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凡 　例

1 本目録には，広島県尾道市青木茂氏旧蔵文書を掲載した。

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（200004）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】 103/7-1 → 200004／103／7-1

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。

5 本目録で使用している日本語文字のうち，JIS規格（JIS X 0208, 1997）に含ま

れないものは，以下のとおりである。

o（あつかい） 　È（ならし） 　 （より） 印o（○付き印）

これらは，画像として挿入するなど，特別な方法で表示を実現したものなので，

文字として検索すること，および，テキストとして抽出することはできない。

本ファイルの利用にあたっては，その点に留意されたい。

広島県立文書館ホームページ

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

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


【文書群概要】

広島県尾道市
あお き

青木
しげる

茂氏旧蔵文書（請求記号 200004）

『尾道市史』（旧版，全 3巻），『新修尾道市史』（全 6巻）の著者である社会経済史研究者青木茂氏が所

蔵した尾道町関係文書。

出 　所 青木茂

出所地名 広島県尾道市

役職等 尾道短期大学教授／神戸学院大学経済学部教

授／広島県文化財専門委員／尾道市史編さん代表専門委

員／広島県史料総合調査員／金光教本部教庁嘱託／尾道

市嘱託

分 　量 1880点（304冊，89綴，52括，1435点）

収蔵までの経緯 青木氏没後，昭和61年（1986）5月，金

光図書館（岡山県浅口郡金光町）に所蔵図書等とともに寄贈

される（青木氏は，同図書館の運営に初期の頃より関わる）。そ

の後，平成12年（2000）7月，図書・ノート類を除き，古

文書類が金光図書館より当館へ寄贈される。

年 　代 万治 2年（1659）～明治36年（1903）

歴 　史 青木茂氏は明治31年（1898）3月16日，広島県

因島市生まれ。上記職歴を経つつ，数々の社会経済史・

地方史研究の業績を発表した。『尾道市史』（旧版）・『新修

尾道市史』のほか，『因島市史』・『近世に於ける富籤の社

会経済史的研究』などの著作があり，また，金光教の立教

百年記念としてラジオ放送したドラマ「天地の如く」の

台本執筆なども手がけた。昭和38年（1963）には，多年に

わたる地方史研究の業績が評価され，中国文化賞（中国新

聞社）を受賞し，さらに，昭和54年（1979）には，山陽新聞

賞を受賞した。昭和59年（1984）8月28日死去。86歳。

内 　容 青木氏が尾道の豪商橋本家から譲渡された尾

道町年寄の公用日記「尾道町年誌帳」を中心とする尾道町

関係文書。橋本家のほか，鰯屋（勝島家）や油屋（亀山家）・

東屋など，複数の尾道町商家の文書が混在している。大

部分は商業関係文書であるが，尾道町の町政や頼母子講

関係文書なども多く含まれている。これらの文書は，青

木氏が尾道市史編纂の過程で収集したものと思われ，市

史の記述にも数多く活用されている。尾道町関係の古文

書としては，当館所蔵橋本家文書（請求番号8806）に次ぐ，

まとまったもの。

なお，当館が撮影収集し，後に金光図書館から当館へ

寄贈された文書は，いずれも近世・近代の古文書類に限

定されており，青木氏が調査研究のために収集した図書

やノート・メモ類は，金光図書館で架蔵している。

参考資料 『新修尾道市史』第 6巻，『広島県立文書館

だより』No.19

備 　考 青木茂氏旧蔵文書の複製資料は，広島県史編

纂の際に収集したものを『広島県立文書館複製資料目録』

第 1集に収録したが，同文書を網羅したものではないた

め，文書館開館後，改めて網羅的に撮影収集し，仮目録

を作成した。

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」

（2002. 4.19記述／西向宏介）

ii



広島県尾道市 　青木茂氏旧蔵文書（200004）

番号 表 　　題 年 　代 作 　成 形 　態 数 　量

1 元禄五壬申年誌帖 元禄 5. 年寄善右衛門 竪冊 1冊

2 〔年誌〕 宝永 2. 竪冊 1冊

3 役務諸用記 宝永 3.正. 伊和志屋久次郎 竪冊 1冊

4 役務諸用記 　上 宝永 5.正. 〔年寄久治郎扣〕 竪冊 1冊

5 役務諸用記 　下 宝永 5. 7. 年寄久治郎扣 竪冊 1冊

6 役務諸用記 宝永 6.正. 年寄久治郎扣 竪冊 1冊

7 役務諸用記 宝永 7. 4. 年寄久治郎扣 竪冊 1冊

8 〔年誌〕 正徳元. 尾道十四日町年寄伊和志屋三
郎右衛門

竪冊 1冊

9 役務諸用記 享保 2.正. 十四日町年寄久次郎 竪冊 1冊

10 〔年誌〕 元文 2.正. 町年寄三郎右衛門 　自分控 竪冊 1冊

11 元文六年誌 元文 6.正. 年寄三郎右衛門扣 竪冊 1冊

12 寛保三年分年誌当分ひかへ 　十
四日町

寛保 3. 竪冊 1冊

13 十四日町役方年誌 延享 4. 尾道町年寄三郎右衛門扣 竪冊 1冊

14 十四日町役方年誌 延享 5. 尾道町年寄三郎右衛門扣 竪冊 1冊

15 〔十四日町役方年誌〕 寛延 2. 尾道町年寄三郎右衛門扣 竪冊 1冊

16 役用歳誌帳 　二 宝暦 11.正. 尾道十四日町年寄三郎右衛門 竪冊 1冊

17 仲間年誌帖 天明 2.正. 町年寄五郎右衛門・三郎左衛
門・義右衛門

竪冊 1冊

18 役用扣 天明 2. 組頭惣十郎 竪冊 1冊

19 役用年誌帖 天明 5. 2.28 拾肆日町年寄住屋平右衛門 竪冊 1冊

20 年誌帳 天明 7.正. 町年寄平右衛門 竪冊 1冊

21 年誌帖 天明 8.正. 十四日町町年寄平右衛門 竪冊 1冊

22 年誌簿 天明 9.正. 町年寄平右衛門 竪冊 1冊

23 〔灰屋お篤の和歌・船越一件ニ
付御出府中贈答書状他〕

括・紙 6点（ 2括，4通）

24 年誌 寛政 2.正. 灰屋吉兵衛 竪冊 1冊

25 年誌簿 寛政 2.正. 町年寄平右衛門 竪冊 1冊

26 年誌簿 寛政 4.正. 町年寄平右衛門 竪冊 1冊

27 年誌簿 寛政 5.正. 町年寄壽見屋平右衛門 竪冊 1冊

28 年誌 寛政 9.正. 灰屋吉兵衛 竪冊 1冊

29 年誌簿 寛政 11.正. 町年寄壽美屋平右衛門 竪冊 1冊

30 年誌帖 寛政 12. 3. 町年寄鰯屋敬助 竪冊 1冊

31 年誌簿 享和元. 4. 町年寄本助 竪冊 1冊

32 年誌 文化 2.正. 灰屋吉兵衛 竪冊 1冊

33 年誌簿 文化 2. 8. 十四日町年寄彦左衛門 竪冊 1冊

34 年志帖 文化 6.正. 十四日町年寄藤三郎 竪冊 1冊

35 年誌 文化 9.正. 灰屋吉兵衛 竪冊綴 1綴（ 2冊）

36 十四日町役方年誌 文化 11. 3. 町年寄筆頭亀山本助 竪冊 1冊

37 十四日町役方年誌 文化 12.10. 町年寄筆頭亀山本助 竪冊 1冊

38 十四日町役方年誌 文化 13. 4. 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊 1冊

39 十四日町役方年誌 文化 14. 9. 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊 1冊

40 十四日町役方年誌 文化 15. 5. 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊 1冊

41 十四日町役方年誌 文政元.12. 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊 1冊

42 拾四日町役方年誌 文政 2. 9. 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊 1冊

43 拾四日町役方年誌 文政 3. 4. 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊 1冊
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広島県尾道市 　青木茂氏旧蔵文書（200004）

番号 表 　　題 年 　代 作 　成 形 　態 数 　量

44 拾四日町役方年誌 文政 3.10. 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊 1冊

45 拾四日町役方年誌 文政 4. 7. 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊 1冊

46 十四日町役方年誌 文政 5. 6. 広島町大年寄同格尾道町年寄
筆頭亀山本助

竪冊 1冊

47 拾四日町役方年誌 文政 5.11. 広島町大年寄同格尾道町年寄
筆頭亀山本助

竪冊 1冊

48 拾四日町役方年誌 文政 6. 6. 広島町大年寄同格尾道町年寄
筆頭亀山本助

竪冊 1冊

49 拾四日町役方年誌 文政 8. 6. 広島町大年寄同格尾道町年寄
筆頭亀山本助

竪冊 1冊

50 十四日町役方年誌 文政 9. 2. 広島町大年寄同格尾道町年寄
筆頭亀山本助

竪冊 1冊

51 拾四日町役方年誌 文政 10. 2. 広島町大年寄同格尾道町年寄
筆頭亀山本助

竪冊 1冊

52 拾四日町役方年誌 文政 10.11. 尾道町年寄亀山正右衛門 竪冊 1冊

53 拾四日町役方年誌 文政 11. 9. 尾道町年寄亀山正右衛門 竪冊 1冊

54 拾四日町役方年誌 文政 12. 9. 尾道町年寄亀山元助 竪冊 1冊

55 十四日町役方年誌 文政 13. 4. 尾道町年寄亀山元助 竪冊 1冊

56 拾四日町役方年誌 天保 2. 8. 尾道町年寄亀山元助 竪冊 1冊

57 十四日町役方年誌 天保 5. 2. 尾道町年寄亀山元助 竪冊 1冊

58 拾肆日町役方年誌 天保 6. 9. 尾道町年寄亀山元助 竪冊 1冊

59 拾肆日町役方年誌 天保 7. 6. 町年寄亀山元助 竪冊 1冊

60 拾肆日町役方誌 天保 8. 6. 町年寄御内用聞亀山元助 竪冊 1冊

61 拾肆日町役方年誌 天保 9.閏 4. 町年寄上席亀山元助 竪冊 1冊

62 拾肆日町役方年誌帖 天保 9.12. 町年寄上席亀山元助 竪冊 1冊

63 拾肆日町役方年誌帖 天保 12. 2. 町年寄上席亀山元助 竪冊 1冊

64 拾肆日町役方年誌 天保 13. 7. 町年寄上席亀山元助 竪冊 1冊

65 拾肆日町役方年誌 弘化 3. 9. 町年寄上席亀山元助 竪冊 1冊

66 拾肆日町役方年誌 弘化 4. 4. 町年寄上席頭取亀山元輔 竪冊 1冊

67 拾肆日町役方年誌 弘化 5. 2. 町年寄上席頭取亀山元輔 竪冊 1冊

68 拾肆日町役方年誌 嘉永元.極 町年寄上席頭取亀山元輔 竪冊 1冊

69 拾四日町役方年誌 嘉永 2. 8. 町年寄上席頭取亀山元輔 竪冊 1冊

70 拾四日町役方年誌 嘉永 3. 5. 町年寄上席頭取亀山元助 竪冊 1冊

71 拾肆日町役方年誌 嘉永 4. 3. 町年寄上席頭取亀山元助 竪冊 1冊

72 拾肆日町役方年誌 嘉永 5. 5. 町年寄上席頭取亀山元助 竪冊 1冊

73 諸控 弘化 2.正. 東屋 竪冊 1冊

74 諸控 嘉永 2. 本 　東屋 竪冊 1冊

75 諸控 嘉永 7. 6. 本 　比賀志屋 竪冊 1冊

76 諸控 明治 3.正. 本 　東屋 竪冊 1冊

77 御布令控 明治 6. 3. 天野 竪冊 1冊

78 諸布令扣 明治 6. 1. 竪冊綴 1綴

79 年誌 明治 6. 橋本三郎助 竪冊 1冊

80 御達書 明治 9. 竪冊 1冊

81 官庁ヨリ達シタル書類・官庁エ
差出シタル書類

明治 6.～明治 20. 竪冊綴 1綴

82 〔御達書綴〕 明治 6. 竪冊綴 1綴

83 寺社町方諸願書之扣 天明 5. 2. 拾肆日町年寄平右衛門 竪冊 1冊

84 寺社町方諸願書之扣 天明 7. 5. 町年寄住屋平右衛門 竪冊 1冊
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広島県尾道市 　青木茂氏旧蔵文書（200004）

番号 表 　　題 年 　代 作 　成 形 　態 数 　量

85 寺社町方諸願扣 寛政 4.正. 町年寄住屋平右衛門 竪冊 1冊

86 寺社町方諸願扣 寛政 5.正. 町年寄住屋平右衛門 竪冊 1冊

87 寺社町方諸願扣 寛政 12. 3. 町年寄圭助 竪冊 1冊

88 寺社町方諸願 享和元. 4. 十四日町年寄油屋本助 竪冊 1冊

89 寺社町方諸願 享和 3. 6. 尾道十四日町年寄亀山本助 竪冊 1冊

90 寺社町方諸願 文化 4. 3. 尾道十四日町年寄吉井藤三郎 竪冊 1冊

91 永代年中日記 享和 2. 9. 永井和泉守正直 竪冊 1冊

92 月印 　問屋條目写 　但荒方書抜
（複製）

嘉永 5.10. 複写綴 1綴

93/1 年誌通覧抜粋 正徳 3.～文政 10. 尾道東屋 横半 1冊

93/2 年誌通覧抜粋 正徳 4.～文政 12. 尾道東屋 横半 1冊

93/3 年誌通覧抜粋 享保 12.～文政 10. 尾道東屋 横半 1冊

93/4 年誌通覧抜粋 寛政 10.～文化 11. 尾道東屋 横半 1冊

94 〔頼母子関係・頼母子講銀帖〕 括 1括（22点）

94/1 ◦歓楽講銀受渡通・算用書
※袋入り

天保 14. 5. 世話方→灰屋政助様 括 1括（ 2冊）

94/2 ◦生野之御通
※袋入り

未年 灰屋次郎右衛門印o（尾道・東
灰屋・証文不用）→島徳様

横半 1冊

94/3 ◦相生講金受渡通 天保 14. 世話方海老屋理兵衛他 2名→
東灰屋様

横長 1冊

94/4 ◦講銀請渡通 天保 11. 3. 講主いわしや伊兵衛印o・請人
からつ屋佐兵衛印o→東灰屋様

折紙 1点

94/5 ◦講銀請取通
※袋入り

天保 10.11. 大工屋伝兵衛印o→東灰屋様 折紙 1点

94/6 ◦頼母子銀請取通 天保 4. 6. 請人蒲苅屋平兵衛印o・講主林
屋太七印o→東灰屋様

折紙 1点

94/7 ◦講之通 天保 9.12. 金屋哲之助印o→東灰屋 横長 1冊

94/8 ◦芳栄講四番会入札
※包入り

嘉永 4.10.26 括 1括（13点）

94/9 ◦弐番会入札 　芳栄講
※包入り

酉 　　.10.22 芳栄講 括 1括（19点）

94/10 ◦芳栄講入札
※紙縒・包付

括 1括（17点）

94/11 ◦〔包紙〕「卯初善会 　分栄講証
文壱通」

加登木綿屋・受人亀山氏 紙 1点

94/12 ◦受取書壱通 　但同栄講寄金之
内百五拾両橋本渡也
※紙縒付・包入り

申 　　. 4.10 灰屋嘉兵衛→あふらや宇八 切紙 1点

94/13 ◦廻章（芳栄講三番会集会案内
の口演）
※包紙入り

戌 　　.10.25 芳栄講世話方→亀山氏他18
名

切継紙 1点

94/14 ◦御膳料（広島藩札〔改印札〕）
※包紙入り

芳栄講世話方→中野屋直平様 藩札 1括（ 4点）

94/15 ◦御膳料（広島藩札）
※包紙入り

芳栄講世話方→はゐや友七様 藩札 1括

94/16 ◦御膳料（広島藩札〔改印札〕）
※包紙入り

芳栄講世話方→中嶋屋要兵
衛様

藩札 1括（ 4点）

94/17 ◦御膳料（広島藩札〔改印札〕）
※包紙入り

芳栄講世話方→福島屋様 藩札 1括（ 4点）

94/18 ◦御膳料（広島藩札〔改印札〕）
※包紙入り

芳栄講世話方→多賀屋健蔵様 藩札 1括

3
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94/19 ◦御膳料（広島藩札〔改印札〕）
※包紙入り

芳栄講世話方→山屋為三郎様 藩札 1括

94/20 ◦御膳料（広島藩札〔改印札〕）
※包紙入り

芳栄講世話方→蔵屋清三郎様 藩札 1括（ 4点）

94/21 ◦歓楽講江差入申質物証文之事
（雛型）

→歓楽講御連中衆中惣代灰屋
嘉兵衛殿

切継紙 1点

94/22 ◦〔同栄講半口河田氏取番証文
相廻り申候につき通知〕

酉 　　.10. 世話方→高橋様他 6名 切継紙 1点

95 〔頼母子講銀帳〕 弘化 2. 横半 1冊

96 書類 　唐徳一件 文政元. 9. 竪冊 4冊

97 芳栄講銀受取帖 嘉永元.10. 世話方 横半 1冊

98 質券帳 嘉永 4. 6. 分栄講世話方 横半 1冊

99 拾三番 　分栄講金請渡通
※袋入り

天保 14.極. 世話方油屋幾兵衛印o・亀山店
儀助印o→吉和屋好兵衛様

横長 1冊

100 尾道市街全図 明治 10. 紙 1点

101 尾道町全図 文政 4. 3. 紙 1点

102/1 〔酒造秘伝〕 竪紙綴 1綴

102/2-1 雲州廻米勘定帖 安政 5. 4. 問屋座御役所 竪冊 1冊

102/2-2 『下関二千年史 　全』（抜粋）（複
製）

関門史談会 　発行 複製 1点

103/1 〔大原屋代銀約め方につき書付〕 切継紙 1点

103/2 〔中背賃都合五割増願書〕 文久 4. 　2. 東浜中背共惣代中背頭清助他
4名→問屋御役場御役人中様

切継紙 1点

103/3 地子下札 明治 7.12. 戸長児玉恒太郎印o他 2名→天
野嘉四郎

切継紙 1点

103/4 〔鋳物師屋喜兵衛の質物差遣候
につき書付〕

　　　12.13 田永源左衛門→田原本蔵様・
今井此右衛門様

切紙 1点

103/5 〔才治郎方銀子取引につき問答〕 切継紙 1点

103/6 〔大和敬一郎先生筆〕 明治 25.11.20 大和敬一郎 竪継紙 1点

103/7-1 〔筆写資料・原稿等〕 青木茂 原稿用紙 1括

103/7-2 記（諸品商社係り控） 諸品商社係り 切継紙 1点

103/7-3 覚（宗門放手形） 天保 13. 5. 芸州因嶋田熊村庄屋久右衛門
→備後国福山御領沼隈郡柳津
村御役場

竪紙 1点

103/8 御調郡木梨村資料（原稿複製） 青木茂 複製 1綴

103/9 尾道図書館郷土史目録（複製） 青木茂 複製 1点

103/10 〔筆写資料等〕 青木茂 原 稿 用
紙・校
正刷

1括

103/11 高垣氏家系（原稿複製） 青木茂 複製 1綴

103/12 〔原稿〕（「新修 　宗教編（神道）
第 6巻を食み出たもの」）

青木茂 原稿用紙 1括

103/13 〔原稿〕（「沼隈山年貢小前帳」） 青木茂 原稿用紙 1括

104 大日本持丸長者鑑 明治 10. 8. 4 編輯者出版人大谷勘兵衛 木版刷 1点

105 新貨幣・旧藩製造楮幣価格比
較表

明治 4.12. 大蔵省 木版刷 1点

106 〔神機隊・捷神隊御入隊願書・
請状〕
※紙縒付

明治 2. 括 1括（54点）

106/1 ◦御入隊之儀奉願上書付 明治 2. 2. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪紙 （ 1点）

4
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106/2 ◦御入隊之義奉願上書付 巳（明治 2）. 2. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/3 ◦御入隊之義奉願上書付 巳（明治 2）. 2. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/4 ◦御入隊之義奉願上書付 巳（明治 2）. 2. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪継紙 （ 1点）

106/5 ◦御入隊之義奉願上書付 巳（明治 2）. 2. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/6 ◦御入隊之義奉願上書付 巳（明治 2）. 2. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/7 ◦御入隊之義奉願上書付 巳（明治 2）. 2. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/8 ◦御入隊之儀奉願上書付 巳（明治 2）. 5. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪継紙 （ 1点）

106/9 ◦御入隊之儀奉願上書付 明治 2. 5. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/10 ◦御入隊之儀奉願上書付 明治 2. 7. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪継紙 （ 1点）

106/11 ◦御入隊之儀奉願上書付 巳（明治 2）. 7. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪継紙 （ 1点）

106/12 ◦御入隊之義奉願上書付 明治 2. 7. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/13 ◦御入隊之儀御願奉申上書付 巳（明治 2）. 6. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/14 ◦覚（御入隊願書） 明治 2. 7. 佐伯郡草津村庄屋甚右衛門印o
他 3名印o→神機隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/15 ◦奉願上口上書附（御入隊願書） 辰（明治元）.10. 佐伯郡地御前村庄屋伝三郎印o
→神機隊御役所

竪継紙 （ 1点）

106/16 ◦覚（御入隊願書） 辰（明治元）.11. 安芸郡奥海田村庄屋孫右衛門
印o他 3名印o→神機隊御事務局

竪継紙 （ 1点）

106/17 ◦覚（御入隊願書） 辰（慶応 4）. 9. 高宮郡小田村肝煎庄屋同格庄
屋藤右衛門印o他 3名印o→神機
隊御事務局

竪紙 （ 1点）

106/18 ◦覚（御入隊願書） 辰（慶応 4）. 8. 賀茂郡御薗宇村庄屋栄三郎印o
→神機隊御事務局

竪紙 （ 1点）

106/19 ◦請状一札之事（御入隊願に
つき）

慶応 4. 9. 世羅郡別迫村庄屋伝右衛門印o
・同藤作印o→神機隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/20 ◦奉願上候書附（御入隊願書） 慶応 4. 8. 豊田郡忠海村王野卓爾印o→神
機隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/21 ◦神機隊江入門之義申上書附 明治 2. 2. 豊田郡船木村庄屋哲次郎印o・
庄屋助五郎印o→神機隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/22 ◦神機隊入隊之儀御願書附 辰（慶応 4）. 3. 豊田郡入野村庄屋堀内篤三郎
印o→土肥孝四郎様

竪継紙 （ 1点）

106/23 ◦神機隊へ入門仕申度願書壱通
※包紙入り

明治 2. 3. 三原西地方庄屋十蔵印o→神機
隊御役人衆中様

切紙 （ 1点）

106/24 ◦放証文之事（入隊志願につき） 明治 2. 3.30 御調郡三原町真宗正明寺印o 竪紙 （ 1点）

106/25 ◦奉願上候口上書之覚（御入隊
願書）

慶応 4. 8. 買地屋庄蔵印o・王光屋清助印o
→神機隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/26 ◦覚（御入隊願書） 巳（明治 2）. 6. 佐伯郡五日市村庄屋中屋文七
郎印o他 4名印o

竪紙 （ 1点）

106/27 ◦御願奉申上口上書（御入隊仮
名書）

巳（明治 2）. 5. 佐伯郡地御前村庄屋伝三郎印o
他 2名印o→捷神隊御役所

竪継紙 （ 1点）

106/28 ◦覚（御入隊願書） 明治 2. 4. 佐伯郡井口村庄屋幾蔵印o→御
奉行所

竪紙 （ 1点）

5
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106/29 ◦入隊之儀御願申上候書附 巳（明治 2）. 3. 山県郡南方村庄屋孝左衛門印o
→尾道御隊中様

竪紙 （ 1点）

106/30 ◦覚（御入隊願書） 巳（明治 2）. 5. 安芸郡仁保嶋大河浦庄屋上席
与頭周三郎印o→尾道捷神隊御
役所

竪紙 （ 1点）

106/31 ◦入隊御願申上候書附 巳（明治 2）. 7. 高田郡割庄屋頭取山県柳之助
印o→正心隊御役所

竪継紙 （ 1点）

106/32 ◦覚（御入隊願書） 　　　　3.22 庄屋新兵衛 印o→捷神隊事務
局様

竪紙 （ 1点）

106/33 ◦此度御企之隊江御入門仕度段
御願申上書付

明治 2. 2. 賀茂郡川角村庄屋祖右衛門印o
他 2名印o→於尾道御企御場所

竪紙 （ 1点）

106/34 ◦此度御企之隊江御入門仕度段
御願申上書付

明治 2. 2. 賀茂郡川角村庄屋祖右衛門印o
他 2名印o→於尾道御企御場所

竪紙 （ 1点）

106/35 ◦此度御企之隊江御入門仕度段
御願申上書附

明治 2. 2. 賀茂郡川角村庄屋祖右衛門印o
他 2名印o→於尾道御企御場所

竪紙 （ 1点）

106/36 ◦入隊之義御願申上書附 巳（明治 2）. 2. 賀茂郡内村庄屋八郎次印o他 3
名→尾道御役所

竪紙 （ 1点）

106/37 ◦覚（捷神隊入隊請状） 明治 2. 7. 御調郡尾道町木挟屋勝三郎印o
→捷神隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/38 ◦於尾道御企為在候隊へ入隊仕
度段奉申上書附

巳（明治 2）. 2. 賀茂郡馬木村庄屋周助印o→御
奉行様

竪紙 （ 1点）

106/39 ◦覚（御入隊願書） 明治 2. 2. 庄屋手島喜四郎印o他 2名印o→
捷神隊御衆中

竪紙 （ 1点）

106/40 ◦覚（御入隊願書） 明治 2. 2. 庄屋手島喜四郎印o他 2名印o→
捷神隊御衆中

竪紙 （ 1点）

106/41 ◦覚（御入隊願書） 明治 2. 2. 豊田郡沼田下村庄屋理仲太印o
他 4名印o→捷神隊会計御衆仲

竪紙 （ 1点）

106/42 ◦覚（御入隊願書） 巳（明治 2）. 2. 豊田郡松江村庄屋嘉七郎印o・
同唯次郎印o→捷神隊御総裁様

竪紙 （ 1点）

106/43 ◦入隊之義御願奉申上書付 巳（明治 2）. 5. 豊田郡高崎村庄屋小三郎印o→
捷神隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/44 ◦覚（御入隊願書） 巳（明治 2）. 5. 7 三原東町目代為四郎印o 竪紙 （ 1点）

106/45 ◦覚（御入隊願書） 巳（明治 2）. 4.23 三原東町目代為四郎印o 竪紙 （ 1点）

106/46 ◦覚（御入隊願書） 明治 2. 2. 尾道町三好屋吉蔵印o→捷神隊
御役所

竪紙 （ 1点）

106/47 ◦覚（捷神隊入隊請状） 明治 2. 4. 後地村三原屋政助印o→捷神隊
御役所

竪紙 （ 1点）

106/48 ◦覚（御入隊願書） 明治 2. 6. 大工屋友助印o→捷神隊御役所 竪紙 （ 1点）

106/49 ◦覚（捷神隊入隊請状） 明治 2. 2. 久保町塗屋十兵衛印o→捷神隊
御役所

竪継紙 （ 1点）

106/50 ◦覚（捷神隊入隊請状） 明治 2. 2. 尾道町小物屋武八印o→捷神隊
御役所

竪紙 （ 1点）

106/51 ◦覚（捷神隊入隊請状） 明治 2. 4. 当町久保町三好屋吉蔵印o→捷
神隊御役所

竪紙 （ 1点）

106/52 ◦覚（御入隊願書） 巳（明治 2）. 7.10 尾道町庄屋譲之助印o→捷神隊
御役所

竪紙 （ 1点）

106/53 ◦覚（御入隊願書） 明治 2. 木原村役人印o→新高躰御衆様 竪紙 （ 1点）

106/54 ◦覚（御入隊願書） 明治 2. 2. 三次郡三次内町常運寺印o→鐘
神隊御役所

竪紙 （ 1点）

107 〔百姓倹約の触書〕 　　　　9. 切継紙 1点

108/1 申合頭書（尾道諸品商社と授産
社との合併につき）

明治 8.10. 尾道諸品商社社長嶋居儀右衛
門・天野嘉四郎→広島授産係
深町直敏殿

罫紙綴 1点

6
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108/2 鉄第十四号（鉄道布設創立の儀
につき有志者申出の期限延期の
照会）
※封筒入り

明治 20. 4.18 鉄道創立事務所印o→発起員天
野嘉四郎殿

竪紙 1点

108/3 〔書簡〕
※封筒入り。中身欠（切紙 1点のみ）

明治 9. 4.13 大久保弥三郎（自広島）→尾
道米場町長岡源吾殿

切紙 1点

108/4 鉄第十号（鉄道布設創業費支出
の儀につき照会）
※封筒入り

明治 20. 4.15 鉄道創立事務所印o→発起員天
野嘉四郎殿

罫紙 1点

108/5 〔封筒〕 　　　3.22 広島深町直敏→尾道町島居儀
右衛門殿・天野嘉四郎殿

封筒 1点

108/6 〔葉書〕（新聞代請求） 明治 24. 6.23 東京京橋区尾張町新地 7番地
毎日新聞社→天野半次郎様

葉書 1点

109 覚（米小売職へ白米売方の儀不
正につき申渡）

寅 　　. 3.27 町御奉行所→町年寄 切継紙 1点

110 地所書入証 明治 14. 4.23 御調郡尾道土堂町借主天野仙
次郎・同郡同町受人天野徳太
郎→第六十六国立銀行

竪継紙 1点

111 覚（津軽行古手積入手形） 丑 　　. 6. 5 栗原屋五郎次郎印o→灰屋次郎
右衛門殿

竪紙 1点

112 覚（尾道町住居願） 明治元.極. 沼田郡中須村役人印o→尾道御
役人衆中様

竪紙 1点

113 口上之覚（中須出店家吉田福三
郎へ貸し遣す一条につき）

午 　　. 8. 竪継紙 1点

114 覚（両替所歴代頭取役・元〆役
書上）

文政 2. 4.17 竪継紙 1点

115 乍恐奉願上口上書之覚（竹原町
播磨屋平八郎へ塩浜質貸一件違
約につき）

弘化 3.極.14 富吉屋政兵衛印o→町年寄上席
亀山元助殿他 3名

竪継紙 1点

116 覚（庄内酒田行古手請取） 寅 　　. 3. 6 大本屋平十郎印o（椋大六）→
灰屋治郎右衛門殿

切紙 1点

117 覚（尾道町住居願） 明治元.極. 沼田郡中須村役人印o→尾道御
役人衆中様

竪紙 1点

118 〔栗田年誌天保八年金相場メモ〕 罫紙 1点

119 第三百四拾六号上海物価報告状
（複製）

明治 17.11. 5 三井物産会社 複製 1点

120 〔薬代請求書〕 明治 31. 8.26 松井万全医館会計 印o→本天
野様

罫紙綴 1綴

121 開業広告 明治 25. 6. 備後尾道中浜横山商店→各位 刊 1点

122 年賦金上納方ニ付上申 明治 9.11. 尾道久保町諸品商社々長島居
儀右衛門・同土堂町同天野嘉
四郎

竪紙綴 1綴

123 尾道物価表（複製）
※『尾道評論』第 7号抜粋

明治 39. 1.25 罫紙・複
製綴

1綴

124 年賦金延納願 明治 21. 4. 御調郡尾道久保町諸品会社長
天野嘉四郎・同島居儀右衛門
→広島県知事千田貞暁殿

竪紙綴 1綴

125 御貸下金年賦割替一時上納願 明治 21. 6. 御調郡尾道久保町諸品会社長
天野嘉四郎・同島居儀右衛門
→広島県知事千田貞暁殿

竪紙綴 3綴

126 地子下札（天野嘉四郎） 明治 7.12. 戸長児玉恒太郎印o他 2名印o 切継紙 1点

127 明治十一年分年賦金上納書附
下書并ニ納メ手続書（尾道諸品
商社）

明治 12. 4. 直敏→御両人様（天野嘉四郎・
嶋居儀右衛門）

切継紙 1点
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128 一札（橋本長門并女房きと死跡
相続方の儀につき）

万延元. 4. きと弟孝助印o他 3名印o→備後
尾道灰屋次郎右衛門殿・橋本
相続人広助殿

竪紙 1点

129 当家元祖 　藤原治郎左衛門系図 明治 13. 5. 竪継紙 1点

130 永代地所建家売渡証 明治 8.11.30 売主尾道町才原利助同居仙田
栄三郎印o・証人柏原嘉助印o→
天野嘉四郎殿

竪紙 1点

131 塩田加地子金歎願書 明治 16. 3.13 御調郡向島東村天女肥浜営業
人総代花咲直助印o・同児玉直
兵衛印o→天野徳太郎殿

竪紙 1点

132 地所売渡証
※封筒入り

明治 12.5.23 御調郡尾道十四日町売主美原
保成印o・証人清水万蔵印o→買
主天野嘉四郎殿

竪紙 1点

133/1 〔青木茂氏筆写原稿〕 原稿用紙 1綴

133/2 〔青木茂氏筆写原稿〕 原稿用紙 1括（ 3綴，1点）

133/3 〔青木茂氏原稿〕
※封筒入り

原稿用紙 1括（ 2綴）

133/4 〔青木茂氏筆写原稿〕 原稿用紙 2綴

133/5 〔青木茂氏原稿〕 原稿用紙 6綴

134/1 奉願上候干鰯入札趣法書 竪冊 1冊

134/2 蝦夷地御用年誌并御買上之扣 寛政 12.～文化 5. 竪冊 1冊

135/1 〔頼母子講入札〕 切継紙 17点

135/2 覚（有銀・取立銀勘定） 丑 　　.10. 8 問屋座御役所臨時方 切紙 1点

135/3 覚（有銀・貸付銀并年賦取立銀
勘定）

亥 　　.10. 2 問屋座御役所臨時方 切紙 1点

135/4 〔内海工屋為三郎芳栄講初会掛
金〕

切紙 1点

135/5 四月分請銀指引 折紙 1点

135/6 木綿方取引覚帖 横半 1冊

135/7 別取引覚帳 　頭取扣 嘉永 7.極. 山印（山色屋兵助） 横半 1冊

135/8 上棟諸入用之覚 嘉永 5. 2.25 横半 1冊

135/9 三番洲切り通し 竪冊 1冊

136/1 質物書抜帖 明治 19. 3. 7 横長 1冊

136/2 尾道市質屋営業組合規約 明治 34. 9. 取締人岡田最平他16名 竪冊（刊） 1冊

136/3 質屋等級并税金割等差控 明治 13. 1.12 御調郡尾道久保町質屋組合取
締人児玉保兵衛他 4名→広島
県令藤井勉三殿

罫紙竪冊 1冊

137/1 冥加銀取立書抜 横長 1冊

137/2 御触書写 天保 13. 4. 横半 1冊

137/3 尾道手鑑 　附奇法録 文政 12. 6. 尾道東屋 横半 1冊

137/4 因島江御置附 　献備兵粮米一件
願書並御免附御紙上写帖

元治元. 8. 竪冊 1冊

137/5 〔年誌帳〕 竪冊 1冊

138/1 松前場所受負人性名並ニ目印 文久 2. 8. 1 竪紙 1点

138/2 口達之覚（勘兵衛へ店勤方心得
につき）
※包紙入り

　　卯. 8. →勘兵衛へ 切継紙 1点

138/3 〔書簡〕（商社上納金・小野組所
分済御達の儀につき）

　　　12.28 児玉恒太郎→嶋居様 切継紙 1点

138/4 開業届（私立正則小学金蘭舎） 明治 12. 9.22 御調郡尾道土堂町金蘭舎教員
堀田敬次郎印o→御調郡長石川
完治殿

竪紙 1点
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138/5 譲証文（勝手締り合出精につき
銀並に家号共譲り遣わす）

天保 10. 6. 亀山元助→油屋和助殿 竪紙 1点

138/6 乍恐奉願上口上覚（中夫職相勤
め申さざる者御除き遣わさるべ
き旨）

文久元.11. 問屋惣代大問屋役右衛門印o他
11名→年寄格問屋仲買頭三
郎助殿他 2名

竪継紙 1点

138/7 尾道物価表 明治 23. 2. 1 備後尾道柏原貞助 竪紙（刊） 1点

138/8 大阪朝日新聞（抜粋） 明治 28. 7.26 刊 1点

138/9 大阪朝日新聞（抜粋複写） 明治 28. 7.26 複製 2点

139 〔尾道海岸測量地図〕 安政 4. 7. 和平・嘉右衛門 竪継紙 1点

140/1 〔尾道町奉行他座敷配席図〕 竪継紙 1点

140/2 覚（六会法加入銀受取） 　　卯.10. 町役方→岡本屋権次郎 切紙 1点

140/3 後地村当御年貢之内（受取） 　　申.10. 庄屋幾右衛門印o→灰屋次郎右
衛門

切紙 1点

140/4 尾道市栗原町古墳調査図 紙 1点

140/5 備後国尾道市真言宗摩尼山西国
寺境内真景

紙（刊） 1点

140/6 〔写真〕（燈台） プリント 1点

140/7 〔写真〕（渋谷鉄砲） プリント 1点

140/8 尾道案内 昭和 10. 9. 1 尾道商工会議所 冊子（刊） 1冊

141 〔灰屋献納金扣〕 延享 4.～天保 9. 横半 1冊

142/1 〔茶事稽古につき條々〕 安政 5. 3. 天野半次郎・同 　禎→速水宗
筧先生

切紙 1点

142/2 〔尾道支庁通達〕（書面聞届奇特
のこと）

明治 7. 3. 5 尾道支庁印o 罫竪紙 1点

142/3 記（資本金借用証券） 明治 8. 3. 諸品商社々長嶋居儀右衛門・
同天野嘉四郎→広島県権令藤
井勉三殿

竪継紙 1点

142/4 〔袋〕（「御銀借用之通入」） 安政 2. 問屋役場→問屋座御役所 袋 1点

142/5 〔筆写原稿〕（盟誓神文） 原稿用紙 1綴

143/1 頼母子講ニ関スル調査 昭和 10. 3. 農林省経済更生部 冊子 1冊

143/2 福田講質券状・取立金預帖 天保 14. 2. 世話方 竪冊 1冊

143/3 福田講建定書帖 天保 14. 2. 慈観寺 竪冊 1冊

143/4 同栄講主法並連印帳 天保 11. 9. 竪冊 1冊

144 〔橋本三郎助手控〕 横長 1冊

145/1 乍恐口上之覚（金子借用の次第
御尋につき）

安政 6.10. 鋳物師屋喜兵衛→諸品御役所
御掛り役中様

竪継紙 1点

145/2 〔問屋商事につき通達〕 　　寅. 7. 町御奉行所→町年寄 切継紙 1点

145/3 〔諸品商社へ返弁金等閑につき
申立書〕

切 継 紙
（罫紙）

1点

145/4 柚木御隠居様御茶事 　　　2.23 切継紙 1点

145/5 覚（尾道入津穀物・干鰯取引に
つき）

　　戌. 9. 切継紙 1点

145/6 乍恐奉願上候口上覚（湊内水埋
の儀一統の人気に拘り候につき
湊掘浚願）

　　申. 2. 問屋中買頭三郎助・同清右衛
門

切継紙 1点

145/7 〔書簡〕（諸品相場通知） 　　　9.15 才次→長右衛門様 切継紙 1点

145/8 〔書簡〕（貰金の儀につき御挨拶） 　　　9.13 池田佐太郎→霞汀先醒 切紙 1点

145/9 〔歌会次第書上〕 切継紙 1点

145/10 覚（富浜・吉和・肥浜塩俵数・
平均値段書上）

　　酉. 5. 大問屋役右衛門 印o→問屋御
役場

切継紙 1点
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145/11 口上之覚（問屋株譲渡願） 文久元.12. 栗原屋三四郎印o→問屋御役場
御役人中様

竪紙 1点

145/12 口上（同栄講銀受渡の儀につき） 　　未.10. 5 同栄講世話方→上市米屋・本
米屋・谷本や新兵衛様

切継紙 1点

145/13 文久壬戌正月六日正午於山荘
（次第書上）

文久 2.正. 6 主 　梅澗 切継紙 1点

145/14 丁丑六月廿六日正午古稀賀会記
（次第書上）

　　　6.26 主 　天野宗篤 切継紙 1点

145/15 乍恐奉歎上候口上之覚（商物仕
入拝借金年賦年限延期願）

未（安政 6）　　.10. 灰屋三郎助→諸品御役所 切継紙 1点

145/16 覚（大紺屋貞兵衛家続養子いた
し問屋職相始め候ニ付下げ金差
止の儀申渡）

　　午.12. 町御奉行所印o→町年寄 切継紙 1点

145/17 乍恐奉歎上候口上之覚（商物仕
入拝借金利息御宥め願）

安政 6.10. 灰屋三郎助→諸品御役所 切継紙 1点

145/18 酒造人江申渡頭書（酒造鑑札交
付につき）

　　午. 6. 切継紙 1点

145/19 〔書簡〕（差紙売払の儀并金買入
の儀につき）

　　　極.18 →芸州様 切継紙 1点

145/20 〔国産木綿上登の儀大坂丹波屋
七兵衛引受につき通達（後欠）〕

切継紙 1点

145/21 覚（勘定書） 　　亥.11. 6 問屋座御役所当用方 折紙 1点

145/22 〔横長断片〕 年寄武右衛門・庄屋小野元右
衛門→加藤要平殿

折紙 1点

145/23 覚（利足受取） 　壬戌. 8.晦 大紺屋栄助印o→問屋座御役所 竪紙 1点

145/24 乍恐奉願上候口上之覚（米小売
職鑑札下げ渡し願）

文久元. 8. 油屋和助印o→問屋御役場御役
人中様

竪紙 1点

145/25 向島東村新浜測量図入
※袋入り

明治 9. 5. 藤本淳之助持 竪継紙 1点

145/26 向島東村天女浜測量図入
※袋入り

明治 9. 5. 竪継紙・
竪紙

1括（ 3点）

145/27 御調郡向島東村字小肥浜堤塘略
図面，官有地使用願・使用料金
取調書

明治 20. 1. 天野徳太郎他→御調世羅郡長
小島範一郎殿

綴 1綴

145/28 御調郡向島東村字天女浜堤塘略
図，官有地使用願・使用料金取
調書

明治 18. 5. 5 天野徳太郎他→広島県令千田
貞暁殿

綴 2綴

145/29 〔向島東村新浜塩田測量図〕 竪継紙 1点

145/30 備後国御調郡向嶋東村字蔵本谷
沖之図

竪継紙 1点

145/31 字蔵本谷沖切図 但新浜 竪紙 1点

145/32 御調郡向島東村字肥浜堤塘略図 出願人天野嘉四郎印o・戸長花
咲直一印o

竪継紙 1点

145/33 〔塩浜測量図〕 竪継紙 1点

145/34 〔塩浜略図〕 竪継紙 1点

145/35 御調郡向島東村字天女浜堤塘
略図

出願人天野徳太郎印o・戸長花
咲直一印o

竪継紙 1点

145/36 御調郡向島東村天女浜堤塘略図
面，官有地使用願・使用料金取
調書

明治 20. 1. 天野徳太郎他→御調世羅郡長
小島範一郎殿

綴 1綴

145/37 御調郡向島東村字蔵本谷沖浜堤
塘略図，官有地使用願・使用料
金取調書

明治 18. 5. 5 天野徳太郎他→広島県令千田
貞暁殿

綴 1綴
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145/38 御調郡向島東村字天女浜堤塘略
図，官有地使用願・使用料金取
調書

明治 18. 5. 5 天野徳太郎他→広島県令千田
貞暁殿

綴 1綴

145/39 記（社長・副社長・取締投票結果） 罫紙綴 1綴

145/40 地并帖并地価帖訂正願 明治 15. 5. 御調郡尾道十四日町橋本静娯 竪紙綴 1綴

145/41 酒造廃業願 明治 7. 9. 尾道町松本真七郎印o他 2名→
広島県権参事白浜貫礼殿

竪紙 1点

145/42 記（受取） 　　　7.12 上之天野様→下島居 罫紙 1点

145/43 〔東新涯付近絵図〕 竪紙 1点

145/44 地券御書換証印税納証書 明治 14. 7. 橋本静娯 竪紙綴 1綴

145/45 宮沖新開御年貢畝高覚根帖 竪冊 1冊

145/46 地所建物無代価譲渡証 明治 23. 1.13 譲渡人天野徳太郎印o→御調郡
尾道町字土堂譲受人天野嘉四
郎殿

竪冊 1冊

146/1 〔町会議員半数改選并ニ補欠員
選挙につき投票通知他〕

明治 28. 4. 尾道町役場印o→天野嘉四郎殿 切紙刊・
切継紙

3点

146/2 委任状 明治 30. 1. 株式会社尾道貯蓄銀行株主天
野小太郎印o・天野元五郎印o

竪紙 2点

146/3 〔定式総会案内〕 明治 29. 1.13 株式会社尾道貯蓄銀行 竪紙 2点

146/4 〔臨時総会において三次町・府
中町・三津町支店設置及び定款
改正の件可決につき通知〕

明治 29.10. 6 株式会社尾道貯蓄銀行印o→株
主貴下

竪紙刊 1点

146/5 〔町会議員候補者予選会結果通
知〕

明治 25. 4.23 玉浦倶楽部→本部員御中 切紙刊 1点

146/6 〔書簡〕（大蔵省転任挨拶・貯蓄
銀行設置の件につき
※封筒入り

明治 29.11.29 東京麹町区有楽町三丁目木下
粂太郎→天野嘉四郎様

竪継紙 1点

146/7 依頼書（町長改選の際亀山元介
氏を推挙下されたき旨）

明治 25. 尾道町字土堂村上アサ他23
名→尾道町会議員天野嘉四
郎殿

罫紙綴 1綴

146/8 〔定式総会案内〕 明治 29. 1.3 株式会社尾道貯蓄銀行 竪紙刊 1点

146/9 議案（尾道貯蓄銀行）
※封筒入り

明治 29. 1.19 →天野嘉四郎殿 罫紙綴・
罫紙・切
紙

1括（ 1綴，2点）

146/10 西備新聞号外（尾道町長予選選
挙に就き公民権所有者諸君に
告く）
※封筒入り

明治 26.11. 7 発行所西備新聞社 切紙刊 1点

146/11 依頼書（町長期の際亀山元介氏
へ推挙されたき旨）

明治 26.11.10 尾道町字土堂野村新十郎 印o
・吉本庄助印o→尾道町会義員
御中

竪紙 1点

146/12 〔当町永住の誠愨なる町長御選
定下さるべき旨依頼書〕
※封筒入り

明治 26.11. 9 尾道有志者→天野嘉四郎殿 竪紙綴 1綴

146/13 〔役員選挙会通知〕 明治 26. 6.14 尾道商業会議所仮会頭橋本吉
兵衛

竪紙 1点

146/14 〔尾道町会吏員選挙会通知〕 明治 23. 2.27 尾道町会議長横山亮一印o→尾
道町会議員天野嘉四郎殿

罫紙 1点

146/15 〔受取書・請求書類（東灰屋関
係）〕
※切紙 1点，切継紙 4点

括 1括

146/16 〔受取書・請求書類他〕
※罫紙 2点，切紙 7点，切継紙 5点

文久 2.10. 4～明治
2. 9.

括 1括

146/17 〔尾道町会開設通知〕 明治 23. 2.28 尾道町会議長横山亮一印o→尾
道町会議員天野嘉四郎殿

竪紙 1点
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146/18 〔町役場処務細則改正につき別
冊送状〕

明治 23. 1.15 御調郡尾道町長横山亮一印o→
尾道町会議員天野嘉四郎殿

罫紙 1点

146/19 甲第一八号（町役場処務細則
実施）

明治 23. 3.18 尾道町長横山亮一 竪紙刊 3点

146/20 〔町役場処務細則実施通知〕 明治 23. 3.22 尾道町長横山亮一→尾道町会
議員天野嘉四郎殿

竪紙 1点

146/21 〔尾道港改修工事につき委員会
開設通知〕

明治 23. 3.26 委員長横山亮一→天野嘉四
郎殿

罫紙 1点

146/22 〔町会開設通知〕 明治 23. 3.24 尾道町会議長横山亮一印o→尾
道町会議員天野嘉四郎殿

罫紙 1点

146/23 〔町会開設通知〕 明治 23. 4. 5 尾道町会議長横山亮一印o→尾
道町会議員天野嘉四郎殿

竪紙 1点

146/24 〔町会開設通知〕 明治 23. 4.14 尾道町会議長横山亮一印o→尾
道町会議員天野嘉四郎殿

竪紙 1点

146/25 〔町会開設通知〕 明治 23. 4.16 尾道町会議長横山亮一印o→天
野嘉四郎殿

竪紙 1点

146/26 〔町会開設通知〕 明治 24. 3.10 尾道町会議長横山亮一印o→尾
道町会議員天野嘉四郎殿

罫紙 1点

146/27 〔町会開設通知〕 明治 24. 3.10 尾道町会議長横山亮一印o→尾
道町会議員天野嘉四郎殿

罫紙 1点

146/28 不参届（町会議員天野嘉四郎） 明治 23. 4.28 右嘉四郎留守居天野半次郎→
町会議長横山亮一殿

竪紙 1点

146/29 〔町会開設通知〕 明治 23. 4.26 尾道町会議長横山亮一印o→尾
道町会議員天野嘉四郎殿

竪紙 1点

146/30 〔町会開設通知〕 明治 23. 5.27 尾道町会議長横山亮一印o→尾
道町会議員天野嘉四郎殿

竪紙 1点

146/31 〔町会開設通知〕 明治 23. 6.25 尾道町会議長横山亮一印o→尾
道町会議員天野嘉四郎殿

竪紙 1点

146/32 〔町会議案書付〕 罫紙 1点

146/33 〔町会開設通知〕 明治 24. 3. 7 尾道町会議長横山亮一印o→尾
道町会議員天野嘉四郎殿

罫紙 1点

146/34 記（支庁設立につき冥加献備願） 明治 7. 3. 諸品商社々長天野嘉四郎印o・
同島居儀右衛門印o→支庁御中

竪紙 1点

146/35 議招第一五号（町会開設通知） 明治 30. 7.20 尾道町会議長・尾道町長横山
亮一→尾道町会議員天野嘉四
郎殿

罫紙 1点

146/36 〔町会議員名書上〕 切継紙 1点

146/37 議招第十三号（町会開設通知） 明治 30. 7. 1 尾道町会議長・尾道町長横山
亮一印o→尾道町会議員天野嘉
四郎殿

罫紙 1点

146/38 〔市制施行に関する事項別冊送
状〕

明治 29. 7.27 尾道町長横山亮一印o→天野嘉
四郎殿

罫紙 1点

146/39 〔御調・世羅郡所得税調査委員
補欠員欠員補充選挙につき第一
町村選挙人当選状〕
※封筒入り

明治 23. 6.11 広島県御調・世羅郡長小島範
一郎印o→御調郡尾道町天野嘉
四郎

罫紙 1点

146/40 〔給与書付〕 切紙 1点

146/41 〔書簡〕（町長選挙会出席依頼） 明治 22.11.10 石井聿三→天野嘉四郎様 切紙 1点

146/42 記（本町港湾改修工事費用借入
支払方依頼）

明治 22. 6.14 尾道町会議員十六人→元戸長
宇都宮常松殿

竪紙 1点

146/43 六月五日調計算書 罫紙 1点

146/44 〔町会議員高木龍蔵当選通知〕 明治 22.10.18 （尾道町）助役石井聿三→尾
道町会議員天野嘉四郎殿

罫紙 1点
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146/45 〔御調・世羅所得税調査委員選
挙投票用紙〕
※封筒共

明治 23. 6. 亀山元介・高木龍蔵 切紙 1点

146/46 口述（吏員選挙結果及び閉会の
通報）

　　　7. 2 亀山元介→天堂様高梧下 罫紙 2点

146/47 〔書簡〕（町会開設につき出席
依頼）

　　　10. 3 石井聿三→天野嘉四郎様 切継紙 1点

146/48 〔御調郡各町村組合規定の件書
付〕

（明治22）. 切紙 1点

146/49 〔尾道町会支出予算書付〕 罫紙綴 1綴

146/50 熊野座神社略記 明治 36. 2.10発行 著作者兼発行者三浦純一 小冊子 1冊

146/51-1〔書簡〕（選挙景況報告） 明治 25. 4.29 児玉喜三 切紙 1点

146/51-2 町会議員選挙人名 明治 25. 4. 竪紙刊 1点

146/51-3〔封筒〕 　　　6.15 広嶋より深町直敏→嶋居儀右
衛門殿・天野嘉四郎殿

封筒 1点

146/51-4〔書簡〕（炮器改願の儀につき）
※封筒入り

　　　6.14 広嶋より深町直敏→島居儀右
衛門殿・天野嘉四郎殿

切継紙 1点

146/51-5〔書簡〕（御地へ罷越候手筈に
つき）
※封筒入り

　　　4.20 広島深町直敏→尾道町諸品商
社にて島居儀右衛門殿・天野
嘉四郎殿

切継紙 1点

146/51-6〔書簡〕（一級選挙結果報告） 明治 25. 4.30 児玉喜三→天野嘉四郎様 切継紙 1点

146/51-7〔炮器の儀問合につき書付〕 切継紙 1点

146/51-8〔尾道町会議員半数改選及び補
欠人員一級選挙会開設通知〕

明治 25. 4.21 御調郡尾道町役場→字土堂天
野嘉四郎殿

切紙刊 1点

146/51-9〔書簡〕（繰綿貸付一条及び小銃
の儀につき）

　　　6.12 直敏→嶋居君・天野君貴下 切継紙 1点

146/51-10〔町会議員二級選挙当選通知〕 明治 25. 4.29 町会議員選挙掛長・尾道町長
横山亮一→天野嘉四郎殿

罫紙 1点

146/51 〔封筒〕（町会議員選挙一件書付） 明治 25. 4.29 尾道町会議員選挙掛長・尾道
町長横山亮一→天野嘉四郎殿

封筒 1点

146/52 〔封筒〕（町会議員書類） 封筒 1点

147/1 覚（金銭勘定） 　　未.正. 9 嘉右衛門 切継紙 1点

147/2 覚（金銭勘定） 切紙 1点

147/3 覚（坪数・艘数勘定） 　　閏 3. 切継紙 1点

147/4 覚（場繰綿代銀送状）
※貼紙 1枚付き

　　卯. 8. 2 木忠→東灰屋様 切継紙 1点

147/5 覚（御用銀利足辰年分渡） 　　巳.正. 町年寄三郎左衛門→灰屋太吉 切継紙 1点

147/6 覚（潤栄講通受取） 　己酉. 5.11 木引や徳三郎→灰屋嘉兵衛
様・油屋卯八様

切紙 1点

147/7 〔金銭勘定〕 切継紙 1点

147/8 覚（御場所へ御引受の元値段
書上）

切継紙 1点

147/9 三厘銀覚 　　酉.正.21 切継紙 1点

147/10 覚（御用銀利足戌年分渡） 　　亥.正. 年番年寄儀右衛門→灰屋次郎
右衛門

切継紙 1点

147/11 〔金銭勘定〕 　　　8. →上 切紙 1点

147/12 覚（戸棚有銀他勘定） 　　　8.20 →上 切継紙 1点

147/13 覚（御下銀依頼）
※貼紙 1枚付き

　　丑.正. 竹之内与三兵衛・高田屋恒次
郎→灰屋三郎助

切紙 1点

147/14 〔包紙〕（「瀬戸田指引書」） 　　　12.14 包紙 1点

147/15 覚（製塩御場所御用懸りの儀に
つき拝借金伺い）

切継紙 1点
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147/16 覚（金銭勘定） 切継紙 1点

147/17 〔御勘定所役人名書上〕 切紙 1点

147/18 覚（講銀勘定） 切継紙 1点

147/19 〔御用銀利足酉年分渡〕 　　戌.正. 会所→灰屋次郎右衛門 切継紙 1点

147/20 覚（利足・御益銀上納） 　　申. 7. 問屋中買頭三郎助・同清右衛
門

切紙 1点

147/21 家賃取立差引書 切継紙 1点

147/22 覚（上納金勘定） 　　　3.10 灰屋三郎助印o→御帖元所 折紙 1点

147/23 口上（札銀依頼） 　　寅. 3.16 元〆印o→はゐや次郎右衛門様 切紙 1点

147/24 家賃銀取立上納差引覚 切紙 1点

147/25 覚（金銭勘定） 切継紙 1点

147/26 製塩入用受銀 島屋重助→東灰屋様 切継紙 1点

147/27 覚（貸付銀・有銀勘定） 　　酉. 9.28 問屋座御役所臨時方 切継紙 1点

147/28 〔金銭勘定〕 切紙 1点

147/29 覚（御普請入用勘定） 　　寅. 7.29 与三兵衛→三郎助様 切紙 1点

147/30 覚（有銀・貸付銀勘定） 切継紙 1点

147/31 覚（年賦・利足払勘定） 切継紙 1点

147/32 覚（家賃銀札受取） 　　巳.極.30 浄土寺納所印o→はゐや治郎右
衛門殿

切紙 1点

147/33 覚（中背定目） 　　丑. 8. 切継紙 1点

147/34 覚（午年二厘銀） 　　未.正. 切継紙 1点

147/35 覚（坪数・代銀勘定） 　　巳. 9. 2 嘉右衛門・和平 切継紙 1点

147/36 覚（坪数・代銀勘定） 切継紙 1点

147/37 覚（利足受取） 　　閏 12.29 大山寺印o→灰屋彦右衛門 切紙 1点

147/38 覚（年賦・利足払勘定） 切継紙 1点

147/39 覚（年賦・利足寅年分渡） →灰屋太吉 切紙 1点

147/40 〔酉年分利足渡〕 　　戌.正 会所→灰屋彦右衛門 切紙 1点

147/41 覚（四株金渡依頼） 　　　12.29 新十郎 切継紙 1点

147/42 覚（年賦・利足払勘定） 切継紙 1点

147/43 覚（間損金勘定） 　　申.11. 問屋中買頭三郎助・同清右衛
門

切紙 1点

147/44 〔金銭勘定〕 切継紙 1点

147/45 覚（御用銀利足未年分渡） 　　申.正. 会所→灰屋多吉 切紙 1点

147/46 覚（製塩場所用竹材数書上）
※貼紙 2枚付き

　　　11.20 切継紙 1点

147/47 引受証文之事（銀札預り証文） 天保 13.極. 切継紙 1点

147/48 覚（製塩場御普請入用受取） 　　寅.11. 2 金屋寿太郎印o→灰屋三郎助殿 切継紙 1点

147/49 覚（正銀送状） 　丙辰.11. 5 松屋藤左衛門印o→灰屋治郎右
衛門殿

切紙 1点

147/50 覚（講銀取替の者より預け金辻） 　　酉. 5. 潤栄講世話方→問屋座御場所 切継紙 1点

147/51 覚（講銀算用依頼） 　　酉. 5.24 松井→橋本御氏 切継紙 1点

147/52 〔貸付銀・益銀勘定〕
※折紙 1点・切紙 1点

綴 1綴

147/53 〔郵便局図面〕 切紙 2点

147/54 覚（拝借金勘定） 　　寅. 2.29 大紺屋政助→東灰屋様 切継紙 1点

147/55 覚（金銭勘定） 　　未.正. 切継紙 1点

147/56 覚（三厘銀取立） 　　酉. 4. 1 嘉右衛門・慶助 切紙 1点

147/57 覚（金銭勘定） 　　申. 5.23 和平・嘉右衛門 切継紙 1点
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147/58 〔金銭勘定〕 切紙 1点

147/59 覚（金銭勘定） 切継紙 1点

147/60 〔役方褒美銀勘定〕
※貼紙 1枚付き

　　酉.12. 切紙 1点

147/61 覚（二厘銀取立） 　　巳. 6.30 切紙 1点

147/62 覚（人別講銀書上） 切紙 1点

147/63 覚（永帳・切帳受取） 　　子. 8.21 北国屋吉十郎→東灰屋様 切継紙 1点

147/64 覚（町奉行所より預り金書上） 切継紙 1点

147/65 覚（金銭勘定） 　　丑.12. 問屋座御役所 切継紙 1点

147/66 〔金銭勘定〕 　　巳. 4. 友太郎受→上 切継紙 1点

147/67 〔年賦銀勘定〕 切継紙 1点

147/68 〔金銭勘定〕 切継紙 1点

147/69 亥年勘定下書 折紙 1点

147/70 〔製塩場普請入用控〕 折紙綴 1綴

147/71 〔年賦・利銀勘定〕 折紙 1点

147/72 払集・入集 明治 31. 4.～32. 3. 折紙綴 1綴

147/73 〔諸入用勘定〕 折紙綴 1綴

147/74 覚（人別金銭勘定） 　　戌.11.19 折紙綴 1綴

147/75 製塩御場所御普方入用御銀受
取通

　　　10. 割庄屋与三兵衛印o 折紙綴 1綴

147/76 〔包紙〕（「ふんどうあらための
あづかり書付」）

包紙 1点

147/77 覚（金銭勘定） 切継紙 1点

148/1 〔書簡〕（尾道米商社休業の儀に
つき）

　　　9.27 儀右衛門→天野様 罫切継紙 1点

148/2 覚（貸付・有銀勘定） 問屋座御役所臨時方 綴 1綴

148/3 未年 　金出入之通 　　未. 東灰屋→鰯屋株 綴 1綴

148/4 高橋七郎右衛門六百両口証文添
書共写し

嘉永 6.12.～ 7.正. 竪冊 1冊

148/5 〔諸帳面・証文雛型〕 万延元. 切継紙 1点

148/6 問屋役場出勤帖 天保 15. 7. 横長 1冊

148/7 当分勘定書抜帳 万延元.正.～ 6. 横長 1冊

148/8-1 戌三月ヨリ亥正月迄諸入用之覚 　　亥.正. 諸品会所 切継紙 1点

148/8-2 〔高橋七郎右衛門拝借金の儀に
つき諸証文控〕

嘉永 7.12. 灰屋新十郎，木綿屋禎次郎，
高橋七郎右衛門→諸品御役所

竪冊 1冊

149/1 覚（借用証文） 元治 2. 2. 金屋吉郎右衛門印o→問屋座御
役所

竪継紙 1点

149/2 覚（借用証文） 天保 12.11. 借主灰屋長右衛門・請人灰屋
善助→諸品御会所頭取役高橋
七郎右衛門殿他 2名

竪継紙 1点

149/3 仕切状之事（越後大豆） 　　丑. 6. 4 座古屋仁右衛門印o→見田屋和
兵衛殿

竪紙 1点

149/4 乍恐奉歎上口上書之覚（問屋座
御場所へ別紙書付差上候儀に
つき）

嘉永 4. 6. 米仲買小売屋中連印鞆屋澤
右衛門他43名→町御年寄御
衆中

竪継紙 1点

149/5 金子借用証文之事 万延元. 7. 吉和浜元〆勝助印o他 4名→尾
道町問屋御役場

竪紙 1点

149/6 〔書簡〕（御馳走御取もちに預り
候につき礼状）

　　　8. 宇津→天野御両人殿 切継紙 1点
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149/7 譲り申問屋株之事 安永 4.閏 12. 譲り主灰屋次郎右衛門印o・問
屋証人加口屋久右衛門他 3名
→灰屋彦右衛門殿

竪紙 1点

149/8 〔書簡〕（御越し下されたき旨） 　　　 　16 →御旦那宛 切継紙 1点

149/9 口演（今月津軽粕商出来につき） 　　丑. 5. 3 切継紙 1点

149/10 覚（塩浜一ヶ年の石炭石数勘定） 切紙 1点

149/11 地子下札 明治 7.12. 戸長児玉慎太郎印o他 2名→天
野嘉四郎

切継紙 1点

149/12 〔書簡〕（倉敷の御事につき） →天 　御旦那様 切継紙 1点

149/13 〔包紙〕（「後藤金兵衛殿手形」） 　　卯.11.16 包紙 1点

149/14 仕切帖之写シ 安政 7. 5.25 石原屋勘四郎→住力丸清次
郎殿

切継紙 1点

149/15 〔包紙〕（「干鰮中買 粕類之儀
ニ付文意左之通御座候以上」）

　　丑. 5. 3 包紙 1点

149/16 〔臨時方勘定〕 　　午. 正.21～当
未.正.20

橋本吉兵衛他 4名→問屋座御
役所

竪紙 2点

149/17 石灰発送之義ニ付請願書・契
約証

明治 27. 2.～明治
27. 5.19

尾道開成合名会社長天野半次
郎・愛媛県越智郡弓削村広田
彦三郎←→山陽鉄道株式会社
社長松本重太郎（運輸課）

罫紙綴 1綴

149/18 記（尾道米綿商社たびたび休店
等相成り候儀につき）

明治 7. 9. 罫紙綴 1綴

149/19 乍恐奉願上候口上覚（尾道湊掘
浚の儀につき願書下書）

竪紙綴 1綴

149/20 覚（借用証文） 元治元.12. 三木屋正之助 印o→問屋座御
役所

竪紙 1点

149/21 覚（家永代売渡証文） 天保 9. 2. 問屋座役五郎右衛門印o→灰屋
太吉殿

竪紙 1点

149/22 覚（家屋敷引当借用証文） 天保 13. 4. 借主灰屋長右衛門印o・引請人
橋本吉兵衛印o→諸品御会所頭
取役高橋七郎右衛門殿他 2名

竪継紙 1点

149/23 覚（御調郡年貢免状） 慶応 4. 8. 真木源之進印o・植木直次郎印o
→庄屋鴻三郎・豊次郎，組頭・
長百姓共

竪継紙 1点

149/24 乍恐奉願上口上之覚（仲買共問
屋の外へ参り候物買取候儀に
つき）

文久元.11.23 問屋惣代大問屋役右衛門印o他
11名→年寄格問屋仲買頭三
郎助殿他 2名

竪継紙 1点

149/25 奉納置誓状之事（身前不埒の義
につき誤入）

天保 15.11. 灰屋長右衛門印o→金毘羅大権
現御宝前

竪紙 1点

149/26 〔書簡〕（御越し下されたき旨） 　→御旦那様 切継紙 1点

149/27 尾道米綿商社譲渡願 明治 9. 3. 織田庫助・粟根八郎右衛門→
広島県令藤井勉三殿

罫紙 1点

149/28 〔印紙枚数書上〕 明治 24. 7.31 尾道代理店主任天野→印紙類
元売捌人桐原恒三郎殿

罫紙 1点

149/29 乍恐奉歎上口上之覚（宿買追々
増長の儀につき）

文化 7. 9. 惣問屋中 折紙 1点

149/30 送状之事（渋紙包） 大阪博労町一丁目中邨荘兵衛
印o→備後尾之道御所町天野嘉
四郎様

竪紙 1点

149/31 御貸下金年賦割替一時上納願 竪紙 1点

149/32 扣（御監獄製造煉瓦石他へ売下
の儀上申）

明治 22. 9. 3 天野嘉四郎代理高木龍蔵→広
島監獄山田卓一殿

竪紙 1点

149/33 煉化石計算表 明治 豊嶋製造所 罫紙綴 1綴

149/34 敦厚舎入校生徒姓名録 　并入校
料日加恵

明治 7. 9. 1 横長 1冊
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149/35 元利計算表 明治 12. 3. 天野 罫紙綴 1綴

149/36 〔御調郡尾道町地誌〕 洋紙綴 1綴

149/37 〔戸等減等願〕
※竪紙 1点・罫紙 1点・綴 2綴

明治 17. 3.24～明治
21. 4.11

括 1括

150 増新 　大日本船路細見記 　全 明治 6.11. 和本 1冊

151/1-1 〔包紙〕 尾道同栄講御世話方→灰屋嘉
兵衛様

包紙 1点

151/1-2 口上（同栄講証文調えの儀に
つき）

　　未.10.24 松井印o→油屋宇八様 切紙 1点

151/1-3 〔書簡〕（同栄講半口落金につき）
※包紙入り

　　　. 9.晦 向田与頭源吉→同栄講御世話
方灰屋嘉兵衛様

切継紙 1点

151/1-4 〔書簡〕（同栄講半口落鬮につき） 　　　10.朔 はいや嘉兵衛→あふらや宇
八様

切紙 1点

151/1-5 〔書簡〕（同栄講忠海河田氏加入
につき）

　　　10. 4 向田村組頭源吉→尾道同栄講
御世話方様

切継紙 1点

151/1-6 〔書簡〕（同栄講一口加入の内半
口落札につき）

　　　10. 2 忠海河田与一右衛門→同栄講
御世話方様

切継紙 1点

151/1-7 〔書簡〕（同栄講落金の儀につき）
※包紙入り

　　　霜. 9 向田川原屋源吉 印o→油屋宇
八様

切継紙 1点

151/2 御印鑑写 弘化 3.霜. 生口塩浜庄屋常右衛門他仲間
役 3名→同栄講御連中惣代三
木屋儀八郎殿

切継紙 1点

151/3 覚（講加入口数書上） 切紙 1点

151/4 覚（講加入者受取金書上） 　　申. 4.10 切紙 1点

151/5 ト居講銀請渡通 嘉永 3. 2. 世話方大かちや庄助 印o他 2
名，講主大紺屋貞助印o，銀預
り方灰屋善助印o→東灰屋様

折紙 1点

151/6 芳栄講銀受渡通
※袋入り

嘉永元.10. 世話方笠岡屋常右衛門印o・灰
屋嘉兵衛印o→栗原屋貞助様

横長 1冊

151/7 蕃祉講銀受渡通
※袋入り

弘化 2.10. 世話方松井圭蔵印o他 3名→樋
口屋長兵衛様取次

横長 1冊

151/8 放生講通 天保 15. 5. 証文預り忠海河田与一右衛門
印o他 4名→橋本長右衛門殿

横長 1冊

151/9 潤栄講金請渡通
※袋入り

天保 14.10. 世話方灰屋嘉兵衛印o・油屋卯
八印o→亀山様

横長 1冊

151/10 分栄講金請渡通
※袋入り

天保 14.極. 世話方油屋幾兵衛印o・亀山店
儀助印o→亀山御氏

横長 1冊

151/11 深切講銀受渡之通
※袋入り

文政 6. 3. 講主木屋半兵衛印o，帳面手形
預り方栗原屋武八印o→東屋半
次郎様

折紙 1括（ 2点）

151/12 深切講銀受渡之通
※袋入り，覚書 1点共

文政 6. 3. 講主木屋半兵衛印o，諸帳面手
形類預り方栗原屋武八印o→東
屋半次郎様

折紙 1点

151/13 南栄講銀受渡通
※袋入り

天保 11. 3. 世話方佐伯屋儀助印o・竹原屋
治助印o→本笠岡屋

横長 1冊

151/14 南栄畊受渡通
※袋入り

天保 11. 3. 世話方佐伯屋儀助印o・竹原屋
治助印o→本灰屋

横長 1冊

151/15 同栄講金請渡通 天保 11. 9. 世話方鳴戸屋良助印o他 2名→
花屋七右衛門様

横長 1冊

151/16 善慶講之通 天保 13.10. 世話方塩崎屋伝六印o他 3名，
貸附銀受方本東屋印o，質物預
り方本津国屋印o→児玉屋重兵
衛様

横長 1冊

152/1 冥加銀受取通 嘉永 5.11. 問屋座御役所印o→問屋役場 横長 1冊
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152/2 覚（尾道廻米御用褒状）
※包紙入り

　　　8.11 →尾道灰屋彦右衛門 切紙 1点

152/3 〔品書〕 切継紙 1点

152/4 乍恐再奉申上候（雲州廻米一件
の儀につき）

好水→渡辺様 切継紙 1点

152/5 覚（穀物方締り方につき願書） 　　酉.12. 穀物組合頭重助印o・同儀右衛
門印o→年寄格問屋仲買頭三郎
助殿他 2名

竪紙 1点

152/6 覚（借用証文） 天保 13.7. 2 栗原屋貞助印o→東灰屋 竪紙 1点

152/7 覚（借用才覚銀請判につき一札） 天保 14.12. 借主林屋要助印o・証人栗原屋
五郎右衛門 印o→灰屋長右衛
門殿

竪紙 1点

152/8 覚（借用証文） 元治 2. 2. 金屋吉郎右衛門印o→問屋座御
役所

竪紙 1点

152/9 〔米札〕 　　　4.20 切紙 4点

153 〔青木茂氏原稿・筆写史料等〕 括 1括

154/1 宗門人別受放扣 慶応元. 御調郡栗原村 竪冊 1冊

154/2 〔青木茂氏原稿〕 原稿用紙
綴

1綴

155/1 拝借証之事 明治 9. 2.11 尾道町諸品商社々長島居儀右
衛門・同天野嘉四郎→広島県
出納課御中

罫紙 1点

155/2 記（上納金請書） 明治 7. 1. 尾道町灰屋長右衛門事橋本三
郎助印o→深町中属殿

竪紙 1点

155/3 記（拝借金抵当書上） 明治 8. 3. 島居儀右衛門・天野嘉四郎→
広島県権令藤井勉三殿

竪継紙 1点

155/4 島居鱗店勘定書 明治 14. 折紙綴 1綴

156/1 尾道町地子銀高改之帖 宝永 3.11. 十四日町（大入屋甚四郎組・
木戸屋六郎右衛門組・角屋甚
七組・灰屋甚七組・金屋八三
郎組・嶋屋兵右衛門組・木頃
屋清九郎組・大入屋弥一郎組）

竪冊 8冊

156/2 尾道浜手御払地坪数寄帳 寛保元. 9. 竪冊 1冊

157/1 〔岡本屋権次郎へ取替金一条他
頭書〕

天保 14. 横半 1冊

157/2 岡本屋権二郎へ取替銀済口一件 天保 14. 横半 1冊

157/3 岡本屋権二郎取替銀一件済口
頭書

天保 14. 横半 1冊

157/4 御証文済口一件諸控 文政 13. 6. 橋本氏九代太吉誌 横半 1冊

157/5 天野半次郎例規 罫紙竪冊 1冊

158/1 覚（講銀口数） 切紙 1点

158/2 家屋敷書入証之事 明治 7. 5. 借主仙石保兵衛印o・証人湊甚
治印o→金主小林利兵衛殿

竪紙 1点

158/3 乍恐奉歎上口上之覚（当湊の不
景気一統難渋につき御救い取
立願）

天保 8. 8. 干鰯中買惣代東屋半次郎他 8
名→問屋中買頭伝右衛門殿他
2名

竪継紙 1点

158/4 〔書簡〕（本部会の儀及び政友会
の儀につき）

　　　 　18 切継紙 1点

158/5 内密（審許金取引の儀及び丹波
屋へ登坂の儀につき）

　　　4.10 才次→長右衛門様 切継紙 1点

158/6 頭書（商社関係議題書上） 明治 8.11. 両名→深町宛 切継紙 1点

158/7 覚（問屋座入用金預り証文控） 嘉永 3. 2. 月番五郎右衛門→亀山元助
殿・橋本吉兵衛殿

竪紙 1点

158/8 潤色加入銀受取通 天保 12. 役方→灰屋長右衛門 折紙 1点
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159/1 覚（讃岐米蔵入中背賃受取） 　　閏 2. 4 切紙 1点

159/2 記（会社へ貸付金等指図依頼） 　　酉. 3. 両人→深宛 切継紙 1点

159/3 〔亥年分利足銀渡覚〕 　　子.正. 会所→灰屋次郎右衛門 切紙 1点

159/4 〔大問屋株・いわしや株役方褒
美銀等勘定〕

切継紙 1点

159/5 覚（大紺屋栄助分拝借金） 　　子.極.20 切継紙 1点

159/6 覚（金に切替置候方便利につき
証文類書上）

　　午.10. 7 切継紙 1点

159/7 覚（銀勘定） 切継紙 1点

159/8 〔東半にて札借入の儀実事彦兵
衛方へ借入申し候につき内密
覚書〕

切継紙 1点

159/9 〔役金勘定不審につき書付〕 　　　8. →上 切紙 1点

159/10 覚（出雲米手形） 　　子.11.16 栗原屋五郎右衛門印o→灰屋彦
右衛門殿

切紙 1点

159/11 覚（御奉行所へ返戻社倉方預り
銀等）

　　　11.16 三郎助他 2 名→井上伊太郎
様・世良喜平三様

切継紙 1点

159/12 覚（銀札引替高書上） 切継紙 1点

159/13 〔書簡〕（正札一条他切手取付・
金相場等につき）

　　子.極.朔 才次→長右衛門様 切継紙 1点

159/14 銀壱貫三拾壱匁六分口覚扣（両
替方より町奉行所へ取替書付紛
失の儀につき）

　　申. 9. 切継紙 1点

159/15 記（御貸下金勘定） 明治 7. 竪紙 1点

159/16 借家請状之事 天明 6. 8. 借主灰屋政兵衛印o・請人灰屋
藤十郎印o→灰屋次郎右衛門殿

竪紙 1点

159/17 買仕切（小柴田米・蔵次米・藤
谷米）

　　酉. 4.29 大問屋印o→東灰屋様 切継紙 1点

159/18 覚（午年分利足渡勘定） 　　未.正. 年番年寄平右衛門 切紙 1点

159/19 乍内々奉歎上候口上覚（御役場
入用割付の儀組合頭衆中の手元
にて取計い願）

文久 2.10. 問屋惣代十弐軒→組合頭三
人当

折紙 1点

159/20 頭書（富浜・吉和浜拝借金につ
き）

切継紙 1点

159/21 〔明治三十一年入払集〕 明治 31. 横長 1冊

159/22 御勘定下書 横長 1冊

159/23 御才覚金上納通 　　亥. 3. 灰屋三郎助印o→町御奉行所 横長 1冊

159/24 御勘定所御積方御通請 嘉永 6. 横半 1冊

159/25 取引通 灰屋両替店 横長 1冊

159/26 〔醤油店附有物覚〕 横長 1冊

159/27 覚（諸国米出入差引） 　　寅. 4.18 橋本吉兵衛・三郎助 横長 1冊

159/28 文久三亥歳分御潤色金勘定帖 文久 4. 2. 問屋座御役所 竪冊 1冊

160/1 誤一札之覚 但写し（金屋喜兵衛
方客船において湊御法則を破り
法外の始末につき）

元治元. 4. 柳津村西屋徳兵衛他 3名→尾
道惣問屋御衆中

竪紙 1点

160/2 覚（当村住人に相違なき旨） 明治 2.正. 豊田郡木谷村庄屋元印o 竪紙 1点

160/3 人別送り一札之事（雛型） 万延元. →摂州大坂布屋町年寄山下八
郎右衛門殿

竪継紙 1点

160/4 乍恐奉歎上口上之覚（鍛冶職共
先年通御拝借仰せ付けられた
き願）

　　午.12. 鍛冶職惣代大鍛冶屋善兵衛
印o・大屋伊八印o→十四日町御
役方

竪紙 1点
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160/5 人別送り一札之事 万延元. 閏 3. 備後国尾道久保町町年寄金屋
始太郎印o→摂州大坂布屋町年
寄山下八郎右衛門殿

竪紙 1点

160/6-1 諸品御役所両替別取引方 折紙 1点

160/6-2 両替取引通 　　辰 7. 印o（尾道・金銀両替所・東灰
屋店）→嶋屋政治郎様・木頃
屋文助様

折紙 1点

160/6-3 後地村御年貢米下札 天明 8.10. 庄屋幾右衛門印o 竪継紙 1点

160/6-4 〔書簡〕（出銀につき） 　　　7. 5 才次→長右衛門様 切継紙 1点

160/6-5 〔書簡〕（新綿出盛りの時節相場
下落につき）

　　　8. 4 切継紙 1点

160/6-6 〔書簡〕（相場通知） 切継紙 1点

160/6-7 〔書簡〕（当所受商内の儀につき
内密金・御さし紙等申上げ）

　　　6.26 才次→長右衛門様 切継紙 1点

160/6-8 〔書簡〕（東屋へ振少々減らし切
手相渡申し候儀等につき）

　　　極. 8 才次→長右衛門様 切継紙 1点

160/6-9 初相場 　　　正. 4 斗屋甚助印o 切紙 1点

160/6-10 相場之事 　　酉. 6.21 高橋次郎左衛門 切紙 1点

160/7 潤栄講 　　子. 3.15 横長 1冊

160/8 〔青木茂氏原稿〕 原稿用紙 1括（ 3枚）

160/9 口演（尊栄講四番会集会通知）
※包紙付き

　　亥.10.25 尊栄講世話方→亀山御氏他
12名

折紙 1点

160/10 差入申一札之事（分栄講銀受取
につき）
※包紙入り

嘉永 2. 2. 栗原屋貞助印o・富よしや佐助
印o→亀山元助殿

竪継紙 1点

160/11 同栄講寄銀 　　申. 7.26 切紙 1点

160/12 御印鑑写（浜質証文御印鑑他方
へ預置につき）

弘化 3.霜. 生口塩浜庄屋常右衛門他 3名
→同栄講御連中惣代儀八郎殿

切継紙 1点

160/13 積金之通 明治 7. 2. 大野様 横半 1冊

160/14 後地村御年貢米下札 　　戌.10. 庄屋元五郎印o 切紙 1点

160/15 深切講銀受渡之通
※袋入り

文政 6. 3. 講主木屋半兵衛→銀主東屋半
次郎

折紙 1括（ 2点）

160/16 口演写（町貯銀全て社倉法へ振
り向候儀につき心得）

　　巳.霜.朔 切継紙 1点

160/17 質方流売払差引 切紙 1点

160/18 芳栄講四番会預り書 　　亥.10.晦 横長 1冊

160/19 景福講江差入申質物之事 弘化 3.11. 取主角屋茂八印o・証人油屋才
助印o→景福講御惣代橋本吉兵
衛殿

竪紙 1点

160/20 入札 本金屋 切継紙 1点

160/21 覚（証文・預り手形受取）
※包紙入り

　　午.極.19/霜.晦 児玉屋十兵衛印o→橋本御氏／
橋本様

切紙 1括（ 2点）

160/22 地子下札 　　戌.12. 組頭文右衛門 印o→灰屋長右
衛門

切紙 1点

160/23 同栄講取番質物証文之事 弘化 3.10. 取主瀬戸田町片山彦右衛門他
2名→同栄講御連中惣代三木
屋儀八郎殿

切継紙 1点

160/24 口上（蕃祉講通預り） 切紙 1点

160/25 〔証文・包紙断片〕 切紙 8点

160/26 趣法建判覚 癸丑（嘉永 6）.10. 麻生 横長 1冊

160/27 〔書簡〕（瀬戸田片山氏借用金御
渡し下さるべき旨）

　　　5.21 松井圭蔵→亀山宇八様 切継紙 1点
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160/28 記（小野組受取金・深町元利渡
し銀勘定）

切継紙 1点

160/29 〔袋・包紙〕
※袋 3点，包紙 2点

袋・包紙 5点

160/30 覚（大貞殿御o残金算用） 　　未. 7. 大坂や徳兵衛→灰屋長右衛
門様

切継紙 1点

160/31 覚（講銀算用） 　　丑. 3. 同栄講世話方→片山御氏様 切継紙 1点

160/32 〔書簡〕（珍しい広告・引札等入
手したため筆写してお送りし
たい）
※封筒入り，葉書 1点・原稿用紙 7点

昭和 32.5.16 島居清→青木茂様 葉書・原
稿用紙

1括（ 8点）

160/33-1 添書（旧藩御貸下げの当港諸品
商社資本金返納につき）

明治 8. 5. 諸品商社々長嶋居儀右衛門・
天野嘉四郎→広島県権令藤井
勉三殿

切継紙 1点

160/33-2 証書御返附願（旧藩貸下金完納
につき）

明治 20.10. 3 尾道土堂町天野嘉四郎印o・尾
道久保町外三ヶ町戸長熊谷孝
平印o→広島県知事千田貞暁殿

竪紙綴 1綴

160/33-3 御貸下金年賦割替一時上納願 明治 21. 6. 諸品会社長天野嘉四郎・島居
儀右衛門→広島県知事千田貞
暁殿

竪紙 2点

161/1 覚（銀瓶受取） 　　亥. 3. 名越浄味印o→亀山様御取次 竪紙 1点

161/2 〔書簡〕（加路浦藤三郎御手船宿
の儀につき）
※包紙入り

　　　3.22 中西清重郎（花押）→志満屋
幸八様

折紙 1点

161/3 〔書簡〕（十三経考勘化付直段
申請）

　　　12. 8 河内屋吉兵衛→愛松様 切紙 1点

161/4 覚（メサシ送状） 　　　2.19 中嶋屋喜平印o（中島屋清兵衛） 切継紙 1点

161/5 覚（かけ物・小襖間代銀） 　　　12. 表具屋茂八→世羅様 切紙 1点

161/6 〔書簡〕（灰屋彦右衛門口入銀利
足の儀につき）

　　　極. 2. 金屋幾右衛門→白市屋八郎兵
衛様

切継紙 1点

161/7 〔貸借勘定〕 折紙 1点

161/8 覚（渋滞銀勘定） 　　子. 8.17 切紙 1点

161/9 〔利銀請求〕 　　子. 7. 本かな屋→東灰屋様 切紙 1点

161/10 〔一ヶ年収納高勘定〕 切紙 1点

161/11 覚（取替銀・利払等勘定） 　　未.正.23 かと灰屋→東灰屋 切継紙 1点

161/12 台入用書 　　亥. 3. 大工善助印o→東灰屋様 横長 1冊

161/13 覚（代金受取） 　　卯. 7. 9 栗原屋貞助印o→東灰屋様 切紙 1点

161/14 〔ナマリ送状〕 　　戌.11.14 三郎助→かな屋 切紙 1点

161/15 〔勘定覚〕 切紙 1点

161/16 〔年賦取立銀勘定〕 切継紙 1点

161/17 覚（渋滞取立銀納入） 切継紙 1点

161/18 〔書簡〕（証文一覧下さるべき旨） 切紙 1点

161/19 覚（塩代受取） 　　　4. 6 米屋半五郎印o（予州・多喜浜・
元〆）→坂田屋作次郎殿

切紙 1点

161/20 〔包紙〕
※107-19の包紙ヵ

包紙 1点

161/21 卯極月算用書 　　辰.正.27 角灰屋印o→中灰屋 横長 1冊

161/22 覚（金一封受取） 　　辰. 3.19 児島井村才右衛門代金右衛
門印o→灰屋長右衛門様・同政
助様

切紙 1点

161/23 〔勘定覚断簡〕 切継紙 1点

161/24 銀受渡之通 　　丑.11. 東灰屋印o→浜栗原屋殿 横長 1冊
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161/25 覚（講銀勘定） 　　午.12. 歓楽講世話方→東灰屋様 折紙 1点

161/26 銀渡し通 天保 3.正. 角灰屋印o→中灰屋 横長 1冊

161/27 覚（田畑年貢・徳用銀等勘定） 切継紙 1点

161/28 覚（取立銀差上） 　　亥. 5.12 新十郎 切継紙 1点

161/29 覚（船賃等請求） 　　　 　14 東灰屋→しまや 切紙 1点

161/30 覚（船賃勘定） 切継紙 1点

161/31 覚（諸口・半紙代銀勘定） 　　　11. 島屋重助→東灰屋様 切継紙 1点

161/32 覚（諸家家来銀勘定） 　　亥.12. 灰屋三郎助→津村様 切継紙 1点

161/33 覚（山野炭代銀） 　　　12.13 灰屋次郎右衛門→塩屋町御
場所

切継紙 1点

161/34 覚（手元困窮銀子無心申出の儀
につき）

天保 9.霜. 天満屋藤四郎（花押）→灰屋長
右衛門殿，角屋与兵衛殿取次

竪紙 1点

161/35 〔書簡〕（天満屋老人尋方一件に
つき）

　　　10.17 孫四郎・寛七→五郎右衛門様・
市之介様

切継紙 1点

161/36 覚（預り手形借用） 嘉永 7.極.26 ［ 　　］や利八→灰屋半七殿 切継紙 1点

161/37 覚（前貸金勘定） 切紙 1点

161/38 〔書簡〕（早々御返事下さるべ
き旨）

　　　2.16 常太→元吉老兄 切継紙 1点

161/39 〔包紙〕 包紙 1点

161/40 覚（金子受取） 　　巳. 7.10 大坂橘屋利八印o→灰屋次郎右
衛門殿

切継紙 1点

161/41 覚（諸入用銀勘定） 切継紙 1点

161/42 覚（大坂・龍野掃金駈合勘定） 　　子.正. 住屋半三郎 切継紙 1点

161/43 〔書簡〕（金子取り揃え上納の儀
につき）

明治 8. 3. →島居君・天野君 切継紙 1点

161/44 〔書簡〕（年賦証文落手） 　　　7.30 金屋三郎左衛門→灰屋彦右衛
門様

切紙 1点

161/45 〔栗原年貢銀等勘定〕 　　寅.正.24 横長 1冊

161/46 覚（小鍛冶へ直払相済） 　　　極.20 切継紙 1点

161/47 〔書簡〕（取替銀年賦払の儀に
つき）

　　　7.26 金屋三郎左衛門→はゐ屋彦右
衛門様

切継紙 1点

161/48 戌年中差引算用覚 文政 9.正. 角灰屋納戸→中灰屋御隠居所 横長 1冊

161/49 銀渡通 　　丑.正. 角灰屋→中灰屋 横長 1冊

161/50 〔書簡〕（貴様御名前証文此方に
一枚も無き旨）

　　　7.29 金屋三郎左衛門→はゐや彦右
衛門様

切紙 1点

161/51 〔立物一幅文字写〕 竪紙 1点

161/52 〔書簡〕（灰屋手形の儀につき） 　　　正.16 金屋幾右衛門→慈観寺様 切継紙 1点

161/53 〔包紙〕（「銀百五拾目 　手形」） 　　辰. 2.28 →竹内久太夫殿 包紙 1点

161/54 覚（長刀代銀） 　　寅. 5. 御鎗師為七→達野様御用 竪紙 1点

161/55 覚（拝借金差引勘定） 切紙 1点

161/56 製場覚 切紙 1点

161/57 御通い 角灰屋印o→中灰屋御隠居 横長 1冊

161/58 覚（差引過銀勘定） 　　巳. 2. 4 角灰屋印o→中灰屋 折紙 1点

161/59 〔包紙〕（「証書」） 包紙 1点

161/60 御通 　　亥. 4. 角灰屋→中灰屋 横長 1冊

161/61 〔包紙〕（「銀九百三拾匁壱分 　
手形入」）

　　　4. 7 包紙 1点

162/1 備忘録 嘉永 4. 4. 島居長利 横半 1冊

162/2 備忘録 嘉永元.10. 黍庵 横半 1冊
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163 諸控 嘉永 5.正. 本東屋 竪冊 1冊

164/1 御巡見様御止宿之刻覚書 天保 9. 6. 横半 1冊

164/2 御巡見様御止宿之刻役割帖写シ 天保 9. 4. 御調郡尾道町 竪冊 1冊

165 〔尾道市統計要覧（複製）・『潮』・
青木茂氏原稿類〕

括 1括

166/1 久保町逗留願扣 文化 15. 3. 久保町組頭徳平（文政甲申正
月改名猪右衛門）

竪冊 1冊

166/2 尾道町地子米水主銀高改之帖 正徳 5.10. 胡屋市右衛門組 竪冊 1冊

166/3 尾道家屋鋪地子米水主銀間数帖 弘化 4. 橋本［ 　　］ 竪冊 1冊

166/4 尾道町地子銀・水主銀・諸出銀
諸払算用差引帖

慶応 2.12. 年番町年寄栗田始太郎控 竪冊 1冊

166/5 尾道勤番所格式帖 享保 6.～享保 7. 竪冊 1冊

166/6 尾道志稿追輔 文政 7. 9. 讃州高松梶原藍渠翁考 竪冊 1冊

166/7 反別合計帳 明治 9.11. 第十大区一小区尾道 竪冊 1冊

166/8 拾肆日町役方年誌帖 天保 8.正. 町年寄亀山元助 竪冊 1冊

166/9 御触書覚 文政 5. 7. 竪冊 1冊

166/10 御布令控 明治 7. 5.15 天野 竪冊 1冊

166/11 旅人滞留願控 文政 13.11. 久保町組頭役伝右衛門 竪冊 1冊

167/1 〔青木茂氏原稿〕
※綴 2綴，原稿用紙 1点

括 1括

167/2 御講勘定帳 天保 9.10. 御世話方 横長 1冊

167/3 分栄講取除趣法連印帳 嘉永 4. 5. 世話方 竪冊 1冊

167/4 〔冥加千人仕法建覚〕 金屋喜兵衛 竪冊 1冊

167/5 覚（放牛講銀受取） 切継紙 1点

167/6 歓楽講 天保 14. 4. 世話方 竪冊 1冊

167/7 諸講銀出入之覚 文政 11. 2. 横半 1冊

167/8 百人因講受取通 嘉永 2.極. 講主森武源太印o他証人 2名→
東灰屋長右衛門殿

折紙 1点

167/9 〔袋〕（「牛馬放生講通入」） 甲辰（弘化元ヵ）. 袋 1点

167/10 同栄講金請渡帳 天保 11. 9. 鳴戸屋良助・灰屋嘉兵衛・油
屋嘉助

横半 1冊

167/11 芳栄講本帳 嘉永元.10. 世話方 横半 1冊

167/12-1 分斉講銀受渡通
※袋入り

天保 13.11. 世話方灰屋伊助印o・同油屋茂
兵衛印o→東屋様

横長 1冊

167/12-2 分斉講ニ差入申質物証文之事
※袋入り

天保 14. 9. 取主林屋茂兵衛印o・証人松屋
好兵衛印o→分斉講連中惣代亀
山元助殿

竪紙 1点

167/12-3 永代売渡申家屋敷之事
※袋入り

天保 11. 7. 売主嶋屋利八印o・証人車屋利
七印o→林屋茂兵衛殿

竪紙 1点

167/12-4 覚（分斉講通・掛金譲渡証文）
※袋入り

嘉永 4. 4. 本東屋印o・証人広嶋屋忠兵衛
印o→林屋茂兵衛殿

竪紙 1点

167/13 南栄講受渡通
※袋入り

天保 11. 3. 世話方佐伯屋儀助印o・竹原屋
治助印o→東灰屋

横長 1冊

167/14 永保講金請渡通
※袋入り

嘉永 2.10. 世話方羽井屋新十郎印o→栗原
屋貞助様

横長 1冊

167/15 建り定書之事 嘉永元.霜. 世話方笠岡屋常右衛門・同灰
屋嘉兵衛

竪冊 1冊

167/16 千両建芳栄講 嘉永元.10. 世話方笠岡屋常右衛門印o・同
灰屋嘉兵衛印o

竪冊 1冊

167/17 分栄講趣法并連印帖 天保 14.極. 質物書類并ニ金預り亀山印o 竪冊 1冊
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167/18 永保講 嘉永 2.10. 当講引受方木綿屋類三郎・灰
屋新十郎

竪冊 1冊

167/19 万全講趣法連印帳 嘉永 3. 7. 講主住屋儀右衛門印o・引受人
松井俊卓印o

竪冊 1冊

168/1 守全講金請渡通 弘化 2.11. 世話方灰屋嘉兵衛印o他 2名→
油屋卯八様御取次

横長 1冊

168/2 頼母子講請通 文政 9．4. 講主天寧寺印o他請人 2名→橋
本様

横長 1冊

168/3 三百人頼母子講之通 嘉永 4. 5. 三社修履世話方印o 横長 1冊

168/4 定（頼母子講につき） 折紙 1点

168/5 頼母子銀受渡通
※袋入り

文政 11.11. 講元福善寺印o・銀主東富吉屋
印o→灰屋嘉兵衛様

横長 1冊

168/6-1 恵鏡講之通
※袋入り

嘉永元.10. 世話方灰屋友七 印o他 2 名→
正念寺様御取次仁五屋林右衛
門様

横長 1冊

168/6-2 舌代（阿州藍玉仕切金貸付依頼）
※袋入り

常称寺→灰屋友七様 切継紙 1点

168/7-1 頼母子講受取通
※袋入り

文政 12. 講主栗原屋貞助印o・証人塩屋
小兵衛印o→角灰屋様

横長 1冊

168/7-2 覚（頼母子講につき）
※袋入り

文政 12. 9. 講主栗原屋貞介印o・証人塩屋
小兵衛印o→角灰屋様

折紙 1点

168/8 無尽講之通 天保 2. 2. 灰屋嘉兵衛 折紙 1点

168/9 頼母子講御掛銀 天保 7. 3. 講元横橋鎌屋太夫（花押）他
2名→橋本様

竪切紙 1点

168/10 頼母子銀受渡通 文政 11.11. 講元福善寺印o・銀主東富吉屋
印o→灰屋保兵衛様

横長 1冊

168/11 趣方講銀受渡通
※袋入り

天保 11.正. 引受方印o・世話方大紺屋甚三
郎印o→橋本御氏御引受分

横長 1冊

168/12 分斉講銀受渡通
※袋入り

天保 13.11. 世話方灰屋伊助印o・同油屋茂
兵衛印o→栗原屋貞助様取次

横長 1冊

168/13 嘉永講之通
※袋入り

己酉（嘉永 2）.10. 世話方和田屋弥吉郎印o・灰屋
友七印o→白市屋利助様

横長 1冊

168/14 芳永講銀受渡通
※袋入り

嘉永元.10. 世話方笠岡屋常右衛門印o・灰
屋嘉兵衛印o→灰屋友七様取次

横長 1冊

168/15 同栄講諸入用算用帳 天保 11. 9. 世話方 横半 1冊

169 年賦取立銀渋滞約メ申出之覚 安政 6. 8. 臨時方頭取役受 横長 1冊

170 船法儀 天和 原田三左衛門辰種入道了喜判 竪継紙 1点

171 御調郡後地村地È之帳 万治 2. 2.12 後地村庄や善兵衛（花押）他
9名

竪冊 1冊

172/1 乍恐奉願上候口上（中背鑑札下
渡し願）

文久元.極. 木屋新八→問屋御役場 竪紙 1点

172/2 乍恐奉願上候口上之覚（鰯漁の
儀につき）

文久 2. 4. 金屋喜兵衛印o→年寄格・問屋
仲買頭三郎助殿他 2名

竪継紙 1点

172/3 善慶講江差入申家屋敷之事 嘉永元.12. 取主三成屋甚助 印o他 2 名→
善慶講御惣代津国屋太郎左衛
門殿

竪紙 1点

172/4 頼母子講質物ニ入申家屋鋪之事 文政 13. 4. 取番東屋半次郎・証人富吉屋
八兵衛→頼母子講連中之内惣
十郎殿

竪継紙 1点

172/5 覚（金子預り） 　　辰. 5. 9 天満屋儀平印o→灰屋両替店 切紙 1点

172/6 〔塩飽屋儀助忰蔵太出奔につき
書付〕

　　午. 8. 組頭格町庄屋淳蔵他 3名→薬
師寺小兵衛様

竪紙 1点

172/7 請取跡帖面写 嘉永 7. 8. 6～安政
2. 2.

竪冊 1冊
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173 高橋氏借金書抜扣 嘉永 7. 6. 横長 1冊

174/1 覚（永続講掛銀受取） 嘉永元.11. 講主住屋半兵衛印o・引請方大
崎屋貞次郎印o他 2名→本東屋

竪紙 1点

174/2 覚（問屋座預銀廿ヶ年賦手形） 嘉永 6. 8. 問屋座御役所印o→町御奉行所 竪紙 1点

174/3 覚（問屋座御場所入用金預り） 嘉永 3.極. 月番五郎右衛門印o→東屋半次
郎殿

竪紙 1点

174/4 覚（問屋座御場所入用金預り） 嘉永 3.極. 月番五郎右衛門印o→東屋半次
郎殿

竪紙 1点

174/5 差入申一札之事（干鰯代滞銀一
件につき）

嘉永 4. 9. 福田村借主政右衛門印o・同親
類惣代懸介印o→尾道御役人代
弥作殿

竪紙 1点

174/6 覚（問屋座御場所入用金預り） 嘉永 3.極. 月番五郎右衛門印o→東屋半次
郎殿

竪紙 1点

174/7 覚（問屋座御場所入用金預り） 嘉永 3.極. 月番五郎右衛門印o→東屋半次
郎殿

竪紙 1点

174/8 覚（御用銀受取） 安政 2. 3. 町年寄上席頭取亀山元助印o他
2名

竪紙 1点

174/9 覚（各浜出来塩高書上） 　　酉. 5. 問屋場いわし屋株 切継紙 1点

174/10 覚（酒造稼鑑札拝借一札） 安政 6. 2. 住屋新蔵印o→問屋座御役所 竪紙 1点

174/11 覚（取立銀勘定） 　　丑.11.17 問屋座御役所臨時方 切継紙 1点

174/12 覚（小柴田米・藤谷米買仕切） 　　酉. 4.29 大問屋印o→東灰屋様 切継紙 1点

174/13 永代売渡申家屋敷之事
※包入り

安永 3.極. 譲主灰屋次郎右衛門印o・証人
金屋幾右衛門印o→灰屋彦右衛
門殿

竪紙 1点

174/14 拝借金納通 万延 2.正. 大紺屋喜兵衛→問屋座臨時方
御役所

折紙 1点

174/15 覚（仲買衆中より問屋中へ御頼
の儀につき口上）

　　辰. 2. 問屋中→大崎屋定六 折紙 1点

175 〔薪草山争論につき応答一件書
類〕

安永 8. 5. 御調郡本庄村 竪冊 1冊

176 〔青木茂氏作成資料〕（沼隈郡山
波村検地帳・御調郡後地村地坪
帳・栗原検地帳）

原稿用紙
綴

5綴

177/1 覚（永代仏飼料寄付） 明和 2.11. 灰屋次郎右衛門印o・灰屋惣四
郎印o→後地村慈観寺

竪継紙 1点

177/2 〔書簡〕（入山の嘉儀方金百疋贈
給につき）

　　　3.21 藤沢印o→橋本吉兵衛・橋本多
吉

折紙 1点

177/3 片山清「続尾道千光寺元応二年
五輪塔」

昭和 40. 5. 1 複製 1点

177/4 遊行新聞 　第14号～17号 昭和 47. 3. 1～昭和
47. 9. 1

遊行新聞編集部（神奈川県藤
沢市）

新聞 1綴（ 4点）

177/5 〔青木茂氏筆写資料〕（旧尾道裁
判所解体時発見）

原稿用紙 1点

178/1 塩田組合芸備支部創立議々事筆
記録

明治 19. 8. 1 和本 1冊

178/2 十州塩田組合本部第二回通常会
議決書

明治 20. 9. 冊子 1冊

178/3 十州同盟ノ塩戸会議定約連署簿 明治 11. 9. 会主播州上灘目浜 竪冊 1冊

178/4 会議費用計算簿 明治 11. 9. 会主播州上灘目浜 竪冊 1冊

178/5 〔青木茂氏筆写資料〕（塩業者郡
内会決議書）

原稿用紙
綴

1綴

179 〔青木茂氏筆写資料〕（松永塩田
記録）

原稿用紙
綴

1綴
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180/1 〔包紙〕（表題「上 　金屋喜四郎」） 包紙 1点

180/2 〔書簡〕（藍川へ委任状渡出訴に
つき）
※封筒入り

　　　11.18 （長岡）源吾→嶋居（儀右衛
門）様・天野様

罫紙 1点

180/3 〔書簡〕（商社年賦金につき）
※封筒入り

　　　1.13 直敏→嶋天両君 切継紙 1点

180/4 記（注文書物書上他） 胡屋→天野御山荘［ほか］ 切継紙 1点

180/5 〔白紙罫紙（「天野用紙」）〕 罫紙 2点

180/6 〔書簡〕（入用金商社にて御手
当願）

　　　10.22 深町直敏→嶋居儀右衛門様・
天野嘉四郎様

切継紙 1点

180/7 〔書簡〕（銀行一条橋本へ面会の
件，小野組負債取扱人書類差出
につき）

　　　2.21 儀右衛門→天野様 罫切継紙 1点

180/8 〔書簡〕（商社年賦金上納の儀に
つき）

　　　4. 6 直敏→御両人様 罫切継紙 1点

180/9 〔書簡〕（綿方出願の儀につき） 　　　4. 7 宗一郎→社長様 切継紙 1点

180/10 〔商社新築入用金差引勘定〕 切継紙 1点

180/11 〔書簡〕（東京へ出京仕り事件至
急取約めの儀決議につき）
※封筒入り

　　　11.20 大阪平野町三丁目中橋筋村山
幸兵衛→嶋居儀右衛門様

罫紙 1点

180/12 〔葉書〕（御駈合の事件御報落手
の旨）

　　　4. 3 広嶋深町直敏→島居儀右衛門
殿・天野嘉四郎殿

葉書 1点

180/13 〔書簡〕（借状筋につき） 　　　 　10 直敏→両君 切継紙 1点

180/14 上納金御通 安政 5.11. 問屋役場長右衛門・同禎次郎・
同清右衛門→田原様

横長 1冊

180/15 記（建材書上） 折紙 2点

180/16 上納金通 明治元.11. 御銀掛→大谷村庄屋小野慎
一郎

横長 1冊

180/17 〔書簡〕（分配金御渡の儀につき） 　　　4. 4 宗一郎→両社長様 切継紙 1点

180/18 〔書簡〕（商社振当金の儀につき） 　　　7. 1 直敏→御両人様 罫切紙 1点

180/19 〔書簡〕（金落手の旨） 　　　6.14 直敏→御両人様 切紙 1点

180/20 〔書簡〕（切手帳面記載につき） 　　　12.28 源吾→両社長様 切紙 1点

180/21 年賦上納金之儀ニ付歎願 切継紙 1点

180/22 〔書簡〕（商社年賦一条につき） 　　　7.12 直敏→儀右衛門様・嘉四郎様 切継紙 1点

180/23 元治二丑初釜記 切継紙 1点

180/24 他方懇意家町名録
※袋入り

切（継）紙 1括（ 4点）

180/25 〔書簡〕（商社一条の事につき） 　　　1.28 直敏→嶋居君・天野君 切継紙 1点

180/26 〔書簡〕（授印分離一条・貢米の
儀につき）

罫切継紙 1点

180/27 〔書簡下書〕（御転居の儀につき） 切継紙 1点

180/28 記（仏壇・時計他書上） 切継紙 1点

180/29 〔書簡〕（年賦金の儀延期六ヶ敷
につき）

　　　12.28 小八郎→直敏様 切継紙 1点

180/30 〔書簡〕（会社地所借用方の儀に
つき）

　　　1.19 直敏→嘉四郎様 切継紙 1点

180/31 〔書簡〕（商社営繕不足金の儀等
につき）

　　　4.26 直敏→嶋居君・天野君 切継紙 1点

180/32 口陳（諸品商社へ御助労につき） 　　　10.19 荒谷林兵衛→野村喜兵衛様・
村上幸右衛門様・酒井源七様

切継紙 1点

180/33 〔書簡〕（会社分離云々の儀に
つき）

　　　1.22 直敏→天野君 切継紙 1点
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180/34 記（本家納め分白金受取） 　　戌. 2.12 浜 東屋印o→生和様 切紙 1点

180/35 〔包紙〕（「服部誠一著 　東京新
繁昌記四編」）

明治 8. 5.19 包紙 1点

180/36 〔塗代書上〕 切紙 1点

180/37 〔天野嘉四郎分地租書上〕 罫紙 1点

180/38 天野帳簿用紙（白紙） 罫紙 1点

180/39 〔諸入用金書上〕 罫紙 3点

180/40-1〔書簡〕（真壷の儀につき）
※封入り

　　　10. 8 喜多立玄→天野梅潤様 切継紙 1点

180/40-2 覚（真壷他送り状）
※封入り

　　　10. 6 天野→喜多様 切継紙 1点

180/41 竹画居士の身まかりしを悲ミて
（詩歌）

禎子 竪紙 1点

180/42 〔願書奥書控断簡〕 竪紙 1点

180/43 〔書簡〕（訴状の儀につき） 　　　11.18 岡田宗一郎→社長様 罫切継紙 1点

180/44 〔転居届下書〕 明治 24.11. 山田元吉・広瀬栄四郎→町長
宛

切継紙 1点

180/45 〔社内にて勝手売買の儀につき
書付〕

罫切継紙 1点

180/46 〔教育会議につき申上書付〕 切紙 1点

180/47 〔書簡〕（西国の騒擾居合不申不
景気の儀につき）

　　　3.30 直敏→御両人様 切紙 1点

180/48 〔書簡〕（商社分離一条の儀に
つき）

　　　1.24 直敏→島居君・天野君 切継紙 1点

180/49 〔書簡〕（小野組跡処分方につき） 　　　4.14 村上幸兵衛印o→嶋居儀右衛門
様・天野嘉四郎様

罫紙 2点

180/50 〔書簡〕（外方より金談の儀申来
につき）

　　　 　29 深町直敏→嶋居儀右衛門様 切継紙 1点

180/51 〔書簡〕（年賦金今日本納取計い
につき）

　　　3.28 直敏→御両人様 切継紙 1点

180/52 〔書簡〕（商社規則方法書手扣に
つき）

　　　10.15 深町直敏→嶋居儀右衛門様・
天野嘉四郎様

切継紙 1点

180/53 〔書簡〕（塩物市別仕入金の儀に
つき）

　　　12.10 直敏→嶋居君・天野君 罫切継紙 1点

180/54-1〔書簡〕（別紙保証書出訴之願方
変更の儀につき）
※封入り

（明治 9）.12. 2 （長岡）源吾→島居（儀右衛
門）様

罫竪紙 1点

180/54-2〔電報〕（保証書依頼）
※封入り

明治 9.12. 4 長岡→嶋居 罫竪紙 1点

180/55 〔書簡〕（旧万所明地の儀につき） 　　　3. 3 罫切紙 1点

180/56 覚（問屋・仲買商事心得方につ
き触書）

　　未. 8. 切継紙 1点

180/57 〔各蔵金銭書上〕 罫切紙 1点

180/58 町役所諸帖面并櫃物之内夫々小
内書留帖

文化 11. 5. 横長 1冊

180/59 〔古手・布団等有物覚〕 横長 1冊

180/60 御銀借用通 安政 2. 問屋役場印o→問屋座御役所 横半 1冊

180/61 七月十九日騒擾之由来（蛤御門
の変由来書）
※折紙 1点綴

甲子（元治元）. 7. 竪冊 1冊

180/62 芸州郡名（手習い本） 竪冊 1冊

180/63-1〔包紙〕 包紙 1点
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180/63-2 御祝儀入用方覚 横長 1冊

180/63-3 御祝盃 横長 1冊

180/63-4〔祝儀荷物到来日記〕 横長 1冊

180/63-5 霜月十八日婚姻献立 　　　11.18 切継紙 1点

180/63-6 御祝盃組扣
※包入り

切継紙 1点

180/64-2〔書簡〕（本社の事務相運びかね
候儀につき）

　　　12.14 直敏→島居君・天野君 切継紙 1点

180/64-1〔包紙〕 包紙 1点

180/64-3〔書簡〕（講会一条につき） 　　　4. 7 直敏→嶋居君・天野君 切継紙 1点

180/64-4〔書簡〕（融通商社人事につき） 　　　3.22 直敏→御両人様 切継紙 1点

180/64-5〔書簡〕（年賦金の儀につき） 　　　3.22 直敏→御両人様 切継紙 1点

180/64-6〔書簡〕（御地仕入金一条につき） 　　　12.19 直敏→御両人様 罫切継紙 1点

180/64-7〔書簡〕（商社年賦金抵当仕分の
儀につき）

　　　3.19 直敏→嶋居君・天野君 切継紙 1点

180/65 〔寛永十五年尾道町遠地詰帳〕 寛永 15. 竪冊 1冊

181/1 〔夜咄会献立〕 　　　11. 5 謙和堂 切継紙 1点

181/2 〔書簡〕（面談の儀につき） 　　　10.17 味岡勘兵衛→川口助市様・川
口新七様

切継紙 1点

181/3 誓文（茶道他流他門之輩へ口外
仕るまじき旨）

安永 5.12. 3 →義了庵左 折紙 1点

181/4 〔正午会献立〕 　　　11. 8 石花亭 切継紙 1点

181/5 〔正午時茶湯献立〕 　　　3.14 明石彦太夫 横長 1冊

181/6 茶会席帳 安永 7. 4.12 川口源右衛門 竪冊 1冊

181/7 送籍証・入籍届 明治 10. 6. 1～明治
10. 7.11

竪紙・罫
紙綴

1綴

182/1 〔包紙〕（「上 　住屋新蔵」） 住屋新蔵 包紙 1点

182/2 〔包紙〕（「手形壱通入」） 包紙 1点

182/3 〔包紙〕（「惣問屋衆中江干賀中
買 左之通願書移シ」）

明和 5.10. 包紙 1点

182/4 〔雛道具受取依頼〕 　　　6.10 切紙 1点

182/5 明治十六年二月十九日乙第四号
（割利引年率）

明治 16. 2.19 切継紙 1点

182/6 〔包紙〕（受取書入） 文久 3. 8. 包紙 1点

182/7 〔所得税調査委員選挙人投票用
封筒〕

封筒 1点

182/8 甲第一〇号（衆議院議員選挙名
簿調製につき）

明治 24. 3. 9 尾道町長横山亮一 竪紙刊 2点

182/9 〔包紙〕 藤沢→橋本吉兵衛殿・橋本多
吉殿

包紙 1点

182/10 〔包紙〕（「証文」） 　　辰. 5. 2 包紙 1点

182/11 〔包紙〕（「上」） 包紙 1点

182/12 〔包紙〕（「上 　問屋役場」） 問屋役場 包紙 1点

182/13 〔包紙〕（「上」） 町庄屋格・問屋組合頭次郎右
衛門

包紙 1点

182/14 本文内訳（畑面積・地代勘定） 竪紙 1点

182/15 〔包紙〕（「急要用書」） 金助→尾道鍛冶屋庄助様 包紙 1点

182/16 〔書簡下書〕（鉄道布設発起人総
会開会につき）

切継紙 1点

182/17 覚（皆済相成） 　　　9. 4 東万印o→本家店為助様 切紙 1点
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182/18 覚（天女浜沖堀浚入用） 湊普請懸り役和平→御役方 切継紙 1点

182/19 口換（別紙証券差出） 　　　11.朔 半右衛門→天野尊大人 切紙 1点

182/20 〔包紙〕（「上 　栗原屋五郎右衛
門」）

栗原屋五郎右衛門 包紙 1点

182/21 覚（材木他書上） 横長 1冊

182/22 堀浚出勤帖 安政 5. 4. 横長 1冊

182/23 唐詩七絶 小竪冊 1冊

182/24 〔竪冊断片〕 竪紙 1点

183/1 砂雪隠起絵図
※包入り

絵図 1点

183/2 〔書簡〕（松魚・野酒御祝差上） 　　未. 9.15 東屋半次郎→小野鹿祐様・小
野千松様

切継紙 1点

183/3 長四畳数奇屋引直シ図解書
※包入り

天野，速水宗匠写 絵図 1点

183/4 二帖中板御数奇屋壱ヶ所并ニ勝
手博之間天井水屋共積り

万延元. 3. 数奇屋方大匠瓶七 竪冊 1冊

183/5 雲州太守不昧侯御好数奇屋円山
端之寮ニ有

嘉永 6. 3.29 竪冊 1冊

183/6 長四畳席図添書（写） 明治 4. 2. 速水宗筧→天野宗篤様 竪冊 1冊

183/7 砂雪隠壱ヶ所直積り代料書 文久 2. 3. 大工瓶七 竪冊 1冊

183/8 備忘録 　橋本・中村用具（茶道） 明治 2.～明治 8. 竪冊 1冊

183/9 門人血判帖 享和 2.晩冬 土芝拳半古 横半 1冊

184/1 〔書簡〕（御婚姻御調につき祝書）
※包入り

　　　6.11 速水宗汲（花押）→天野嘉四
郎様・天野徳太郎様

切紙 1点

184/2 〔書簡〕（御慶事につき祝書） 　　　4. 1 速水宗汲（花押）→天野嘉四
郎様

切紙 1点

184/3 〔書簡〕（暑中御安否伺） 　　　7.28 速水宗汲（花押）・速水宗筧
（花押）→天野嘉兵衛様

切紙 1点

185 〔書簡〕（記念誌編纂につき相談）
※封筒入り。便箋 3枚包紙付き。

　　　9.17 尾道市日比崎町入船裕二→青
木茂先生

便箋 1点

186 茶事順会録 文久元.10.23 杖芸荘 横半 1冊

187 茶事録 嘉永 6. 天埜氏 横半 1冊

188 会譜 　四 横長 1冊

189/1 〔雑誌記事抜粋（「尾道温古雑
感」）〕

スクラッ
プ

1綴

189/2 御城下御触之写 　　戌. 9.朔 切継紙 1点

189/3-1 尾道諸品株式会社定款 明治 32. 7.29 尾道諸品株式会社取締役社長
天野嘉四郎他取締役 4名

冊子刊 1冊

189/3-2 株式会社尾道米塩肥料取引所営
業細則 　改正分

明治 28. 3.18 株式会社尾道米塩肥料取引所
理事長橋本吉兵衛

冊子刊 1冊

189/3-4 第六期営業報告書 明治 31.前半季 株式会社尾道貯蓄銀行 冊子刊 1冊

189/3-5 資本金減少証書 明治 19.12.15 尾道第六十六国立銀行支配人
福原陳興・同頭取天野嘉四郎

冊子刊 1冊

189/3-6 第六十六国立銀行申合規則 明治 11.11. 第六十六国立銀行 冊子刊 1冊

189/4 賞罰記 明和 4. 横半 1冊

189/5 〔青木茂氏原稿〕 原稿用紙 1括

189/6 〔県史編さん関係文書・葉書〕
※罫紙 2・洋紙刊 1・葉書 2

昭和 53. 県史編さん室・井上洋→青木
茂

括 1括

189/7 〔青木茂氏原稿〕 原稿用紙 1括

189/8 〔青木茂氏原稿（県内外輸出入
表）〕

原稿用紙 1括
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190/1 小作畝歩書抜控 明治 21.10. 天野 横長 1冊

190/2-1 覚（金子借用証文） 慶応 4.正. 天野半次郎 印o→小川作右衛
門殿

竪紙 1点

190/2-2 覚（金子借用証文） 明治 3.閏 10.16 天野半次郎印o→後藤様 竪紙 1点

190/2-3 記（界紙・金子借用証文） 亥（明治 8）
2.26/12.30

天野印o→嶋居様御店，天野嘉
四郎印o→今井兼綱様

切紙綴 1綴

190/2-4 記（金子借用証文） 明治 8. 2.～明治 8.
5.

天野嘉四郎印o→福嶋利八殿他 切（継）紙
綴

1綴

190/2-5 記（金子借用証文） 明治 9. 2.～明治 9.
5.

天野嘉四郎印o→三原町山科常
右衛門殿他

切（継）紙
他綴

1綴

190/2-6 金預り通 慶応 3.～慶応 4. 天野半次郎 印o→唐津屋徳兵
衛殿

横長 1冊

190/2-7 記（金子借用証文）・戻シ手形之
事（豊田郡大崎中野村塩浜）

明治 6.／明治 4. 5. 天野半次郎印o／天野嘉四郎印o 竪（継）紙
綴

1綴

190/2-8 覚（金子借用証文）・〔金預り通〕 明治 2. 東屋嘉四郎印o→後藤様他／買
地屋忠助印o→本東屋様

綴 1綴

190/2-9 戻シ手形之事（豊田郡大崎中野
村塩浜）

明治 3. 7. 尾道天野嘉四郎印o・証人高見
屋房五郎→宮本清三郎殿

竪継紙 1点

190/2-10 覚（帽子地預り証文） 慶応 2.11. 3 天野半次郎印o→御運上所 竪紙 1点

190/2-11 覚（金子借用証文） 慶応 4. 3.16 天野半次郎印o→後藤様 竪紙 1点

190/2-12 覚（金子借用証文） 慶応 4. 2.20 天野半次郎印o→諸品御役所 竪紙 1点

190/2-13 覚（金子借用証文）
※切紙 1付き

慶応 4. 4. 8 天野半次郎印o→後藤様 竪紙 1点

190/2-14 覚（天札借用証文） 未（明治 4）.極.朔 清助取次 切紙 1点

190/2-15 覚（金子借用証文）・戻シ手形之
事（田畑・塩浜）

明治 3.～明治 4. 天野（東屋）半次郎印o，天野（東
屋）嘉四郎印o→山科常右衛門
殿他

綴 1綴

190/2-16 覚（金子借用証文） 慶応 4. 天野（東屋）半次郎印o，天野（東
屋）嘉四郎印o→笠岡屋作右衛
門殿他

綴 1綴

190/2-17 記（金子借用証文） 明治 7. 諸品商社天野嘉四郎印o他→小
野組他

綴 1綴

190/2-18 覚（金子借用証文他）・戻シ手形
之事（田畑）

明治 3. 東屋半次郎印o，東屋嘉四郎印o
→はま屋嘉助殿他

綴 1綴

190/2-19 覚（札銀借用証文） 慶応 3. 天野半次郎印o→町御役所，御
運上所，御銀札場他

綴 1綴

190/2-20 覚（金子借用証文） 明治 5. 天野半次郎印o，天野嘉四郎印o
他→諸品御役処他

綴 1綴

191 茶湯飯後会譜 安政 5.霜.朔 横長 1冊

192 〔明治九年三月十五日ヨリ於御
所内博覧会中茶筵記他〕

明治 9. 竪紙刊綴 1綴

193 茶秘録 明治 7. 綴 1綴

194 諸家茶会譜 綴 1綴

195 翠光（俳句）
※封入り

切紙 1点

196 賀乃むしろ
※包入り

明治 25. 8. 紙 1点

197 半池庵宗匠撰（短歌） 明治 23.仲秋 紙 3点

198 御積り書 大工庄兵衛→天野嘉四郎様 竪冊 1冊

199 半百賀宴茶事 明治 17. 4. 1～13 主 天野嘉四郎 横半刊 1冊

200/1 〔茶事次第〕 文久 3. 3.朔 切紙 1点

200/2 席開キ茶会 　　　11. 8 主 天野嘉四郎 切継紙 1点
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200/3 〔書簡〕（短歌） →貞兵衛君 切紙 1点

200/4 五月十二日正午蠖居（茶事次第） 　　　5.12 切継紙 1点

200/5 覚（諸品勘定） 　　未. 7.23 →尾道東万様 切継紙 1点

200/6 亥十一月七日口切（茶事次第） 　　亥.11. 7 切継紙 1点

200/7 年賦金貸附通 安政 3.霜. 問屋座御役所 印o→灰屋長右
衛門

折紙 1点

200/8 覚（金子受取状） 明治元.極.19 灰屋真七郎印o・油屋嘉助印o→
東屋嘉四郎殿

切紙 1点

200/9 於蠖居席三畳敷中柱（茶事次第） 嘉永 7.10.15 折紙 1点

200/10 〔書簡〕（神機隊激戦により若公
より御見舞の酒下さる旨）

　　　6. 6 外山→霞汀雅兄 切紙 1点

200/11 津村氏好ニ付酉二月十日頃懐石
書試

　　酉. 2.10 折紙 1点

200/12 子十月五日臨時飯後茶屋おゐて 　　子.10. 5 切継紙 1点

200/13 二月下旬岡山竹村氏年賀之茶被
遊候

　　　2. 庄兵衛→天野様・松井様 切継紙 1点

200/14 辰八月十九日（茶事次第） 　　辰. 8.19 折紙 1点

200/15 〔袱紗作法書〕 紙 1点

200/16 申八月十七日御位局山田氏（茶
事次第）

　　申. 8.17 切紙 1点

200/17 明治十六年二月十三日正午茶事 明治 16. 2.13 主 天野嘉四郎 切継紙 1点

200/18 茶馨服之記 竪紙 1点

200/19 五月廿七日菓子之御茶 　　　5.27 切継紙 1点

200/20 後藤閑夫様御茶事 　　　3.31 切継紙 1点

200/21 〔茶通箱相伝につき誓約書〕 切継紙 1点

200/22 覚（金子受取状）〔他〕 　　午.10.26 加口屋万兵衛印o→社倉方御役
人御衆中様

切紙 1括（ 4点）

200/23 安政三丙辰四月十日ヨリ於蠖居
茶之湯尤正午計

安政 3. 4.10 切継紙 1点

200/24 安政己未正月十九日正午時月次
茶之湯

安政 6.正.19 主 貞解 切継紙 1点

200/25 拝問覚 切継紙 1点

200/26 十二月十二日飯後表流詫人茶
（茶事次第）

　　　12.12 切紙 1点

200/27 巳歳陽月於松涛庵口切正午茶会 安政 4. 洛陽東山大森執事 折紙 1点

200/28 〔書簡〕（金子返済延引願） 　　　10.30 始次郎→天野長兄 切継紙 1点

200/29 炭基ニ奉書敷〔他〕 綴 1綴

200/30 〔紙折方作法書〕 綴 1綴

200/31 養寿院宗達居士五十年忌追善茶
湯飯後会譜

安政 5.霜.朔 横長 1冊

200/32 紫野茶会記 冊子刊 1冊

201/1 口上（天目点仕試につき朱入
依頼）

　　　霜.25 切継紙 1点

201/2 辛酉正月七日正午（茶事次第） 辛酉（文久元）.正. 7 主 圭斎 切継紙 1点

201/3 〔茶事作法につき伺書〕 切紙 1点

201/4 〔書簡〕（茶室柱立てにつき伺い） 　　申.10.23 切継紙 1点

201/5 客心得ノ事 切紙 1点

201/6 十一月廿六日正午速水宗筧茶事
於守三軒

　　　11.26 喜多→天野様 切継紙 1点

201/7 〔書簡〕（池永と申す老人古稀に
つき茶事次第）

切紙 1点
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201/8 炉右手前唐物点法 宗筧→楳澗様 切継紙 1点

201/9 行荘誓約 慶応 3. 2. 天野半次郎篤（花押）・同妻禎
子→速水宗筧先生

竪紙 1点

201/10 慶応四年辰三月於山荘正午還暦
賀茶会記

慶応 4. 3. 主 天野梅澗 切継紙 1点

201/11 稽古之順序 切紙 1点

201/12 嘉永四亥霜月四日橋本四畳半
ニ而

嘉永 4.11. 4 切紙 1点

201/13 〔書簡〕（婚姻祝儀首尾良くとと
のい候につき挨拶）
※包入り

　　　12.30 日野実子→天野静枝殿 切継紙 1点

201/14 〔書簡〕（罷り出困難につき依頼）
※封筒入り

　　　7.24 楠生→青木様 切紙 1点

201/15 十一月三日正午土橋家茶事於
魯軒

　　　11. 3 切継紙 1点

201/16 旧三月七日正午初会揚小三郎様
御茶事

　　　3. 7 切継紙 1点

201/17 〔座敷につき伺書〕 　　　蝋.10 半次郎→守三軒大宗匠 切継紙 1点

201/18 午四月廿九日正午本家久田宗貞
老於半床庵ニ茶事

　　午. 4.29 切紙 1点

201/19 天目点 切継紙 1点

201/20 〔中板へ炉を切り申す事につき
伺書〕

　　　8.24 天野宗篤→守三軒大宗匠 切紙 1点

201/21 三月十日拙宅茶会 　　　3.10 切継紙 1点

201/22 盆点草炉四畳半右手前 折紙 1点

201/23 〔霜月十七日茶会記〕 　　　霜.17 切継紙 1点

201/24 家内心得・茶之湯朝調之事 切紙 1括

201/25 霜月十六日飯後御茶事 　　　霜.16 折紙綴 1綴

201/26 安政五午四月七日茶事 安政 5. 4. 7 主 玄々斎 折紙綴 1綴

201/27 安政六未三月十日正午於妙喜庵
茶会

安政 6. 3.10 主 橋本吉兵衛 折紙綴 1綴

201/28 明治四未九月廿七日飯後会記 明治 4. 9.27 折紙綴 1綴

201/29 〔住山好風炉先窓図面〕 竪紙綴 1綴

202 三袋同乱点二天目一袋乱点 各
炉風炉并薄茶

小横長 1冊

203 真之草初段二段三段 四方盆一
袋二袋三袋

小横長 1冊

204 行ノ草初段二段三段四段 乱餝
乱置乱点袋茶碗 各炉ノ点法

小横長 1冊

205 乱餝乱置乱点袋茶碗二袋 各風
炉ノ点法

小横長 1冊

206 行之行三段同四段 両天目三袋
三天目四袋 行之真三袋径山西
湖点法

小横長 1冊

207 茶秘録 文久 3.正. 綴 1綴

208 会譜 一・二・三 横長 3冊

209 千五百両一件之覚（札場より借
用の儀につき）

　　申. 9. 切継紙 1点

210 覚（預け金利息受取） 元治元.極. 大紺屋栄助印o・証人同政助印o
→問屋座御役所

竪紙 1点

211 口上（浜市立差扣の儀につき） 　　巳. 2. 干鰯あい物惣中買→中買頭住
屋只右衛門殿・同冨吉屋久右
衛門殿

切紙 1点
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212 覚（手形） 万延元. 4. 問屋座御役所→橋本吉兵衛 切紙 1点

213 覚（五ヶ年積入俵数書上） 　　　5.18 津国や太郎左衛門→御役場 切紙 1点

214 乍恐奉願口上之覚（当月市売仕
来の通り仰せ付けられたき旨）

天明 8.極. 干鰯あひもの中買中→中買頭
惣十郎殿他 5名

竪紙 1点

215 覚（源八預け干鰯差引過上銀
受取）

　　子. 4.15 寺泊り本間千歳丸久次郎→灰
屋彦右衛門殿

切紙 1点

216 覚（紙屋鑑札引当金子借用） 万延元.11. 島屋権七印o→問屋座御役所 竪紙 1点

217 覚（金子借用） 安政 6. 5. 住屋新蔵印o→問屋座御役所 竪紙 1点

218 覚（松尾社永代常神酒料受取）
※包入り

宝暦 10. 8. 松尾社本願所印o→橋本次郎右
衛門殿

竪紙 1点

219 証文（問屋株譲受） 安永 3.極. 灰屋彦右衛門印o他 4名→灰屋
次郎右衛門殿

竪紙 1点

220 金子借用証文之事（在塩売込入
銀証文引当）

安政 6.12. 天女干浜庄屋源治郎印o・同仲
間役友治郎印o→尾道町問屋御
役場

竪継紙 1点

221 覚（在塩売切代銀受取） 安政 6.12. 天女肥浜仲間役友治郎印o→尾
道町問屋座御役場

竪継紙 1点

222 譲り戻ス問屋株之事 安永 10.正. 譲り戻灰や彦右衛門印o他 4名
→灰屋多吉殿

竪紙 1点

223 覚（金子借用） 明治 2.12. 竹内要助印o→木原秀三郎様 竪紙 1点

224 〔書簡〕（お嬢さん来館の旨及び
外遊の話につき）
※封筒入り

　　　11. 9 国立国会図書館中井正一→青
木茂様

切継紙 1点

225 〔包紙〕（「焼香料」） 本東屋 包紙 1点

226 〔面談につき出頭命令〕
※封入り

　　　10.28 尾道支庁印o→島居儀右衛門・
天野嘉四郎

罫紙 1点

227 〔書簡〕（米商社一条につき） 　　　9.20 罫紙 1点

228 御貸下金年賦割替一時上納願 明治 21. 6. 広島県御調郡尾道久保町諸品
会社長天野嘉四郎・嶋居儀右
衛門→広島県知事千田貞暁殿

竪紙 2点

229 記（金子預り置） 明治 17. 1. 天野嘉四郎印o→木原三郎様 竪紙 1点

230 〔橋本長門御暇願聞届につき申
達〕

万延元. 4.14 中山殿家大口甲斐守積善（花
押）→宮原鎌蔵殿

切紙 1点

231 〔包紙〕（「御年貢下札」） 天明 8. 包紙 1点

232 〔包紙〕（「一、白金百九拾弐両」） 明治 3. 5. 西東両浜中脊中 包紙 1点

233 添証文之事（金子借用につき） 安政 5. 7. 灰屋長右衛門印o→御奉行所 竪紙 1点

234 覚（問屋座御役所へ調達の年賦
金一時皆済の段請状）

安政 6. 2. 亀屋嘉兵衛印o→問屋座御役所 竪紙 1点

235 加地子金御用捨之義歎願書 明治 15.12. 5 一番浜・五番浜花咲直助印o他
8名印o→藤本義八郎殿

竪紙綴 1綴

236 覚（広島眼科医師逗留仕らせた
き旨願）

万延 2.正. 6 灰屋三郎助印o→年寄格組頭半
三郎殿・組頭対蔵殿

竪紙 1点

237 覚（金子借用につき添手形） 安政 6. 2. 住屋新蔵印o→問屋座御役所 竪紙 1点

238 覚（銀札借用につき一札） 天保 9.極. 借主大工屋栄助印o・請人海老
屋喜代七→東灰屋政助殿

竪紙 1点

239 覚（金子借用につき一札） 安政 6. 9.17 亀山元助印o→問屋座御役所 竪紙 1点

240 覚（金子借用につき一札） 安政 6. 2. 借主住屋新蔵印o・請人住屋半
三郎印o→問屋座御役所

竪紙 1点

241 覚（金子借用につき一札） 安政 6.11. 北国屋新助印o→問屋座御役所 竪紙 1点

242 覚（金子借用につき一札） 安政 6. 8.24 大紺屋喜兵衛 印o→問屋座御
役所

竪紙 1点

243 覚（金子借用につき一札） 安政 6.11.13 油屋友助印o→問屋座御役所 竪紙 1点
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244 覚（金子借用につき一札） 安政 6. 3. 6 金光屋与三平 印o→問屋座御
役所

竪紙 1点

245 記（諸品商社資本金他借用証券） 明治 7. 3. 嶋居儀右衛門印o・天野嘉四郎
印o→広島県尾道支庁御中

竪継紙 1点

246 証（金子借用につき） 明治 12. 8.31 宝島国蔵印o他 8名印o→御本家
御店楠豊助様

竪紙 1点

247 証（金子借用につき） 明治 12. 1.21 石山良助印o他 5名印o→御本家
様内楠豊助殿

竪紙 1点

248 覚（紙屋株鑑札引当金子借用に
つき一札）

安政 7. 2. 6 島屋権七印o→問屋座御役所 竪紙 1点

249 覚（紙屋株鑑札引当金子借用に
つき一札）

安政 7. 3.29 島屋権七印o→問屋座御役所 竪紙 1点

250 乍恐奉願上口上之覚（塩飽屋儀
助忰蔵太と申す者出奔につき帖
外の儀願）

安政 5. 8. 塩飽屋儀助印o・他 7名印o→町
年寄上席頭取亀山元助殿他
3名

竪継紙 1点

251 乍恐奉願上候口上之覚（大紺屋
惣十郎名目問屋株この度大紺屋
伝兵衛借受支配につき一札）

文久元.12. 請人木頃屋治兵衛印o・同大鍛
冶屋善兵衛印o→年寄格問屋仲
買頭三郎助殿他 2名

竪紙 1点

252 御歎申上候口上之覚（問屋座御
役所臨時方頭取役御赦免願）

安政 6. 9. 問屋座御役所頭取役・町年寄
格十兵衛印o→問屋御役所頭取
役・町年寄上席橋本吉兵衛殿

竪紙 1点

253 乍恐奉願上候口上之覚（干鰮仲
買人名大紺屋栄助へ譲渡願）

文久元.11. 東屋丈助印o・親類鍵屋清蔵印o
→年寄格問屋仲買頭三郎助殿
他 2名

竪紙 1点

254 覚（塩預り証文） 安永 9.11. 7 家嶋財宝丸新兵衛印o→灰屋彦
右衛門殿

竪紙 1点

255 覚（預り金手形） 嘉永 6. 8. 問屋座御役所印o→三年寄 竪紙 1点

256 記（金子受取状） 　　　1. 8 米商社印o→天野様 切紙 1点

257 覚（諸品会所質貸行試につき
触書）

　　亥.10. 7 町御奉行所印o→町年寄 切継紙 1点

258 荷物送り状之事 　　丑. 3.24 大坂博労町一丁目中村庄兵衛
印o→天野嘉四郎様

竪紙 1点

259 覚（尾道惣問屋商内高） 　　酉. 6. 切継紙 1点

260 覚（預り金手形） 嘉永 6. 8. 問屋座御役所印o→西国寺 切紙 1点

261 覚（綿切手引当天札借用） 未（明治 4）.極.朔 清助取次 切紙 1点

262 〔書簡〕（年頭の嘉儀につき） 　　　3.21 藤沢印o→橋本吉兵衛殿・橋本
多吉殿

折紙 1点

263 覚（金子借用につき一札） 安政 6. 3. 帯田屋儀助印o・羽井屋真十郎
印o→問屋座御役所

切継紙 1点

264 横綱紀念碑建設之趣旨・横綱力
士累代姓名・〔番付表〕

明治 30. 1. 発起人陣幕久五郎通高 竪紙刊 3点

265 あめりかことバ和解の写 竪紙 1点

266 覚（酒造稼鑑札引当金子借用） 安政 6. 3. 住屋新蔵印o→問屋座御役所 竪紙 1点

267 覚（金子借用につき一札） 安政 6. 9. 4 帯田屋与兵衛 印o→問屋座御
役所

竪紙 1点

268 〔青木茂氏原稿〕
※原稿用紙・罫紙・複製

括 1括（ 7綴，4点）

269 歎願書写（複製） 辛未（明治 4）. 8.11 広嶋管内十六郡惣代山縣郡有
田村武一

複製 1綴

270 尾道騒動之事（複製） 複製 1綴

271 〔青木茂氏原稿〕 罫紙 1点

272 論船願書之扣 享和元. 5. イワシヤ 竪冊 1冊

273/1 覚（分栄講入札）
※紙縒付き

切（継）紙 1括（12点）
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273/2 覚（分栄講入札）〔他〕
※紙縒付き

切（継）紙 1括（13点）

273/3 〔書簡〕（同栄講通掛銀御申越し
承知の旨）
※包入り

　　　10. 5 菅氏（自竹原）→尾道同栄講
世話方御衆中様

切継紙 1点

273/4 口上（同栄講集会案内） 　　子.10.晦 同栄講世話方→橋本様他11
名

折紙 1点

273/5 口上（同栄講通掛金明日まで御
待下さるべき旨）

　　　10. 6 新屋庄蔵→同栄講御世話人
中様

切継紙 1点

273/6 覚（預け金） 折紙 1点

273/7 〔白紙等〕 切紙 4点

273/8 〔同栄講集会案内〕 　　申. 4.朔 同栄講世話方→橋本様他10
名

折紙 1点

273/9 酉拾番会残半方 　　　9.24 折紙 1点

273/10 口演（同栄講集会案内） 　　　10. 3 同栄講世話方→亀山様他10
名

折紙 1点

273/11 口上（同栄講四番会集会案内） 　　寅. 9.29 鳴戸屋良助他 2名→忠海河田
与一右衛門様他 3名

折紙 1点

273/12 口上（同栄講三番会集会案内）
※包入り

　　丑. 9.29 鳴戸屋良助他 2名→忠海河田
与一右衛門様他 5名

折紙 1点

273/13 分栄講金請渡通
※袋入り

天保 14.極. 世話方油屋幾兵衛印o・亀山店
儀助印o→かと屋周助様

横長 1冊

273/14 口上（同栄講帳面調印下さるべ
き旨及び集会案内）

　　子.10.29 鳴戸屋良助他 2名→忠海河田
与一右衛門様他 5名

折紙 1点

274 〔尾道湊商事等につき覚書控帳〕
※横長 4冊・竪冊 1冊

横長・竪
冊

5冊

275/1-1 問屋座弐百両口之覚
※275- 1の括り紐付き

　　申. 8. 切継紙 1点

275/1-2 記（諸品商社貸付方法等の儀に
つき〈下書〉）

切継紙 1点

275/1-3 覚（仕入銀差支につき借用） 文久 2. 7. 富浜当分庄屋与三兵衛印o他 3
名印o→尾道町問屋役場

竪紙 1点

275/1-4 覚（塩売切代銀受取） 文久 2. 3. 吉和浜元〆勝助印o・同仲間役
嘉兵衛印o→尾道町問屋役場御
掛役御衆中

竪紙 1点

275/1-5 金子借用証文之事（塩売込入銀
引当）

文久 2. 3. 吉和浜元〆勝助 印o他 3 名 印o
→尾道町問屋役場三郎助殿他
2名

竪紙 1点

275/1-6 覚（富浜・吉和浜地場入用仕入
銀差支につき借用）

亥（文久 3）.正. 組合割庄屋与兵衛印o・同元五
郎 印o→尾道問屋役場御役人
衆中

竪紙 1点

275/1-7 金子借用証文之事（塩売込入銀
引当）

文久元.極. 吉和浜元〆勝助 印o他 4 名 印o
→尾道町問屋役場三郎助殿他
2名

竪紙 1点

275/1-8 覚（金子借用証文） 安政 4.12. 問屋役場印o→亀山元助殿 竪紙 1点

275/1-9 乍恐口上之覚（柳津西屋徳兵衛
留船一件につき御届）

元治元. 4. 問屋惣代北国屋吉十郎印o他 2
名→問屋役場

竪紙 1点

275/2 永代売渡申家屋鋪之事 嘉永 6.11. 売主東屋半次郎印o・証人魚屋
清右衛門印o→菅屋新助殿

竪紙 1点

275/3 頼母子講質物入申蔵之事 天保 10.12. 取番東屋半次郎印o・証人同貞
助印o→講連中惣代大紺屋貞兵
衛殿

竪紙 1点

275/4 覚（干浜地子銀上納につき一札） 明治 2. 5. 借り受瀬戸田大道屋武右衛
門・請人同仲助→紺屋善兵衛
殿他 2名

竪継紙 1点
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275/5 〔青木茂氏原稿〕 原稿用紙 1括（ 3点）

275/6-1 〔書簡〕（当所両替八軒残らず
差留め新たに両人仰付の儀に
つき）

　　　2.朔 切継紙 1点

275/6-2 覚（年賦金勘定） 切継紙 1点

275/6-3 覚（金子借用） 　　卯. 5.11 灰屋善助印o→東灰屋様 切紙 1点

275/6-4 覚（取替金勘定） 　　卯.極. かと灰屋→東灰屋 切継紙 1点

275/6-5 覚（金子借用） 　　丑.12.11 上住屋印o→東灰屋 切紙 1点

275/6-6 覚（金子借用） 　　子.霜.14 林小左衛門・船越寿左衛門 切紙 2点

275/6-7 覚（干鰮塩物・穀物商内高） 　　　6.22 切紙 1点

275/6-8 覚（問屋座御役所改革その他御
撫育筋につき条々）

切継紙 1点

275/6-9 覚（小売職米不当直売改方につ
き触書）

　　　11. 町御奉行所→町年寄 切継紙 1点

275/6-10 百三拾五両口之覚（両替有物の
内より差出し）

　　申. 9. 切継紙 1点

275/6-11 結社金預り 明治 9.11. 切継紙 1点

275/6-12 乍恐奉口上書（雲州廻米橋本方
へ仰せ付けの趣法につき）

島屋好兵衛事好水→渡辺様 切継紙 1点

275/6-13〔皆済証文〕
※紙縒付き

　　　極.12 年寄格組頭半三郎印o→灰屋調
右衛門

切紙 1点

275/6-14〔書簡〕（来会依頼） 　　　 　20 切紙 1点

275/6-15 覚（天札借用） 明治 5. 2.17 天野嘉四郎印o→楢崎半兵衛殿 切紙 1点

275/6-16 覚（問屋座御場所入用金預り
〈下書〉）

嘉永 2.閏 4. 月番勘右衛門→東屋半次郎殿 竪紙 1点

275/6-17 覚（田地売渡願聞届候につき三
歩代受取）

　　巳.12.31 町役場印o→買主引受人高田屋
峯吉殿

切継紙 1点

275/6-18 覚（銀札富浜元〆分受取） 　　う. 6.20 本かなや印o→本灰屋両替店 切紙 1点

275/6-19 覚（寄場再興入用につき金子
借用）

万延元. 4. 切継紙 1点

275/6-20 覚（金子渡し） 　　亥. 9. 北三木印o→嶋居御氏 切継紙 1点

275/6-21 覚（金子借用） 　　酉. 4. 切継紙 1点

275/7 覚（元利返済証文） 　　巳. 7. 三原御勘定方 印o→東屋嘉四
郎殿

竪紙 1点

275/8 乍恐奉願上候口上之覚（穀物小
売御免許の儀につき家普請入用
金拝借願）

万延元. 8. 裏御客屋番友助印o→問屋御役
場御役人御衆中様

切継紙 1点

275/9 覚（御客為替銀受取） 天保 6.12. 富吉屋喜助印o他 2名印o→灰屋
治郎右衛門殿

竪紙 1点

275/10 覚（銀借用） 安永 3. 4. 7 後藤彦三郎代吉郎右衛門印o→
灰屋次郎右衛門殿

竪継紙 1点

275/11 覚（家督相続人の儀につき） 天保 9. 2. 東屋祖助印o→東屋元五郎殿 竪紙 1点

275/12 覚（質券引当金子借用） 慶応 4. 5.14 天野半次郎印o→諸品御役所 竪紙 1点

275/13 永代売申家屋鋪之事 天明 2.極. 売主宮屋半六印o・証人鰯屋佐
助印o→東屋半治郎殿

竪紙 1点

275/14 永代売渡申家屋敷之事 天保 8. 8. 売主伊予屋卯右衛門印o・証人
田尻屋弥助印o→東屋半次郎殿

竪紙 1点

275/15 売渡シ申立家之事 安永 4.12. 売主石見屋七郎兵衛印o・証人
栗原屋与右衛門印o→灰屋惣次
郎殿

竪紙 1点

275/16 覚（金子預り） 文久元. 7.22 東屋嘉四郎印o・同半次郎印o→
西川様御内福原隆平様・同三
上重四郎様

竪紙 1点
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275/17 譲り申田畑之事 文久 3.11. 譲り主持光寺印o・証人光明寺
印o→東屋半次郎殿

竪紙 1点

275/18 覚（金子借用） 文久 2. 3. 板屋和平［ 　］・同和［ 　］→堀
浚方

竪紙 1点

275/19 覚（銀札受取） 癸卯（天保14）. 6.18 三木屋印o→東灰屋 切継紙 1点

275/20 覚（金子受取） 　　　9.20 姫路屋五三郎印o→東灰屋様 切紙 1点

275/21 覚（天札受取） 壬申（明治 5）. 5.15 天野印o→紺屋善兵衛様 切紙 1点

275/22 通 弘化 2. 3. 大原屋才次 印o→灰屋長右衛
門様

横長 1冊

275/23 金銀出入通 万延元.閏 3. 淑陶軒 横長 1冊

275/24 乍恐差向御歎奉申上書附帖（三
原糸崎浜にて新築出し・問屋商
事目論見につき差留め願〈雛
型〉）

　　子. 7. 尾道町問屋何屋・同干鰯米仲
買

竪冊 1冊

275/25 覚（金子借用〈写〉） 嘉永 5.極. 高橋七郎右衛門・木綿屋禎次
郎→渡辺百平様・松村八郎平
様

竪冊 1冊

275/26 小売屋共連名書附草案（津国屋
太郎左衛門方へ入津の肥前米商
内の儀につき）

竪冊 1冊

276/1 覚（嶋居忠太郎捷神隊入隊に
つき）

明治 2. 7. 当町十四日町住屋十助印o→捷
神隊御役所

竪紙 1点

276/2 覚（尾道町山城屋金二郎倅庄次
郎捷神隊入隊につき）

　　巳. 7.20 尾道町釘屋譲之助印o→捷神隊
御事務局

竪紙 1点

276/3 覚（三原東町油屋殿兵衛倅友平
捷神隊入隊につき）

　　2. 4 三原東町目代為四郎印o 竪紙 1点

276/4 覚（田中廉之助捷神隊入隊に
つき）

明治 2. 2. 尾道町三好屋吉蔵印o→捷神隊
御役所

竪紙 1点

276/5 覚（豊田郡船木村月行司五郎兵
衛忰理三郎神機隊入隊願）

慶応 4. 7. 豊田郡船木村庄屋哲次郎印o・
同助五郎印o→神機隊御役所

竪紙 1点

276/6 覚（栗尾佐太郎捷神隊入隊に
つき）

明治 2. 7. 当所久保町白市屋与助印o→捷
神隊御役所

竪紙 1点

276/7 〔尾道富くじ引札〕 竪紙 1点

276/8 〔尾道富くじ引札〕 竪紙 1点

276/9 〔尾道富くじ引札〕 竪紙 1点

276/10 〔尾道富くじ引札〕 竪紙 1点

277/1 御貸下金年賦割替一時上納願 明治 21. 6. 広島県御調郡尾道久保町諸品
会社長天野嘉四郎・島居儀右
衛門→広島県知事千田貞暁殿

竪紙 2点

277/2 証（地所書入証抵当預りにつき） 明治 13. 3.24 第六十六国立銀行→天野仙次
郎殿

罫紙 1点

277/3 奉歎願候書付（小野組閉店に
つき）

明治 9.10. 4 小野善助助総代理小野善右衛
門・小野助次郎・小野善次郎
→監査局御中

竪冊 1冊

277/4-1 両社合併ニ付御請并ニ御願書 明治 8.11. 問屋中総連印→広島授産会社
出張尾道諸品商社御中

竪冊 1冊

277/4-2 〔両社合併につき〕 明治 8.11. 諸品商社社長島居儀右衛門・
同天野嘉四郎→授産会社御中

竪冊 1冊

277/5-1 〔山陰鉄道敷設につき実測并荷
物出入調査願〕

御調郡尾道町千九百四拾番邸
島居儀右衛門・同三百五拾七
番邸天野嘉四郎・同七百四拾
弐番邸橋本吉兵衛

竪紙 1点

277/5-2 改定郵便規則抄録 明治 6. 4. 郵逓寮 竪紙 1点
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277/5-3 〔山陰鉄道敷敷設線路実測願い
聞届〕

明治 22. 8.15 広島県知事千田貞暁→御調郡
尾道町島居儀右衛門・天野嘉
四郎・橋本吉兵衛

罫紙 1点

277/6 明治十五年十月分月報告 明治 15.10.～明治
16. 1.

罫紙 4点

278/1 〔尾道諸品合資会社社長選挙当
選通報〕

明治 25.12.29 尾道諸品合資会社→天野嘉四
郎殿

罫紙 1点

278/2 大日本持丸長者鑑 明治 10. 8. 大谷勘兵衛 竪紙 2点

279 〔塩田絵図〕 絵図 1点

280/1 金借用証 明治 20. 1. 8 借主橋本長三 印o→金主□直
太郎

竪紙 1点

280/2 質物差入申証文之事 嘉永 3. 6. 東屋半次郎印o→御銀札場 竪紙 1点

280/3 永代売渡申田畠之事 嘉永元.極月. 売主安芸郡熊野村栄田勘三郎
印o・証人泉屋源兵衛印o→買主
御調郡尾道東屋半次郎殿

竪紙 1点

280/4 覚（銀借用） 　　亥.極月.29 川崎屋八兵衛 印o→東屋半次
郎殿

竪紙 1点

280/5 借用申金子之事 嘉永 4. 3. 借主東屋半次郎印o・受人亀山
元助印o→延藤吉兵衛殿

竪紙 1点

280/6 定約証（金借用） 明治 17. 3. 御調郡尾道久保町千弐百廿弐
番邸引受人橋本長三印o→金主
小島勘四郎殿

竪紙 1点

280/7 覚（銀借用） 天保 5. 8. 佐渡屋七郎兵衛印o→灰屋次郎
右衛門殿

竪紙 1点

280/8 覚（実綿預り） 天保 7.10. 綿屋為松印o→東灰屋 竪紙 1点

280/9 覚（銀札借用） 　　戌. 9.13 岩子島幸助→はいや武兵衛殿 竪紙 1点

280/10 永代売渡申地所之事 嘉永 4.極月. 売主孫太郎印o・証人宇右衛門
印o・同周右衛門印o→尾道東屋
半次郎殿

竪継紙 1点

280/11 記（流質高算用） 明治 11. 4. 切紙 1点

280/12 拝借証之事 明治 9. 2. 連名印→広島県出納課御中 切紙 1点

280/13 覚（金子借用） 甲辰.霜月. 6 三木屋→東灰屋 切紙 1点

280/14 指入申証書之事 明治 5. 8.27 まつ永住吉屋安次郎印o→尾道
東屋半次郎殿

切紙 1点

280/15 抵当物之儀ニ付上申 　　未. 5. 社長両人印→長官殿 切紙 1点

280/16 記（流質請引約メ書） 明治 10.10. 切継紙 1点

280/17 〔包紙〕（「正金銀之儀ニ付御趣
意御請出一札扣」）

文政 13. 3. 包紙 1点

280/18 覚（金子借用） 午.10.25 住屋清兵衛→御本家様 切紙 1点

280/19 〔勧善丸ほか入津回数書上〕 享和 2.～文化 3. 切継紙 1点

280/20 〔諸品商社への督促要請〕（旧藩
貸下年賦返納未済につき）

明治 9. 3. 9 出納課→第十大区区長 竪紙 1点

280/21 〔包紙〕（「銀預り一札」） 包紙 1点

280/22 家質証文之事 嘉永 7. 5. 借主伊予屋卯右衛門印o・証人
秋田屋利八印o→羽田屋勇蔵殿

竪紙 1点

280/23 記（地券家券預け置につき） 明治 7.11. 小川和太郎 印o→島居儀右衛
門殿

竪紙 1点

280/24 尾道諸品商社合併之儀ニ付御届 明治 8.11. 十二人連名→長官殿 竪冊 1冊

280/25 草稿（授産会社合併ニ付） 罫紙 1点

280/26 会社申合規則扣 明治 8. 竪冊 1冊
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280/27 〔断簡〕 明治 21. 4.26 広島県御調郡尾道久保町諸
品会社長天野嘉四郎・同島居
儀右衛門→広島県知事千田貞
暁殿

断簡 1点

280/28 〔質物ニ入申土蔵建物証文事ほ
か鋳物師屋喜兵衛書類写〕

嘉永 3.極月. 借主鋳物師屋喜兵衛・証人両
替屋理兵衛→福尾屋喜助殿

竪冊 1冊

280/29 第九期営業報告書 明治 32. 株式会社尾道貯蓄銀行 冊子刊 1冊

280/30 〔青木茂氏原稿〕
※綴11綴，原稿用紙22点

原稿用紙 1括

281/1 〔御巡検様御宿につき申達〕 天保 9. 3. 切継紙 1点

281/2 喜四郎様内用 　　. .11 要助 切継紙 1点

281/3 覚（拝借銀差引勘定） 　　酉. 7.30 問屋座御役所臨時方 切継紙 1点

281/4 〔田畑値段の儀覚書〕 　　. 6.13 □蔵→黍庵君 切継紙 1点

281/5 口上覚（芳栄講と相唱趣法講相
企候につき）

　　巳. 8. 切継紙 1点

281/6 〔書簡〕（屋敷方普請いたしたき
儀など）

　　.11. 5 権右衛門→長右衛門老兄 切継紙 1点

281/7 〔御差紙売買の儀覚書〕 切継紙 1点

281/8 追啓（例の屏風細字に相認候約
束につき）

　　.10.26 偕聞→黍庵君 切継紙 1点

281/9 〔旅日記下書〕 切継紙 1点

281/10 〔御差紙売買の儀覚書〕 切継紙 1点

281/11 〔御差紙売買の儀覚書〕 切継紙 1点

281/12 〔御差紙売買の儀覚書〕 　　戌.正.14 灰屋太吉 切継紙 1点

281/13 〔御差紙一件につき書付〕 　　酉.11. 平岡や治兵衛→目代吉左衛
門様

切継紙 1点

281/14 〔干鰯中買市立の儀につき書付〕 文政 12.10.30 竪継紙 1点

281/15 〔御差紙売買の儀覚書〕 　　戌.正.14 灰屋太吉 切継紙 1点

281/16 〔青木茂氏原稿〕 原 稿 用
紙・罫紙

1括（15点）

282 〔為取替申一札之事ほか松永湾
漁場差縺訴訟一件〕

　　寅. 6. 1 権田治右衛門・吉田弥惣右衛
門→秋山善六殿

竪継紙 1点

283/1-1 覚（金銭勘定） 　　丑.11.27 御勘定所→町御役所 竪紙 1点

283/1-2 〔書簡〕（相場通知） 　　.正.27 →長衛門様 切継紙 1点

283/1-3 〔書簡〕（干鰯の様子） 　　. 4.23 高橋安右衛門→津国屋太郎右
衛門様

切継紙 1点

283/1-4 覚（差引勘定） 　　亥. 3. 2 問屋座御役所臨時方 切継紙 1点

283/1-5 覚（差引勘定） 　　.11. 切継紙 1点

283/1-6 覚（差引勘定） 　　亥.正. 問屋座御役所臨時方 切継紙 1点

283/1-7 記（社倉蔵寄進） 切継紙 1点

283/1-8 問屋座御役所御才覚金□捌前文
書試

切継紙 1点

283/1-9 〔書簡〕（勧解一条につき） 　　. 8. 6 島居儀右衛門→天野嘉四郎様 切継紙 1点

283/1-10 覚（金子受取） 　　丑. 3.29 橋本→問屋座 切紙 1点

283/1-11 口演（豊前米御払下につき） 　　子.12.17 問屋仲買頭三郎助 切紙 1点

283/1-12 覚（差引勘定） 　　子.正.20 問屋座御役所当用方 折紙 1点

283/1-13 融通方問利除置座 　　嘉永 5.正. 折紙 1点

283/1-14 御願書写 明治 9. 1.27 正三位浅野御名→太政大臣三
条実美殿

切継紙 1点

283/1-15 覚（差引勘定） 切継紙 1点
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283/1-16 覚（差引勘定） 　　亥.10.30 問屋座御役所当用方 折紙 1点

283/2 覚（廻し高勘定） 　　未. 9.24 当用方→臨時方 切継紙 1点

283/3 記（金銭勘定） 佐平 切継紙 1点

283/4 〔包紙〕（「万延元庚申年大勘定」） 万延元. 鰯屋徳右衛門株引受幸八 包紙 1点

284/1-1 乍恐以書付御訴訟奉申上候（貸
金期月相過度に及につき返済仕
候様仰せ付けられたき旨）

嘉永 7. 6. 池田修理知行所備中国後月郡
井伊原村長百姓重郎右衛門炊
ニ付代・訴訟人百姓寛作→寺
社御奉行様

竪継紙 1点

284/1-2 借用証券 明治 19. 1. 御調郡向島東村天女六番浜塩
業人借主木曽平六・引受人木
曽久米蔵→天野徳太郎殿

竪紙 1点

284/1-3 借用一札之事 嘉永 5.12. 借主雲晴寺→東屋半次郎様御
取次

竪紙 1点

284/1-4 記（金子借用） （明治）18. 5.30 麻生勘兵衛印o→東橋本様 切継紙 1点

284/1-5 覚（金子借用証文） 安政 5.12. ぬり屋十兵衛印o→はゐ屋新十
郎殿

竪紙 1点

284/1-6 約定証（借用延引につき） 明治 21. 8.20 借主橋本長三印o・証人→幸田
栄俊殿・永田恒太郎殿

竪紙 1点

284/1-7 覚（銀借用） 天保 5. 6. 東屋半次郎印o→佐々木道格殿 竪紙 1点

284/1-8 金子借用証 明治 19. 8.20 借主橋本長三印o→□直太郎殿 竪紙 1点

284/1-9 預り証 明治 12. 1. 1 預主橋本他人蔵印o・保証人高
木龍蔵印o→宇都宮龍山殿

竪紙 1点

284/1-10 添証文之事 嘉永 6. 5. 山色屋兵蔵印o→諸品御役所頭
取役半次郎殿・同始太郎殿

竪紙 1点

284/1-11 金子借用証 明治 17. 8.20 借主橋本長三印o→□直太郎殿 竪紙 1点

284/1-12 借用一札之事 安政 2.12.29 借主雲晴寺印o→東屋半次郎殿 竪紙 1点

284/1-13 米借用之証 明治 18.12. 御調郡尾道久保町千弐百廿弐
番邸借主橋本長三印o・世羅郡
甲山町四拾番邸受人国武易勝
印o→世羅郡甲山町岡崎吉平殿

竪紙 1点

284/1-14 金子預り証 明治 18. 1.10 備後尾道預主橋本長三印o→一
土密厳殿・阿藤美乗殿

竪紙 1点

284/1-15 定約証（金子借用） 明治 17. 6. 御調郡尾道久保町千三百廿弐
番邸橋本長三印o→金主小畠勘
四郎殿

竪紙 1点

284/1-16 覚（金子借用） 文久元. 6. 灰屋三郎助印o→亀山元助殿 竪紙 1点

284/1-17 覚（金子借用） 文久 3.12. 借主塩崎屋伝六印o・請人志満
屋幸八印o→本東屋殿

竪紙 1点

284/1-18 定約証（金子借用） 明治 11. 2. 6 橋本長三印o→西野松忠殿 竪紙 1点

284/1-19 米借用証 明治 21. 1. 御調郡尾道久保町千弐百廿弐
番邸借主橋本長三印o・せら郡
甲山町百弐拾九番邸受人高草
儀平印o→せら郡甲山町岡崎吉
平殿

竪紙 1点

284/1-20 一札之事（金子借用） 文久 3.12.23 石畠屋治八郎印o→本東屋様 竪紙 1点

284/1-21 米借用之証 明治 19.12. 御調郡尾道久保町千弐百廿弐
番邸借主橋本長三印o→せら郡
甲山町岡崎吉平殿

竪紙 1点

284/2-1 覚（銀札借用） 安永元.12.29 大鍛冶屋助右衛門印o→中灰屋
貞八殿

竪紙 1点

284/2-2 問屋預り証文之事 文政 6.12. 借主三木屋儀八郎印o・証人三
次屋彦兵衛印o→灰屋次郎右衛
門殿

竪継紙 1点

284/2-3 覚（金子拝借） 万延元.11. 島屋権七印o→問屋座御役所 竪紙 1点
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284/2-4 覚（金子拝借） 万延元. 8. 島屋権七印o→問屋座御役所 竪紙 1点

284/2-5 覚（塩売切代銀請取） 文久元.12. 吉和浜元〆勝助印o・仲間役伴
兵衛印o・同嘉兵衛印o→尾道町
問屋役場御掛役御衆中

竪紙 1点

284/2-6 覚（金子拝借） 万延元.閏 3. 借主大紺屋嘉兵衛印o・受人大
坂屋市兵衛印o→問屋座御役所
臨時方

竪紙 1点

284/2-7 覚（銀拝借） 万延元.閏 3. 借主北国屋新助印o・引受人大
和屋彦兵衛印o→問屋座御役所

竪紙 1点

284/2-8 覚（金子拝借） 万延元. 6. 島屋権七印o→問屋座御役所 竪紙 1点

284/2-9 覚（金子拝借） 文久元. 8. 拝借主津国屋利兵衛印o・受人
大和屋嘉兵衛 印o→問屋座御
役場

竪紙 1点

284/2-10 金子借用証文 　　戌. 3. 今田屋小四郎印o・阿賀屋雄四
郎印o他 8名→尾道町問屋役場

竪継紙 1点

284/2-11 覚（金子拝借） 万延元. 4. 6 島屋権七印o→問屋座御役所 竪紙 1点

284/2-12 永代売渡申家屋鋪之事 万延元. 5. 町庄屋淳造印o→東屋半次郎殿 竪紙 1点

284/2-13 口上（銀預り） 安永 3.正. はい屋次郎右衛門 印o→大山
寺様

竪紙 1点

284/2-14 覚（金子借用） 　　巳. 5.24 加口屋新助印o→本東屋様 竪紙 1点

284/2-15 内密之事（金子預けの儀につき） 切継紙 1点

284/2-16〔書簡〕（藤本書類延日いたし候
につき）

　　. 5.23 儀右衛門→天野様聞下 切継紙 1点

284/2-17〔包紙〕 包紙 1点

284/2-18〔広島藩札（改印札）〕 藩札 3点

284/2-19〔私札〕 私札 2点

284/2-20〔私札〕 私札 2点

284/3 〔村数石高数書上〕 横長 1点

284/4 〔青木茂氏原稿〕
※原稿用紙13点，仮綴 1点

原稿用紙 1括

285/1 山陽日日新聞（第一万四百九十
八号）

昭和 10. 4. 9 発行所山陽日日新聞社 新聞 1点

285/2 尾道新報（三百十三号） 明治 33.11.15 新聞 1点

285/3 大阪朝日新聞（第一万千七十
三号））

大正元.12.11 大阪朝日新聞発行所 新聞 1点

286/1 〔借用証文下書〕 　　亥.霜月. 竪紙 7点

286/2 乍恐奉願上候口上之覚（米小売
仕りたく）

　　酉.正. 海老屋表代七印o→問屋座御役
場御役人御衆中様

竪紙 1点

286/3-1 御親目（前定約は取消更に新定
約相調申候につき）

　　. 3.18 大久保弥三郎・寺尾小八郎→
島居儀右衛門様・天野嘉四郎
様

切継紙 1点

286/3-2 〔書簡〕（御紙表の趣委細承知仕
につき）

　　.10.29 小笹屋助右衛門→灰屋嘉兵
衛様

切継紙 1点

286/3-3 記（金銭勘定） 切継紙 1点

286/3-4 覚（金銭勘定） 　　戌.正.29 切継紙 1点

286/3-5 記（金銭勘定） 切継紙 1点

286/3-6 〔断簡〕 断簡 1点

286/3-7 覚（金銭差出） 　　子.12.20 切紙 1点

286/3-8 〔書簡〕（金子拝借） 　　.閏月.17 越城和哉→東屋嘉四郎様貴下 切継紙 1点

286/3-9 〔書簡〕（御来駕につき大慶など） 　　. 3. 1 □法→□□□ 切継紙 1点

286/3-10 口上之覚（諸品御役所御貸付の
内流質物御取約につき）

　　申. 8. 頭取役半次郎 切継紙 1点
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286/3-11 申渡（三原町月行司申付候条） 　　午. 3.14 為積元蔵印o・脇本弘印o・井上
誠印o→三原町川口屋栄次郎

切紙 1点

286/3-12〔借用証文下書〕（役場要用の儀
につき）

組頭格同清右衛門・組頭同格
同貞次郎・町年寄格問屋中買
頭長右衛門

切継紙 1点

286/3-13〔書簡〕（値上げの事はむつかし
きにつき）

　　. 6. 3 高龍→橋本様 切継紙 1点

286/3-14 表塩場書付草案 　　丑. 4. 切継紙 1点

286/3-15 覚（不足銀につき） 安永 3.12. 本主大崎屋幸助・請人ぬり屋
忠蔵印o・世話人大松芳三郎印o
→中灰屋彦右衛門様・同家御
番董弥助様

竪紙 1点

286/3-16〔書簡〕（娘子水津方へ同居に相
成候につき）

　　. 4. 6 木屋七三郎→端亭様 竪紙 1点

286/3-17〔金銭勘定〕 横長 1点

286/3-18〔船越氏金子預り〕 嘉永 7. 6. 横半 1点

286/3-19〔金銭勘定〕 明治 20. 2. 1 横長 1点

286/3-20〔書簡〕（人々後帰宿につき大慶） 　　. .17 □法拝→□□□貴下 切継紙 1点

286/3-21 御願申上候口上之覚（掃除等仕
候ても兎角行届不申候につき）

万延 2. 3. 平岡屋弥作印o→年寄格問屋仲
買頭三郎助殿・組合頭格同清
右衛門殿

竪継紙 1点

286/3-22 仕様見積り帳 永井清造 竪冊 1冊

286/3-23〔断簡〕 明治 7. 3.15 広島県権令伊達宗與印o 罫紙 1点

286/4-1 〔書簡〕（栗原屋貞助休職いたし
嘆出候につき）

　　卯. 4.28 尾道問屋役場印o→三本松浦砂
糖御会所

切継紙 1点

286/4-2 乍恐奉願上口上覚（秋田屋藤右
衛門名目問屋株木原屋平兵衛へ
売渡支配につき）

安政 6.11. 西村屋清助印o→年寄格問屋仲
買頭三郎助殿・組頭格同清右
衛門殿

竪紙 1点

286/4-3 本年一月ヨリ六月マテ県税下札 明治 12. 1. 天野嘉四郎 切紙 1点

286/4-4 覚（塩代銀受取） 安政 6. 5. 富浜仲間役 印o→尾道町問屋
役場

竪紙 1点

286/4-5 覚（金子拝借） 安政 6. 5. 住屋新蔵印o→問屋座御役所 竪紙 1点

286/4-6 〔青木茂氏原稿〕 昭和 49. 8. 1 原稿用紙 1点

286/4-7 米借用之証 明治 20. 1. 御調郡尾道久保町千弐百廿弐
番邸借主橋本長三印o→せら郡
甲山町米主高草義兵衛殿

竪紙 1点

286/4-8 覚（金子拝借） 安政 6.10. 栗原屋市之介 印o→問屋座御
役所

切紙 1点

286/4-9 記（上納金書付） 明治 9. 1. 第十大区一小区尾道町諸品商
社社長天野嘉四郎・島居右儀
衛門→出納課金庫係

切紙 1点

286/4-10 金借用之証 明治 19. 4.28 借主橋本長三印o→碇直太郎殿 竪紙 1点

286/4-11 米借用証 明治 17. 1. 御調郡尾道久保町三百廿壱番
邸借主橋本長三印o・世羅郡甲
山町四拾番邸保証人国武易求
印o→せら郡甲山町米主岡崎善
兵衛殿

竪紙 1点

286/4-12 備後国尾道市真言宗摩尼山西国
寺境内真景

竪紙 1点

286/5-1 記（金預り） 明治 15.11.28 尾道橋本長三印o→安田義由殿 竪紙 1点

286/5-2 口上（銀預り） 安永 3. 6. 次郎右衛門印o→大山寺様 竪紙 1点

286/5-3 借用申銀子之事 文化 12. 3. 2 塩飽屋幸八印o→東屋半次郎殿 竪紙 1点

286/5-4 覚（銀受取） 　　巳. 5.26 海老屋表代七印o→問屋御役場 竪紙 1点

286/5-5 証（金子借用） 明治 16. 2. 2 橋本長三印o→前田文助殿 竪紙 1点
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286/5-6 〔短歌〕 切継紙 1点

286/5-7 覚（問屋商事につき） 　　戌. 8. 町御奉行所→尾道町年寄 切継紙 1点

286/5-8 預り証 明治 16. 1.26 預主橋本長三印o・保証人石井
聿三印o→野村正雄殿

竪紙 1点

286/5-9 記（金子あずかり） 明治 17.10. 東橋本印o→室谷出清殿 竪紙 1点

286/5-10 記（金子借用） 明治 17. 1.20 借主橋本長三印o→金主村上貞
兵衛殿

竪紙 1点

286/5-11 米借用之証 明治 19. 1. 御調郡尾道久保町千弐百廿弐
番邸借主橋本長三印o・世羅郡
甲山町四拾番邸受人国武易勝
印o→高草義兵衛殿

竪紙 1点

286/5-12 永代売渡し申家屋鋪之事 天保 10.11. 問屋座役年寄格五郎右衛門印o
→灰屋長右衛門殿

竪紙 1点

286/5-13 預り証 明治 16. 1.26 預り主橋本長三印o・保証人石
井半三印o→野村正雄殿

竪紙 1点

286/5-14 覚（銀借用） 嘉永 3.正. 借主菊屋和兵衛印o・受人西菊
屋直太郎印o・同向菊屋友三郎
印o→東屋半次郎殿

竪継紙 1点

286/5-15 証（金子借用） 明治 17. 5.22 借主橋本長三印o→片山帯雲殿 切紙 1点

286/5-16 覚（金銭勘定） 文久 3. 2.24 北国屋新助→問屋座御役場 切継紙 1点

286/5-17 覚（銀預り） 安永 3.正. 灰屋次郎右衛門印o→浄土寺様 竪紙 1点

286/5-18 覚（金子拝借） 安政 4.閏 3. 借主津国屋利兵衛印o・証人大
和屋嘉兵衛印o→問屋御役場

竪紙 1点

286/5-19 乍恐奉願上候口上之覚（手元不
如意につき）

文久 6.12. 栗原屋三四郎印o→問屋御役場
御役人中様

竪紙 1点

286/5-20 拝借証文之事 文久元. 6. 借主尾道町三木屋正之助印o・
証人中之庄村此内与三兵衛印o
・同野間村平久太郎印o→尾道
町問屋御役場

竪紙 1点

286/5-21 覚（問屋株貸付） 　　酉.11. 大紺屋栄助印o→年寄格問屋仲
買頭三郎助殿・同同半三郎殿・
組頭格問屋仲買頭清右衛門殿

竪紙 1点

286/5-22 覚（問屋株借受支配） 　　酉.11. 大紺屋伝兵衛印o→年寄格問屋
仲買頭三郎助殿・同同半三郎
殿・組合格問屋仲買頭清右衛
門殿

竪紙 1点

286/5-23 証（金子拝借） 明治 12. 6. 1 借主宮島佼平印o・受人橋本他
人蔵印o・証人三宅喜兵衛印o・
同進藤亥僊印o→村上貞兵衛殿

竪紙 1点

286/5-24 記（金子預り） （明治）18.12.17 橋本長三印o→一土密厳殿 切紙 1点

286/5-25 覚（金子借用） 慶応元.10. 吉田外記造印o→東屋様 切継紙 1点

286/5-26 覚（金子借用） 天保 15.正. 8 志満屋理八印o→東灰屋 竪紙 1点

286/5-27 覚（金子拝借） 嘉永 7.12.28 羽倉屋徳助印o→御旦那様 竪紙 1点

286/5-28 乍恐奉願上候口上之覚（干鰯中
買株当年限り支配につき）

文久 4. 2. 和田屋豊八印o→年寄格問屋中
買頭三郎助殿・同同半三郎殿・
組頭格同清右衛門殿

竪紙 1点

286/5-29 前文御免答 　　. .11 雲□→梅澗様 切継紙 1点

286/5-30 記（金子預り） 明治 16. 2. 預主橋本長三 印o→延田吉兵
衛殿

竪紙 1点

286/5-31〔断簡〕 竪紙 1点

286/5-32 証（金子借用） 明治 15. 8.25 土屋成三印o→橋元長三殿 竪紙 1点

286/5-33 金子預り証 明治 13.12.17 預り主橋本他人蔵印o→金主幸
田栄俊殿

竪紙 1点

286/5-34 覚（札銀預り） 天保 15. 7.10 小川印o 竪切紙 1点
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286/5-35 県甲第百五拾八号 明治 10.11.22 広島県令藤井勉三代理広島県
少書記平山靖彦

竪紙 1点

286/5-36 覚（銀差引不足借用） 　　巳.10.17 米子朝田丸金兵衛印o→灰屋治
郎右衛門殿

切紙 1点

286/5-37 頼母子講証文之事 嘉永 4.12. 講金田屋勝三郎・証人清蔵・
五人組亀蔵・長百姓甚四郎→
講御連中

竪継紙 1点

286/5-38 覚（銀札借用） 天保 5. 6. 1 東屋半次郎印o→佐々木道祐殿 竪紙 1点

286/5-39 記（金子預り） （明治）18. 9.12 橋本長三印o→福寿院様 罫紙 1点

286/5-40 覚（金子拝借） 慶応 4. 3.22 天野半次郎印o→後藤様 竪紙 1点

286/5-41 覚（金子受取） 　　申. 3.22 藤木才助印o→天野嘉四郎様 切紙 1点

286/5-42〔包紙〕 住屋新蔵 包紙 1点

286/5-43 覚（金子借用） 天保 14. 4. 志満屋理八印o→東灰屋 竪紙 1点

286/5-44 覚（問屋座渋滞銀趣法仕揃入用
につき）

安政 5.12. 町御奉行所印o→灰屋長右衛門 竪紙 1点

286/5-45 差入申候証文之事 文久 3.12. 借主大岡屋権四郎印o・証人栄
屋常助印o・河内屋嘉兵衛印o→
東屋半次郎殿

竪紙 1点

286/5-46〔青木茂氏原稿〕 原稿用紙 1括（ 7点）

287 〔宮島・三原・福山諸島図〕 皇都盛信秀画 絵図 1点

288/1 御実米算用帳 　　午. 8. 灰屋長右衛門判→町御奉行所 横半 1点

288/2 〔書簡〕（綿作大不作かつこの近
辺稲作これまた存外不作）

　　. 8.10 □法→□□□ 切継紙 1点

288/3 〔私札〕 私札 1点

288/4 〔書簡〕（早速参上仕るべく候） 　　. .13 切紙 1点

288/5 覚（入用取立） 　　丑. 4. 2 肝煎嘉右衛門 切紙 1点

288/6 石灰発送の儀につき歎願書 明治 28. 5. 4 尾道開成合名会社→山陽鉄道
株式会社長松本重太郎殿

竪冊 1点

289/1 各地諸物価運賃銭表 明治 6. 6. 竪紙 1点

289/2 〔天札〕 　　. 2. 5 横長 1点

289/3 〔写真〕（慶応四年年賀免状，第
一代豊田惟徳）

プリント 3点

289/4-1 〔書簡〕（御荷物御積送り御贔屓
の程よろしく頼みあげたてまつ
り候）

　　.正. 5 →中山友三様 切継紙 1点

289/4-2 記（実相送り代金御送りくださ
れ候）

　　. 6.18 田坂屋嘉助→田熊中谷友三様 切継紙 1点

289/4-3 記（油送り代金綿実受取くださ
るべく候）

　　.11.13 三隅店→田熊中山友蔵様 切紙 1点

289/4-4 口上（酒一升おかしくだされ候） 　　.10.25 白銀屋吉蔵→中山友蔵様 切紙 1点

289/4-5 記（代金受取） 　　.12.19 尾道田坂屋→中山友蔵殿 切継紙 1点

289/4-6 記（金銭勘定） 　　. 9.16 白栄印o→中山様 切継紙 1点

289/4-7 記（代金受取） 　　. 5.25 村井万兵衛 印o→田熊中山友
蔵様

切継紙 1点

289/4-8 記（金子請取） 　　. 6.28 高田為三印o→中山様 切紙 1点

289/4-9 記（代金受取） 　　. 8.10 栗新印o 切紙 1点

289/4-10 記（代金受取） 　　. 8.15 笠徳印o→田熊友蔵様 切紙 1点

289/4-11 記（綿実売渡） 切継紙 1点

289/4-12〔書簡〕（因幡米五百俵入津これ
あり）

　　.12. 9 ともや定兵衛→田熊中山友
蔵様

切継紙 1点

289/4-13 記（代金請取） 　　.11.30 壁屋文四郎印o→（中）山様 切紙 1点
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289/4-14 記（綿実代金） 　　.11.23 尾道屋→中山様 切継紙 1点

290 条約書（授産会社・諸品商社合
併の儀につき）

明治 8.11. 社長・両社取締両人→広島授
産会社十二名宛殿

切継紙 1点

291 〔袋〕 袋 1点

292/1 保証書 明治 9.11.11 右区副戸長栗田完六印o→広島
県裁判所七等判事横地安信殿

罫紙 1点

292/2 記（金子借用） 明治 6. 5. 5 粟根恂六印o・天野嘉四郎印o→
宮崎正助殿

竪紙 1点

292/3 第 　号広島県備後国尾道諸品会
社承認証券

明治 20. 諸品会社社長天野嘉四郎他
3名

竪紙 1点

292/4 地子銀下札 　　申.11. 子通用係児玉恒太郎印o・森弥
之助印o

切紙 1点

292/5 覚（米小売） 　　子. 9.19 金光屋与三兵衛印o→はい屋嘉
右衛門殿

切紙 1点

292/6 覚（代銀渡） 　　丑. 6.13 坪田浜武助印o→はいや善右衛
門殿

切紙 1点

292/7 覚（代銀拝借） 　　午. 2. 栗原屋五郎右衛門印o→諸品御
会所願取役繁右衛門殿・半次
郎殿

切紙 1点

292/8 覚（金銭勘定） 　　丑. 4. →東灰屋様 切紙 1点

292/9 覚（米小売） 　　子. 8.21 金光屋与三兵衛印o→はいや嘉
右衛門殿

切紙 1点

292/10 覚（米小売） 　　子. 9.30 金光屋与三兵衛印o→はいや嘉
右衛門殿

切紙 1点

292/11 〔金子拝借〕 　　卯. 9.13 木頃屋名七→諸品御会所 切紙 1点

292/12 記（金銭勘定） 　　酉. 3. 2 →松助様 切紙 1点

292/13 覚（金子受取） 　　午. 7.14 大坂や徳兵衛印o→東灰屋様 切継紙 1点

292/14 地子下札 　　戌.12. 年寄格組頭儀八郎印o→灰屋長
右衛門

綴 1点

292/15 覚（金銭勘定） 　　. 4.13 高須屋庄次郎 印o→はいや貞
八殿

切紙 1点

292/16 覚（銅受取） 　　. 8. 5 町役方印o→東灰屋 切紙 1点

292/17 覚（金銭勘定） 　　巳. 4. 5 大原屋才次 印o→灰屋長右衛
門様

切紙 1点

292/18 覚（荒苧透立につき） 　　戌. 3. 金屋嘉四郎→東灰屋様 切継紙 1点

292/19 覚（金銭勘定） 　　亥. 6. 2 問屋御役場 切紙 1点

292/20 覚（米相場） 　　酉. 4.23 大問屋→東灰屋様 切継紙 1点

292/21 証（借金返済） 明治酉.11. 1 日高得兵衛印o→天野半次郎殿 切継紙 1点

292/22 覚（借銀返済） 　　. 9. 4 富浜→問屋御役場 切継紙 1点

292/23 覚（金銭勘定） 　　子.11.25 弥右衛門→長右衛門様 切継紙 1点

292/24 覚（異国船防御不向御備御手当
御用銀につき）

安政 2.11. 町年寄上席頭取亀山元助印o→
灰屋長右衛門

折紙 1点

292/25 覚（金子受取） （弘化元）甲辰.10.11 三木屋印o→東灰屋 切紙 1点

292/26 覚（銀札預り） 弘化 2.10. 8 角屋周助印o→まつ屋仲二殿 切紙 1点

292/27 覚（金銀両替） 竪切紙 1点

292/28 弐拾両口之覚 　　申. 9. 頭取役始太郎 切継紙 1点

292/29 覚（諸品本業より問屋座へ取替
金につき）

切紙 1点

292/30 〔包紙〕（「勘定役七右衛門手扣」） 包紙 1点

292/31 金四百両口之覚 　　申. 9. 切継紙 1点
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292/32 乍恐奉申上口上之覚（金銀融通
方御趣意下方のもの忘却いたし
候につき）

文政 13. 3. 問屋惣代富吉屋平右衛門・か
こ屋久右衛門他 8名→町役場

切継紙 1点

292/33 覚（金子買付） 弘化 2. 2.19 秋田屋理八郎 印o→東灰屋両
替店

切紙 1点

292/34 覚（銀札受取） 　　子. 8.29 高橋印o→東灰屋 切継紙 1点

292/35 覚（預り銀札をもって金子買入
につき）

　　午. 2. 1 みのや貞兵衛 印o→東灰屋両
替店

切継紙 1点

292/36 覚（銀札受取） 　　午. 3. 7 かち屋伴四郎印o→灰屋長右衛
門殿

切紙 1点

292/37 覚（金子預り） 　　午. 7.13 島屋吉兵衛印o→東灰屋様 切継紙 1点

292/38 覚（代銀渡） 　　丑. 6. 8 坪田浜武助印o→はいや善右衛
門様

切継紙 1点

293/1 口上之覚（本宅書入御拝借仕候
儀御尋くだされ候につき）

万延元. 9. 高橋吉之介→諸品御役所御懸
役衆中様

竪継紙 1点

293/2 覚（湊普請銀入用につき） 　　子.11.19 組合頭平右衛門印o他 3名→問
屋仲買頭三郎助殿他 2名

竪紙 1点

293/3 覚（銀借用） 安永 2.10.20 雲州布部家島伝吉代財宝丸徳
右衛門印o→灰屋次郎右衛門殿

竪紙 1点

293/4 覚（銀御用受取） 安永 8.12. 町年寄次郎右衛門印o他 2名→
灰屋太吉殿

竪紙 1点

293/5 覚（銀子借用） 明和元.閏 12.11 鰯屋八右衛門印o→灰屋次郎右
衛門殿

竪紙 1点

293/6 添書覚 天保 15.10. 借主菊屋直太郎印o・受人菊屋
和平印o・証人中島村東対二印o
→東屋半次郎殿御取次

竪紙 1点

293/7 覚（銀子借用） 天明 2.12. 金屋幾右衛門印o→灰屋多吉殿 竪紙 1点

293/8 覚（銀札借用） 文化 8. 2. 借主鋳物師屋七蔵印o他請人 3
名→東屋小次郎殿

竪紙 1点

293/9 覚（金子借用） 元治元. 8. 灰屋三郎助印o→三木良平殿御
取次

竪紙 1点

293/10 覚（干鰯代銀） 嘉永 3. 5. 前西卯右衛門→東屋半次郎殿 竪紙 1点

293/11 覚（銀札預り） 弘化 4.11.19 亀山印o→本東屋 竪紙 1点

293/12 借用一札之事 安政 3. 7.13 借主雲晴寺印o・山田屋伝兵衛
印o→東屋元五郎殿

竪紙 1点

293/13 約定証文之事 慶応 2. 4. 森野屋平兵衛→東屋半次郎殿 竪紙 1点

293/14 永代相渡申鍬先地并居家之事 嘉永元. 5. 相渡し主祖平印o・証人四郎兵
衛印o→尾道東屋半次郎殿

竪継紙 1点

293/15 覚（金子拝借） 慶応 4. 4.27 石原屋甚四郎印o→東屋様 竪紙 1点

293/16 覚（銀借用） 文化 3. 5. 1 塩飽屋幸八印o→東屋半次郎殿 竪紙 1点

293/17 覚（金子預り） 天保 3.10. 東屋半次郎印o→栗原屋貞助殿 竪紙 1点

293/18 覚（金子借用） 安政 3.12. 山本嘉平太印o→東屋半次郎殿 竪紙 1点

293/19 覚（鰯代銀借用） 弘化 4. 6. 借主大三郎印o・受人十作印o・
十人頭又兵衛印o→尾道東屋半
次郎殿

竪紙 1点

293/20 覚（金子借用） 安政 2.12. 木屋半右衛門 印o→東屋元五
郎殿

竪紙 1点

293/21 覚（金子借用） 嘉永 3. 7.14 雲晴寺達生印o→東屋半次郎殿 竪紙 1点

293/22 借用証文之事 弘化 3.12. 灰屋長右衛門 印o→大原屋才
次殿

竪紙 1点

293/23 覚（白金借用） 　　巳.11.21 泉屋嘉之助印o→東屋殿 竪紙 1点

293/24 借用証文之事 嘉永元.10. 借主西条東村菊屋直太郎印o他
2名→尾道東屋半次郎殿

竪継紙 1点
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293/25 添書之覚（金子借用） 嘉永 4.12. 連中惣代儀右衛門印o・同吉蔵
印o・受人貞吉印o→東屋半次郎
殿御取次

竪紙 1点

293/26 金子借用証文之事 嘉永 3. 8. 借主仁賀村出店政之助印o・請
人請所働一印o→尾道町東屋半
次郎殿御取次

竪継紙 1点

293/27 覚（商事仕入金借用） 嘉永 3. 5. 借主南本屋孫吉印o他受人 2名
→尾道東屋半次郎殿

竪継紙 1点

293/28 覚（金子借用） 慶応 3. 7.12 買地屋忠助印o→本東屋様 竪紙 1点

293/29 覚（干鰯代銀取替） 嘉永 3. 5. 前西卯右衛門→東屋半次郎殿 竪紙 1点

293/30 覚（金子借用） 嘉永 3.12. 借主半田善右衛門印o・請人東
屋友助印o→本東屋

竪紙 1点

293/31 覚（穀物預り） 明治 2.11.24 平田屋調七印o→灰屋政兵衛殿 竪紙 1点

293/32 添書覚 嘉永元.10. 借主菊屋直太郎印o・受人きく
屋和平印o・証人東対二印o→東
屋半次郎殿御取次

竪紙 1点

293/33 添証文之事 万延元. 7. 同清右衛門印o・問屋中買頭三
郎助印o→町御奉行所

竪紙 1点

293/34 覚（借用証文） 嘉永 2.12. 半田勘三郎印o→東屋半次郎殿 竪紙 1点

293/35 借用証文之事 文政 12. 9. 可部借主小間物屋儀兵衛印o・
同請人市木屋新三郎印o・証人
矢上屋伝兵衛印o→尾道東屋半
次郎殿

竪紙 1点

293/36 覚（利息金返済） 嘉永 3.12. 南本屋孫吉印o・前西宇右衛門
印o→東屋半次郎様

竪紙 1点

294/1 覚（問屋株料・御取引付廻立用
之金につき）

　　酉.11. 広津屋林兵衛・北国屋新助→
東灰屋様

切継紙 1点

294/2 〔書簡〕（塩綿注文につき） 　　.正.13 正得丸熊田久八→津国屋太郎
左衛門様・筬兵衛様

切継紙 1点

294/3 覚（客船品物問屋へ預け金借用
につき）

　　戌. 6. 頭取役与三平他 3名 切継紙 1点

294/4 諸品御役所為御替穀物蔵入書 　　.閏 5.28 諸品御役所 切継紙 1点

294/5 乍恐奉御歎申上候口上之覚（今
田屋弥助干鰯積送り取引等銀子
不足つかまつり候につき）

　　卯. 5. 竪継紙 1点

294/6 乍恐奉願上候口上之覚（阿賀屋
一件につき）

弘化 4. 8. 石厚屋貞右衛門印o→町年寄上
席頭取亀山元助殿他 3名

竪継紙 1点

294/7 御歎申上候口上之覚（今田屋弥
助干鰯積送り取引等銀子不足つ
かまつり候につき）

天保 2. 5. ひかしや半次郎代喜助 竪継紙 1点

294/8 乍恐奉御窺申上候口上之覚（今
田屋弥助干鰯代銀請引御座候に
つき）

天保 2. 5. 竪継紙 1点

294/9 乍恐奉歎上候口上書（住力丸清
次郎訴状相廻り候につき）

文久 2. 3. 石原屋勘四郎印o・支配太兵衛
印o→町年寄上席橋本吉兵衛殿
他 3名

竪継紙 1点

294/10 乍恐奉歎上候口上之覚（唐津屋
徳兵衛名前及断絶につき）

嘉永 6.10. 唐津屋春之助判→町年寄同格
問屋中買頭小川作右衛門殿他
1名

竪継紙 1点

294/11 覚（上納銀の手形共請取） 明和 9. 8. 服部金右衛門印o他 8名→藤田
伝次殿他 1名

竪継紙 1点

294/12 乍恐奉願上口上書之覚（周州米
買受置候義銘々業々難叶候に
つき）

嘉永 4. 6. 米仲買小売屋中連印→問屋座
御場所

竪継紙 1点

294/13 乍恐口上之覚（近年打続米穀
追々高値につき）

　　戌. 4. 穀物方惣代免屋保兵衛 印o他
10名→年寄格問屋仲買頭三
郎助殿他 2名

竪継紙 1点
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294/14 万延元年庚申勘定書 万延元. 大問屋引受友太郎印o 竪冊 1冊

294/15 乍恐口上覚（竹原屋嘉助船為替
渋滞に相成候につき）

　　午. 2. 東屋半次郎 竪冊 1冊

294/16 問屋仲買小売屋共申出之覚 竪冊 1冊

295/1 〔書簡〕（両替店不残さし留に
つき）

　　. 4. 9 □法→□□□ 切継紙 1点

295/2 〔金相場書上〕 　　. 4. 9 切継紙 1点

295/3 〔書簡〕（金明明後日之内五匁引
下けにつき）

　　.正.16 才次→長右衛門様 切継紙 1点

295/4 〔書簡〕（金追々下落につき） 　　. 9.26 才次→長右衛門様 切継紙 1点

295/5 〔書簡〕（金相場書上） 　　辰. 4.25 □法→□□□ 切継紙 1点

295/6 〔書簡〕（貴地御取引一条盆前之
処如何）

　　. 7.16 □法→□□様 切継紙 1点

295/7 〔書簡〕（金子御廻りこれある節
御引替なされ候）

　　.10.13 □法→□□□ 切継紙 1点

295/8 〔書簡〕（金相場之義につき） 　　.猟.28 才次→長右衛門様 切継紙 1点

295/9 〔書簡〕（銀談一条につき） 　　. 6.12 □法→□□□ 切継紙 1点

295/10 〔大風書上〕 　　. . 9 切継紙 1点

295/11 覚（金銭書上） 切紙 1点

295/12 〔書簡〕（金相場下書） 切継紙 1点

295/13 〔書簡〕（金相場一向難窺） 　　. 8.16 □法→□□□ 切継紙 1点

295/14 〔書簡〕（歳暮相叶ざるにつき外
品物にて相済候）

　　.正. 8 □法→□□□ 切継紙 1点

295/15 〔書簡〕（貴地相場大高下当地も
同様之事に御座候）

　　. 3.29 □法→□□□ 切継紙 1点

295/16 〔金綿相場書上〕 　　. 3. 1 切紙 1点

295/17 〔断簡〕 切紙 1点

295/18 〔書簡〕（貴地御切手御引替御
手際速之至逐一両御役所へ申
上候）

　　.12.18 大原才次→灰屋長右衛門様 切紙 1点

295/19 〔書簡〕（相場通知） 　　. 8.21 切継紙 1点

295/20 〔書簡〕（先日は何角ムチや事御
座候につき）

　　.10. 4 □法→□□□ 切継紙 1点

295/21 〔書簡〕（先日御来光なしくださ
れ大慶）

　　. 4.10 大原屋才次→灰屋長右衛門様 切継紙 1点

295/22 〔書簡〕（子倅印割并諱一字御改
め仰せ付けられ候につき）

　　. 8. 8 □法→□□□ 切継紙 1点

295/23 相庭払 　　戌. 6. 切継紙 1点

295/24 〔書簡〕（相場通知） 　　. 9.19 才次→長右衛門様 切継紙 1点

295/25 〔断簡〕（相場書上） 折紙 1点

295/26 〔書簡〕（相場通知） 　　. 2.22 □法→□□□ 切継紙 1点

295/27 〔書簡〕（相場通知） 　　. 1.11 □法→□□□ 切継紙 1点

295/28 〔書簡〕（相場通知） 　　. 8.25 切継紙 1点

295/29 〔書簡〕（相場通知） 　　.10.12 大原屋才次→灰屋長右衛門様 切継紙 1点

295/30 〔書簡〕（相場通知） 　　. 8.16 □法→□□□ 切継紙 1点

295/31 〔書簡〕（所々辻商ひ群集いたし
言語道断）

　　. 7.28 □法→□□□ 切継紙 1点

295/32 〔書簡〕（相場通知） 　　. .26 切継紙 1点

295/33 〔書簡〕（相場通知） 　　. 8. 3 □法→□□□ 切継紙 1点

295/34 〔書簡〕（相場通知） 　　. 9.17 才次→長右衛門様 切継紙 1点
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295/35 〔書簡〕（相場通知） 　　. 8.13 □法→□□□ 切継紙 1点

295/36 〔書簡〕（山県郡一円勘定の時節
につき）

　　.12. 3 □法→□□□ 切継紙 1点

295/37 〔書簡〕（内分は高値の取引仕候
ものもこれあり）

　　.12.20 □法→□□□ 切継紙 1点

295/38 〔書簡〕（去る方角へ罷越あらま
し内談仕候）

　　.10.25 切継紙 1点

295/39 〔御札場之所書上〕 切紙 1点

295/40 〔相場書上〕 　　. 9.17 切継紙 1点

295/41 〔断簡〕（「書一取」） 明治 24.11.16 断簡 1点

295/42 記（金子請取） 　　. 7. 5 塩飽屋直七印o→天野様 切紙 1点

295/43 〔金子請取〕 　　. 6.16 財間印o→天野様 切紙 1点

295/44 記（地税上納） 　　. 8.11 戸長役場印o→天野直蔵様 切継紙 1点

295/45 〔天野直蔵宛投函書付〕 　　. 5.26 天野祥造 切紙 1点

295/46 記（金銭勘定） 切紙 1点

295/47 覚（金銭勘定） 　　戌. 3. 2 財間問屋 切継紙 1点

295/48 覚（社倉麦書上） 　　戌. 2. 7 御役方 切紙 1点

295/49 覚（金銭書上） 　　.10. 1 東屋嘉四郎印o→吉和東天野様 切紙 1点

295/50 証（金子受取） 第十大区八小区正副区長印o→
岩井庄平

切紙 1点

295/51 証（金子受取） 　　. 3.25 森井祥平→天野様 切紙 1点

295/52 記（金子受取） 　　. 9.10 天野→本家様 切紙 1点

295/53 〔断簡〕（品目書上） 断簡 1点

295/54 記（品物受取） 　　. 5.13 窪本店→天野様 切紙 1点

295/55 〔四番浜向捨土場床料〕 切紙 1点

295/56 〔断簡〕 　　. 7.28 沼田町→天野質又閣下 断簡 1点

295/57 記（金子受取） 　　. 7. 5 吉松→天野直蔵様 切紙 1点

295/58 記（金銭勘定） 　　. 5.11 米吉→天野様 切紙 1点

295/59 記（貸金請取） 　　. 9.25 →天野様 切紙 1点

295/60 〔電報〕（「ウレルミコミナシ」） 　　. 3.18 ヤサフロ 切紙 1点

295/61 記（金子受取） 　　.11.23 ともや藤兵衛印o→よしハ七番
浜行

切紙 1点

295/62 〔金子受取〕 明治 16. 2. 1 岩井庄平 切紙 1点

295/63 〔断簡〕（「口演」） 断簡 1点

295/64 〔断簡〕（「覚」） 断簡 1点

295/65 〔断簡〕 断簡 1点

295/66 〔金相場書上〕 　　. 8. 3 切紙 1点

295/67 記（為替金受取） 　　戌. 8.11 天野印o→本天野様 切紙 1点

295/68 覚（金相済） 　　巳.10.25 大原屋才次→灰屋長右衛門様 切紙 1点

295/69 〔断簡〕（株借受） 天保 15.11. 加口屋久右衛門→新屋助三
郎殿

断簡 1点

295/70 〔断簡〕（因講干鰯入札） 安政 2. 9. 断簡 1点

295/71 〔書簡〕（此節諸方とも米高値に
つき）

　　.卯.18 □法→□□□ 切継紙 1点

295/72 覚（金子書付） 　　. 2.11 弥十→七右衛門様 切紙 1点

296/1 添証文之事 嘉永 6. 6. 栗原屋五郎右衛門印o→諸品御
役所頭取役半次郎殿他 1名

竪紙 1点

296/2 覚（銀借用） （弘化元）辰.12.27 長田屋平助印o→中灰屋貞八殿 竪紙 1点
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296/3 覚（銀札預り） 弘化 2.10. 6 海老屋理兵衛印o→灰屋長右衛
門殿

竪紙 1点

296/4 年割証文之覚 嘉永元. 2. 竹原屋河内源右衛門印o他 1名
→東屋半次郎殿

竪紙 1点

296/5 覚（銀請取） 安永 9. 6. 7 平野屋太兵衛印o→灰屋善右衛
門殿

竪紙 1点

296/6 借用証文之事 文久元. 4. 金屋吉郎右衛門印o他 2名→問
屋座御役所

竪紙 1点

296/7 拝借証文之事 文久元. 6. 借主尾道町三木屋正之助印o他
2名→尾道町問屋御役場

竪紙 1点

296/8 覚（金子借用） 元治元. 8. 灰屋三郎助印o→三木良平殿 竪紙 1点

296/9 覚（銀勘定） 文久元.霜月. 重井村清水屋伊佐吉他 2名→
東屋半次郎殿

竪紙 1点

296/10 覚（銀札借用） 天保 10. 7. 栗原屋半兵衛印o→東灰屋様 竪紙 1点

296/11 覚（干鰯代銀取替） 弘化 4. 5. 繁田勘三郎印o→東屋半次郎様 竪紙 1点

296/12 覚（金借用） 　　申.12.22 島屋権七印o→東灰屋 竪紙 1点

296/13 差入置申証文之事 慶応 2. 5. 借主工屋茂助印o→本東屋様 竪紙 1点

296/14 覚（干鰯代銀取替） 嘉永 3. 5. 前西卯右衛門 印o→東屋半次
郎殿

竪紙 1点

296/15 借用手形之事 弘化 2.極. 借主高田郡佐原村源右衛門倅
増蔵印o他 1名→尾道東屋半次
郎殿

竪紙 1点

296/16 覚（仕入金借用） 弘化 4. 4. 借主南本屋孫吉他 2名→尾道
東屋半次郎殿

竪継紙 1点

296/17 借用一札之事 嘉永 7.12. 雲晴寺印o→東屋半次郎殿 竪紙 1点

296/18 証文（銀預り） 安永 3.正. 次郎右衛門印o→浄土寺様 竪紙 1点

296/19 証文（銀預り） 安永 3.正. はいや次郎右衛門 印o→大山
寺様

竪紙 1点

296/20 覚（干鰯代銀取替） 嘉永 3. 5. 前西卯右衛門 印o→東屋半次
郎様

竪紙 1点

296/21 覚（金借用） 天保 15. 5. 三宅儀一郎 印o→灰屋長右衛
門殿

竪紙 1点

296/22 覚（札銀預り） 天保 15.極. 福尾屋喜助印o他 1名→東灰屋
両替店

竪紙 1点

296/23 覚（社倉法元麦代銀請取） 天明 6. 8. 町年寄三郎右衛門印o他 2名→
灰屋多吉殿

竪紙 1点

296/24 質物入申家屋鋪証文之事 天保 4. 8. 東屋半次郎印o→御勘定所御調
山方御用掛り金光屋与三平殿

竪継紙 1点

296/25 米借用之証 明治 19.12. 御調郡尾道久保町千弐百廿弐
番邸借主橋本長三印o→せら郡
甲山町内海義八郎殿

竪紙 1点

296/26 覚（藍座御役所御創業相成御運
上銀等も御取立御座候につき）

文久 2.11. 年寄格問屋中買頭三郎助印o他
2名→町年寄上席橋本吉兵衛
殿他 2名

竪継紙 1点

296/27 覚（上納金手形） 安永 8. 8.11 升上宇右衛門印o他 8名→水野
旨右衛門殿他 1名

竪継紙 1点

296/28 覚（金借用） 弘化 2. 3. 灰屋長右衛門印o→満志屋理兵
衛殿他 1名

竪紙 1点

296/29 覚（金子取替） 弘化 2.極. 6 角屋周助印o→灰屋長右衛門殿 竪紙 1点

296/30 金子買付覚 弘化 2.10. 5 美濃屋定兵衛 印o→富島屋嘉
助殿

竪継紙 1点

296/31 覚（金借用） 弘化 3. 3. 灰屋長右衛門印o→満志屋利兵
衛殿他 1名

竪紙 1点
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296/32 覚（銀札借用） 弘化 2.極. 借主最上助郎印o他 1名→はい
や長右衛門殿

竪紙 1点

296/33 覚（銀札借用） 弘化 2. 4. 茶屋助三郎印o他 2名→灰屋長
右衛門殿

竪紙 1点

296/34 覚（金借用） 嘉永 3. 8.10 島屋理八印o→東灰屋殿 竪紙 1点

296/35 覚（金借用） 嘉永 4. 7. 田口良平他 1 名→東屋御親
父様

竪継紙 1点

296/36 添証文之事 嘉永 6. 4. 栗原屋五郎右衛門印o→諸品御
役所願取役半次郎殿他 1名

竪紙 1点

296/37 金子借用証文之事 文久元.12. 今田屋小四郎印o他 9名→尾道
町問屋役場

竪継紙 1点

296/38 添証文之事 文久元.極. 島屋権七印o→問屋座御役所 竪紙 1点

296/39 覚（金借用） 文久元.極. 島屋権七印o→問屋座御役所 竪紙 1点

296/40 覚（金拝借） 文久元.12. 三木屋正之介 印o→問屋座御
役所

竪紙 1点

296/41 添証文之事 文久元.極. 島屋権七印o→問屋座御役所 竪紙 1点

296/42 覚（施行米加入銀請取） 文久元. 8. 町年寄上席橋本吉兵衛 印o他
2名

竪紙 1点

296/43 記（金子借用） 明治 8. 6. 借主島屋幸八印o他 1名→東屋
殿他 1名

竪紙 1点

296/44 覚（金子拝借） 文久 2. 2.25 大紺屋喜兵衛 印o→問屋座御
役所

竪紙 1点

296/45 覚（金拝借） 文久 2. 4.26 大紺屋喜兵衛 印o→問屋座御
役所

竪紙 1点

296/46 覚（金拝借） 文久元.12. 三木屋正之介 印o→問屋座御
役所

竪紙 1点

296/47 覚（金借用） 文久 2. 4. 島屋権七印o→問屋座御役所 竪紙 1点

296/48 覚（問屋株仕切金入用につき
借用）

文久 2.11.13 問屋役場印o→問屋座御役所 竪紙 1点

296/49 覚（金利足受取） 文久 3. 9. 大紺屋栄助印o→問屋座御役所 竪紙 1点

296/50 覚（預け金の内慥に拝借） 文久 3.12. 9 大紺屋栄助印o他 1名→問屋座
御役所

竪紙 1点

296/51 覚（銀札受取） （弘化 3）丙午.12. 6 三木屋儀八郎印o→灰屋長右衛
門殿

竪紙 1点

296/52 金子買付覚 弘化 2.10. 美濃屋定兵衛 印o→富島屋嘉
助殿

竪紙 1点

296/53 覚（金子借用） 弘化 2.11. 灰屋長右衛門印o→木綿屋久次
郎殿

竪紙 1点

296/54 覚（金借用） 嘉永元. 7. 借主塩飽屋幸八印o他 1名→灰
屋長右衛門殿他 1名

竪紙 1点

296/55 永代地所建家売渡証 明治 6.12. 売主第十大区一小区尾道町千
八百五番屋敷仙田永三郎印o他
1名→天野嘉四郎殿

竪紙 1点

296/56 永代建物売渡証文之事 明治 6. 8. 売主土屋市之介印o他 1名→天
野嘉四郎殿

竪紙 1点

296/57 家質証文之事 嘉永 7.12. 借主灰屋長右衛門印o他 1名→
諸品御役所頭取役半次郎殿他
1名

竪紙 1点

296/58 金子借用証 明治 18. 6. 1 借主橋本太吉印o他 1名→中尾
彦助殿

竪紙 1点

296/59 永代売渡申家屋敷事 文久元.12. 売主島屋市兵衛印o他 1名→東
屋半次郎殿

竪紙 1点

296/60 借用証文之事 明治 6. 9. 借主三原屋幸助印o他 1名→天
野御氏

竪継紙 1点
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296/61 家屋敷書入証之事 明治 7.10. 第十大区一小区尾道町六百五
拾八番屋敷借主小川私太郎印o
他 1名→第十大区一小区尾道
町四百弐十番屋敷金主島居儀
右衛門殿

竪紙 1点

296/62 金借用之証 明治 19. 5. 1 借主橋本長三印o→碇直太郎殿 竪紙 1点

296/63 貸付金約定書之事 明治 11. 3.31 諸品商社社長島居儀右衛門他
1名→高垣永太郎殿

竪紙 1点

296/64 永代売渡申家屋鋪之事 嘉永 5. 6. 問屋座役五郎右衛門印o→東屋
半次郎殿

竪紙 1点

296/65 永代売渡家屋敷之事 文久 2.11. 売主東屋半次郎印o他 1名→東
屋元五郎殿

竪紙 1点

296/66 永代売渡申家屋敷之事 万延元. 7. 売主山形屋久兵衛印o他 1名→
東屋元五郎殿

竪紙 1点

296/67 永代売渡申蔵所之事 明治 2. 8. 売主住福屋半兵衛印o他 1名→
東屋半次郎殿

竪紙 1点

296/68 地所買入証之事 明治 8.10. 第十大区一小区尾道町千百番
屋敷借主槙野幸八印o他 1名→
天野嘉四郎殿

竪継紙 1点

296/69 永代地所売渡証 明治 7. 2. 売主第十大区一小区尾道町四
百弐拾番屋敷島居儀右衛門印o
他 1名→石田元助殿

竪紙 1点

297/1 米中買并小売屋人名 横半 1点

297/2 覚（竹原屋嘉助銀子借用につき） 　　午. 2. 福山屋儀兵衛印o他 1名→津村
様他 1名

竪紙 1点

297/3 乍恐奉歎上候口上之覚（塩鯛下
値に売捌くだされ候につき）

文久 2.正. 豊前国小倉蓑島浦権現丸勘右
衛門印o→芸州御領尾道御役人
御衆中様

竪継紙 1点

297/4 添証文之事 万延元. 4. 同清右衛門印o他 1名→町御奉
行所

竪紙 1点

297/5 玉湾待船 罫紙 1点

297/6 家借用証 明治 19.12. 御調郡尾道土堂町借主忽田清
兵衛印o他 2名→高橋長三殿

竪継紙 1点

297/7 永代売渡申畑証文之事 明治 2. 2. 売主かじ屋伊三郎印o他 1名→
島屋幸八殿

竪継紙 1点

297/8 永代売渡申地所之事 竪継紙 1点

297/9 永代売渡申家屋敷之事 寛延 2.10. 売主白市屋庄十郎印o他 1名→
油屋六郎右衛門殿

竪紙 1点

297/10 記（立用米之利息手数受取） 明治 19. 1.24 甲山町内海義八郎→橋本長三
殿他 1名

竪紙 1点

297/11 記（金子借用） 明治 11. 3. 借主長助印o他 1名→御本家御
取次豊助殿

竪紙 1点

297/12 家屋敷書入証之事 明治 7.10. 第十大区一小区尾道町六百五
拾八番屋敷借主小川私太郎印o
他 1名→第十大区一小区尾道
町四百弐拾番屋敷金主島居儀
右衛門殿

竪紙 1点

297/13 副証書 明治 13. 3.24 御調郡尾道土堂町四千百六拾
弐番次軒壱番邸天野仙次郎→
第六十六国立銀行御中

竪紙 1点

297/14 借用証文之事 明治 7. 6. 石田元助印o→田沼作兵衛殿 竪紙 1点

297/15 条約証 明治 17.12.28 御調郡尾道久保町橋本長三印o
他 1名→

竪紙 1点

297/16 覚（備中客引伝書差縺レ一件に
つき）

　　申. 5. 町庄屋格問屋組合頭次郎右衛
門印o→年寄格問屋仲買頭三郎
助殿他 1名

竪紙 1点
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297/17 委任状 明治 16. 8. 御調郡尾道十四日町橋本吉兵
衛代理同郡同町久保町三百廿
壱番邸橋本他人蔵印o→松原友
也殿

罫紙 1点

297/18 〔借用証文下書〕 橋本長三→世羅郡西上原村正
田文三郎宛

竪紙 1点

297/19 〔売渡し建物書上〕 明治 13. 9. 橋本長三 竪紙 2点

297/20 地処譲り渡証 明治 18.12. 9 御調郡尾道十四日町七百五番
邸譲り主橋本吉兵衛印o他 1名
→御調郡尾道久保町譲受人橋
本長三殿

竪紙 1点

297/22 〔譲渡し建物書上〕 明治 18. 7. 1 広島県御調郡尾道十四日町七
百五番邸居抱建物持主橋本吉
兵衛印o→譲受人橋本長三殿

仮綴 1点

297/21 永代売渡申屋敷之事 嘉永 7.12. 売主山亀屋兵蔵印o他 1名→菅
屋新助殿

竪紙 1点

297/23 〔抵当値段書上〕 竪紙 1点

297/24 〔包紙〕（「預り証」） 包紙 1点

297/25 〔包紙〕（「預り証」） 包紙 1点

297/26 〔包紙〕 包紙 1点

297/27 〔包紙〕 包紙 1点

297/28 〔包紙〕（「証」） 包紙 1点

297/29 〔包紙〕（「証」） 包紙 1点

297/30 〔包紙〕（「証」） 包紙 1点

297/31 〔包紙〕（「証書」） 包紙 1点

297/32 〔包紙〕（「一通入」） 包紙 1点

297/33 〔諱号書付〕 罫紙 1点

297/34 〔包紙〕（「家敷本証文壱通入」） 明治 7. 2. 包紙 1点

297/35 味噌醤油酢之通 東灰屋→小栗庵様 横半 1点

297/36 〔包紙〕 包紙 1点

298/1 借財方書抜 横長 1点

298/2 質貸銀受払差引御利潤銀共約書 　　戌.霜. 諸品会所 切継紙 1点

298/3 質貸銀受払差引御利潤銀共約
書扣

　　亥. 4. 諸品会所 切継紙 1点

298/4 覚（銀札借用） 藤四郎→灰屋政助殿 切紙 1点

298/5 乍恐奉願口上之覚 　　申.極. 干鰯あひもの中買中→中買頭
惣十郎殿他 5名

切継紙 1点

298/6 記（金銭書付） 明治 12. 3. 大工佐平 切継紙 1点

298/7 商社之儀ニ付上申 切紙 1点

298/8 記（新に米綿商社開店に相成に
つき）

切継紙 1点

298/9 覚（金銭勘定）
※封筒入

　　.正.25 灰屋→東灰屋 切継紙 1点

298/10 〔包紙〕（「万延元年庚申勘定書」） 万延元. 大問屋 包紙 1点

298/11 覚（銀札借用） 天保 13.極. 灰屋善助印o→東灰屋様 竪紙 1点

298/12 覚（金借用） 天保 12.11. 6 栗原屋貞助印o→灰屋治郎右衛
門殿

竪紙 1点

298/13 覚（銀札借用） 天保 12.11.16 栗原屋貞助印o→灰屋治郎右衛
門殿

竪紙 1点

298/14 覚（銀札借用） 天保 13. 8. 3 栗原屋貞助印o→灰屋治郎右衛
門殿

竪継紙 1点

53



広島県尾道市 　青木茂氏旧蔵文書（200004）

番号 表 　　題 年 　代 作 　成 形 　態 数 　量

298/15 覚（金子借用） 天保 13. 3. 6 栗原屋貞助印o→灰屋治郎右衛
門殿

竪紙 1点

298/16 覚（銀札借用） 天保 9.正.11 灰屋嘉助印o→御本家東灰屋様 竪紙 1点

298/17 覚（銀札借用） 天保 6.極.17 請合木頃屋忠七印o→東灰屋 竪紙 1点

298/18 覚（金子拝借） 天保 14. 4. 灰屋平兵衛印o→東灰屋様 竪紙 1点

298/19 覚（銀子拝借） 天保 6.極.17 借主小竹屋徳助印o→東灰屋 竪紙 1点

298/20 覚（銀札借用） 天保 5. 7. 海老屋喜代七印o→東灰屋様 竪紙 1点

298/21 覚（金借用） 明治 6. 8. 桑原哉吉郎印o→天野嘉四郎殿 竪紙 1点

298/22 覚（諸品御役所蔵入金借用） 慶応 4. 5. 柳屋伝三郎印o→東屋半二郎殿 竪紙 1点

298/23 覚（金借用） 天保 15. 2. 島屋五郎三郎印o→東灰屋殿 竪紙 1点

298/24 覚（銀札預り） 天保 15. 9. 林屋印o→富吉屋嘉助殿 竪紙 1点

298/25 借用申銀札之事 天保 15.11.30 森武弥七 印o→東灰屋長右衛
門殿

竪紙 1点

298/26 覚（金借用） 天保 15.11. 永井遠江守印o他 1名→灰屋長
右衛門殿

竪紙 1点

298/27 覚（銀札預り） 　　寅.12. 灰屋善助印o→東灰屋様 切紙 1点

298/28 覚（銀札借用） 天保（15）甲辰. 8. 6 富島屋嘉助印o→本灰屋様 竪紙 1点

298/29 覚（金預り） 天保 14. 9. 天満屋虎吉 印o→灰屋長右衛
門殿

竪紙 1点

298/30 借申証文之事 天保 14.正. 借主有地屋賀兵衛印o他 1名→
灰屋長右衛門殿

竪紙 1点

298/31 覚（金借用） 天保 13. 7. 吉備屋幾兵衛印o→東灰屋様 竪紙 1点

298/32 〔断簡〕（金銭書付） 断簡 1点

298/33 酒造減石願 明治 7. 3. 第十大区一小区尾道町七百六
拾五番屋敷商松本真七郎印o他
2名→広島県県令伊達宗與殿

竪紙 1点

298/34 家質証文事 慶応 3. 7. 借主天野半次郎印o他 1名→灰
屋恒次郎殿

竪紙 1点

299/1 借用一札 　　卯. 3.26 松井渡平印o→灰屋長右衛門殿 切紙 1点

299/2 覚（金子返済） 　　. 6.28 →本 切紙 1点

299/3 〔書簡〕（正味金相添差出候に
つき）

得二郎→天野嘉四郎様 切紙 1点

299/4 覚（寸志金受取） 慶応 4. 4. 御勘定所印o→天野半次郎へ 竪紙 1点

299/5 〔書簡〕（延期証と利息金相添出
申候につき）

　　. 8.15 寺西修平→天野様 切継紙 1点

299/6 記（金当分借用） 　　. 2.12 天野嘉四郎 印o→島居儀右衛
門殿

切紙 1点

299/7 写（金銀貸借之儀につき） 切継紙 1点

299/8 覚（金銀受取） 　　丑.正.10 津国屋印o→東屋殿 切継紙 1点

299/9 〔断簡〕（金銭勘定） 嘉永 3. 5. 7 断簡 1点

299/10 借用証文之事 　　午. 7.14 拝借主金屋清兵衛印o他 1名→
天野様

竪紙 1点

299/11 覚（銀受取） 宝暦 3. 6. 町年寄平三郎印o他 2名→灰屋
次郎右衛門殿

竪紙 1点

299/12 送状之事 　　亥.10.17 八荷屋定七印o→尾道東灰屋様 竪紙 1点

299/13 覚（銀預り） 安永 3.正. はいや次郎右衛門印o→尾道東
灰屋

竪紙 1点

299/14 借用証文之事 可部町借主小間物屋義兵衛他
2名→尾道町東屋半次郎殿

竪紙 1点
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299/15 米借用之証 明治 17.12.10 御調郡尾道久保町千弐百廿
弐番邸借主橋本長三印o他 2名
→世羅郡甲山町米主内海儀八
郎殿

竪紙 1点

299/16 覚（銀借用） 明和 5.10. 6 紀州湯浅柳原屋政右衛門殿代
加徳丸船頭孫兵衛印o→灰屋次
郎右衛門殿

竪紙 1点

299/17 覚（広島藍座御役所御用干鰯代
相渡）

　　戌. 5. 藍玉受引所 竪紙 1点

299/18 覚（銀札借用） 天保 8.12. 5 灰屋嘉助印o→御本家東灰屋様 竪紙 1点

299/19 借用申一札之事 明治 2.11. 借主大道屋仲助印o他 2名→東
屋半次郎殿

竪紙 1点

299/20 銀札請取通 天保 14. 2. 笠岡屋印o→東灰屋様 横半 1点

299/21 別預金当分手扣 安政 6.12. 灰屋三郎助印o 横長 1点

299/22 田畑売渡証 明治 17. 3. 売渡人広島区鉄砲町百四拾番
邸同居木原三郎印o他 1名→買
主備後尾道町天野嘉四郎殿

竪冊 1冊

300/1 〔断簡〕（富籤売買幇助及富籤購
買したる者処分方通達）

明治 15. 5.24 太政大臣参上実美・司法卿大
木喬任

断簡 2点

300/2 〔私札〕 文久 3. 6. 三宅弥太夫 私札 1点

300/3 〔銀札〕（備中国岡田銀札） 享保 17. 質屋児島屋 銀札 1点

300/4 口演（畳表入札につき） 　　丑. 5. 切継紙 1点

300/5 覚（尋出致さず突札趣法替につ
き叱り）

　　丑.11. 町御奉行所→入札元〆役橋本
吉兵衛他 2名

切継紙 1点

300/6 〔銀座手代書付〕 切継紙 1点

300/7 〔駒座手代書付〕 切継紙 1点

300/8 〔合鑑座手代書付〕 切継紙 1点

300/9 〔尾道富くじ引札〕 竪紙 2点

300/10 免許総徳頼母子講一覧表 明治 9. 4. 講元大成社 竪紙 1点

301/1 地子銀下札 　　申.11. 児玉恒太郎印o・森源之助印o 切紙 9点

301/2 覚（銀受取） 　　巳. 7.14 町役場印o→問屋御役場 切紙 1点

301/3 〔流質売高書付〕 切紙 1点

301/4 覚（金拝借願い） 　　亥. 8. 大問屋役右衛門印o→御帳元所 切紙 1点

301/5 覚（御献上候目代残金受取） 　　丑. 2.13 町役方印o→東灰屋 切紙 1点

301/6 覚（札銀預り） 明和 8. 4.10 灰屋治郎右衛門印o→浄土寺様 切紙 1点

301/7 覚（銀札受取） 　　癸卯. 6. 6 本三木屋印o→東灰屋 切紙 1点

301/8 記（金銭勘定） 　　.10. 2 切継紙 1点

301/9 覚（金受取） 　　. 6. 1 橋本印o→東灰屋 切紙 1点

301/10 覚（干鰯代受取） 　　未. 2.13 浜蔵印o→本 切紙 1点

301/11 覚（米代金預り） 　　.正.13 東灰屋→升物御店 切継紙 1点

301/12 覚（浜蔵商い手付銀受取） 　　午. 7.14 東屋半次郎 印o→金屋清右衛
門殿

切紙 1点

301/13 覚（金預り） 　　亥. 7. 2 東灰屋印o→広島屋武兵衛殿 切紙 1点

301/14 〔旅日記下書〕 切継紙 1点

301/15 〔保命酒ラベル〕 販売所備後尾道薬師堂町高津
良祐

紙 1点

301/16 覚（金請取） 　　巳. 2.30 いつみや半兵衛印o→灰屋両替
店様

切紙 1点

301/17 覚（金銭勘定） 　　辰. 2. 3 たはこや新蔵→東灰屋両替
御店

切継紙 1点

301/18 記（金借用） （明治）17. 4.19 橋本長三印o→野村正雄殿 切継紙 1点
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301/19 覚（札此人に御渡し） 　　. 6. 2 浜蔵印o→本 切紙 1点

301/20 戌年中利足出入約メ 天保 9.正. 切継紙 1点

301/21 覚（金勘定） 庚申（万延元）.11.
6

島屋権七 切紙 1点

301/22 覚（銀札請取） 　　午. 3.10 角屋周助印o→東灰屋様 切継紙 1点

301/23 記（利足金拝受） 明治 6.11. 7 橋崎半兵衛→天野御氏 切紙 1点

301/24 覚（銀預り） 　　戌. 6. 1 塩屋庄兵衛→灰屋善右衛門様 切紙 1点

301/25 〔金銭受取綴〕 　　. 6. 1 天野嘉四郎印o→今井兼綱殿 仮綴 1点

302/1 〔断簡〕（借用証文下書） 断簡 1点

302/2 〔米借用証下書〕 切継紙 1点

302/3 覚（品物書付） 　　. 5. 5 米屋善四郎→問屋御役所様 切紙 1点

302/4 証（金受取） （明治）14. 9. 6 安部改造印o→土居御先生 切紙 1点

302/5 証（受取金預り） （明治）13. 1.16 橋本他人蔵印o→左藤天山殿 切紙 1点

302/6 記（借用証至急御認出しくださ
れたく）

　　. 2. 13 精為→竹兄 切継紙 1点

302/7 覚（清八他72名人名書付） 切継紙 1点

302/8 計算表 　　. 9. 7 安部改造→土居御先生 切継紙 1点

302/9 〔重自定私他 3名人名書付〕 切紙 1点

302/10 受取証 明治 18. 2.10 幸田栄俊印o→橋本長三殿 切紙 1点

302/11 覚（勘蔵他54名人名書付） 切継紙 1点

302/12 添出覚 嘉永 5. 6. ぬり屋十兵衛 印o→東屋半次
郎殿

切紙 1点

302/13 証（金銭勘定） 　　. 9.26 愛拝印o→茂さま 切継紙 1点

302/14 〔書簡〕（御前広島御帰城につき） 　　. 9.15 小野兼祐→亀山元助様他 3名 切継紙 1点

302/15 写（金銀貸借利足利下など） 　　. 9. 切継紙 1点

302/16 干鰯中買惣人名出 切継紙 1点

302/17 〔書簡〕（証文御渡方くだされ候） 　　. .27 相角→霞汀義兄 切継紙 1点

302/18 〔高値の値段をもって格別の利
潤を謀候族もこれあるにつき
通達〕

　　.10. 切継紙 1点

302/19 〔芳栄講金受渡書付〕 　　酉. 2. 9 芳栄講世話方→松井御氏 切継紙 1点

302/20 〔書簡〕（同栄講質抜替の儀に
つき）

　　.12.15 三井屋三平→灰屋嘉兵衛様 切継紙 1点

302/21 五拾両御覚 　　申. 9. 切継紙 1点

302/22 証（明治十八年十二月米三十拾
石ノ証内海儀八郎ヘ入ル分ほか
書付）

明治 21. 2.27 小川伊太郎→橋本長三殿 切紙 1点

302/23 〔金勘定書付〕 切紙 1点

302/24 〔書簡〕（相場通知） 　　. 7.29 □法→□□□ 切継紙 1点

302/25 〔包紙〕（干鰯中買言合条目之
写書）

包紙 1点

302/26 記（金受取） 　　. 2.11 槃仙拝→橋本尊君 切紙 1点

302/27 証（証書預り） 明治 15. 8.21 橋本長三印o→左藤兵三郎殿 切紙 1点

302/28 証（金受取） 明治 18. 2. 8 小川伊太郎印o→橋本長三殿 切紙 1点

302/29 証（米値段書付） 切紙 1点

302/30 記（預金にあたり計算試） 明治 11. 1. 尾道町橋本他人蔵 横長 1点

302/31 広告 明治 27. 6. 内国通運株式会社代理店担当
人土屋清三郎・高木達太郎

紙 1点

302/32 〔尾道商業会議所会員改選補欠
選挙当選者通知〕

明治 30. 4. 7 尾道商業会議所 紙 1点
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303/1 書試（御益金少なからず大金取
扱候儀につき）

（慶応元）丑. 切継紙 1点

303/2 〔私札〕 津山構元 私札 3点

303/3 総徳頼母子講大組表 明治 9. 4. 講元大成社 切紙 1点

304/1 〔青木茂氏借用証〕（書類貸与） 昭和 33. 1.25 尾道市十四日町尾道短期大学
付属図書館図書課長青木茂印o
→津山郷土館長国政輝郎殿

罫紙 1点

304/2 〔封筒〕（津山郷土館） 封筒 1点

304/3 〔青木茂氏原稿〕（作州津山藩富
籤の収支計算表）

綴 1括（ 2綴）

304/4 〔青木茂氏原稿〕（作州津山藩の
富籤興行について）

原稿用紙 1点（ 5枚）

304/5 四国法務第 8巻第 8号 昭和 36. 8.30 四国法務協会 刊 1点

305 〔青木茂氏筆写史料，原稿〕
※原稿用紙16点，封筒 2点，綴 4点

原稿用紙 1括

306 〔青木茂氏原稿〕 括 1括

307 〔青木茂氏原稿〕 括 1括

308 客衆上下帖 寛政 13.正. イワシヤ 横半 1冊

309/1 御銀請払帖 安政 2. 2. 問屋役場栗原屋貞助株→問屋
座御役所

横半 1冊

309/2 御銀請払帖 嘉永 7. 5. 問屋役場→問屋座御役所 横半 1冊

309/3 有価証券有高帳 明治 30. 4. 橋本氏 横半 1冊
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