貪「13」，整版，22.3×16.3㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2071
唯一神道俗解 三

(貞享 2.11). (吉田靱負)

慳貪「13」，整版，22.3×16.3㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／2072
唯一神道俗解 四

(貞享 2.11). (吉田靱負)

慳貪「13」，整版，22.3×16.3㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／2073
唯一神道俗解 五

貞享 2.11. 吉田靱負

慳貪「13」，整版，22.3×16.3㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／2074
唯一神道俗解 六 附録
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(承応 2). (中野小左衛門 板刊)

慳貪「13」，整版，25.9×18.7㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2075
大和物語抄 風

(承応 2). (中野小左衛門 板刊)

慳貪「13」，整版，25.9×18.7㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2076
大和物語抄 賦

(承応 2). (中野小左衛門 板刊)

慳貪「13」，整版，25.9×18.7㎝

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／2077
大和物語抄 比

(承応 2). (中野小左衛門 板刊)

慳貪「13」，整版，25.9×18.7㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／2078
大和物語抄 興

(承応 2). (中野小左衛門 板刊)

慳貪「13」，整版，25.9×18.7㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／2079
大和物語抄 雅

承応 2. 中野小左衛門 板刊

慳貪「13」，整版，25.9×18.7㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2080
大和物語抄 頌

(寛文 3. 7). (心耕隠客 書)

慳貪「13」，整版，25.7×18.8㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2081
日本王代一覧 一

(寛文 3. 7). (心耕隠客 書)

慳貪「13」，整版，25.7×18.8㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2082
日本王代一覧 二

(寛文 3. 7). (心耕隠客 書)

慳貪「13」，整版，25.7×18.8㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2083
日本王代一覧 三

(寛文 3. 7). (心耕隠客 書)

慳貪「13」，整版，25.7×18.8㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2084
日本王代一覧 四

(寛文 3. 7). (心耕隠客 書)

慳貪「13」，整版，25.7×18.8㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／2085
日本王代一覧 五

(寛文 3. 7). (心耕隠客 書)

慳貪「13」，整版，25.7×18.8㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2086
日本王代一覧 六

寛文 3. 7. 心耕隠客 書

慳貪「13」，整版，25.7×18.8㎝

竪冊・ 1冊(67丁)

200612／2087
日本王代一覧 七

(正保 2. 9). (室町通鯉山之町 小嶋市郎右衛
門 梓行)

慳貪「13」，整版，26.3×19.0㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2088
職原鈔 上

正保 2. 9. 室町通鯉山之町 小嶋市郎右衛
門 梓行

慳貪「13」，整版，26.3×19.0㎝

竪冊・ 1冊(67丁)

200612／2089
職原鈔 下

慳貪「13」，整版，27.3×17.6㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2090
職原鈔支流 一・二・三

慳貪「13」，整版，27.3×17.6㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2091
職原鈔支流 四・五終

慳貪「13」，整版，26.7×19.3㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／2092
延喜式 一 神祇一・四時祭上

慳貪「13」，整版，26.7×19.3㎝

竪冊・ 1冊(13丁)

200612／2093
延喜式 二 神祇二・四時祭下
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慳貪「13」，整版，26.7×19.3㎝

竪冊・ 1冊(15丁)

200612／2094
延喜式 三 神祇三・臨時祭

慳貪「13」，整版，26.7×19.3㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／2095
延喜式 四 神祇四・伊勢太神宮

慳貪「13」，整版，26.7×19.3㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2096
延喜式 五 神祇五・斎宮寮

慳貪「13」，整版，26.7×19.3㎝

竪冊・ 1冊(9丁)

200612／2097
延喜式 六 神祇六・斎院司

慳貪「13」，整版，26.7×19.3㎝

竪冊・ 1冊(15丁)

200612／2098
延喜式 七 神祇七践祚・大嘗祭

慳貪「13」，整版，26.7×19.3㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／2099
延喜式 八 神祇八・祝詞

慳貪「13」，整版，26.7×19.3㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／2100
延喜式 九 神祇九・神名帳上

慳貪「13」，整版，26.7×19.3㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2101
延喜式 十 神祇十・神名帳下

(貞享 4. 2.29) (豊受皇太神宮権祢宜 度会神主
延佳)

慳貪「13」，整版，27.5×18.9㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／2102
延佳神主校正 鼈頭古事記 上

(貞享 4. 2.29) (豊受皇太神宮権祢宜 度会神主
延佳)

慳貪「13」，整版，27.5×18.9㎝

竪冊・ 1冊(67丁)

200612／2103
延佳神主校正 鼈頭古事記 中

貞享 4. 2.29 豊受皇太神宮権祢宜 度会神主
延佳

慳貪「13」，整版，27.5×18.9㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／2104
延佳神主校正 鼈頭古事記 下

(延宝 6.12.23) (豊受皇太神宮権祢宜 度会神主
延佳)

慳貪「13」，整版，27.7×19.0㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／2105
延佳神主校正 鼈頭旧事記 一

(延宝 6.12.23) (豊受皇太神宮権祢宜 度会神主
延佳)

慳貪「13」，整版，27.7×19.0㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／2106
延佳神主校正 鼈頭旧事記 二

(延宝 6.12.23) (豊受皇太神宮権祢宜 度会神主
延佳)

慳貪「13」，整版，27.7×19.0㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／2107
延佳神主校正 鼈頭旧事記 三

(延宝 6.12.23) (豊受皇太神宮権祢宜 度会神主
延佳)

慳貪「13」，整版，27.7×19.0㎝

竪冊・ 1冊(71丁)

200612／2108
延佳神主校正 鼈頭旧事記 四

延宝 6.12.23 豊受皇太神宮権祢宜 度会神主
延佳

慳貪「13」，整版，27.7×19.0㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2109
延佳神主校正 鼈頭旧事記 五

(元禄10. 8.15) 筑州後学恥軒貝原好古 書/(浪
速書林 毛利田正太郎 開板)

慳貪「13」，整版，22.5×16.1㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／2110
八幡宮本紀 一

(元禄10. 8.15) (筑州後学恥軒貝原好古 書/浪
速書林 毛利田正太郎 開板)

慳貪「13」，整版，22.5×16.1㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2111
八幡宮本紀 二
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(元禄10. 8.15) (筑州後学恥軒貝原好古 書/浪
速書林 毛利田正太郎 開板)

慳貪「13」，整版，22.5×16.1㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／2112
八幡宮本紀 三之上

(元禄10. 8.15) (筑州後学恥軒貝原好古 書/浪
速書林 毛利田正太郎 開板)

慳貪「13」，整版，22.5×16.1㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2113
八幡宮本紀 三之下

(元禄10. 8.15) (筑州後学恥軒貝原好古 書/浪
速書林 毛利田正太郎 開板)

慳貪「13」，整版，22.5×16.1㎝

竪冊・ 1冊(65丁)

200612／2114
八幡宮本紀 四

(元禄10. 8.15) (筑州後学恥軒貝原好古 書/浪
速書林 毛利田正太郎 開板)

慳貪「13」，整版，22.5×16.1㎝

竪冊・ 1冊(62丁)

200612／2115
八幡宮本紀 五

元禄10. 8.15 (筑州後学恥軒貝原好古 書)/浪
速書林 毛利田正太郎 開板

慳貪「13」，整版，22.5×16.1㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2116
八幡宮本紀 六

(元禄10. 8.15) (筑州後学恥軒貝原好古 書/浪
速書林 毛利田正太郎 開板)

慳貪「13」，整版，22.5×16.1㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／2117
八幡宮本紀 附録

(享保18). (伴部八重垣翁 書/江府日本橋
南二町目 小川彦九郎[他1名])

慳貪「13」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／2118
神道野中の清水 一

(享保18). (伴部八重垣翁 書/江府日本橋
南二町目 小川彦九郎[他1名])

慳貪「13」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2119
神道野中の清水 二

(享保18). (伴部八重垣翁 書/江府日本橋
南二町目 小川彦九郎[他1名])

慳貪「13」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／2120
神道野中の清水 三

享保18. 伴部八重垣翁 書/江府日本橋
南二町目 小川彦九郎[他1名]

慳貪「13」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／2121
神道野中の清水 四

(享保13. 7). 肥前州 崎江藤原姓石本縫殿 編
述并自叙

慳貪「13」，整版，27.6×18.2㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／2122
神語 十数和解 上

(享保13. 7). (肥前州 崎江藤原姓石本縫殿 
編述并自叙)

慳貪「13」，整版，27.6×18.2㎝

竪冊・ 1冊(8丁)

200612／2123
神語 十数和解 中

享保13. 7. 崎江藤原姓石本縫殿 編述

慳貪「13」，整版，27.6×18.2㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／2124
神語 十数和解 下

宝永 8.正. 太神宮司主典 橘朝臣成胤/書
林 伊勢山田一志 藤原長兵衛
[他1名]

慳貪「13」，整版，27.1×19.0㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2125
素戔嗚尊 天罪図説 全

宝永 7. 5. 太神宮司主典兼検非違使 橘朝
臣成胤/書林 伊勢山田一志 藤
原長兵衛[他1名]

慳貪「13」，整版，27.0×18.9㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2126
旧事紀古事記日本紀 大八洲図説 全

護法庵扶宗道人 識

慳貪「13」，整版，26.5×18.6㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／2127
不可会弁強会弁或問 全
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文化14. 2.

慳貪「13」，整版，26.1×18.9㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／2128
正邪不可会弁 全

(元禄 3.10). (御書物屋 出雲寺和泉掾)

慳貪「14」，整版，27.5×19.5㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2129
一字御抄 一

(元禄 3.10). (御書物屋 出雲寺和泉掾)

慳貪「14」，整版，27.5×19.5㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2130
一字御抄 二

(元禄 3.10). (御書物屋 出雲寺和泉掾)

慳貪「14」，整版，27.5×19.5㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2131
一字御抄 三

(元禄 3.10). (御書物屋 出雲寺和泉掾)

慳貪「14」，整版，27.5×19.5㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2132
一字御抄 四

(元禄 3.10). (御書物屋 出雲寺和泉掾)

慳貪「14」，整版，27.5×19.5㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2133
一字御抄 五

(元禄 3.10). (御書物屋 出雲寺和泉掾)

慳貪「14」，整版，27.5×19.5㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2134
一字御抄 六

(元禄 3.10). (御書物屋 出雲寺和泉掾)

慳貪「14」，整版，27.5×19.5㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2135
一字御抄 七

元禄 3.10. 御書物屋 出雲寺和泉掾

慳貪「14」，整版，27.5×19.5㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2136
一字御抄 八終

(寛政 4). 本居宣長/(書肆 勢州 藪屋勘兵
衛[他6名])

慳貪「14」，整版，26.0×18.1㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2137
言葉の玉緒 一

(寛政 4). (本居宣長/書肆 勢州 藪屋勘兵
衛[他6名])

慳貪「14」，整版，26.0×18.1㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／2138
詞のたまのを 二

(寛政 4). (本居宣長/書肆 勢州 藪屋勘兵
衛[他6名])

慳貪「14」，整版，26.0×18.1㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2139
ことはの玉緒 三

(寛政 4). (本居宣長/書肆 勢州 藪屋勘兵
衛[他6名])

慳貪「14」，整版，26.0×18.1㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2140
辞之玉の緒 四

(寛政 4). (本居宣長/書肆 勢州 藪屋勘兵
衛[他6名])

慳貪「14」，整版，26.0×18.1㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／2141
詞の玉の緒 五

(寛政 4). (本居宣長/書肆 勢州 藪屋勘兵
衛[他6名])

慳貪「14」，整版，26.0×18.1㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2142
ことはの玉の緒 六

寛政 4. (本居宣長)/書肆 勢州 藪屋勘兵
衛[他6名]

慳貪「14」，整版，26.0×18.1㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2143
言葉の玉緒 七

(宝永 3. 9). (一条兼良/皇城五條通塩竈町
書舎北村四郎兵衛 寿梓)

慳貪「14」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／2144
頭書 増補和歌題林抄 一 春

(宝永 3. 9). (一条兼良/皇城五條通塩竈町
書舎北村四郎兵衛 寿梓)

慳貪「14」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2145
頭書 増補和歌題林抄 二 春
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(宝永 3. 9). (一条兼良/皇城五條通塩竈町
書舎北村四郎兵衛 寿梓)

慳貪「14」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2146
頭書 増補和歌題林抄 三 夏

(宝永 3. 9). (一条兼良/皇城五條通塩竈町
書舎北村四郎兵衛 寿梓)

慳貪「14」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2147
頭書 増補和歌題林抄 四 秋

(宝永 3. 9). (一条兼良/皇城五條通塩竈町
書舎北村四郎兵衛 寿梓)

慳貪「14」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2148
頭書 増補和歌題林抄 五 秋

(宝永 3. 9). (一条兼良/皇城五條通塩竈町
書舎北村四郎兵衛 寿梓)

慳貪「14」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／2149
頭書 増補和歌題林抄 六 冬

(宝永 3. 9). (一条兼良/皇城五條通塩竈町
書舎北村四郎兵衛 寿梓)

慳貪「14」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2150
頭書 増補和歌題林抄 七 恋

(宝永 3. 9). (一条兼良/皇城五條通塩竈町
書舎北村四郎兵衛 寿梓)

慳貪「14」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2151
頭書 増補和歌題林抄 八 恋

(宝永 3. 9). (一条兼良/皇城五條通塩竈町
書舎北村四郎兵衛 寿梓)

慳貪「14」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2152
頭書 増補和歌題林抄 九 雑

(宝永 3. 9). (一条兼良/皇城五條通塩竈町
書舎北村四郎兵衛 寿梓)

慳貪「14」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2153
頭書 増補和歌題林抄 十 雑

(宝永 3. 9). (一条兼良/皇城五條通塩竈町
書舎北村四郎兵衛 寿梓)

慳貪「14」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2154
頭書 増補和歌題林抄 十一 雑

正徳 6.

慳貪「14」，整版，22.4×15.9㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／2155
人丸秘密抄

(寛文 8). 細川幽斎/(風月庄左衛門尉)

慳貪「14」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／2156
細川幽斎 詠歌大概抄 一

(寛文 8). 細川幽斎/(風月庄左衛門尉)

慳貪「14」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／2157
細川幽斎 詠歌大概抄 二

(寛文 8). 細川幽斎/(風月庄左衛門尉)

慳貪「14」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／2158
細川幽斎 詠歌大概抄 三

(寛文 8). 細川幽斎/(風月庄左衛門尉)

慳貪「14」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／2159
細川幽斎 詠歌大概抄 四

(寛文 8). 細川幽斎/(風月庄左衛門尉)

慳貪「14」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／2160
細川幽斎 詠歌大概抄 五

寛文 8. 細川幽斎/風月庄左衛門尉

慳貪「14」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2161
細川幽斎 詠歌大概抄 六終

(寛文 8). 細川幽斎/(風月庄左衛門尉)

慳貪「14」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／2162
細川幽斎 詠歌大概抄 一

(寛文 8). 細川幽斎/(風月庄左衛門尉)

慳貪「14」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／2163
細川幽斎 詠歌大概抄 二
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(寛文 8). 細川幽斎/(風月庄左衛門尉)

慳貪「14」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／2164
細川幽斎 詠歌大概抄 三

(寛文 8). 細川幽斎/(風月庄左衛門尉)

慳貪「14」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／2165
細川幽斎 詠歌大概抄 四

(寛文 8). 細川幽斎/(風月庄左衛門尉)

慳貪「14」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／2166
細川幽斎 詠歌大概抄 五

寛文 8. 細川幽斎/風月庄左衛門尉

慳貪「14」，整版，27.4×19.5㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2167
細川幽斎 詠歌大概抄 六終

(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2168
和訓栞 序・凡例・大綱 一

(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／2169
和訓栞 安之部 二

(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2170
和訓栞 伊之部 三

(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2171
和訓栞 宇之部 四

(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／2172
和訓栞 衣乎之部 五

(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／2173
和訓栞 加之部 六上

(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／2174
和訓栞 加之部 六下

(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／2175
和訓栞 幾之部 七

(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2176
和訓栞 久之部 八

(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2177
和訓栞 計古之部 九

(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／2178
和訓栞 佐之部 十

(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／2179
和訓栞 志之部 十一

(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／2180
和訓栞 須之部 十二
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(安永 6. 9). 谷川士清/(書肆 京師 風月荘左
衛門[他3名])

慳貪「14」，整版，26.7×18.0㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／2181
和訓栞 世曽之部 十三

(寛文元.臘). 源頼政/(林和泉掾 板行)

慳貪「14」，整版，22.2×15.6㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2182
源三位頼政家集 上

寛文元.臘. 源頼政/林和泉掾 板行

慳貪「14」，整版，22.2×15.6㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2183
源三位頼政家集 下

(寛文 4. 8). 武村三良兵衛 刊行

慳貪「14」，整版，25.4×17.3㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／2184
草庵和歌集 春夏

(寛文 4. 8). 武村三良兵衛 刊行

慳貪「14」，整版，25.4×17.3㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／2185
草庵和歌集 秋冬

(寛文 4. 8). 武村三良兵衛 刊行

慳貪「14」，整版，25.4×17.3㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2186
草庵和歌集 恋

(寛文 4. 8). 武村三良兵衛 刊行

慳貪「14」，整版，25.4×17.3㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／2187
草庵和歌集 雑

慳貪「14」，整版，25.4×17.3㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2188
続草庵和歌集 春夏秋冬

慳貪「14」，整版，25.4×17.3㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2189
続草庵和歌集 雑・連歌

慳貪「14」，整版，26.0×19.6㎝

竪冊・ 1冊(165丁)

200612／2190
万代和歌集 四季

慳貪「14」，整版，26.0×19.6㎝

竪冊・ 1冊(132丁)

200612／2191
万代和歌集 神祇釈教・恋

慳貪「14」，整版，26.0×19.6㎝

竪冊・ 1冊(124丁)

200612／2192
万代和歌集 雑・祝

延宝 7.(写)

慳貪「14」，整版，27.5×19..3㎝

竪冊・ 1冊(118丁)

200612／2193
道助法親王家五十首和歌

川勝又兵衛[他1名] 梓行

慳貪「14」，整版，26.5×19.2㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2194
百人一首拾穂抄 上之一

川勝又兵衛[他1名] 梓行

慳貪「14」，整版，26.5×19.2㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／2195
百人一首拾穂抄 上之二

川勝又兵衛[他1名] 梓行

慳貪「14」，整版，26.5×19.2㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2196
百人一首拾穂抄 下之一

川勝又兵衛[他1名] 梓行

慳貪「14」，整版，26.5×19.2㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／2197
百人一首拾穂抄 下之二

(元禄11). (京城 書肆 中野六右衛門 刊)

慳貪「14」，整版，22.8×16.3㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／2198
和歌分類 一

(元禄11). (京城 書肆 中野六右衛門 刊)

慳貪「14」，整版，22.8×16.3㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／2199
和歌分類 二

(元禄11). (京城 書肆 中野六右衛門 刊)

慳貪「14」，整版，22.8×16.3㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／2200
和歌分類 三
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(元禄11). (京城 書肆 中野六右衛門 刊)

慳貪「14」，整版，22.8×16.3㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2201
和歌分類 四

(元禄11). (京城 書肆 中野六右衛門 刊)

慳貪「14」，整版，22.8×16.3㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／2202
和歌分類 五

(元禄11). (京城 書肆 中野六右衛門 刊)

慳貪「14」，整版，22.8×16.3㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／2203
倭歌分類 六

(元禄11). (京城 書肆 中野六右衛門 刊)

慳貪「14」，整版，22.8×16.3㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2204
和歌分類 七

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2205
通俗三国志 首巻

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2206
通俗三国志 一

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／2207
通俗三国志 二

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2208
通俗三国志 三

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／2209
通俗三国志 四

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／2210
通俗三国志 五

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2211
通俗三国志 六

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2212
通俗三国志 七

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2213
通俗三国志 八

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2214
通俗三国志 九

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2215
通俗三国志 十

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2216
通俗三国志 十一

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／2217
通俗三国志 十二

450



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／2218
通俗三国志 十三

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2219
通俗三国志 十四

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2220
通俗三国志 十五

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／2221
通俗三国志 十六

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／2222
通俗三国志 十七

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2223
通俗三国志 十八

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／2224
通俗三国志 十九

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2225
通俗三国志 廿

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2226
通俗三国志 廿一

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2227
通俗三国志 廿二

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2228
通俗三国志 廿三

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2229
通俗三国志 廿四

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2230
通俗三国志 廿五

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2231
通俗三国志 廿六

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2232
通俗三国志 廿七

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2233
通俗三国志 廿八
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(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／2234
通俗三国志 廿九

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／2235
通俗三国志 三十

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2236
通俗三国志 卅一

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／2237
通俗三国志 卅二

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／2238
通俗三国志 卅三

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／2239
通俗三国志 卅四

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2240
通俗三国志 卅五

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2241
通俗三国志 卅六

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2242
通俗三国志 卅七

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2243
通俗三国志 卅八

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2244
通俗三国志 卅九

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2245
通俗三国志 四十

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2246
通俗三国志 四十一

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2247
通俗三国志 四十二

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2248
通俗三国志 四十三

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2249
通俗三国志 四十四
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(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2250
通俗三国志 四十五

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／2251
通俗三国志 四十六

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2252
通俗三国志 四十七

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2253
通俗三国志 四十八

(元禄 5. 3). 湖南文山/(二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行)

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2254
通俗三国志 四十九

(元禄 5. 3). (湖南文山)/二條通高倉東江入
町 栗山伊右衛門[他1名] 刊行

慳貪「15」，整版，26.3×17.3㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／2255
通俗三国志 五十終

(元禄 9). (松井幸隆/書林 河南四郎右衛
門・吉田四郎右衛門 寿梓)

慳貪「16」，整版，19.4×13.6㎝

竪冊・ 1冊(156丁)

200612／2256
三玉和歌集類題　春

(元禄 9). (松井幸隆/書林 河南四郎右衛
門・吉田四郎右衛門 寿梓)

慳貪「16」，整版，19.4×13.6㎝

竪冊・ 1冊(67丁)

200612／2257
三玉和歌集類題　夏

(元禄 9). (松井幸隆/書林 河南四郎右衛
門・吉田四郎右衛門 寿梓)

慳貪「16」，整版，19.4×13.6㎝

竪冊・ 1冊(151丁)

200612／2258
三玉和歌集類題　秋

(元禄 9). (松井幸隆/書林 河南四郎右衛
門・吉田四郎右衛門 寿梓)

慳貪「16」，整版，19.4×13.6㎝

竪冊・ 1冊(82丁)

200612／2259
三玉和歌集類題　冬

(元禄 9). (松井幸隆/書林 河南四郎右衛
門・吉田四郎右衛門 寿梓)

慳貪「16」，整版，19.4×13.6㎝

竪冊・ 1冊(98丁)

200612／2260
三玉和歌集類題　雑上

元禄 9. (松井幸隆)/書林 河南四郎右衛
門・吉田四郎右衛門 寿梓

慳貪「16」，整版，19.4×13.6㎝

竪冊・ 1冊(111丁)

200612／2261
三玉和歌集類題　雑下

慳貪「16」，整版，19.4×13.4㎝，表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」の印あり

竪冊・ 1冊(162丁)

200612／2262
千載和歌集

文化14. 広島平田屋橋西詰南へ入 広岡 
島屋彦兵衛

慳貪「16」，整版，21.5×15.5㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2263
やまかつら

文政 2. 広島平田屋橋南へ入 広岡彦兵
衛

慳貪「16」，整版，21.5×15.5㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／2264
やまかつら

文政 3. 広島堺町三丁目 判木細工所 松
村清兵衛

慳貪「16」，整版，21.5×15.5㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2265
やまかつら

文化15.

慳貪「16」.整版，21.9×15.5㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／2266
夢のあした
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(京寺町二条上ル町 ゐつゝや庄
兵衛 板)

慳貪「16」，整版，21.8×15.5㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2267
西華集　乾

(京寺町二条上ル町 ゐつゝや庄
兵衛 板)

慳貪「16」，整版，21.8×15.5㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2268
西華集　坤

慳貪「16」，整版，20.9×13.8㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2269
桂林集

正徳 6. 2. 6(写) 三善政胤（写）

慳貪「16」，整版，20.9×13.5㎝

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／2270
為忠集

慳貪「16」，整版，20.9×13.9㎝

竪冊・ 1冊(6丁)

200612／2271
住吉詣

(宝永 4). (洛陽画工 友禅，平安書舎 通情
軒)

慳貪「16」，整版，22.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／2272
祇園 梶の葉 上

(宝永 4). (洛陽画工 友禅，平安書舎 通情
軒)

慳貪「16」，整版，22.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／2273
祇園 梶の葉 中

宝永 4. 洛陽画工 友禅，平安書舎 通情
軒

慳貪「16」，整版，22.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／2274
祇園 梶の葉 下

宝永 7.(写) 友聞堂隠士（写）

慳貪「16」，整版，23.4×16.8㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／2275
瓊玉集（瓊玉和歌集）

青山大蔵殿（写）

慳貪「16」，整版，23.8×17.6㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2276
式子内親王家集（写本）

明和元.霜.上旬 前大納言為世/松崎員英（写）

慳貪「16」，整版，23.5×16.7㎝

竪冊・ 1冊(94丁)

200612／2277
歌道秘訣

慳貪「16」，整版，23.4×16.2㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2278
神諧和歌抄

慳貪「16」，整版，23.2×16.8㎝

竪冊・ 1冊(13丁)

200612／2279
長門国住吉法楽百首

慳貪「16」，整版，21.2×14.7㎝

竪冊・ 1冊(6丁)

200612／2280
安芸国名所之記

慳貪「16」，整版，23.4×16.9㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2281
二階堂歌合

慳貪「16」，整版，23.6×17.1㎝

竪冊・ 1冊

200612／2282
古三十六人歌合

慳貪「16」，整版，23.4×16.8㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／2283
文応三百首　鎌倉客

慳貪「16」，整版，23.4×16.8㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／2284
健保〔歌合〕

広島研屋町 阪田■兵衛

慳貪「16」，整版，22.9×16㎝，裏表紙に「白市 西[　]」と墨書

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2285
ゆふかほ集
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延享 4.正.24

慳貪「16」，整版，23.3×16.3㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／2286
和歌御会始

慳貪「16」，整版，22.3×16.1㎝

竪冊・ 1冊(13丁)

200612／2287
系図伝記 歌仙金玉抄 中

慳貪「16」，整版，22.3×16.1㎝

竪冊・ 1冊(10丁)

200612／2288
系図伝記 歌仙金玉抄 下

宝永 7.10. 5(写) 橘房堂（写）

慳貪「16」，整版，23.4×16.9㎝

竪冊・ 1冊(11丁)

200612／2289
桧垣女集（写本）

宝永 5.(写) 友聞堂因士 誌

慳貪「16」，整版，23.4×16.8㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2290
慶長千首和歌

享保 8.季春.18

慳貪「16」，整版，23.2×16.3㎝

竪冊・ 1冊(13丁)

200612／2291
柿本大明神奉納和歌集

(宝永 4.仲春). (京極通五条橋詰町洛陽書林 新
井弥兵衛 蔵板)

慳貪「16」，整版，22.2×15.7㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／2292
和歌 なきさの玉 一

(宝永 4.仲春). (京極通五条橋詰町洛陽書林 新
井弥兵衛 蔵板)

慳貪「16」，整版，22.2×15.7㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2293
和歌 なきさの玉 二

(宝永 4.仲春). (京極通五条橋詰町洛陽書林 新
井弥兵衛 蔵板)

慳貪「16」，整版，22.2×15.7㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／2294
和歌 なきさの玉 三

(宝永 4.仲春). (京極通五条橋詰町洛陽書林 新
井弥兵衛 蔵板)

慳貪「16」，整版，22.2×15.7㎝

竪冊・ 1冊(21丁)

200612／2295
和歌 なきさの玉 四

宝永 4.仲春. 京極通五条橋詰町洛陽書林 新
井弥兵衛 蔵板

慳貪「16」，整版，22.2×15.7㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2296
和歌 なきさの玉 五

(正徳 6.正). (井上氏女通 書/六角通御幸町
西街 皇都書林 柳枝軒茨城信清
 繡梓)

慳貪「16」，整版，22.4×15.9㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／2297
帰家日記 上

(正徳 6.正). (井上氏女通 書/六角通御幸町
西街 皇都書林 柳枝軒茨城信清
 繡梓)

慳貪「16」，整版，22.4×15.9㎝

竪冊・ 1冊(17丁)

200612／2298
帰家日記 中

正徳 6.正. 井上氏女通 書/六角通御幸町
西街 皇都書林 柳枝軒茨城信清
 繡梓

慳貪「16」，整版，22.4×15.9㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／2299
帰家日記 下

慶安 5. 9. 四条坊門通東洞院東江入町 水
田甚左衛門 開板

慳貪「16」，整版，26.6×18.3㎝，表紙見返しに「竹原 吉怡氏」と書入れ

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2300
謡之秘書

安永 9.仲春. 浪華一本亭松濤氏芙蓉花家 蔵
梓

慳貪「16」，整版，26.1×18.7㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2301
狂歌 両節東街道 全

慳貪「16」，整版，27.2×18.1㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／2302
おさなけんし（おさな源氏） 三
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慳貪「16」，整版，26.5×17.7㎝

竪冊・ 1冊(80丁)

200612／2303
続草庵和歌集

慳貪「16」，整版，28×19.9㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2304
山家集 上

慳貪「16」，整版，28×19.9㎝

竪冊・ 1冊(65丁)

200612／2305
山家集 下

慳貪「16」，整版，27.5×19.6㎝

竪冊・ 1冊

200612／2306
内侍所御法楽十百首

(宝永 6.仲秋). (江戸 升屋喜助・大坂 村上清三
郎 新刊)

慳貪「17」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(15丁)

200612／2307
井蛙抄 一

(宝永 6.仲秋). (江戸 升屋喜助・大坂 村上清三
郎 新刊)

慳貪「17」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(15丁)

200612／2308
井蛙抄 二

(宝永 6.仲秋). (江戸 升屋喜助・大坂 村上清三
郎 新刊)

慳貪「17」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／2309
井蛙抄 三

(宝永 6.仲秋). (江戸 升屋喜助・大坂 村上清三
郎 新刊)

慳貪「17」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2310
井蛙抄 四

宝永 6.仲秋. 江戸 升屋喜助・大坂 村上清三
郎 新刊

慳貪「17」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／2311
井蛙抄 五六

元禄 9. 無曲軒長伯/(洛陽書林 吉田四
郎右衛門・下村長右衛門)

慳貪「17」，整版，22.3×16.1㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／2312
歌林雑木抄 春上

(元禄 9). (無曲軒長伯/洛陽書林 吉田四
郎右衛門・下村長右衛門)

慳貪「17」，整版，22.3×16.1㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／2313
歌林雑木抄 春下

(元禄 9). (無曲軒長伯/洛陽書林 吉田四
郎右衛門・下村長右衛門)

慳貪「17」，整版，22.3×16.1㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／2314
歌林雑木抄 春上

元禄 9. 無曲軒長伯/(洛陽書林 吉田四
郎右衛門・下村長右衛門)

慳貪「17」，整版，22.3×16.1㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／2315
歌林雑木抄 春上

元禄 9. 無曲軒長伯/(洛陽書林 吉田四
郎右衛門・下村長右衛門)

慳貪「17」，整版，22.3×16.1㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／2316
歌林雑木抄 春上

元禄 9. 無曲軒長伯/(洛陽書林 吉田四
郎右衛門・下村長右衛門)

慳貪「17」，整版，22.3×16.1㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／2317
歌林雑木抄 春上

元禄 9. 無曲軒長伯/(洛陽書林 吉田四
郎右衛門・下村長右衛門)

慳貪「17」，整版，22.3×16.1㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／2318
歌林雑木抄 春上

元禄 9. 無曲軒長伯/(洛陽書林 吉田四
郎右衛門・下村長右衛門)

慳貪「17」，整版，22.3×16.1㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／2319
歌林雑木抄 春上
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慳貪「17」，写本，23.4×16.9㎝

竪冊・ 1冊(87丁)

200612／2320
散木集（散木奇歌集） 上

慳貪「17」，写本，23.4×16.9㎝

竪冊・ 1冊(107丁)

200612／2321
散木集（散木奇歌集） 下

元禄16.初秋. 十方窩天垂/(京寺町二条上ル
丁 井筒屋庄兵衛 板)

慳貪「17」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2322
百歌仙（誹諧百歌仙） 一

(元禄16.初秋). (十方窩天垂/京寺町二条上ル
丁 井筒屋庄兵衛 板)

慳貪「17」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2323
百歌仙（誹諧百歌仙） 二

(元禄16.初秋). (十方窩天垂/京寺町二条上ル
丁 井筒屋庄兵衛 板)

慳貪「17」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2324
百歌仙（誹諧百歌仙） 三

(元禄16.初秋). (十方窩天垂)/京寺町二条上ル
丁 井筒屋庄兵衛 板

慳貪「17」，整版，22.4×15.8㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2325
百歌仙（誹諧百歌仙） 四

享保 3. 東下野守平常縁

慳貪「17」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2326
再治改正 東野州聞書 一

(享保 3). (東下野守平常縁)

慳貪「17」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／2327
再治改正 東野州聞書 二

(享保 3). (東下野守平常縁)

慳貪「17」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2328
再治改正 東野州聞書 三

(享保 3). (東下野守平常縁)

慳貪「17」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2329
再治改正 東野州聞書 四

(享保 3). (東下野守平常縁)

慳貪「17」，整版，22.6×15.9㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／2330
再治改正 東野州聞書 五

酔露堂 河瀬菅雄

慳貪「17」，整版，19.1×13.6㎝

竪冊・ 1冊(142丁)

200612／2331
まさな草

宝永 4.臘.23 友聞堂閑士

慳貪「17」，写本，23.5×17㎝

竪冊・ 1冊(123丁)

200612／2332
人地三臣集

(元禄 9). (田中氏時敏・尾崎氏元知 彫刻)

慳貪「17」，整版，27.9×19㎝，裏表紙見返しに「竹原 本米屋部屋」と書入れ

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／2333
奉納千首和歌 上

元禄 9. 田中氏時敏・尾崎氏元知 彫刻

慳貪「17」，整版，27.9×19㎝，裏表紙見返しに「竹原 岡宜忠」と書入れ

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2334
奉納千首和歌 下

(寛文 4). (洛陽今出川 林和泉椽 板行)

慳貪「17」，整版，22.2×16.4㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／2335
兼好法師家集 上

寛文 4. 洛陽今出川 林和泉椽 板行

慳貪「17」，整版，22.2×16.4㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2336
兼好法師家集 下

(享保). (皇都書林 堀河通佛光寺下ル町
 河南四郎右衛門 梓行)

慳貪「17」，整版，22.4×16.3㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／2337
定家家隆 名所和歌三百首秘抄（建保名所三百首抄）
 春

(享保). (皇都書林 堀河通佛光寺下ル町
 河南四郎右衛門 梓行)

慳貪「17」，整版，22.4×16.3㎝

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／2338
定家家隆 名所和歌三百首秘抄（建保名所三百首抄）
 夏
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(享保). (皇都書林 堀河通佛光寺下ル町
 河南四郎右衛門 梓行)

慳貪「17」，整版，22.4×16.3㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／2339
定家家隆 名所和歌三百首秘抄（建保名所三百首抄）
 秋

(享保). (皇都書林 堀河通佛光寺下ル町
 河南四郎右衛門 梓行)

慳貪「17」，整版，22.4×16.3㎝

竪冊・ 1冊(14丁)

200612／2340
定家家隆 名所和歌三百首秘抄（建保名所三百首抄）
 冬

(享保). (皇都書林 堀河通佛光寺下ル町
 河南四郎右衛門 梓行)

慳貪「17」，整版，22.4×16.3㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2341
定家家隆 名所和歌三百首秘抄（建保名所三百首抄）
 恋

享保. (皇都書林 堀河通佛光寺下ル町
 河南四郎右衛門 梓行)

慳貪「17」，整版，22.4×16.3㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／2342
定家家隆 名所和歌三百首秘抄（建保名所三百首抄）
 雑

(天和 2). 2. (河瀬氏菅雄/一条津屋勘兵衛)

慳貪「17」，整版，26.6×16.8㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2343
分母と乃塵（麓の塵） 上

天和 2. 2. 河瀬氏菅雄/一条津屋勘兵衛

慳貪「17」，整版，26.6×16.8㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／2344
麓のちり（麓の塵） 下

(天和 2). 2. (河瀬氏菅雄/一条津屋勘兵衛)

慳貪「17」，整版，26.5×16.8㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2345
ふもとの塵（麓の塵） 上

天和 2. 2. 河瀬氏菅雄/一条津屋勘兵衛

慳貪「17」，整版，26.5×16.8㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／2346
麓のちり（麓の塵） 下

(寛永20.仲夏).

慳貪「17」，整版，27.8×18.8㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／2347
歌林良材集 上

寛永20.仲夏.

慳貪「17」，整版，27.8×18.8㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2348
歌林良材集 下

慳貪「17」，整版，26.5×18.6㎝

竪冊・ 1冊(86丁)

200612／2349
八雲御抄 一

慳貪「17」，整版，26.5×18.6㎝

竪冊・ 1冊(92丁)

200612／2350
八雲御抄 二

慳貪「17」，整版，26.5×18.6㎝

竪冊・ 1冊(115丁)

200612／2351
八雲御抄 三

(元禄11. 6). 苗村松軒/(万屋庄兵衛 板)

慳貪「17」，整版，26.5×19㎝

竪冊・ 1冊(60丁)

200612／2352
首書 つれゝゝ草 上

元禄11. 6. (苗村松軒)/万屋庄兵衛 板

慳貪「17」，整版，26.5×19㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2353
首書 つれゝゝ草 下

(寛文10. 2). ㊞（和田屋）

慳貪「17」，整版，27.5×19.5㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／2354
つれゝゝ草 上

寛文10. 2. ㊞（和田屋）

慳貪「17」，整版，27.5×19.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2355
つれゝゝ草 下

慳貪「17」，写本，27.5×19.7㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2356
源氏奥入（源氏物語奥入）

(享保 3. 5). (大坂心斎橋筋順慶町 柏原屋清
右衛門)

慳貪「18」，整版，26×18.5㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2357
民間年中故事要言 一
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(享保 3. 5). (大坂心斎橋筋順慶町 柏原屋清
右衛門)

慳貪「18」，整版，26×18.5㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／2358
民間年中故事要言 二

(享保 3. 5). (大坂心斎橋筋順慶町 柏原屋清
右衛門)

慳貪「18」，整版，26×18.5㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／2359
民間年中故事要言 三

(享保 3. 5). (大坂心斎橋筋順慶町 柏原屋清
右衛門)

慳貪「18」，整版，26×18.5㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2360
民間年中故事要言 四

(享保 3. 5). (大坂心斎橋筋順慶町 柏原屋清
右衛門)

慳貪「18」，整版，26×18.5㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／2361
民間年中故事要言 五

(享保 3. 5). (大坂心斎橋筋順慶町 柏原屋清
右衛門)

慳貪「18」，整版，26×18.5㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／2362
民間年中故事要言 六

享保 3. 5. 大坂心斎橋筋順慶町 柏原屋清
右衛門

慳貪「18」，整版，26×18.5㎝

竪冊・ 1冊(18丁)

200612／2363
民間年中故事要言 七

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(14丁)

200612／2364
垂加草全集 目録・一

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／2365
垂加草全集 二之三

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(62丁)

200612／2366
垂加草全集 四

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2367
垂加草全集 五之九

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2368
垂加草全集 十之十一

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2369
垂加草全集 廿六之三十

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(14丁)

200612／2370
垂加草全集 目録・一

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／2371
垂加草全集 二之三

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(62丁)

200612／2372
垂加草全集 四

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2373
垂加草全集 五之九

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2374
垂加草全集 十之十一

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2375
垂加草全集 廿六之三十

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2376
垂加草全集 附録上
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享保 6. 6. 芸州後学 植田成章 謹跋

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2377
垂加草全集 附録中・下

(享保 6. 6). (芸州後学 植田成章 謹跋)

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2378
垂加草全集 附録上

享保 6. 6. 芸州後学 植田成章 謹跋

慳貪「18」，整版，26.7×18.7㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2379
垂加草全集 附録中・下

(元禄 6.12). (一帰斎永納/吉野屋惣兵衛・丸
屋源兵衛)

慳貪「18」，整版，27×17㎝

竪冊・ 1冊(17丁)

200612／2380
本朝画史 一 序・目録

(元禄 6.12). (一帰斎永納/吉野屋惣兵衛・丸
屋源兵衛)

慳貪「18」，整版，27×17㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／2381
本朝画史 二 上古画録

(元禄 6.12). (一帰斎永納/吉野屋惣兵衛・丸
屋源兵衛)

慳貪「18」，整版，27×17㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／2382
本朝画史 三 中世名品

(元禄 6.12). (一帰斎永納/吉野屋惣兵衛・丸
屋源兵衛)

慳貪「18」，整版，27×17㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2383
本朝画史 四 専門家族

(元禄 6.12). (一帰斎永納/吉野屋惣兵衛・丸
屋源兵衛)

慳貪「18」，整版，27×17㎝

竪冊・ 1冊

200612／2384
本朝画史 五 雑伝・補遺・附録

慳貪「18」，整版，26.2×19.2㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／2385
新版増補 倭漢合運指掌図 元

慳貪「18」，整版，26.2×19.2㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2386
新版増補 倭漢合運指掌図 亨

慳貪「18」，整版，26.2×19.2㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／2387
新版増補 倭漢合運指掌図 利

慳貪「18」，整版，26.2×19.2㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2388
新版増補 倭漢合運指掌図 貞

貞享 5. 西峯松下見林 跋/大坂北御堂
前 森田庄太郎 開版

慳貪「18」，整版，26.1×18.8㎝

竪冊・ 1冊

200612／2389
国朝佳節録 全

寛文11. 7. 山崎嘉 序/二条通玉屋町村上
平楽寺

慳貪「18」，整版，27.2×19.5㎝

竪冊・ 1冊(13丁)

200612／2390
武銘 全

元禄10. 4. 6 松下見林橘諸生 序/貝原好古 
纂輯/平安城書房 新刊

慳貪「18」，整版，22.5×16㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2391
新編 和事始（和漢事始） 一

(元禄10. 4. 6) (松下見林橘諸生 序/貝原好古 
纂輯/平安城書房 新刊)

慳貪「18」，整版，22.5×16㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／2392
新編 和事始（和漢事始） 二

(元禄10. 4. 6) (松下見林橘諸生 序/貝原好古 
纂輯/平安城書房 新刊)

慳貪「18」，整版，22.5×16㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／2393
新編 和事始（和漢事始） 三

(元禄10. 4. 6) (松下見林橘諸生 序/貝原好古 
纂輯/平安城書房 新刊)

慳貪「18」，整版，22.5×16㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2394
新編 和事始（和漢事始） 四
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(元禄10. 4. 6) (松下見林橘諸生 序/貝原好古 
纂輯/平安城書房 新刊)

慳貪「18」，整版，22.5×16㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2395
新編 和事始（和漢事始） 五

(元禄10. 4. 6) (松下見林橘諸生 序/貝原好古 
纂輯/平安城書房 新刊)

慳貪「18」，整版，22.5×16㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／2396
新編 和事始（和漢事始） 六

(元禄10. 4. 6) (松下見林橘諸生 序/貝原好古 
纂輯/平安城書房 新刊)

慳貪「18」，整版，22.5×16㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／2397
新編 和事始（和漢事始） 附録

(元禄10. 5). 筑州後学 貝原好古 識/(平安城
書林 大井七郎兵衛[他3名]同
梓)

慳貪「18」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／2398
新編 漢事始（中華事始） 一

(元禄10. 5). (筑州後学 貝原好古 識/平安城
書林 大井七郎兵衛[他3名]同
梓)

慳貪「18」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／2399
新編 漢事始（中華事始） 二

(元禄10. 5). (筑州後学 貝原好古 識/平安城
書林 大井七郎兵衛[他3名]同
梓)

慳貪「18」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2400
新編 漢事始（中華事始） 三

(元禄10. 5). (筑州後学 貝原好古 識/平安城
書林 大井七郎兵衛[他3名]同
梓)

慳貪「18」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2401
新編 漢事始（中華事始） 四

(元禄10. 5). (筑州後学 貝原好古 識/平安城
書林 大井七郎兵衛[他3名]同
梓)

慳貪「18」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2402
新編 漢事始（中華事始） 五

元禄10. 5. (筑州後学 貝原好古 識)/平安城
書林 大井七郎兵衛[他3名]同梓

慳貪「18」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2403
新編 漢事始（中華事始） 六

南郭先生 考訂/江戸書肆 嵩山
房 梓行

慳貪「19」，整版，14.8×10.5㎝，裏表紙に「竹原 吉井正伴」と書入れ

小竪冊・ 1冊(147
丁)

200612／2404
李干鱗唐詩選

慳貪「19」，整版，17.8×12㎝

小竪冊・ 1冊(89
丁)

200612／2405
唐詩礎

元禄 7.卯. 大坂安堂寺町心斎橋筋 大野木
市兵衛 改板

慳貪「19」.整版，22.3×16.2㎝

竪冊・ 1冊(161頁)

200612／2406
大広増益 伊呂波韻 全

(元禄 7. 5). (藤田小右衛門・鈴木太兵衛 開
板)

慳貪「19」，整版，22.3×15.8㎝，表紙見返しに「竹原 米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／2407
新板改正 小学内篇

元禄 7. 5. 藤田小右衛門・鈴木太兵衛 開
板

慳貪「19」，整版，22.3×15.8㎝，表紙見返しに「竹原 米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／2408
新板改正 小学外篇

(延享 4. 3.) (皇都書林 梅村三郎兵衛[他2
名] 寿梓)

慳貪「19」，整版，25.5×18.7㎝，裏表紙見返しに「吉井当厚 蔵」と書入れ

竪冊・ 1冊(71丁)

200612／2409
皇明 七才詩集註解 再刻 上
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延享 4. 3. 皇都書林 梅村三郎兵衛[他2名]
 寿梓

慳貪「19」，整版，25.5×18.7㎝，裏表紙見返しに「吉井当厚 蔵」と書入れ

竪冊・ 1冊(75丁)

200612／2410
皇明 七才詩集註解 再刻 下

慳貪「19」，整版，28×18㎝

竪冊・ 1冊(67丁)

200612／2411
増註唐賢七言絶句三體詩法

慳貪「19」，整版，28×18㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2412
増註唐賢七言律詩三體詩法

慳貪「19」，整版，28×18㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2413
増註唐詩五言律句三體家法

享保 3.新校正

慳貪「19」，整版，27.5×19.2㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／2414
大字改正 三體詩（唐賢三體詩） 上

(享保 3.新校正)

慳貪「19」，整版，27.5×19.2㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／2415
大字改正 三體詩（唐賢三體詩） 中

(享保 3.新校正)

慳貪「19」，整版，27.5×19.2㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2416
大字改正 三體詩（唐賢三體詩） 下

寛文 5. 9. 飯田氏忠兵衛 刊行

慳貪「19」，整版，26×16㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／2417
白雲詩集

(享保20.初夏). (御書物所 江戸麹町 唐本屋清
兵衛 梓)

慳貪「19」，整版，27.3×16.6㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／2418
白石先生余稿 一

(享保20.初夏). (御書物所 江戸麹町 唐本屋清
兵衛 梓)

慳貪「19」，整版，27.3×16.6㎝

竪冊・ 1冊(32丁)

200612／2419
白石先生余稿 二

享保20.初夏. 御書物所 江戸麹町 唐本屋清兵
衛 梓

慳貪「19」，整版，27.3×16.6㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2420
白石先生余稿 三

(宝永 7).　 (宇都宮由的(宇都宮遯庵) )/姉
小路堀川東入町 書肆 中川茂兵
衛 刊行

慳貪「19」，整版，27×19㎝

竪冊・ 1冊(71丁)

200612／2421
新訂頭書 千家詩俚諺鈔 一

(宝永 7).　 (宇都宮由的(宇都宮遯庵)/姉小
路堀川東入町 書肆 中川茂兵衛
 刊行)

慳貪「19」，整版，27×19㎝

竪冊・ 1冊(67丁)

200612／2422
新訂頭書 千家詩俚諺鈔 二

(宝永 7).　 (宇都宮由的(宇都宮遯庵)/姉小
路堀川東入町 書肆 中川茂兵衛
 刊行)

慳貪「19」，整版，27×19㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2423
新訂頭書 千家詩俚諺鈔 三

宝永 7.　 (宇都宮由的(宇都宮遯庵)/姉小
路堀川東入町 書肆 中川茂兵衛
 刊行)

慳貪「19」，整版，27×19㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2424
新訂頭書 千家詩俚諺鈔 四

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／2425
新刻 太平記 目録

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2426
新刻 太平記 一之二
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(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2427
新刻 太平記 三之四

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2428
新刻 太平記 五之六

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／2429
新刻 太平記 七之八

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／2430
新刻 太平記 九之十

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2431
新刻 太平記 十一之十二

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(71丁)

200612／2432
新刻 太平記 十三之十四

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(77丁)

200612／2433
新刻 太平記 十五之十六

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(93丁)

200612／2434
新刻 太平記 十七之十八

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／2435
新刻 太平記 十九之廿

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2436
新刻 太平記 廿一之廿二

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2437
新刻 太平記 廿三之廿四

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／2438
新刻 太平記 廿五之廿六

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2439
新刻 太平記 廿七之廿八

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2440
新刻 太平記 廿九之三十

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／2441
新刻 太平記 三十一之三十二

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(62丁)

200612／2442
新刻 太平記 三十三之三十四

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(60丁)

200612／2443
新刻 太平記 三十五之三十六

(貞享元).

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／2444
新刻 太平記 三十七之三十八

貞享元.

慳貪「19」，整版，26×18.7㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2445
新刻 太平記 三十九之四十

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(78丁)

200612／2446
新版考正 史記評林（序・目）
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(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2447
新版考正 史記評林（評）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(90丁)

200612／2448
新版考正 史記評林（一之四）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(65丁)

200612／2449
新版考正 史記評林（五之六）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(94丁)

200612／2450
新版考正 史記評林（七之十二）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(85丁)

200612／2451
新版考正 史記評林（十三之十六）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(67丁)

200612／2452
新版考正 史記評林（十七之十八）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(83丁)

200612／2453
新版考正 史記評林（十九之廿二）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／2454
新版考正 史記評林（廿三之廿六）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(86丁)

200612／2455
新版考正 史記評林（廿七之三十）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(77丁)

200612／2456
新版考正 史記評林（三十一之三十七）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(76丁)

200612／2457
新版考正 史記評林（三十八之四十一）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(62丁)

200612／2458
新版考正 史記評林（四十二之四十五）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(70丁)

200612／2459
新版考正 史記評林（四十六之五十二）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／2460
新版考正 史記評林（五十三之六十）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(80丁)

200612／2461
新版考正 史記評林（六十一之六十九）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(72丁)

200612／2462
新版考正 史記評林（七十之七十八）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(77丁)

200612／2463
新版考正 史記評林（七十九之八十六）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(77丁)

200612／2464
新版考正 史記評林（八十七之九十五）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(85丁)

200612／2465
新版考正 史記評林（九十六之百六）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(60丁)

200612／2466
新版考正 史記評林（百七之百十一）
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(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／2467
新版考正 史記評林（百十二之百十七）

(寛文13. 2). (書林 積徳堂 梓行)

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝

竪冊・ 1冊(70丁)

200612／2468
新版考正 史記評林（百十八之百廿五）

寛文13. 2. 書林 積徳堂 梓行

慳貪「20」，整版，27.4×19.6㎝，裏表紙に「文選廿二巻」と書入れ

竪冊・ 1冊(72丁)

200612／2469
新版考正 史記評林（百廿六之百三十

(宝永 2.中秋). 岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華 
蔵版

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2470
草露貫珠 凡例・古今通用・歴朝人名

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(91丁)

200612／2471
草露貫珠 巻之一

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(109丁)

200612／2472
草露貫珠 巻之二

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／2473
草露貫珠 巻之三

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(70丁)

200612／2474
草露貫珠 巻之四

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(71丁)

200612／2475
草露貫珠 巻之五

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(68丁)

200612／2476
草露貫珠 巻之六

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(65丁)

200612／2477
草露貫珠 巻之七

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／2478
草露貫珠 巻之八

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(67丁)

200612／2479
草露貫珠 巻之九

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(84丁)

200612／2480
草露貫珠 巻之十

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(62丁)

200612／2481
草露貫珠 巻之十一

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(91丁)

200612／2482
草露貫珠 巻之十二

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(86丁)

200612／2483
草露貫珠 巻之十三
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(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2484
草露貫珠 巻之十四

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(73丁)

200612／2485
草露貫珠 巻之十五

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(81丁)

200612／2486
草露貫珠 巻之十六

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／2487
草露貫珠 巻之十七

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(74丁)

200612／2488
草露貫珠 巻之十八

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／2489
草露貫珠 巻之二十

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／2490
草露貫珠 巻之二十一

(宝永 2.中秋). (岡谷義瑞/書堂 松雲斎・柳枝華
 蔵版)

慳貪「21」，整版，28.7×19.5㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2491
草露貫珠 拾遺 全

正徳 4. 稲若水先生 校閲/書林 含英・予
草堂 蔵板

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2492
本草綱目 新校正 序・目

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(100丁)

200612／2493
本草綱目 新校正 一

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2494
本草綱目 新校正 二

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(102丁)

200612／2495
本草綱目 新校正 三上

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2496
本草綱目 新校正 三下

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／2497
本草綱目 新校正 四上

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(86丁)

200612／2498
本草綱目 新校正 四中下

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(60丁)

200612／2499
本草綱目 新校正 五之七
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(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(67丁)

200612／2500
本草綱目 新校正 八

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(117丁)

200612／2501
本草綱目 新校正 九之十

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／2502
本草綱目 新校正 十一

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(91丁)

200612／2503
本草綱目 新校正 十二

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(65丁)

200612／2504
本草綱目 新校正 十三

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(101丁)

200612／2505
本草綱目 新校正 十四

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(94丁)

200612／2506
本草綱目 新校正 十五

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(98丁)

200612／2507
本草綱目 新校正 十六

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(119丁)

200612／2508
本草綱目 新校正 十七

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(115丁)

200612／2509
本草綱目 新校正 十八

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(79丁)

200612／2510
本草綱目 新校正 十九之廿一

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／2511
本草綱目 新校正 廿二之三

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(71丁)

200612／2512
本草綱目 新校正 廿四之五

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(72丁)

200612／2513
本草綱目 新校正 廿六

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(83丁)

200612／2514
本草綱目 新校正 廿七之八

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(97丁)

200612／2515
本草綱目 新校正 廿九之三十
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(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(98丁)

200612／2516
本草綱目 新校正 三十一之三

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(68丁)

200612／2517
本草綱目 新校正 三十四

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(90丁)

200612／2518
本草綱目 新校正 三十五

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(110丁)

200612／2519
本草綱目 新校正 三十六之七

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2520
本草綱目 新校正 三十八

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(74丁)

200612／2521
本草綱目 新校正 三十九之四十

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(66丁)

200612／2522
本草綱目 新校正 四十一之二

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2523
本草綱目 新校正 四十三

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／2524
本草綱目 新校正 四十四

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(59丁)

200612／2525
本草綱目 新校正 四十五之六

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(105丁)

200612／2526
本草綱目 新校正 四十七之九

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(102丁)

200612／2527
本草綱目 新校正 五十

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(101丁)

200612／2528
本草綱目 新校正 五十一

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2529
本草綱目 新校正 五十二

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(72丁)

200612／2530
本草綱目 新校正 図経 乾

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(89丁)

200612／2531
本草綱目 新校正 図経 坤
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(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2532
本草綱目 新校正 図翼 一之二

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2533
本草綱目 新校正 図翼 三之四

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2534
本草綱目 新校正 別集 一之二

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2535
本草綱目 新校正 別集 三之四

(正徳 4). (稲若水先生 校閲/書林 含英・
予草堂 蔵板)

木箱「22」，整版，25.5×17.9㎝

竪冊・ 1冊(83丁)

200612／2536
本草綱目 新校正 脈学奇経

慳貪「23」，整版，25.4×18.3㎝

竪冊・ 1冊(70丁)

200612／2537
改正音訓 春秋 再刻後藤点 完

文化 9. 9. 江都 佐藤坦 撰

慳貪「23」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2538
改正音訓 易経 再刻後藤点 乾

(文化 9. 9). (江都 佐藤坦 撰)

慳貪「23」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2539
改正音訓 易経 再刻後藤点 坤

慳貪「23」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2540
改正音訓 書経 再刻後藤点 天

慳貪「23」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2541
改正音訓 書経 再刻後藤点 地

(安政 2. 4).(五刻) 浪華書肆 上町南革屋町 炭屋五
郎兵衛[他3名]

慳貪「23」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(71丁)

200612／2542
改正音訓 礼記 再刻後藤点 元

(安政 2. 4).(五刻) 浪華書肆 上町南革屋町 炭屋五
郎兵衛[他3名]

慳貪「23」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(88丁)

200612／2543
改正音訓 礼記 再刻後藤点 亨

(安政 2. 4).(五刻) 浪華書肆 上町南革屋町 炭屋五
郎兵衛[他3名]

慳貪「23」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(78丁)

200612／2544
改正音訓 礼記 再刻後藤点 利

(安政 2. 4).(五刻) 浪華書肆 上町南革屋町 炭屋五
郎兵衛[他3名]

慳貪「23」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(78丁)

200612／2545
改正音訓 礼記 再刻後藤点 貞

慳貪「23」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2546
改正音訓 詩経 再刻後藤点 上

慳貪「23」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(77丁)

200612／2547
改正音訓 詩経 再刻後藤点 下

慳貪「23」，整版，28.6×20㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2548
大学章句

慳貪「23」，整版，28.6×20㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2549
中庸章句
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慳貪「23」，整版，28.6×20㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2550
論語集註 学而・為政・八佾・里仁

慳貪「23」，整版，28.6×20㎝

竪冊・ 1冊(81丁)

200612／2551
論語集註 公治長・雍也・述而・泰伯・子罕・郷党

慳貪「23」，整版，28.6×20㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／2552
論語集註 衛霊公・季氏・陽貨・微子・子張・堯曰

慳貪「23」，整版，28.6×20㎝

竪冊・ 1冊(66丁)

200612／2553
論語集註 先進・顔淵・子路・憲問

慳貪「23」，整版，28.6×20㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2554
孟子集註 梁恵王

慳貪「23」，整版，28.6×20㎝

竪冊・ 1冊(96丁)

200612／2555
孟子集註 公孫丑・滕文公

慳貪「23」，整版，28.6×20㎝

竪冊・ 1冊(94丁)

200612／2556
孟子集註 離婁・萬章

慳貪「23」，整版，28.6×20㎝

竪冊・ 1冊(105丁)

200612／2557
孟子集註 告子・尽心

慳貪「24」，整版，15.6×11㎝

竪冊・ 1冊

200612／2558
〔　　〕和歌道しるへ 三

帝都書房 河南四郎右衛門

慳貪「24」，整版，17.2×11.4㎝

竪冊・ 1冊

200612／2559
古今和歌集

慳貪「24」，整版，22×15.5㎝

竪冊・ 1冊

200612／2560
新題林和歌集

慳貪「24」，整版，22×15.5㎝

竪冊・ 1冊

200612／2561
新題林和歌集 恋之部 十一・十二

(京肆書林 越後屋治兵衛・林芳
兵衛/製本弘処 今治風早町 島
屋喜太郎[他1名])

慳貪「24」，整版，18×12.5㎝

竪冊・ 1冊(60丁)

200612／2562
鄙のてふり 上巻

京肆書林 越後屋治兵衛・林芳
兵衛/製本弘処 今治風早町 島
屋喜太郎[他1名]

慳貪「24」，整版，18×12.5㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／2563
鄙のてふり 下巻

梧庵法橋 編輯/皇都書肆 合書
堂 梓

慳貪「24」，整版，18.3×12.4㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2564
和歌類題 雛のてふり 上巻

(梧庵法橋 編輯/皇都書肆 合書
堂 梓)

慳貪「24」，整版，18.3×12.4㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／2565
和歌類題 雛のてふり 下巻

元禄 3. 田中庄兵衛[他2名]

慳貪「24」，整版，10.6×7.9㎝

小竪冊・ 1冊(164
丁)

200612／2566
誹諧柱立

慳貪「24」，整版，22.1×15.8㎝

竪冊・ 1冊(124丁)

200612／2567
明題和歌集 公事・春
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慳貪「24」，整版，22.1×15.8㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／2568
明題和歌集 夏

慳貪「24」，整版，22.1×15.8㎝

竪冊・ 1冊(120丁)

200612／2569
明題和歌集 秋

慳貪「24」，整版，22.1×15.8㎝

竪冊・ 1冊(72丁)

200612／2570
明題和歌集 冬

慳貪「24」，整版，22.1×15.8㎝

竪冊・ 1冊(119丁)

200612／2571
明題和歌集 恋

慳貪「24」，整版，22.1×15.8㎝

竪冊・ 1冊(172丁)

200612／2572
明題和歌集 雑

慳貪「24」，整版，22×15.7㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／2573
新題林和歌集 春上部 巻一之二

慳貪「24」，整版，22×15.7㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／2574
新題林和歌集 春下部 巻三

慳貪「24」，整版，22×15.7㎝

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／2575
新題林和歌集 夏之部 四之五

慳貪「24」，整版，22×15.7㎝

竪冊・ 1冊(92丁)

200612／2576
新題林和歌集 秋之部 六七八

慳貪「24」，整版，22×15.7㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／2577
新題林和歌集 冬部 九之十

(嘉永 7. 3). 一柳春門/(発兌書林 大阪 伊丹
屋善兵衛[他6名])

慳貪「24」，整版，17.9×11.9㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2578
名所新松葉集 春夏

(嘉永 7. 3). (一柳春門/発兌書林 大阪 伊丹
屋善兵衛[他6名])

慳貪「24」，整版，17.9×11.9㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2579
名所新松葉集 秋冬

嘉永 7. 3. (一柳春門)/発兌書林 大阪 伊丹
屋善兵衛[他6名]

慳貪「24」，整版，17.9×11.9㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2580
名所新松葉集 雑

慳貪「24」，整版，27×17.7㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／2581
西行物語 上

慳貪「24」，整版，27×17.7㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2582
西行物語 下

(宝暦 6). (書林 松原通西洞院東江入町 
美濃屋平兵衛 版[他2名])

慳貪「24」，整版，26×18.4㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2583
改正 伊勢物語 上

宝暦 6. 書林 松原通西洞院東江入町 美
濃屋平兵衛 版[他2名]

慳貪「24」，整版，26×18.4㎝，裏表紙見返しに「此歌書天明七丁未祀十一月下旬求 吉井庸之 蔵板 天明七年未冬 吉井庸之」
と書入れ

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2584
改正 伊勢物語 下

(享保18. 5). (京三條通升屋町 出雲寺和泉 
掾)

慳貪「24」，整版，22.4×16.1㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2585
律呂 三十六声麓の塵 一
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(享保18. 5). (京三條通升屋町 出雲寺和泉 
掾)

慳貪「24」，整版，22.4×16.1㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／2586
律呂 三十六声麓の塵 二

(享保18. 5). (京三條通升屋町 出雲寺和泉 
掾)

慳貪「24」，整版，22.4×16.1㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2587
律呂 三十六声麓の塵 四

享保18. 5. 京三條通升屋町 出雲寺和泉 掾

慳貪「24」，整版，22.4×16.1㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／2588
律呂 三十六声麓の塵 五

貞享元. 3. 神肆 村上勘兵衛・洛下 梅村弥
右衛門

慳貪「24」，整版，22.3×15.8㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2589
和漢朗詠集 下

(文政 6. 5). (摂都 暁鐘成 戯作併画図/・浪
華書肆 心斎橋通南久太郎町 河
内屋平七 板)

慳貪「24」，整版，25.7×17.8㎝

竪冊・ 1冊(13丁)

200612／2590
小倉百首類題話 松

(文政 6. 5). (摂都 暁鐘成 戯作併画図/・浪
華書肆 心斎橋通南久太郎町 河
内屋平七 板)

慳貪「24」，整版，25.7×17.8㎝

竪冊・ 1冊(14丁)

200612／2591
小倉百首類題話 竹

文政 6. 5. 摂都 暁鐘成 戯作併画図/・浪華
書肆 心斎橋通南久太郎町 河内
屋平七 板

慳貪「24」，整版，25.7×17.8㎝，裏表紙見返しに「芸州竹原・伊予屋」と黒印

竪冊・ 1冊(13丁)

200612／2592
小倉百首類題話 梅

(寛文13.孟夏). (洛陽寺町通本能寺前 八尾甚四
郎友春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(71丁)

200612／2593
円機活法 詩学序目一

(寛文13.孟夏). (洛陽寺町通本能寺前 八尾甚四
郎友春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2594
円機活法 詩学二

(寛文13.孟夏). (洛陽寺町通本能寺前 八尾甚四
郎友春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／2595
円機活法 〔詩学三之四〕

(寛文13.孟夏). (洛陽寺町通本能寺前 八尾甚四
郎友春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(62丁)

200612／2596
円機活法 詩学五之六

(寛文13.孟夏). (洛陽寺町通本能寺前 八尾甚四
郎友春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／2597
円機活法 詩学七之八

(寛文13.孟夏). (洛陽寺町通本能寺前 八尾甚四
郎友春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／2598
円機活法 詩学九之十

(寛文13.孟夏). (洛陽寺町通本能寺前 八尾甚四
郎友春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2599
円機活法 詩学十一之十二

(寛文13.孟夏). (洛陽寺町通本能寺前 八尾甚四
郎友春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2600
円機活法 詩学十三之十四

(寛文13.孟夏). (洛陽寺町通本能寺前 八尾甚四
郎友春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2601
円機活法 詩学十五之十六

472



200612　安芸国賀茂郡竹原町　吉井家文書仮目録

(寛文13.孟夏). (洛陽寺町通本能寺前 八尾甚四
郎友春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2602
円機活法 詩学十七之十八

(寛文13.孟夏). (洛陽寺町通本能寺前 八尾甚四
郎友春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2603
円機活法 詩学十九之廿

(寛文13.孟夏). (洛陽寺町通本能寺前 八尾甚四
郎友春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2604
円機活法 詩学廿一之廿二

寛文13.孟夏. 洛陽寺町通本能寺前 八尾甚四
郎友春 梓行

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2605
円機活法 詩学廿三之廿四

(寛文12.極). (花洛寺町下本能寺前 八尾氏友
春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(86丁)

200612／2606
円機活法 韻学東微

(寛文12.極). (花洛寺町下本能寺前 八尾氏友
春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(93丁)

200612／2607
円機活法 韻学魚文

(寛文12.極). (花洛寺町下本能寺前 八尾氏友
春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(78丁)

200612／2608
円機活法 韻学元蕭

(寛文12.極). (花洛寺町下本能寺前 八尾氏友
春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(75丁)

200612／2609
円機活法 韻学肴陽

(寛文12.極). (花洛寺町下本能寺前 八尾氏友
春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(103丁)

200612／2610
円機活法 韻学庚咸

(寛文12.極). (花洛寺町下本能寺前 八尾氏友
春 梓行)

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(101丁)

200612／2611
円機活法 韻学十一・十二

寛文12.極. 花洛寺町下本能寺前 八尾氏友
春 梓行

慳貪「25」，整版，19.5×13.7㎝

竪冊・ 1冊(102丁)

200612／2612
円機活法 韻学十三・十四

(元禄12. 9). 八尾友春/(書林 大阪心斎橋順
慶町 敦賀屋九兵衛・池田弄華
軒 板)

慳貪「25」，整版，22.8×16.3㎝

竪冊・ 1冊(144丁)

200612／2613
頭書 聚分韻略（増字以呂波韻巻之上）

元禄12. 9. (八尾友春)/書林 大阪心斎橋順
慶町 敦賀屋九兵衛・池田弄華
軒 板

慳貪「25」，整版，22.8×16.3㎝

竪冊・ 1冊(173丁)

200612／2614
〔頭書 聚分韻略（増字以呂波韻巻之下）〕

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2615
新刻 太平記 一之二

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2616
新刻 太平記 三之四

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／2617
新刻 太平記五之六

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／2618
新刻 太平記 七之八
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(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(68丁)

200612／2619
新刻 太平記 九之十

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2620
新刻 太平記 十一之二

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(72丁)

200612／2621
新刻 太平記 十三之四

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(77丁)

200612／2622
新刻 太平記 十五之六

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(94丁)

200612／2623
新刻 太平記 十七之八

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／2624
新刻 太平記 十九之廿

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2625
新刻 太平記 廿一之二

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2626
新刻 太平記 廿三之四

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／2627
新刻 太平記 廿五之六

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2628
新刻 太平記 廿七之八

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2629
新刻 太平記 廿九之三十

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(64丁)

200612／2630
新刻 太平記 三十一之二

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(63丁)

200612／2631
新刻 太平記 三十三之四

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(60丁)

200612／2632
新刻 太平記 三十五之六

(寛文11).

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／2633
新刻 太平記 三十七之八

寛文11.

慳貪「26」，整版，27.5×19.8㎝，裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」と黒印

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2634
新刻 太平記 三十九之四十

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／2635
絵本楠公記　初編一

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2636
絵本楠公記　初編二
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享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2637
絵本楠公記　初編三

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2638
絵本楠公記　初編四

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／2639
絵本楠公記　初編五

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／2641
絵本楠公記　初編六

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2643
絵本楠公記　初編七

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2643
絵本楠公記　初編八

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(24丁)

200612／2644
絵本楠公記　初編九

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／2645
絵本楠公記　初編十

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2645
絵本楠公記　二編一

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／2646
絵本楠公記　二編二

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2647
絵本楠公記　二編三

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2648
絵本楠公記　二編四
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享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(26丁)

200612／2649
絵本楠公記　二編五

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2650
絵本楠公記　二編六

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2651
絵本楠公記　二編七

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2652
絵本楠公記　二編八

享和元.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2653
絵本楠公記　二編九

享和元.夏. 速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門，皇都書林 梅村伊
兵衛[他5名]

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／2654
絵本楠公記　二編十

文化 6.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門・奥田弥助，皇都書
林 梅村伊兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2655
絵本楠公記　三編一

文化 6.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門・奥田弥助，皇都書
林 梅村伊兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／2656
絵本楠公記　三編二

文化 6.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門・奥田弥助，皇都書
林 梅村伊兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／2657
絵本楠公記　三編三

文化 6.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門・奥田弥助，皇都書
林 梅村伊兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(25丁)

200612／2658
絵本楠公記　三編四

文化 6.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門・奥田弥助，皇都書
林 梅村伊兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2659
絵本楠公記　三編五

文化 6.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門・奥田弥助，皇都書
林 梅村伊兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(27丁)

200612／2660
絵本楠公記　三編六
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文化 6.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門・奥田弥助，皇都書
林 梅村伊兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2661
絵本楠公記　三編七

文化 6.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門・奥田弥助，皇都書
林 梅村伊兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／2662
絵本楠公記　三編八

文化 6.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門・奥田弥助，皇都書
林 梅村伊兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／2663
絵本楠公記　三編九

文化 6.夏. (速水春暁斎 述并画図/東都書
林 須原茂兵衛，浪華書林 鳥飼
市左右衛門・奥田弥助，皇都書
林 梅村伊兵衛[他5名])

慳貪「27」，整版，22.2×15.5㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2664
絵本楠公記　三編十

慳貪「28」

小横半・ 1冊

200612／2665
小謡頭書記

慳貪「28」

横半・ 1冊

200612／2666
宇祢女 はせを 勢見丸 山うは 車僧 たむら 熊さか ゑ
ひら 猩々

慳貪「28」

小竪冊・ 1冊

200612／2667
東北 羽衣 自然居士 西行桜 船弁慶 湯谷 かつらき 
田村 芦外 八嶋 海士

慳貪「28」

小竪冊・ 1冊

200612／2668
三輪 実盛 はしとみ 春日龍神 杜若 花筐 敦盛 たつ
た 高砂

享保18.かみなかりつき

慳貪「28」

横半・ 1冊

200612／2669
小鼓頭附

天明 3. 2.

慳貪「28」

竪冊・ 1冊

200612／2670
謡秘伝

正徳 6. 5.下旬 御書物師 林和泉

慳貪「28」，写本，22.6×16.2㎝

竪冊・ 1冊(6丁)

200612／2671
九十の賀

大正 6. 1.17 印刷 大島寿太郎 著

慳貪「28」，整版，23.2×16.4㎝

竪冊・ 1冊(8丁)

200612／2672
鞆浦

明治28. 2. 3 発行 喜多六平太 編纂

慳貪「28」，製版，23.2×16.2㎝

竪冊・ 1冊(9丁)

200612／2673
桜井

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2674
下掛謡本 高砂 弓八幡 養老 御裳濯 絵馬 一

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2675
下掛謡本 老松 白楽天 放生川 呉服 西王母 二

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2676
下掛謡本 加茂 氷室 嵐山 竹生嶋 和布刈 三
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安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／2677
下掛謡本 難波 白鬚 大社 源大夫 東方朔 四

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／2678
下掛謡本 玉井 金札 岩船 皇帝 道明寺 五

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2679
下掛謡本 田村 八嶋 箙 兼平 実盛 六

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2680
下掛謡本 朝長 忠慶 通盛 清経 俊成忠度

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2681
下掛謡本 頼政 あつもり 知章 経政 巴 八

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2682
下掛謡本 東北 はせを 野々宮 江口 楊貴妃 九

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2683
下掛謡本 湯谷 松風 井筒 采女 六浦 十

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2684
下掛謡本 千寿 班女 二人静 吉野静 佛原 十一

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(35丁)

200612／2685
下掛謡本 夕顔 半蔀 浮舟 玉葛 源氏供養 十二

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2686
下掛謡本 誓願寺 葛城 三輪 竜田 巻絹 十三

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／2687
下掛謡本 羽衣 杜若 小塩 遊行柳 西行桜 十四

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(45丁)

200612／2688
下掛謡本 春日龍神 野守 鵜飼 錦木 舟橋 十五

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2689
下掛謡本 小鍛冶 雷電 殺生石 鵺 鐘馗 十六

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2690
下掛謡本 是界 鞍馬天狗 車僧 大会 舎利 十七

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2691
下掛謡本 自然居士 東岸居士 華月 放下僧 藤栄 十
八

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(62丁)

200612／2692
下掛謡本 盛久 芦刈 安宅 春栄 小督 十九
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安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2693
下掛謡本 調伏曽我 元服曽我 小袖曽我 夜討曽我 
禅師曽我 二十

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／2694
下掛謡本 鸚鵡小町 関寺小町 卒都婆小町 檜垣 伯
母捨 廿一

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2695
下掛謡本 定家 木賊 景清 隅田川 雨月 廿二

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2696
下掛謡本 石橋 望月 国栖 昭君 山姥 廿三

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／2697
下掛謡本 道成寺 葵上 黒塚 紅葉狩 船弁慶 廿四

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2698
下掛謡本 鳥頭 藤渡 河漕 通小町 女郎花 廿五

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2699
下掛謡本 月宮殿 邯鄲 天鼓 富士太鼓 梅枝 廿六

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2700
下掛謡本 柏崎 百万 三井寺 桜川 篭太鼓 廿七

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2701
下掛謡本 鉢木 七騎落 正尊 橋弁慶 熊坂 廿八

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2702
下掛謡本 蟻道 歌占 唐船 張良 項羽 廿九

安永 5. 東都書林 戸倉屋喜兵衛・須原
屋茂兵衛

慳貪「28」，整版，22.7×16.4㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2703
下掛謡本 海人 当麻 絃上 融 猩々 三十

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2704
増補当流謳直伝元本 高砂 たむら 熊野 はん女 鵜飼
 一

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2705
増補当流謳直伝元本　難波 かねひら 千手 そとは小
町 舟弁慶 二

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／2706
増補当流謳直伝元本 老松 よりまさ 井筒 はちの木 
羽衣 三

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2707
増補当流謳直伝元本 白楽天 さねもり 玉かつら 柏崎
 とほる 四

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2708
増補当流謳直伝元本 養老 きよつね 采女 あふひの
上 遊行柳 五
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元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2709
増補当流謳直伝元本　竹生嶋 朝長 おはすて 三井寺
 阿漕 六

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2710
増補当流謳直伝元本 志賀 ぬえ 小原御幸 紅葉狩 
梅かえ 七

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2711
増補当流謳直伝元本 蟻通 たゝのり 楊貴妃 とくさ 藤
戸 八

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2712
増補当流謳直伝元本 玉乃井 景清 かきつはた 安達
原 たうま 九

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2713
増補当流謳直伝元本 賀茂 俊寛 松かせ 西行桜 誓
願寺 十

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2714
増補当流謳直伝元本 くれは 八嶋 あふむ小町 さくら
川 東岸居士 十一

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2715
増補当流謳直伝元本 あま 鞍馬天狗 定か 蝉丸 猩々
 十二

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2716
増補当流謳直伝元本 龍田 あつもり 夕かほ すミた川
 うとふ 十三

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2717
増補当流謳直伝元本 春日龍神 ふなはし 江口 はな
かたミ 源氏供養 十四

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2718
増補当流謳直伝元本 山姥 みちもり 檜垣 冨士太鼓 
おしほ 十五

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2719
増補当流謳直伝元本 芦苅 善界 はせを 通小町 天鼓
 十六

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2720
増補当流謳直伝元本 右近 おミなへし 関寺小町 二
人しつか 浮舟 十七

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2721
増補当流謳直伝元本 三輪 あたか 軒端梅 にしき木 
雲林院 十八

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2722
増補当流謳直伝元本 白鬚 もりひさ 仏ハら 道成寺 
唐船 十九

元禄 8. 9. 岡田三郎右衛門新開

慳貪「29」，整版，23×16.5㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2723
増補当流謳直伝元本 邯鄲 殺生石 野の宮 百万 自
然居士 廿

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2724
観世謡本 ゆミやハた 経政 弱法師 皇帝 大会 一
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元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝，裏表紙に「本米屋」と書入れ

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／2725
観世謡本 雞たつた 箙 きぬた 松山鏡 舞車 二

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(37丁)

200612／2726
観世謡本 室君 俊成忠則 葉蔀 籠太鼓 道明寺 三

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2727
観世謡本 東方朔 元服曽我 竹の雪 張良 放家僧 四

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2728
観世謡本 佐保山 橋弁慶 身延 国栖 望月 五

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2729
観世謡本 常陸帯 知章 碁 雷電 大般若 六

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2730
観世謡本 絵馬 歌うら 朝■ 池にへ 一角仙人 七

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2731
観世謡本 葛城 七騎落 水無瀬 大江山 かね引 八

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／2732
観世謡本 鶴亀 小督 小袖曽我 氷室 春栄 九

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2733
観世謡本 金札 落葉 よし野静 綱 花月 十

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(36丁)

200612／2734
観世謡本 寝覚 巻絹 雨月 かつらき天狗 輪蔵 十一

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2735
観世謡本 和布刈 正尊 祗王 舎利 鳥追 十二

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／2736
観世謡本 西王母 錦戸 絃上 野もり 土くるま 十三

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2737
観世謡本 泰山府君 感陽宮 すまけんし 石橋 三笑 十
四

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／2738
観世謡本 小鍛冶 鷺 照君 大佛供養 鉄輪 十五

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2739
観世謡本 放生川 接待 雲雀山 現在鵺 鐘馗 十六

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2740
観世謡本 あらし山 くまさか 松虫 項羽 藤栄 十七　
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元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2741
観世謡本 大社 巴 護法 くるま僧 正儀世守 十八

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2742
観世謡本 源大夫 生田敦盛 さうし洗 土蜘 竜虎 十九

元禄14. 6. 大坂呉服町淀屋橋筋 深江屋太
郎兵衛

慳貪「30」，整版，22.5×16.3㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2743
観世謡本 松尾 木曾願書 三山 藍染川 呂后 二十

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2744
改正 観世当流謳 高砂 田村 湯谷 班女 鵜飼 一

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2745
改正 観世当流謳 難波 兼平 千手 卒塔婆小町 舟弁
慶 二

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2746
改正 観世当流謳 老松 より政 井筒 鉢木 はころも 三

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2747
改正 観世当流謳 白楽天 さねもり 玉かつら 柏崎 と
をる 四

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2748
改正 観世当流謳 養老 清つね 采女 あふひの上 遊
行柳 五

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2749
改正 観世当流謳 竹生嶋 ともなか 伯母捨 三井寺 あ
こき 六

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2750
改正 観世当流謳 志賀 ぬえ 小原御幸 もみち狩 梅か
枝 七

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2751
改正 観世当流謳 蟻道 忠則 楊貴妃 とくさ 藤戸 八

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2752
改正 観世当流謳 玉乃井 景清 かきつはた 安達原 
当摩 九

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2753
改正 観世当流謳 かも 俊寛 松風 西行桜 誓願寺 十

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2754
改正 観世当流謳 呉服 やしま おふむ小町 さくら川 
東岸居士 十一

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2755
改正 観世当流謳 海士 鞍馬天狗 定家 蝉丸 猩々 十
二

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2756
改正 観世当流謳 たつた 敦もり ゆふかほ すみた川 
うとふ 十三

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2757
改正 観世当流謳 春日龍神 ふなはし 江口 はなかた
ミ 源氏供養 十四
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元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2758
改正 観世当流謳 山姥 みちもり 檜垣 冨士太鼓 をし
ほ 十五

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2759
改正 観世当流謳 芦苅 善界 はせを 通小町 天鼓 十
六

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／2760
改正 観世当流謳 右近 女郎花 関寺小町 二人静 うき
舟 十七

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(54丁)

200612／2761
改正 観世当流謳 三輪 あたか 軒端梅 にしき木 雲林
院 十八

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2762
改正 観世当流謳 しら鬚 もり久 仙乃原 道成寺 唐船 
十九

元禄 2. 村上平楽寺 板行

慳貪「31」，整版，22.7×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2763
改正 観世当流謳 邯鄲 殺生石 野乃宮 百萬 自然居
士 廿

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2764
放生川 箙 籠落葉 国柄 一

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2765
和布刈 望月 半蔀 粉川寺 葛城天狗 二

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2766
源太夫 大江山 身延 高野物狂 野守 三

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2767
江乃嶋 熊坂 吉野静 出車 小鍛冶 四

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2768
鶴亀 松栄 碪 丹後物狂 車僧 五

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(43丁)

200612／2769
寝覚 綱 須磨源氏 弱法師 大般若 六

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2770
西王母 大仏供養 六浦 歌占 松山鏡 七

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2771
伏見 俊成忠則 草紙洗小町 松虫 石橋 八

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2772
淡路 橋弁慶 護法 放下僧 鐘引 九

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2773
金札 知章 三山 竹の雪 鷺 十
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元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2774
弓八幡 経政 胡蝶 鳥追 正儀世守 十一

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2775
九世戸 項羽 舞車 藍染川 一角仙人 十二

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／2776
岩船 生田敦盛 摂待 木曾願書 鐘馗 十三

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2777
大社 巴 小督 鉄輪 調伏曽我 十四

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2778
道明寺 七騎落 雨月 綾鼓 常陸帯 十五

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2779
御裳濯川 元服曽我 絃上 花月 現在鵺 十六

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2780
室君 壇風 照君 三笑 舎利 十七

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2781
佐保山 土蜘蛛 祗王 巻絹 谷行 十八

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2782
東方朔 正尊 碁 賀茂物狂 張良 十九

元禄 3. 6. 二条通御幸町西江入町 山本長
兵衛 板

慳貪「32」，整版，22.4×16.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2783
嵐山 碇潜 雲雀山 藤栄 雷電　廿

慳貪「33」，整版，22.3×15.8㎝

竪冊・ 1冊(84丁)

200612／2784
当流蘭曲上

(延宝 5.仲夏). 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝，切継紙・折紙ほか4枚付

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2785
高砂 八嶋 野々宮 あふひの上 うとふ 一

延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2786
難波 よりまさ 松風村雨 通小町 うかひ 二

延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2787
海士 朝長 定家 あこき 東岸居士 三

延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2788
白ひけ 舟橋 江口 千手重衡 船弁慶 四

延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2789
羽衣 清経 檜垣 小袖曽我 殺生石 五

延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2790
たつた 鉢木 そとわ小町 女郎花 猩々 七

延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2791
加茂 田村 浮舟 蝉丸 とをる 八
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延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝，表紙見返しに「竹原 吉井氏」と書入れ

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2792
竹生嶋 西行桜 はせを 富士太鼓 安宅 十一

延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2793
右近 兼ひら 姥捨 錦木 鞍馬天狗 十二

延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2794
志賀 実盛 夕かほ 誓願寺 天鼓 十三

延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝，竪紙1点付

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2795
をしほ 山姥 佛乃はら さくら川 春日竜神 十五

延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2796
白楽天 熊谷 うねめ 当磨 二人静 十六

延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2797
邯鄲 もり久 井筒 三井寺 遊行柳 十七

延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2798
かつらき 景清 はん女 源氏供養 雲林院 十八

延宝 5.仲夏. 二條通 武村新兵衛 板行

慳貪「33」，整版，22.7×16.7㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2799
呉服 俊寛 楊貴妃 柏崎 安達原 十九

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2800
高砂 やしま 野々宮 あふ日の上 うとふ

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2801
難波 より政 まつ風 かよひ小町 うかひ

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2802
海人 朝長 定家 あこき 東岸居士

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2803
白鬚 舟橋 江口 千手重衡 船弁慶

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2804
羽ころも 清経 檜垣 小袖そか 殺生石

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2805
三輪 忠のり 小原御幸 百万 せかい（善界）

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2806
立多 鉢木 そとは小町 女郎花 猩々

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2807
かも 多村 浮船 せミ丸 とをる

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2808
蘆刈 ミち盛 東北 杜若 唐舟

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2809
あり通 夜討そか 梅かえ 花形見 ぬゑ
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天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2810
竹生嶋 西行桜 はせを ふし太鼓 安宅

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2811
右近 兼平 伯母捨 錦木 くらま天く

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2812
しか 実盛 夕かほ 誓願寺 天鼓

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2813
養老 あつ盛 開寺小町 自然居士 紅葉かり

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2814
小塩 山姥 佛の原 桜川 春日龍神

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2815
白楽天 熊野 うねめ 当磨 ふたり静

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2816
邯鄲 もり久 ゐつゝ 三ゐ寺 遊行柳

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2817
かつらき 景清 班女 源氏供養 雲林院

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(49丁)

200612／2818
くれは 俊寛 楊貴妃 かしわ崎 安達か原

天和 3.卯. 洛陽寺町通和泉式部前 秋田屋
五郎兵衛 新板

慳貪「34」，整版，22.7×16.6㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2819
老松 ふち戸 玉かつら あふむ小町 隅多川

(明治11. 2.発兌) 皇都書林 五車楼 梓行/(編輯者 
菊池純/出版人 藤井孫兵衛)

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2820
国史略 二編 一

(明治11. 2.発兌) (皇都書林 五車楼 梓行/編輯者 
菊池純/出版人 藤井孫兵衛)

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(33丁)

200612／2821
国史略 二編 二

(明治11. 2.発兌) (皇都書林 五車楼 梓行/編輯者 
菊池純/出版人 藤井孫兵衛)

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(41丁)

200612／2822
国史略 二編 三

(明治11. 2.発兌) (皇都書林 五車楼 梓行/編輯者 
菊池純/出版人 藤井孫兵衛)

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(42丁)

200612／2823
国史略 二編 四

明治11. 2.発兌 (皇都書林 五車楼 梓行)/編輯者
 菊池純/出版人 藤井孫兵衛

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2824
国史略 二編 五

(明治13. 5.発兌) 皇都書林 五車楼 梓行/(編輯者 
菊池純/出版人 藤井孫兵衛)

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(95丁)

200612／2825
国史略 三編 一
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(明治13. 5.発兌) (皇都書林 五車楼 梓行/編輯者 
菊池純/出版人 藤井孫兵衛)

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／2826
国史略 三編 二

(明治13. 5.発兌) (皇都書林 五車楼 梓行/編輯者 
菊池純/出版人 藤井孫兵衛)

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2827
国史略 三編 三

(明治13. 5.発兌) (皇都書林 五車楼 梓行/編輯者 
菊池純/出版人 藤井孫兵衛)

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(61丁)

200612／2828
国史略 三編 四

明治13. 5.発兌 (皇都書林 五車楼 梓行)/編輯者
 菊池純/出版人 藤井孫兵衛

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(81丁)

200612／2829
国史略 三編 五

(明治 8.11.14) 五車楼 梓/(標註者 奥野精一/
出版人 藤井孫兵衛)

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2830
増補 元明史略 一

(明治 8.11.14) (五車楼 梓/標註者 奥野精一/
出版人 藤井孫兵衛)

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(57丁)

200612／2831
増補 元明史略 二

(明治 8.11.14) (五車楼 梓/標註者 奥野精一/
出版人 藤井孫兵衛)

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(48丁)

200612／2832
増補 元明史略 三

明治 8.11.14 (五車楼 梓)/標註者 奥野精一/
出版人 藤井孫兵衛

慳貪「37」，整版，25.8×18.3㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2833
増補 元明史略 四

(明治13. 7.16) 岡白駒先生 箋註/佐々木向陽
先生標疏/(反刻人 塩冶芳兵衛)

慳貪「37」，整版，25.6×18.0㎝

竪冊・ 1冊(81丁)

200612／2834
箋註蒙求校本 反刻 上

(明治13. 7.16) 岡白駒先生 箋註/佐々木向陽
先生標疏/(反刻人 塩冶芳兵衛)

慳貪「37」，整版，25.6×18.0㎝

竪冊・ 1冊(67丁)

200612／2835
箋註蒙求校本 反刻 中

明治13. 7.16 岡白駒先生 箋註/佐々木向陽
先生標疏/反刻人 塩冶芳兵衛

慳貪「37」，整版，25.6×18.0㎝

竪冊・ 1冊(69丁)

200612／2836
箋註蒙求校本 反刻 下

(明治13. 4). 著者 頼久太郎/(出版人 頼又次
郎)

慳貪「37」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2837
日本政記 一

(明治13. 4). 著者 頼久太郎/(出版人 頼又次
郎)

慳貪「37」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(46丁)

200612／2838
日本政記 二

(明治13. 4). 著者 頼久太郎/(出版人 頼又次
郎)

慳貪「37」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2839
日本政記 三

(明治13. 4). 著者 頼久太郎/(出版人 頼又次
郎)

慳貪「37」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(72丁)

200612／2840
日本政記 四

(明治13. 4). 著者 頼久太郎/(出版人 頼又次
郎)

慳貪「37」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(74丁)

200612／2841
日本政記 五
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(明治13. 4). 著者 頼久太郎/(出版人 頼又次
郎)

慳貪「37」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2842
日本政記 六

(明治13. 4). 著者 頼久太郎/(出版人 頼又次
郎)

慳貪「37」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2843
日本政記 七

明治13. 4. 著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎

慳貪「37」，整版，25.5×18.3㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2844
日本政記 八

天保13. 5. 大阪 河内屋茂兵衛[他7名]

慳貪「36」，整版，15.5×10.8㎝，帙一括

小竪冊・ 1括(2冊)

200612／2845
詩工錘鑿 再刻 上・下

御用御書物所 東洞院三條上ル
町 村上勘兵衛

慳貪「36」，整版，12.6×18.5㎝

横半・ 1冊(71丁)

200612／2846
職員録

明治12. 1. 9 編輯人 山脇巍/出版人 吉岡平
助/翻刻人 石田才次郎

慳貪「36」，整版，12.2×8.9㎝

小竪冊・ 1冊(68
丁)

200612／2847
今體頴才文鈔 三編 全

明治12. 3.15 編纂兼出版人 長尾景弼／博文
社 印行

慳貪「36」，12.9×9..5㎝

上製本（小小型）・
 1冊(307頁)

200612／2848
区画改正 戸長職務心得 全

慳貪「36」，整版，15.4×10.8㎝

小竪冊・ 1冊(157
丁)

200612／2849
正字画引 大益分韻便覧 詩文押義

(天保14). (江府書林 千鐘房 須原屋茂兵
衛 蔵版)

慳貪「36」，整版，15.7×11.2㎝

小竪冊・ 1冊(183
丁)

200612／2850
〔新板改正 天保武鑑 御大名衆 巻之一〕

(天保14). (江府書林 千鐘房 須原屋茂兵
衛 蔵版)

慳貪「36」，整版，15.7×11.2㎝

小竪冊・ 1冊(176
丁)

200612／2851
新板改正 天保武鑑 御大名衆 巻之二

天保14. 江府書林 千鐘房 須原屋茂兵衛
 蔵版

慳貪「36」，整版，15.7×11.2㎝

小竪冊・ 1冊(121
丁)

200612／2852
新板改正 天保武鑑 御役人衆 巻之三

(天保14). (江府書林 千鐘房 須原屋茂兵
衛 蔵版)

慳貪「36」，整版，15.7×11.2㎝

小竪冊・ 1冊(45
丁)

200612／2853
新板改正 天保武鑑 西御丸附 巻之四

(明治 8.11.14) (編次者 岩垣 松苗/出版人 藤井
孫兵衛)

慳貪「36」，整版，18.3×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(112
丁)

200612／2854
訂正 国史略 一

(明治 8.11.14) (編次者 岩垣 松苗/出版人 藤井
孫兵衛)

慳貪「36」，整版，18.3×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(94
丁)

200612／2855
訂正 国史略 二

(明治 8.11.14) (編次者 岩垣 松苗/出版人 藤井
孫兵衛)

慳貪「36」，整版，18.3×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(98
丁)

200612／2856
訂正 国史略 三

(明治 8.11.14) (編次者 岩垣 松苗/出版人 藤井
孫兵衛)

慳貪「36」，整版，18.3×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(116
丁)

200612／2857
訂正 国史略 四
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明治 8.11.14 編次者 岩垣 松苗/出版人 藤井
孫兵衛

慳貪「36」，整版，18.3×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(82
丁)

200612／2858
訂正 国史略 五

(明治10. 7.17) 補訂 藍田東亀年/版主 岡田茂
兵衛[他3名]

慳貪「36」，整版，18.5×12.5㎝

小竪冊・ 1冊(60
丁)

200612／2859
藍田補訂 文章軌範評林 一

(明治10. 7.17) 補訂 藍田東亀年/版主 岡田茂
兵衛[他3名]

慳貪「36」，整版，18.5×12.5㎝

小竪冊・ 1冊(53
丁)

200612／2860
藍田補訂 文章軌範評林 二

(明治10. 7.17) 補訂 藍田東亀年/版主 岡田茂
兵衛[他3名]

慳貪「36」，整版，18.5×12.5㎝

小竪冊・ 1冊(60
丁)

200612／2861
藍田補訂 文章軌範評林 三

(明治10. 7.17) 補訂 藍田東亀年/版主 岡田茂
兵衛[他3名]

慳貪「36」，整版，18.5×12.5㎝

小竪冊・ 1冊(49
丁)

200612／2862
藍田補訂 文章軌範評林 四

(明治10. 7.17) 補訂 藍田東亀年/版主 岡田茂
兵衛[他3名]

慳貪「36」，整版，18.5×12.5㎝

小竪冊・ 1冊(51
丁)

200612／2863
藍田補訂 文章軌範評林 五

明治10. 7.17 補訂 藍田東亀年/版主 岡田茂
兵衛[他3名]

慳貪「36」，整版，18.5×12.5㎝

小竪冊・ 1冊(73
丁)

200612／2864
藍田補訂 文章軌範評林 六

明治14.11.16 編纂人 関徳/出版人 吉岡平助/
発行書肆 北村幸二郎[他4名]

慳貪「36」，整版，17.7×12.3㎝

小竪冊・ 1冊(16
丁)

200612／2865
頭書図彙 増補十八史略字引大全 歴代沿革略図 関
徳編纂 下

元禄 8. 書林 梅邨弥白子 寿梓

慳貪「36」，整版，15.4×10.7㎝

小竪冊・ 1冊(25
丁)

200612／2866
新改正服忌令

(明治 9.12.22) (原書相続人・校訂者版主 頼又
二郎/大坂書林発兌 岡田茂兵
衛[他2名])

慳貪「36」，整版，18.5×12.6㎝

小竪冊・ 1冊(45
丁)

200612／2867
頼復校訂 通議 上

(明治 9.12.22) (原書相続人・校訂者版主 頼又
二郎/大坂書林発兌 岡田茂兵
衛[他2名])

慳貪「36」，整版，18.5×12.6㎝

小竪冊・ 1冊(39
丁)

200612／2868
頼復校訂 通議 中

明治 9.12.22 原書相続人・校訂者版主 頼又
二郎/大坂書林発兌 岡田茂兵
衛[他2名]

慳貪「36」，整版，18.5×12.6㎝

小竪冊・ 1冊(37
丁)

200612／2869
頼復校訂 通議 下

明治7.10. 林正躬 輯/発行書林 浅井吉兵
衛[他9名]

慳貪「36」，整版，18.7×12.7㎝，表紙・裏表紙に「中村二郎」と書入れ

小竪冊・ 1冊(32
丁)

200612／2870
林氏輯 日本政記考證 乾

明治7.10. 林正躬 輯/発行書林 浅井吉兵
衛[他9名]

慳貪「36」，整版，18.7×12.7㎝，表紙・裏表紙に「中村二郎」と書入れ

小竪冊・ 1冊(26
丁)

200612／2871
林氏輯 日本政記考證 坤

文政丙戌(9). 9. 男延光 謹書

慳貪「36」，整版，18.2×12.6㎝

小竪冊・ 1冊(64
丁)

200612／2872
青山延于 著述 皇朝史略 一

文政丙戌(9). 9. 男延光 謹書

慳貪「36」，整版，18.2×12.6㎝

小竪冊・ 1冊(66
丁)

200612／2873
青山延于 著述 皇朝史略 三
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文政丙戌(9). 9. 男延光 謹書

慳貪「36」，整版，18.2×12.6㎝

小竪冊・ 1冊(66
丁)

200612／2874
青山延于 著述 皇朝史略 四

文政丙戌(9). 9. 男延光 謹書

慳貪「36」，整版，18.2×12.6㎝

小竪冊・ 1冊(44
丁)

200612／2875
青山延于 著述 皇朝史略 五

文政丙戌(9). 9. 男延光 謹書

慳貪「36」，整版，18.2×12.6㎝

小竪冊・ 1冊(73
丁)

200612／2876
青山延于 著述 皇朝史略 六

天保辛卯(2).10. 水藩 青山延于 謹撰/男延光 校

慳貪「36」，整版，18.2×12.6㎝

小竪冊・ 1冊(39
丁)

200612／2877
青山延于 著述 続皇朝史略 一

天保辛卯(2).10. 水藩 青山延于 謹撰/男延光 校

慳貪「36」，整版，18.2×12.6㎝

小竪冊・ 1冊(51
丁)

200612／2878
青山延于 著述 続皇朝史略 二

天保辛卯(2).10. 水藩 青山延于 謹撰/男延光 校

慳貪「36」，整版，18.2×12.6㎝

小竪冊・ 1冊(53
丁)

200612／2879
青山延于 著述 続皇朝史略 三

弘化 4. 9. (西肥古賀坤 識)/美作邸 夢霞楼
 蔵版

慳貪「36」，整版，26.5×18.4㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2880
坤輿図識補 一

(弘化 4. 9). (西肥古賀坤 識/美作邸 夢霞楼 
蔵版)

慳貪「36」，整版，26.5×18.4㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2881
坤輿図識補 二

(弘化 4. 9). (西肥古賀坤 識/美作邸 夢霞楼 
蔵版)

慳貪「36」，整版，26.5×18.4㎝

竪冊・ 1冊(53丁)

200612／2882
坤輿図識補 三

弘化 4. 9. 西肥古賀坤 識(/美作邸 夢霞楼 
蔵版)

慳貪「36」，整版，26.5×18.4㎝

竪冊・ 1冊(51丁)

200612／2883
坤輿図識補 四

弘化 2.如月. (紫溟古賀煋 識)/美作邸 夢霞楼
 蔵版

慳貪「36」，整版，26.4×18.5㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2884
坤輿図識 天

(弘化 2.如月). (紫溟古賀煋 識/美作邸 夢霞楼 
蔵版)

慳貪「36」，整版，26.4×18.5㎝

竪冊・ 1冊(40丁)

200612／2885
坤輿図識 地

(弘化 2.如月). (紫溟古賀煋 識/美作邸 夢霞楼 
蔵版)

慳貪「36」，整版，26.4×18.5㎝

竪冊・ 1冊(50丁)

200612／2886
坤輿図識 人

天保壬寅(13). 広島奥田頼杖翁 講話，江戸 平
野橘翁 聞書/書舗 玉章堂

慳貪「36」，整版，22.8×15.8㎝，裏表紙見返しに「本米屋」と書入れ

竪冊・ 1冊(16丁)

200612／2887
石門心学道の話 初篇 上

芸陽 奥田寿太 講話，東武 平野
橘翁 聞書

慳貪「36」，整版，22.8×15.8㎝

竪冊・ 1冊(17丁)

200612／2888
石門心学道の話 三篇 上

芸陽 奥田寿太 講話，東武 平野
橘翁 聞書

慳貪「36」，整版，22.8×15.8㎝

竪冊・ 1冊(19丁)

200612／2889
石門心学道の話 三篇 中
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慳貪「36」，整版，23.2×16.4㎝，表紙・裏表紙見返しに「竹原・米屋半三郎」の印あり，裏表紙に「吉井氏」と書入れ

竪冊・ 1冊(44丁)

200612／2890
新板改正 小学内篇

慳貪「36」，整版，23.2×16.4㎝

竪冊・ 1冊(62丁)

200612／2891
新板改正 小学外篇

(寛政 5. 6). (大坂書林 渋川與左衛門[他3
名])

慳貪「36」，整版，22.8×16.0㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／2892
四書 一

(寛政 5. 6). (大坂書林 渋川與左衛門[他3
名])

慳貪「36」，整版，22.8×16.0㎝

竪冊・ 1冊(56丁)

200612／2893
四書 二

(寛政 5. 6). (大坂書林 渋川與左衛門[他3
名])

慳貪「36」，整版，22.8×16.0㎝

竪冊・ 1冊(52丁)

200612／2894
四書 三

寛政 5. 6. 大坂書林 渋川與左衛門[他3名]

慳貪「36」，整版，22.8×16.0㎝

竪冊・ 1冊(67丁)

200612／2895
四書 四

明治12. 6.13 平田篤胤/再板人 故篤胤孫・平
田胤雄

慳貪「36」，整版，23.3×15.8㎝

竪冊・ 1冊(136丁)

200612／2896
考訂再版 古史成文 一二三

(明治10. 3.20)版権免
許

洲長英/(評註并出版人 近藤圭
造/発兌書林 稲田佐吉[他3名])

慳貪「36」，整版，22.8×15.4㎝

竪冊・ 1冊(80丁)

200612／2897
万国史標 十八史略評註 近藤圭造 評註 一

(明治10. 3.20)版権免
許

(洲長英/評註并出版人 近藤圭
造/発兌書林 稲田佐吉[他3名])

慳貪「36」，整版，22.8×15.4㎝

竪冊・ 1冊(65丁)

200612／2898
万国史標 十八史略評註 近藤圭造 評註 二

(明治10. 3.20)版権免
許

(洲長英/評註并出版人 近藤圭
造/発兌書林 稲田佐吉[他3名])

慳貪「36」，整版，22.8×15.4㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／2899
万国史標 十八史略評註 近藤圭造 評註 三

(明治10. 3.20)版権免
許

(洲長英/評註并出版人 近藤圭
造/発兌書林 稲田佐吉[他3名])

慳貪「36」，整版，22.8×15.4㎝

竪冊・ 1冊(47丁)

200612／2900
万国史標 十八史略評註 近藤圭造 評註 四

(明治10. 3.20)版権免
許

(洲長英/評註并出版人 近藤圭
造/発兌書林 稲田佐吉[他3名])

慳貪「36」，整版，22.8×15.4㎝

竪冊・ 1冊(58丁)

200612／2901
万国史標 十八史略評註 近藤圭造 評註 五

(明治10. 3.20)版権免
許

(洲長英/評註并出版人 近藤圭
造/発兌書林 稲田佐吉[他3名])

慳貪「36」，整版，22.8×15.4㎝

竪冊・ 1冊(55丁)

200612／2902
万国史標 十八史略評註 近藤圭造 評註 六

明治10. 3.20版権免許 (洲長英)/評註并出版人 近藤圭
造/発兌書林 稲田佐吉[他3名]

慳貪「36」，整版，22.8×15.4㎝

竪冊・ 1冊(84丁)

200612／2903
万国史標 十八史略評註 近藤圭造 評註 七

享和癸亥(3). 9. 頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序

慳貪「36」，整版，22.4×15.7㎝

竪冊・ 1冊(39丁)

200612／2904
芸備孝義伝 広島 巻一

(享和癸亥(3). 9). (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序)

慳貪「36」，整版，22.4×15.7㎝

竪冊・ 1冊(29丁)

200612／2905
芸備孝義伝 沼田・安芸 巻二

(享和癸亥(3). 9). (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序)

慳貪「36」，整版，22.4×15.7㎝

竪冊・ 1冊(31丁)

200612／2906
芸備孝義伝 佐伯・山県 巻三

(享和癸亥(3). 9). (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序)

慳貪「36」，整版，22.4×15.7㎝

竪冊・ 1冊(28丁)

200612／2907
芸備孝義伝 高田・高宮 巻四
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(享和癸亥(3). 9). (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序)

慳貪「36」，整版，22.4×15.7㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／2908
芸備孝義伝 賀茂・豊田 巻五

(享和癸亥(3). 9). (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序)

慳貪「36」，整版，22.4×15.7㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2909
芸備孝義伝 御調・甲奴 巻六

(享和癸亥(3). 9). (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序)

慳貪「36」，整版，22.4×15.7㎝

竪冊・ 1冊(34丁)

200612／2910
芸備孝義伝 世羅・三谿・奴可・三上・三次・恵蘇 巻七

寛政 9. 3. 頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序/平
安 瑶芳堂 発兌

慳貪「36」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(38丁)

200612／2911
芸備孝義伝 序例・広島 巻一

(寛政 9. 3.) (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序/
平安 瑶芳堂 発兌)

慳貪「36」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(22丁)

200612／2912
芸備孝義伝 沼田・安芸 巻二

(寛政 9. 3.) (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序/
平安 瑶芳堂 発兌)

慳貪「36」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(20丁)

200612／2913
芸備孝義伝 佐伯・山県 巻三

(寛政 9. 3.) (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序/
平安 瑶芳堂 発兌)

慳貪「36」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(17丁)

200612／2914
芸備孝義伝 高田・高宮 巻四

(寛政 9. 3.) (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序/
平安 瑶芳堂 発兌)

慳貪「36」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／2915
芸備孝義伝 賀茂・豊田 巻五

(寛政 9. 3.) (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序/
平安 瑶芳堂 発兌)

慳貪「36」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(17丁)

200612／2916
芸備孝義伝 御調・甲奴 巻六

(寛政 9. 3.) (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序/
平安 瑶芳堂 発兌)

慳貪「36」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2917
芸備孝義伝 世羅・三谿 巻七

(寛政 9. 3.) (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序/
平安 瑶芳堂 発兌)

慳貪「36」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(30丁)

200612／2918
芸備孝義伝 奴可・三上 巻八

(寛政 9. 3.) (頼惟完 撰，頼惟柔（杏坪) 序/
平安 瑶芳堂 発兌)

慳貪「36」，整版，22.7×15.8㎝

竪冊・ 1冊(23丁)

200612／2919
芸備孝義伝 三次・恵蘇 巻九

嘉永3. 5. 発兌書林 大阪 秋田屋太右衛門
[他8名]

慳貪「36」，整版，7.0×15.7㎝

小横半・ 1冊(132
丁)

200612／2920
懐寶数引節用集

寛政12. 3.再板 大阪 上田宇兵衛[他6名]

慳貪「36」，整版，7.3×16.0㎝

小横半・ 1冊(64
丁)

200612／2921
新撰和漢書画一覧

慳貪「36」，整版，15.9×11.0㎝

小竪冊・ 1冊(40
丁)

200612／2922
神祇 神名記 上

慳貪「36」，整版，15.9×11.0㎝

小竪冊・ 1冊(58
丁)

200612／2923
神祇 神名記 中

慳貪「36」，整版，15.9×11.0㎝

小竪冊・ 1冊(78
丁)

200612／2924
神祇 神名記 下
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(明治16. 2.再版) (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.2×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(79
丁)

200612／2925
日本外史 一

(明治16. 2.再版) (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.2×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(92
丁)

200612／2926
日本外史 二

(明治16. 2.再版) (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.2×12.7㎝，表紙見返しに「拾二冊之四」，裏表紙見返しに「竹原 上吉井氏」と書入れ

小竪冊・ 1冊(92
丁)

200612／2927
日本外史 三

(明治16. 2.再版) (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.2×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(92
丁)

200612／2928
日本外史 四

(明治16. 2.再版) (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.2×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(92
丁)

200612／2929
日本外史 五

(明治16. 2.再版) (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.2×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(98
丁)

200612／2930
日本外史 六

(明治16. 2.再版) (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.2×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(77
丁)

200612／2931
日本外史 七

(明治16. 2.再版) (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.2×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(100
丁)

200612／2932
日本外史 八

(明治16. 2.再版) (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.2×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(80
丁)

200612／2933
日本外史 九

(明治16. 2.再版) (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.2×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(69
丁)

200612／2934
日本外史 十

(明治16. 2.再版) (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.2×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(68
丁)

200612／2935
日本外史 十一

明治16. 2.再版 著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名]

慳貪「36」，整版，18.2×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(62
丁)

200612／2936
日本外史 十二

(明治13. 6). (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.6×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(83
丁)

200612／2937
日本外史 一

(明治13. 6). (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.6×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(92
丁)

200612／2938
日本外史 二
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(明治13. 6). (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.6×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(92
丁)

200612／2939
日本外史 四

(明治13. 6). (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.6×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(92
丁)

200612／2940
日本外史 五

(明治13. 6). (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.6×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(98
丁)

200612／2941
日本外史 六

(明治13. 6). (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.6×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(77
丁)

200612／2942
日本外史 七

(明治13. 6). (著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名])

慳貪「36」，整版，18.6×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(69
丁)

200612／2943
日本外史 十

明治13. 6. 著者 頼久太郎/出版人 頼又次
郎/発兌書林 山内五郎助[他3
名]

慳貪「36」，整版，18.6×12.7㎝

小竪冊・ 1冊(68
丁)

200612／2944
日本外史 十二
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