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横・冊

横・ 冊

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

田畑名寄帳 明和 2.9. 平ニ郎 横

2 田畑名寄帳 慶応 2.2. 11 ノノ

3 御祝儀覚 文化14.11. 11 

4 船御祝儀覚 文化15.3. 11 

5 御祝儀覚帳 文化 1.8.28 惣口 ノ/

6 ゆわい御祝儀覚 文政 7.11目吉田 ききはつ -与七 〆/

7 ゆわい祝儀覚 文政 8.11.吉日 民五郎はつ ノノ

8 御祝儀覚 文政10.11.吉田 きき 11 

9 小買舟御祝儀覚 文政11.11.吉日 与七 ノ〆

10 御祝儀覚 天保 6.1.吉田 民五郎 11 

11 天保六年御祝儀覚 天保 6.11.吉田 千代松 11 

12 御祝儀覚帳 天保 7.6.吉日 おいね 11 

13 御祝覚帳 天保 9.11吉田 嘗蔵 11 

14 御祝儀覚帳 天保14.7 お金ん 11 

15 御祝儀覚帳 天保15.4.吉田 とく 11 

16 御祝儀覚 天保15.3.吉田 きん 11 

17 御祝儀覚帳 嘉永 4.11. 11 

18 御祝儀覚 安政 6.7. 6 与七 11 

19 御祝儀帳 慶応 4.6. たま 11 

20 御祝儀覚帳 明治1.11.吉田 つゆ 11 

21 御祝儀覚帳 明治 6.12.吉田 鈴木セン 11 

22 御祝儀覚帳 明治12.4.吉田 鈴木平右衛門 11 

23 御祝儀(帳)(鈴木たきの誕生日、 明治17年--39年 11 

婚礼、祝帳、おとよの誕生祝帳)

24 御祝儀〈北風種松の誕生) 明治40.3. 11 

明治40年 3月吉田

25 安斎侍六(御祝儀、御酒料金五百疋) 状

26 安斎侍六(御祝儀諸品料金弐両〉 ノ/

27 結納目録 安斎侍六 -鈴木平右衛門 11 

28 御儀袋 11 7 
29 ふしん入用覚 文政 6.11. 横

30 あみ入用覚 天保 7.2. 与七 11 

31 ふしん入用覚 天保 9.4. 11 

32 天保十四年江戸川大津舟入用覚帳 天保14.11. 与七 11 

天保十五年おしくり入用覚 天保15.9. 

33 ふしん入用覚 (ふきかえ) 天保15.3.吉田 すすき与七 11 

34 入用覚(胞浦入金覚) 天保15.6吉田 11 

35 大山千代 天保15.7.吉田 ノ〆

36 小買船覚 弘化 2.11.吉田 11 

37 新肴場門屋衆御入来ニ付諸入用之帳 弘化 2.11. 仲買自送中 11 

38 千代松文七改名覚帳 弘化 5.1.18 鈴木氏 11 

39 ふじ山覚 嘉永1.7. 11 

40 前光寺帳 11 2. 3.吉田 母 〆〆
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横・冊

写司 資料名

41 1押送入用帳

42 1小買船祝諸入用記

43 1押送税諸入用勘定帳

44 1若布買入帳

45 1新普請諸入用記

46 I船諸入用勘定帳

(白米 ・もち ・つけぎ・外)

47 I家府信諸入用記

(家普請、荷ハシケ船、ヤネテツダイ)

(立前大工祝儀、長沢江材木積、源

兵衛船、出口船)

48 I船諸入用記

(シロカワ、道具麻、桶尾水樽等)

49 I高諸入用控帳

50 1舟賃通

51 1舟賃通

52 1壱割船賃松輪通

53 1船賃通

54 1船賃通

55 1松輪舟賃通

56 1船賃通

57 1船賃帳

58 I船賃通

59 I船賃帳

60 I高覚帳(肴仲買の記録)

61 I御年貢請取之通

62 1 ~ 、せまいりわりちんせん覚

63 1白米覚帳

64 I大山人覚(大山参ニ付祝儀書上)

65 I当座帳

66 1旧領亡二二コ
(三浦郡組合村々石高書上)

67 1御用海苔請取帳

68 1真木代口取帳

69 I御用伊勢海老勘定帳

70 1御用伊勢海老請取帳

71 1御用伊勢海老勘定帳

721御用海老請取帳

73 1御用海老勘定帳

74 I大倉(福)帳

(大船石)安政5年6月

75 1活鯛寸附控帳

76 1仕切勘定帳

77 I仕切高留帳

年代

文久1.9. 

明治9.9.吉田

15.10. 

/1 17. 2.吉田

/1 20.12.吉田

// 26. 1. 

// 28.11月

--29. 2月

// 31. 8. 

// 42. 1. 

文政11.10.

嘉永 2.11.

// 4.10. 

安政 2'.10.

// 4. 9. 

文久1.9. 

// 3. 9. 

// 3. 9. 

// 3. 9. 

慶応1.9. 

文政13.10.7 

天保 6.8. 

'/ 11. 6.吉田

安政 6.5.15 

// 6. 7. 

/1 7. 3. 

文久1.

安政 2.11.

// 4. 6.15 

/1 4. 1. 

/1 4.10. 

/1 5. 1. 

/1 5.11. 

/1 6. 3. 

/1 4. 2. 

/1 4.12.吉田

/1 6. 5. 

明治41.8. 

差出人・請取人
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横・冊

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

78 仕切高留 大正11.2. 浜@組合 横

79 各問屋仕切留帳 11 12.10. 11 

80 水揚勘定帳 慶応 3.1. 鈴木与七 11 l 

81 水揚勘定帳 明治15--21 鈴木与七 -鈴木利右衛門 11 3 

82 水揚買入高・仕切高(勘定書〉 11 23. 7.18 11 

83 水揚勘定帳 11 24. 2.吉 鈴木平右衛門 ノノ

84 水揚勘定帳 11 24. 5.吉 鈴木輿七 /ノ

85 水揚日記 11 24. 5.吉 輿七 -鈴木平右衛門 11 

86 水揚勘定帳 11 24. 7吉 輿七 11 

87 水揚帳 11 24.10. 鈴木平右衛門 11 

88 水揚帳 11 24.10. 鈴木平右衛門 11 

89 水揚勘定帳 11 24.12.吉 鈴木平右衛門 ノ〆

90 水揚勘定帳 11 25. 2吉 鈴木平右衛門 〆〆

91 水揚勘定帳 〆〆 25.4. 鈴木平右衛門 11 

(四月十七日~六月一十日迄〉

92 水揚勘定帳 11 29. 1. 鈴木与七 11 

(一月廿五日~五月十五日)

93 水揚勘定帳 11 29. 5. 鈴木与七 11 

(明治二十九年五月十七日~六月廿

五日迄分)

94 水揚勘定帳 11 29.12. 鈴木与七 11 

(十二月十日~明治三十年二月廿六

日迄分)

95 水揚帳大正五年四月 大正 5.4. 小横 2 

水揚帳大正八年九月 8. 9. 

96 魚類水揚帳 11 9.10. 三幸丸 横

97 水揚帳 11 10.12. @組合間口ノ部 〆〆

98 水揚帳 11 10.12. @組合浜ノ部 11 

99 水揚帳 昭和 6.7. 小横

100 (水揚帳・他、結rJ紙一受領証3通) 横

101 万之抱〈勘定ニ付) 明治 5.8.吉 鈴木氏 小横

102 万覚帳〈勘定ニ付) 11 5.11.吉 鈴木与七 〆〆

103 おぼへ帳 (11) 11 18. 1.吉 すずき与七 11 

104 をぼい長(帳) 11 23. 5. 7て1 11 

105 覚帳(配当割) 11 40.11. 11 

106 偲覚帳 11 42. 9.26 松輪大畑鈴木平右衛門 横

107 おぼへ帳 11 43. 4. 小横

108 覚帳 (預り金覚帳) 11 44. 7. 11 

109 おぼへ帳 昭和23.1. 鈴木平右衛門 〆ノ

110 覚帳(金銭出入帳) 11 24.10.11 11 横

111 おぼへ帳(金銭出入帳) 11 27.11. 9 11 /〆

112 おぼへ帳(金銭出入帳) 11 33. 1. 11 冊

113 真木山諸勘定帳 明治14.3. ノノ 小横

114 山林真木諸勘定帳 11 33. 3吉 鈴木与七 横
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横・冊

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

115 積金割渡勘定帳 明治19.5.改 開明講世話人 横

(明治19年 5月改・改明治21年子の

9月初日〉

116 留調帳 // 21.10. 塩善 -松輪、平右衛門殿 // 

(明治21年10月より同22年 3月迄)

117 新押送船税帳 // 22. 6. 鈴木与七 // 

118 船之米入記 // 23. 5. // 小横

119 船方月給勘定帳 // 24. 2.吉 // 横

120 活物船方月給勘定帳 // 24. 5. // // 

121 船方月給勘定帳 // 26. 1. 〆〆

(とめ、長七、竹五郎、米吉、11国吉、

安吉、太郎吉、長七、圧蔵)

122 記(勘定相渡シ) // 31. 5. 4 本船町仕切塩喜 -鈴木平右衛門 // 

123 売場帳 // 24.10. 鈴木平右衛門 // 

124 魚調 // 24.11. 5 大竹 -鈴木岩次郎 ノノ 7 
125 記(明治24年神楽料勘定) 〆ノ 24. 日本橋小田原町 -松輪扱御中 状

平豊(平田豊吉)

126 積立金請取帳 // 25. 5.10 吉田定吉 -鈴木与七 小横

(会主吉田重左衛門)

127 積立金請取帳 // 40. 9. 会主村上福吉 . // 横

128 積立金請取帳 // 41. 8. // . // // 

129 積金預り帳 // 43.11.23 出口 小横

130 甲、積金預り帳 // 43.11. // // 

131 甲覚帳(積金預り覚帳) // 

132 積立金受取帳 大正 5.11. 鈴木与七 // 

133 出火見舞請取記 明治28.1.22 横

134 当家御証書(取損シ) 1/ 28.11.18 北下浦村山田喜太郎 ・松輪平右衛門 // 

135 (日本橋区魚川岸大竹の納品書上) // 29.12. 2 東京日本橋区 -マツワ // 

明治29年12月 2日調べ 魚川岸大竹 鈴木岩次郎

136 頼母子講掛金請取帳 // 30. 5.16 会主 // 

(明治30年 5月--32年 6月 16名) 鈴木与七

137 調証(前記の金額請取に付) // 31. 5. 1 魚川岸大竹 -鈴木岩次郎 〆〆

138 土地質入証 // 33. 2.27 鈴木与七 -鈴木佐五兵衛 綴

(剣崎畑6畝8歩代金35円)

139 控帳(中は白紙記載なし) // 33.10. // 横

140 元利請取帳 // 34. 8. 鈴木、高梨 -鈴木与七 // 

141 観音堂元利受取帳 // 39. 8. ノノ

明治39年 8月

142 基本金元利受取帳 // 44. 5. 松輪基本財産 -鈴木与七 // 

取扱委員

143 基本金元利受取帳 大正 2.20 加山、藤平 . // // 

144 元利受取帳 41号 ノノ 6. 8. 観音堂世話人 . // // 

145 規約書 ノノ 39. 3.上旬 冊

(魚商組合規約〉
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横・冊

番号 資 料 名 年 代 差 出人・請取人 形態 数量

146 規約書(松輪魚商組合) 大正43.11. 松輪魚商組合取締 綴

147 追加契約書(松輪魚商組合) 11 44.11. 1 立川幸七外6名 〆〆

148 金田・松輪・見沙門・菊名漁業組合 11 14. 4. 1 金田外3 冊

規約

149 説諭願 明治39.10.20 南下浦村松輪 -南下浦村長 綴

(山林と畑地との境界の耕作道塩る) 鈴木与七 鈴木善重

150 受取帳 11 41. 7. 鈴木平右衛門 -渡辺亀太郎 小横

151 受取帳 11 41. 7. 11 -鈴木文四郎 11 

152 受取帳 11 41. 7. 11 -南下浦村昆沙門 11 

岩崎伝右衛門

153 受取帳 11 41. 7. 11 -藤平知義 11 

154 受取帳 11 41. 7. 11 -村上福松 11 

155 受取帳 11 43. 1. 高梨庄太郎 ノ〆

156 第 2号仕切金判取簿 11 41. 5. 11 -鈴木平右衛門 11 1 

157 運賃判取帳(高梨氏松輪の米穀商) 大正 7.6. -高梨圧太郎 〆〆

158 運賃判取帳 11 14. 5. -藤平源兵衛 11 

159 判取帳 11 9. 3. 松輪魚商組合 -司 ，ゲ

160 冷水消費覚 明治43.5.18 11 

161 氷売揚帳 大正 2.6. 玄 横

162 冷氷売揚帳 11 5. 8. 11 

163 冷氷売揚帳 11 6. 4. 11 

164 冷水売揚帳 11 6. 6. 支氷庖 ノノ

165 各漁船氷販売帳 11 12. 4. 浜@組合 11 

166 仁寿生命保険合資会社保険規則 明治40 仁寿生命保険合資会社 冊

167 電報覚帳(プリ・タイ・ムツ等) 11 41.11. 6 小横

168 会費徴収簿 (氏名のみ) ( // 41カ) 南下浦小学校同窓会 綴

169 国家学会名誉職員及会員一覧表 11 43.12. 1 東京国家学会事務所 冊

170 積込控帳 11 45. 1. 鈴木平右衛衛門 横

171 三浦郡衆議院議員撰挙人名簿 ( 11 ) 冊

南下浦村松輪(八名)鈴木忠次郎他

172 日掛帳〈金銭受取につき) 大正1.8. 横

173 日掛帳(金銭受取につき) H 3. 1. /1 

174 大畑消防帳 11 2. 1.甫 冊

175 掛金覚 11 2. 9. 横

176 机上覚 11 2. 9. 鈴木平右衛門 小横

177 大正四年県会報告(=浦郡三崎町議 11 5. 1.31 発行人小串清一 冊

員宮川長五郎)

178 金銭支出帳 11 9.10. 長谷川庄七郎 横

179 仮払出帳 11 10.12. @組合浜ノ部 11 

180 金銭入用覚帳(支出帳) 11 13. 1. 鈴木くま 小横

181 金銭入用帳 昭和 2.1. 鈴木平右衛門 11 

182 金銭入用覚帳 11 10. 9. 鈴木平右衛門 11 

183 入用帳(金銭 ・支出帳) 11 14. 1. // 

昭和14年 1月........16年 4月

- 7ー



横・冊・状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

184 入用帳(金銭支出帳) 昭和16.4. 小横

昭和16年 4月--19年 3月

185 金銭入用覚帳 // 19. 7. 〆ノ

186 金銭入用覚帳 // 28. 1.吉 鈴木平右衛門 横

187 (金銭入用覚帳)万年筆書き 小横

188 船夫覚帳長谷川圧七 大正 9.10. 三幸丸 〆ノ

189 諸問屋送留美 // 9.10. 長谷川圧七 横

190 計算簿(用紙のみ) // 9.10. 三幸丸 冊

191 計算帳 // 10.10. @組合浜ノ部 横

192 木村倉吉船員乗組一件ニ付書状 // 10. 5. 4 駒込 -鈴木平右衛門 状 5 

井戸籍謄本 ・海員就業承諾書 渡辺兵蔵

193 仮雑覚帳 // 10.12. @組合浜ノ部 小横

194 (藤平一郎送金図) 昭和 3.12. 松輪鈴木役所 冊

195 松輪漁業組合引継書 // 8. 8.19 漁業組合 -同組合理事 綴

鈴木岩次郎 長谷川仲蔵

196 出納其ノ他会計事務引継書 // 13.12.27 元収入役 -収入役 綴

名義変更届 藤平源兵衛 鈴木岩次郎

197 肥料購入覚 // 9. 1. 鈴木平右衛門 小横

198 議案第二九号昭和十五年度神奈川 // 15.11. 5 町長 綴

県三浦郡南下浦町歳入歳出追加予算 長嶋仁助

199 出荷送り留帳(大根等) /1 16. 1. 小横

200 被表彰者とその事績(鈴木岩次郎) /1 24.10.24 三浦郡町村会 綴

201 キ(代金請取状) . 7.24 日本橋関本商庖 -立川幸七 状

202 手数料調べ(運賃等) . 9.23 池半 -松輪平右衛門 横

状 2 

203 (月別俵数書上) 池半 -平右衛門 横

204 (手数料帳) .11. -松輪扱所 // 

205 (白米等書上) . 8.23 圧太郎 /1 

206 (入荷着払 ・貼り紙共〉 -鈴木右衛門 // 

207 証(魚代・ピン長・カジキ等) 乙浜港卸魚商岡田・サンコウ丸 状 5 
208 手帳(表紙なし) 冊

209 (鈴木平郡請門外5名生年月白書上〉 綴

210 (鈴木家所有田畑山林地籍書上) 横

211 仕切高売揚(〆金五拾九円O五銭〉 明治38.1. ノ〆

212 ザ・ ジャパンデイ リーメール(英文) // 29. 6.19 状

4150号(一部欠)

213 徳川家康遺訓(羽陽鶴ケ岡産土) 慶長 8.1.15 ノノ

状

一札之事 文政 6.9. 平右衛門外 2名 -与七殿 状

(私儀心得違不埠之儀貴殿御立腹ニ

付詫入一札)

2 覚(元利金書上井ニ金子請取ニ付) /1 7. 4 喜四郎 -与七 // 2 
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

3 文政七年甲五月そうだんの事 (文政 7)10.13 喜四郎 -与七 状

(借用金返済ニ付)

4 覚(田畑山譲渡候ニ付〉 文政 8. 太郎兵衛外 1名 -与七 11 

5 口上ノ覚 (文政 9) 3.20 新肴場 -松輪村 11 

(当所漁師衆肴仲買人買売一件、向 肴問屋行事 御役人衆中

後心得違無之様口上之覚)

6 差上申御請書之事(漁師方より蛸直 11 10.12. 仲買人 -御役所 11 

送迷惑ニ付停止方申渡之請書〉 九人判

7 乍恐以書付奉願上候(松輪村漁師共 11 10.12. 松輪村肴仲買 -浦賀御役所 ノノ

ニ蛸抜売直送ニ付取締願) 久右衛門外8名

8 乍恐以書付奉願上候(先般御請書差 11 11. 2. 4 松輪村仲買9人 -浦賀御役所 11 

上候蛸買取之仕始当正月漁師自分勝 3者惣代儀兵衛外2名

手ニ致候ニ付吟味願)

9 乍恐以書付奉願上候(縄船漁師共自 11 11. 2.27 松輪村仲買総代 -浦賀御役所 11 1 

分勝手仲買高売相始メ候一件内済候 源左衛門外11名

ニ付吟味御下げ願)

10 差上申御請之事 11 11. 2.28 松輪村肴仲買 -浦賀奉行所 11 

(村内漁師共両三度蛸を江戸門屋江 惣代孫左衛門外 9名

積送り不埼なる一件ニ付御請書〉

11 差上申御請之事 11 11. 2.28 漁師 -浦賀奉行所 11 

(蛸抜売一件之儀格別之御宥免被成 八郎兵衛外 1名

下候ニ付御請書)

12 (借用金返済之儀相違いたし候ニ付 . 4.25 小植祐蔵 -松輪村 11 

書状) 太郎兵衛

13 (貸金証文等之儀ニ付申上候書状〉 ( 11 11) 5. 3 新倉勘兵衛 -鈴木太郎兵衛同与 〆/

14 乍恐以書付奉願上候 11 11. 5. 松輪村肴仲買 -浦賀御役所 綴

(当村漁師共肴江戸表へ積送リ候ニ 惣代喜兵衛外

付、仲買人ー名難渋仕候一件吟味願)

15 乍恐以書付奉願上候 11 11. 5. 松輪村魚 -浦賀御役所 状

(村内漁師共江戸表江魚積送りまた 仲買惣代

海草売買候ニ付仲買人難渋候ニ付御 喜兵衛外 1名

車L明願)

16 為取替一札之事 11 11. 6. 4 松輪村漁師惣代 -中買惣代衆中 11 

(松輪村仲買人井漁師共相争一人出 清右衛門外5名

入熟談内済ニ付為取替謹文)

17 為取替一札之事 11 11. 6. 4 11 

(松輪村肴仲買之もの井漁師出入内

済ニ付為取替一札〉

18 一札之事 11 11. 6. 松輪村 -仲買中 〆〆

(当年活物自送出入之儀村宿ヲ以内 太兵衛外 3名

済候ニ付一札)

19 入置申金手形之事 11 11. 8.23 漁船頭惣代 -一割元 〆〆

(村一割損金拾五両立替金請取手形) 源次郎 平右衛門殿外 1名
20 (漁師共鮪自送出入一件下書) (文政11) 11 
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状

番号 資 料 名 年 代 差出 人・ 請 取 人 形態 数量

21 (漁師肴仲買出入一件につき訴状〉 (文政11.) 状

22 乍恐以書付奉願上候 文政12.4.17 松輪村仲買惣代 -浦賀御役所 11 

〈肴仲買人運上冥加金を当年より永 権十郎外2

五百文に増願上納とし肴仲買商売出

精につき)

23 乍恐以書付奉願上候 11 13. 6.23 松輪村名主 -浦賀 11 

(勝手に相始め候肴仲買活魚船の差 太郎兵衛外 1 御役所

留につき願い)

24 一札之事 11 13. 6.29 松輪村 -村御役人中 11 

(私儀活魚商売、松輪村内漁師から 喜四郎

の買請をやめるにつき役所宛願書取

り下げ願)

25 害状 11 1.13 肴問屋行事 -松輪村 11 

(肴問屋行事、松輪問屋から松輪村 松輪問屋中 肴仲買商人衆中

肴仲買商人に、蛸を自送りする者を

調べ早々に返事をもらいたい)包紙

あり

26 為取替一札之事 天保 2.1.23 松輪村仲買休人 -松輪村 11 

(松輪村漁師方より仲買を相手取り 太郎兵衛外漁師 仲買漁師中

出入に及ぶに付、仲買、漁師双方内 惣代等14名

済取極規定)

27 差上申済口謹文之事 11 2. 1.23 松輪村仲買休人 -浦賀御奉行所 11 

(松輪村漁師方より肴仲買を相手取 太郎兵衛外漁師

り出入に及ぶにつき、仲買、漁師双 惣代等12名

方の内済規定謹文 寅年差止候願書

は御取上げる)

28 差出申白書之事 11 3. 4. 三崎村 -松輪村 11 

(胞浦年季中は松輪村方浦へ肪町船 久野又兵衛 権重郎、与七

を入船させない旨の白書(誓約)

29 差出申ー礼之事 11 3. 7. 2 当村請負人 -村方衆中 11 

〈松浦村飽浦年季切替に付き、与七、 買主与七・権十郎

権十郎両人当年より拾ケ年季に請負

仕つる旨差出す一札、名主善十郎外

の奥書あり)

30 売渡申謹文之事 11 3.11.26 売人、請人 11 

(御極印付押送船壱般、其外諸道具

壱般之代金弐拾六両)

31 謹文之事 11 5. 4. 太郎兵衛 -与七 11 

(親父存生之節譲り取置候田・畑の

改め謹文、南谷、まつわ、宮之止、

やしき、田ノ頭名主善十郎の奥書〉

32 一札之事 ノノ 5. 7. 五郎兵衛 -与七 11 

(相続人貰請ニ付差出一札〉 組合中

33 覚(代金勘定ニ付) (11  7) 12.13 圧右衛門 -与七 11 
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

34 譲謹文 天保13.10.13 江戸小田原河岸 -ニ浦郡 状

(押送船一般譲渡証文写) 尾張屋善三郎代 松輪村

毘沙門村徳右衛門与七

35 入置甲一札之事 11 15. 9. 丈右衛門外2名 -親母

(身持不埼改心ニ付差出一札写)

36 覚(金子受取状〉 (ノ1 6) 12.31 庄左衛門 -与七 11 

37 寺替一札之事 嘉永 5.8. ツク井 -松輪村 11 

(菊名村市郎左衛門之娘平右衛門家 法蔵院 福泉寺

へ縁付ニ)

38 入置申一札之事 慶応1.5. 相州三浦郡松輪村・新肴場問屋 11 

(沖合にて魚密売致に付一札) 名主源兵衛外 行事中

39 (用件催促ニ付書状)封筒共 卯.1.16 金田村弥平次 -松輪村平右衛門 11 

40 (年賀状) 未目1.2 和泉屋三郎兵衛 -鈴木与七 11 

41 覚(金子清取ニ付) 未.1.8 寺本市四郎 -いづみや伊兵衛 11 

42 (庖賃請取通) 午.1.26 山中伝次郎 -卯之助 11 

43 (仕切値段i日規通りに付き、 書状) 1. 2 和泉屋三郎兵衛半蔵・鈴木与七、安五郎 11 

44 (肴仕切金出入取扱ニ付、書状) 1. 5 松輪寺問屋中 -鈴木与七外9 11 

45 (年賀状井仲買挨拶依頼及御届け品 1. 5 和泉屋 -鈴木与七 ノノ 3 
覚)包紙あり 伊兵衛

46 (年賀状〉 1. 6 和泉屋三郎兵衛 -鈴木与七 11 

47 舌代 (傭女二人礼金に付書状) 午1.7 日本橋箔屋町 -平右衛門 11 

尾兼屋

48 覚(代金請求取ニ付) 1. 9 房州那古町 -与七 ノノ 2 

柏屋源左衛門

49 覚(書状請取ニ付〉 1.11 今与 -鈴木与七 11 

50 口上(出金諸勘定ニ付) 1.21 藤与 -鈴木平右衛門 ノ〆

51 覚(頼母子講掛金ニ付) 1.23 太郎兵衛 -ひがし御親父 11 

52 覚(上宮田出惣代入用等勘定ニ付) 丑.2.13 鈴木太郎兵衛 -与七 11 

53 覚(飯料代金請取ニ付) 寅.2 倉田良助 -松輪村御役人衆中 11 

54 覚(壱割高船先高之覚) 未.2.11 松輪問屋 -壱割元与七 11 

55 請取証(金三拾八円の請取) 甲.2. 7 長沢山田喜太郎 -鈴木平右衛門 11 

56 (未注文の案内および昨年の未代金 2. 1 雑賀 -三浦松輪之内 11 

督促の書状) 伝六 鈴木与七

57 (魚売仕切不足分取はからい方に付 2. 7 日本橋箔屋町 -まつわ 11 

書状) 尾張匡兼吉 庄太郎

58 (旦油ニ付) 2. 8 11 

59 (午閏十月より未正月晦日迄壱割船 2.11 -松輪問屋中 ノ〆

ふね賃高勘定覚)

60 書状(西宮彦三郎向後伊之助ト改名 2. 西宮彦三郎 -東京新橋 11 

改度ニ付お知らせ包紙あり) いづみや伊兵衛

61 覚(仲買衆一件飯料内金請取) 子.3. 7 相州浦賀郷宿 -松輪村 11 

倉田良助 仲買衆中

62 送り状之事(あきかご積送り状) 巳.3.14 本小田原町 -松輪 1/ 

佃匡長次郎 与七
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状

番号 資 料 名 年 代 差 出人・ 請取人 形態 数量

63 覚(松輪与七殿分代金請取ニ付) 未.3.18 江戸本材木町一丁目 ・いづみや 状

寺本市四郎 伊兵衛

64 書状(新島タテ網漁業豊漁につき当 3. 2 新島原町 -すずき ノノ

島之商業(営業)致す心持あらば参 田代太郎兵衛 平右衛門

るようとの通知)

65 覚(押送り船代手付請取ニ付〉 3. 5 大工与次平 -松わ太郎兵衛 〆/

66 覚(諸品書上〉 3. 7 寺本市四郎 -与七 11 

67 覚(金子請取ニ付) 3. 9 久野又兵衛外 1 -与七 〆ノ

68 (新汽船延着迷惑取計方ニ付書状) 3.11 日本橋箔屋町尾兼・まつわ平右衛門 〆〆

69 覚(品代金勘定ニ付) 3.17 南茅場町新津屋 -与吉 〆〆

70 覚(金子受取覚) 3.17 幸本彦右衛門 -与七 〆〆

71 (肴仲買運上永御免ニ付勝手売買) 卯.4. 11 

72 覚(金子書上ニ付) 亥.3. 与七 -名主 11 

73 (時借金返済申入ニ付書状) 4. 7 又吉 -鈴木与七 〆ノ

74 覚(行事一人面談聞事ニ付書状) 4. 8 新肴場浜役鈴木 -松輪村浜商人衆中 〆/

75 (近火一件ニ付書状)神田猿楽町よ 4.12 日本橋箔屋町 -まつわ 11 

り出火 尾兼屋 平右衛門

76 書状(自分のかすり単物、どの様な 4.13 常七 -両親様 ノノ

るひとへ物取替え願い)

77 覚(畑方年貢代差引ニ付) 4.17 -与七 〆ノ

78 書状(還御のため商売相休候処、用 4.18 御肴納月番 -松輪 // 

立の肴は市中へ) 松輪最寄中 五十集衆中

79 覚(針がね等注文書) 4.24 小倉利兵衛 -和泉屋四郎兵衛 11 

80 書状(常七の師匠の病気見舞をお庖 4.28 当賀 -鈴木与七 11 

の都合で延引につき) 鎌倉屋伝六庖

81 (村内漁師魚仲買一件に付書状)包 4.29 和泉屋 -鈴木 ノノ

紙共 甚左衛門 太郎兵衛

82 (約束の事ニ付書状) 4.30 又兵衛 -すすき与七 11 

83 (新汽船遅延に付旧汽船取替願) 卯.5.12 おわり屋新吉 -清吉 11 

84 覚(金田村喜兵衛方用立金請取ニ付〉 辰.5. 4 納屋内しつ -与七 11 

85 覚 (鈴木与七殿分の受取) 巳.5. 田原屋寺本外 -いづみや伊兵衛 11 3 

86 覚 (上網代金受取リ ニ付) 5. 2 材木町麻屋善兵衛・松輪与七 11 

87 (抱浦一件ニ付丸作兵衛様宛書状〉 5. 2 和泉屋三郎兵衛 -丸作兵衛外 1 /1 

88 (抱浦一件ニ付書状) 5. 2 和泉屋三郎兵衛 -鈴木太郎兵衛外 1 ノノ

89 (かつぎ当分見合一件ニ付書状) 5. 3 久野又兵衛、利七・権十郎、与七 〆ノ

90 覚(代金勘定ニ付) 5. 9 いづみや=郎兵衛・与七 ，ゲ

91 (家取込中仕切勘定ニ付書状) 5. 9 塩喜 -平右衛門 11 

92 送り状(砂糖他) 5.11 東京ニテ惣右衛門 1/ 

93 覚(時借等勘定ニ付) 5.11 与七 -平右衛門 11 

94 (とこぶ 1荷受ニ付書状) 5.20 尾兼 -庄太郎 11 

95 覚(金子勘定の覚) 5.29 虎屋弥三郎 -与七 11 

96 (成田山開明講社宿休所書上) 5.29 横須賀弥川正誠 -鈴木与七 11 

97 覚(反物代ニ付) 午.6.15 江戸本材木町 -与七 〆ノ

田原屋治兵衛

-12ー



状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

98 覚(六人網壱張代請取ニ付) 午 6.28 坂本町弐丁目 -松輪 状

山田屋卯兵衛 与七

99 覚(米代書上ニ付) 亥.6.25 与七 -村市 11 

100 割付御用(芋御用ニ付覚) 6. 5 三蔵、二郎、左衛門・与七、十四郎 11 

101 覚(米代請取ニ付〉 6. 8 かまくらや伝六 -鈴木与七 11 

102 (積荷不足分代金送付ニ付書状) 6.10 日本橋箔屋町 -まつわ 11 

尾兼屋 平右衛門

103 (出入一件ニ付書状) 6.11 利七 -権十郎、与七 11 

104 記(活物、鯛、塩鯖、おこぜ、ひら 6.13 〆〆

め等書状)

105 記(滞申運賃ノ残金入金候覚〉 6.13 本小田原町 -松輪 11 

平田孫兵衛 平右衛門

106 書状(江戸下りに当り母からの用立 6.22 (むすめ) (母) 11 

金の礼と江戸にての様子を知らせる)

107 覚(金子請取ニ付) 6.28 相州西浦賀 -松輪村 11 

大津屋吉兵衛 平右衛門

108 覚(買物代金) 子.7.13 徳三郎 -与七 11 

109 覚(金子勘定ニ付) 子 7. 久兵衛 -与七 11 

110 覚(金子勘定ニ付) 丑 7. 久兵衛 -与七 11 

111 つけ(よし切壱本の代金三拾銭〉 卯.7.11 日本橋樋豊 -平豊 〆〆

112 覚(仕切勘定ニ付) 巳 7.13 庄左衛門 -与七 11 

113 覚(金子勘定ニ付〉 未.7. 和泉屋三郎兵衛 -与七 11 

114 書状(そうめん、八ツめあみ、四状 7. 6 松輪 -江戸しんばし 11 

もの位の半紙、水引等の買物依頼) 鈴木太郎兵衛 親父様

115 (城ケ嶋村ト松輪村不仲一件ニ付) 7.16 三崎利七 -与七、権十郎 11 

116 覚(砂代金等預り覚) 7.22 石庄 -与七 11 

117 覚(御大礼御用鯛納入ニ付) 酉.8.24 新肴場肴問屋行事 11 

118 宮腰銭屋五兵衛関所御調理高 子.9. 2 11 

119 記(盆後九月一日従十月四日迄水揚 9. 2 11 

買勘定覚〉

120 覚(代金ニ付) 9. 8 小原屋三郎兵衛 -与七 11 

121 覚(子秋成金請取) 9.12 徳二郎 -平右衛門 11 

122 記(諸品代金受取書) 9.14 常七 -鈴木与七 11 

123 送り状(氷三樽〉 9.16 東京日本橋区 -相州三浦郡 ノ/

魚市場大竹商庖 松輪鈴木岩二郎

124 仮り送り状(氷廷包弐個) 9.17 魚がし立田野 -松輪村鈴木与七 ノ〆

125 (差紙下り報知ニ付書状) 10. 6 倉田良助 -松輪村鈴木太郎兵衛 11 

126 (某一件取計方依頼ニ付書状) 10.11 11 

127 覚(押送船一般荷代金請取ニ付〉 10.13 尾張屋善二郎、繁蔵・松輪村平右衛門 11 

128 (不足金取調べニ付)(前欠) 10.29 尾張屋兼光 -まつわ平右衛門 11 

129 覚(飽運上金請取ニ付)包紙共 g~.11.25 名主善十郎 -与七 ノ〆

130 覚(金子勘定ニ付) 辰関.11.26 11 

131 覚(内金請取ニ付) 酉.11.4 相州三崎錦屋 -松輪村 ノノ

政右衛門 与七
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状

番号 資 料 名 年 代 差 出人・請取人 形態 数量

132 覚(年貢金高小割ニ付) 成 11. 与七 -源ニ郎 状

133 (返金一件ニ付書状) .11. 4 彦五郎 (鈴木) // 

134 (太郎兵衛家焼失ニ付融通金依頼状〉 .11.18 和泉屋三郎兵衛 -鈴木作兵衛、与七 // 

135 覚(飽運上金等請取ニ付〉 .11.29 名主源兵衛 -与七 // 

136 覚 (金三両弐朱請取) 子.12.29 毘沙門村清右衛門・松輪村作兵衛御内 // 

137 覚(貸金請取ニ付〉 丑.12.晦 寺より -与七 // 

138 覚 (諸入用内金請取ニ付〉 寅.12.29 倉田良助 -松輪村 // 

(浦賀御宿) 仲買衆中

139 御規式御用伊勢海老納方御日割之事 卯.12. 相州松輪村受重人・新希場納 // 

(大、 三百四十五孟、中千弐拾七孟〉 惣代与七 衆中

140 覚(天保未年分の酒代、素メン、惣 辰.極大晦 石名坂 -与七 // 

E寺等勘定につき〉 圧左衛門

141 覚(反物代ニ付、現金正礼かけねな 巳12.26 本材木町壱丁目 -松輪 // 

し) 志摩屋助八 与七

142 覚(貸金ニ付) 午.12.晦 相州ニ崎 -松右衛門 // 

綿屋政右衛門

143 覚(素麺代等請取ニ付) 未.12.29 江戸本材木町1丁目 ・まつ八 // 

寺本市四郎 与七

144 覚(元利金勘定ニ付) 未.12.31 ノノ

145 覚(金子勘定ニ付) 亥.12.5 // 

146 覚(捻見代等勘定ニ付) 亥.12.17 与七 -名主 // 

147 覚(代金ニ付) 亥.12.25 いづみや長兵衛 -鈴木太郎兵衛 ノ/

148 (御用伊勢海老の請書提出依頼〉包 .12. 2 新肴場納番衆中 -松輪村 // 

紙共 会所卯兵衛 割元衆中

149 (先達て御頼主人方取計御間済候旨 .12.12 兵右衛門 -与七 // 

御案内〉

150 (御用海老節句納日ニ付書状) .12.13 新肴場海老納番中・松輪村御用 ノノ

海老請負人衆中

151 (土産送付ニ付書状)封筒共 .12.15 江戸 -松輪 ノ/

近江屋与右衛門 鈴木与七

152 (鯛注文仕送りニ付礼状) 12.28 納入三郎兵衛 (松輪村)商人中 // 

153 書翰(梶代金督促パ牛) 12.24 岩崎平四郎 -鈴木平右衛門 // 

154 覚(金子請取ニ付〉 12.24 江戸嶋黒戸町富 -与七 // 

155 (御用海老納方ニ付)包紙共 12.24 新肴場 -松輪村御用 // 

納番中 海老御請負人衆中

156 覚(代金請取ニ付) 12.24 むらせ勘兵衛 // 

157 覚(代金請取ニ付) 12.24 会津屋紋兵衛 -与七 // 

158 覚(反物代ニ付) 12.25 江戸本材木町 -松輪与七 // 

しきや助八

159 覚(金子請取ニ付) 12.26 江戸本材木町 -与七 // 

あふみや二郎兵衛

160 覚(紋付羽織代金請取ニ付) 12.26 いづみや長兵衛 -与七 // 

161 覚(去年分勘定改ニ付) 12.26 // 
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

162 入港御届 (東京品川ーノ昼川岸玉置 明治 7.12.27 船頭田中喜作 -浦賀港船改所御中 状

金三郎船)

163 鈴木与七所有畑地価金調 11 12. 6.11 11 

164 当選状〈付、村会議員人名簿) 11 12. 7.11 鈴木平右衛門 11 

165 約定謹券(魚荷物運賃) 11 12.11. 神奈川魚荷会社 -相州三浦郡松輪村 11 

社長山口喜兵衛 惣代鈴木平右衛門

166 (諸買物勘定覚) 11 12.12.22 11 

167 (糠値上リニ付積送依頼状)包装共 ( /1 13) 8. 9 品川より -相模国三浦郡松輪 11 

鈴木与七 鈴木反七

168 感謝状(横須賀警察署寄附) ( 11 ) 14.12 神奈川県庁 -鈴井平右衛門 11 

169 勘定書上 11 16. 1.28 〆ノ

170 辞令(成田講) 11 18. 5.11 鈴木与一 -成田山主、 三池照鳳 11 1 

171 書状(立替金精算依頼ニ付)封筒付 11 21. 2. 5 (日本橋本小田原町)・川柳平右衛門 11 

米屋善=郎 (鈴木平右衛門)

172 記(無尽金受取ニ付) 11 22. 5.25 鈴木善蔵 -鈴木平右衛門 ノノ

173 (勘定書)伏梅、盆後勘定、舟諸勘 11 23. ノノ

定

174 証(金毘羅大権現洞堂造立料受取) 11 24. 1.24 讃岐国象現山長法寺・鈴木与七 11 

横浜中出張所 神奈川県

175 一筆申上(稲荷社祭礼開催通知) 11 24. 1.24 松輪作五郎 -大辰様 ノノ

176 書状(下田辺大漁報知に付〉封筒付 11 24. 8.27 田代太郎兵衛 -鈴木平右衛門 11 

177 書状(水揚様子を尋ねるに付〉 11 24.10.20 鈴木考五郎 -鈴木平右衛門 11 

178 葉書 (卯之介一件に付) 11 24.12.29 日本橋魚河大辰 -鈴木平右衛門 11 

179 手紙ハガキ(其地へ出張の心あれど 11 25. 3. 9 大辰 -鈴木平右衛門 ノノ

拙居無人になるにつき両日中に参上

する)

180 手紙ハガキ(返事がないのでどうし ノノ 25. 3.13 (日本橋〉 -鈴木平右衛門 11 

たか、尚法之儀は休業致す、貴君の 大辰張場

承引願い等々)

181 鈴木岩次郎、クマ両義の郵便貯金通 ノノ 28'"昭和16 ノノ

帳(南下浦郵便局)

182 頼母子講金預証書 11 30. 8.15 預主鈴木与七 -出口彦三郎 11 

183 死亡届(松輪魚商与七母、文政四年 11 33. 1.31 鈴木与七 -南下浦村戸籍受 〆/

七月拾六 日生鈴木フデ) 鈴木善重

184 鈴木ふて死亡診断書死亡届 11 33. 1.31 三崎町日出医師 ノノ

185 (村税納入につき告知書) 11 35. 3.17 南下浦村長 -鈴木与七 11 

186 福泉寺基本金借用之牒 11 36. 5.15 大畑鈴木与七 11 

187 (日出学校修繕費金六拾参銭を観音 ノノ 36.11.10 松輪惣代 -鈴木与七 11 

堂へ納付令書〉

188 価報(新聞)東京日本橋魚がし商況 ノノ 36.12.29 東京市日本橋区薬研 ・鈴木与七 11 2 
相州屋の部他(日付12月29日31日) 30 堀町価報社

189 価報日付(1月 7日、 9日、11日、 ノノ 37. 1. 7 11 . 11 11 12 
13日、 15日、 17日、 19日、 21日、 23 31 

目、25日、27日、 31日)
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

190 価報日付(2月 2日、 4日、 12日、 明治37.2. 2 東京市日本橋区薬研 ・鈴木与七 状 10 
14日、 18日、 20日、 22日、 24日、 27 29 堀町価報社

目、 29日

191 価報日付(3月 3日、 4日、 6日、 11 37. 3. 2 11 . 11 〆/ 15 
8日、 12日、 14日、 16日、 20日、 22 30 

日、 24日、 26日、 28日、 30日〉

192 葉書(賀状)封筒(北風辰次宛) 11 37. 1. 1 東京市日本橋区浜町 ・松輪 11 2 
(中味なし〉 商号大竹 鈴木岩次郎

籾山竹次郎

193 魚荷運賃改正通知 11 37. 4.11 11 

194 (送金手数料改正ニ付通知) 11 37. 7.27 平源荷扱所 -松輪扱所 11 

195 証(井上氏養老会受取) 11 38. 2.16 総代鈴木義丸代理・鈴木与七 〆ノ

長谷川吉蔵

196 証 (船売般売渡につき)代金拾七円 11 39. 8.27 長井村新宿 -松輪 1/ 

畑中林造 鈴木平右衛門

197 明治三拾九年三月上旬迄 11 39--40 鈴木庄吉外4 11 2 
規約書(魚荷運賃につき)

2 約定書(出荷の際は鮮人夫必ず

差出すこと)

明治四十年一月

198 三浦郡医師会内規 11 41. 1. 1 三浦郡医師会 11 

199 大声写声機平円盤レコード特価表 11 42. 4. 東京市天賞堂本庖 11 

200 徴兵検査日時及場所通達書 11 42. 4.10 南下浦役場 -与七 11 

鈴木岩次郎

201 (祝儀用品代請取井ニのし・名簿) 11 42. 5.16 石名庖 11 4 
202 水族ノ蓄殖(海草・のり等)保護ニ 11 42.11. 1/ 

関スJレ取締方(明治四十二年十一月

農商務省訓令第41号)

203 (知新堂薬庖封筒〉 11 43.11.15 東京知新魚本庖 11 

204 自家用醤油製造免許取消書 11 44.12.28 横須賀税務署長 -鈴木与七 1/ 

税務官曽我部房嗣

205 明治四拾四年暮暦(海産物委託問屋) 11 44. 東京魚市場尾松商庖 〆〆

206 (明治四十五年一月 ヨリ五月迄若布 9. 4 鈴木半右衛門 -高庄 11 

積込候ハシケ藤平仲間分書上覚)

207 覚(そうそく代、石油代、梅千代等 辰.2.22 日本橋箔屋町 -まつわ 11 

ノ代金〉 尾兼 庄太郎

208 観音堂洞堂金借用証 (用紙) 明治 -観音堂世話人 〆ノ

209 記(白米等仕切の覚) 大正1.9. 5 石名坂 -鈴木半右衛門 〆ノ

210 覚(白米、麦、 酒代等の請求〉 11 1. 9. 5 松輪高梨商庖 -平右衛門 11 

211 領収書 (元利金) 11 1.10.20 金子取扱員 -鈴木与七 1/ 

212 覚状(南下浦村第一回農水産物品評 11 5. 5.11 三浦郡農会長 -鈴木与七 11 

会海尾菜四等覚) 佐川福太郎 1/ 

213 褒状(鹿尾菜) 11 5. 5.18 海事水産博覧会総裁・神奈川県鈴木与七

214 記(金円受取) 11 5.12.31 -鈴木与七 ノノ
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

215 覚状(三浦郡農会、横須賀市農会、 大正 6.1.21 神奈川農会長 -南下浦村 状 2 

連合第九回農産物品評会鹿尾菜三等 有吉忠一 鈴木与七

四等賞)

216 賞状(第 2回南下浦村農水産物品評 11 6. 2.11 三浦郡農会長 -鈴木与七 11 

会鹿尾菜弐等賞) 佐川福太郎

217 賞状(三浦郡農会、横須賀市農会、 11 7. 1.20 連合品評会長 -南下浦村 11 

連合第10回農産物品評会鹿尾菜参等 佐川福太郎 鈴木与七

賞)

218 賞状(一浦郡農会、横須賀市農会、 11 8. 1.19 11 . 11 〆〆

連合第11回農産物品評会鹿尾菜四等

賞〉

219 領収書(利子受取) 11 8. 8.27 無尽仲間 -鈴木与吉 11 

220 船燈試験成績書 11 8.12.18 逓信技師重光藤 11 

221 領収証(賃金元金) 11 9. 5.29 岩浦忠道 -鈴木与七 11 

222 大正九年十月一日午前零時施行国勢 11 9.10. 1 三浦郡役所 11 

調査申告書の記入方

223 記(新水拾弐本代領収証) 11 9.11. 4 横浜千扇町 -三幸丸 11 

芦田商庖

224 貰上明細書・領収書 11 9.11.19 横浜市神奈川 -三幸丸 11 

魚市場佐七魚問屋長谷川庄七

225 記(キワダ七十六本他受取〉 11 9.11.23 房州白浜村乙浜 ."f'三公 11 

合名会社魚市場

226 精算書 11 11. 1.20 東京日本橋魚市場・松輪 11 

相勝商庖 @組合

227 @印清算書(中あじ、小むつ等) 11 11.11.26 東京日本橋魚市場・相州松輪 11 

米信商庖 @組合

228 地上権設定ニ付契約書 11 13. 4.24 権利者、服部 -鈴木岩次郎 // 

229 (魚類売買斡旋所事務員任命)月四 11 13. 6.30 三浦郡 -鈴木岩次郎 11 

拾五円 水産会

230 子年仲開帳(大正十三年四月十日ヨ 11 13.10. // 

リ五月三十日マデ五十一日間開帳)

231 (塩鱒共同購入品運搬品運搬に関す 11 13.11.20 三浦郡 -水産会 〆ノ

る依頼状) 水産会 魚市場

232 神奈川県指定 11 14. 3.24 神奈川県知事 -三浦郡南下浦町 11 

(漁船修繕に対する復興施設、国家 清野長太郎 鈴木六五郎

補助申請につき交付の通知)

233 領収証(戸籍抄本等) 昭和 3.6.28 南下浦町 -鈴木岩次郎 〆〆

234 送り状(運送物品(モーjレス機)発 11 4. 2. 3 釘崎 -逓信 11 

着証明書)封筒付 電信局 講習所

235 (剣崎電信局引取のモーノレス機の運 11 4. 3.22 東京市神田区剤"小路 ・松輪 ノノ

賃延引ニ付通知〉 鮒宇都宮徳蔵回漕庖 汽船取扱所

236 告知書(本村収入役に推薦) 11 13.12.22 長嶋仁助 -鈴木岩次郎 ノノ

237 (給与辞令)(昭和14年~昭和23年) 11 14. 4. 1 南下浦村 -南下浦村収入役 11 15 

長嶋仁助 鈴木岩次郎
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

238 領収証(傷病将士のため六円寄附〉 昭和14.6.23 南下浦町分収入役 ・鈴木岩次郎 状

封筒付 委員長嶋仁助

239 鈴木岩次郎戸籍抄本 11 15.10. 6 11 

240 官民有地境界に関する件につき境界 11 16.12.24 神奈川知事 -鈴木与七 11 

決定通知

241 (大日本婦人会南下浦町支部の役員 1/ 17. 5.20 神奈川県知事 -鈴木クマ 11 

委嘱通達)

242 昭和18年11月発行戦時郵便貯金 11 5 

切手金弐円 (2枚)

2 昭和18年 3月金壱円特別報国債

券(1枚〉

3 国民貯金通帳外2

243 (通常為替金受領証書等) 昭和18.10.6 ノ/ 2 

244 (臨時財産申告書) 11 21. 11 

245 農地賃借契約書 // 25. 8. 1 鈴木岩次郎外 1 -南下浦町農地委員会 11 2 

246 御規式御用伊勢海老納方日割之事 (江戸期〉 相州松輪村総代与七・新肴場納番衆中 11 

247 (漁師、肴仲買出入一件ニ付吟味願) 11 

248 (上様上首尾ニテあわび少々を差し 11 

上げ申し候)

249 (生具仕入金値段ニ付申入一札〉 11 

250 乍恐御返答奉申上候 源兵衛 11 

〈浜方肴買売出入一件吟味ニ付) 磯右衛門

251 (肴仲買出入一件吟味ニ付キ返答) 源兵衛 ノ/

磯右衛門

252 乍恐御返答奉申上候 源兵衛、 与兵次 11 

(肴売買出入吟味ニ付返答書下書〉 磯右衛門

253 乍恐以書付奉願上候 11 

(新規肴仲買差上ニ付願下書)

254 一札之事(肴直送り一件内済ニ付〉 両人 -仲買中 11 

255 胞浦下請譲り渡証文之事 三浦郡松輪村 11 

256 覚(御用鯛納方ニ付) 11 

257 覚(押制。焼印筒所預り証文ヒナ型) 11 

258 覚(松輪船賃割合ニ付) 11 

259 記(仕切金の不足分送付書〉 日本橋@塩喜⑪ .m印殿 ノノ

260 書状(鯖壱篭至急送られた し) 尾張屋尾兼 -まつわ庄太郎 // 

261 (金百五十両年賦ニ付書状) 久の利七 -権十郎、与七 11 

262 (不足金ニ付書状)(中欠) 11 

263 (金子四両余請取覚) 伊右衛門 -与七 11 

264 覚(貸金ニ付) 作兵衛 -与七 // 

265 覚(金子勘定ニ付) いづみや長兵衛 -与七 ノ/

266 覚(反物代金等ニ付) いづみや長兵衛 -鈴木与七 ノノ

267 覚(利金ニ付) 与七 -惣七 11 

268 覚(金子六両の勘定につき) 与七 -柳作、新助外 1 11 

269 覚(辰二月より五月迄金子請取覚) -作兵衛 ノノ
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取 人 形態 数量

270 (勘定覚) 状

271 覚(買物代覚書) 11 

272 覚(買物覚書) // 

273 覚(買物ニ付) 〆〆

274 覚(吉右衛門外六名代金書上) // 

275 覚(金子勘定ニ付〉 〆/

276 覚(隠居外代金書上) ノノ

277 覚(金子勘定ニ付〉 // 

278 覚(金子書上) // 

279 (金子覚、前・後欠〉 11 

280 逓送券(破損ひどし) // 

281 書状(借用金壱両弐分返済之儀ニ付 上総国松兵衛より・松和村 ノ/

日延願) 半次郎 平右衛門

282 福泉寺基本金借用証 大畑鈴木与七 11 

283 御茶価額表 東京日本橋山本嘉兵衛 〆ノ

284 江茶開墾田地年貢取立明細表写 1/ 

285 (松輪字剣崎五十二番地と価書上) 1/ 1 
286 鈴木岩次郎、クマ夫妻所有田畑 1/ 2 

の場所、面積書上

2 嶋野高平住所書

287 手相(麦種・籾種の分配) 1/ 2 
2 覚〈田の取米書上)

288 専用漁業免許願書 11 

289 南下浦村青年会規約 ノ/ 4 
290 一浦郡南下浦村第十四部衛生組合規 〆〆

約(案)

291 郵便はがき(通信文なし)壱銭五厘 房州乙浜、ニ幸丸 ・松輪鈴木平右衛門 // 

292 (女中採用の件下書) 11 

293 郵便貯金広告 ノ/ 3 
2 御杖山の百草製薬袋

294 電報、書簡、庖丁広告、サンデー電 11 

気商会広告

295 護符等(海上守(道了宮)浅間大明 /1 1括
神 (富士山)運勢クジ、 水天宮御影)

296 大峯陀羅尼助 /ノ 2 
2 行基庵像

297 円光大師買影(東都品川法禅寺) 1/ 4 
2 法禅寺の御札

3 最乗寺の大雄丸包紙

4 厄除のお守

298 和歌一首 (敷島の大和心を人とはば、 大野柳口 11 

朝日に匂ふ、 山桜花)

299 (荷札) 京橋区、西宮新七 〆/ 4 
300 (名刺) 東京知新売主、脚気薬本舗小林謙三 11 
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状、船手形

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

301 付紙同日州ニ崎郵便局調」 状

302 断簡蓬莱等袋紙等 11 l括

303 包紙、断簡 // // 

304 (断筒、その他) 〆〆 // 

305 断簡 // 〆ノ

306 (箱10の断簡) // // 

船手形

1 差上申手形之事(船改手形・松輪村 安政 4.9.13 江戸新肴場 -相模国浦賀 状 1 

平右衛門船水主六人乗、国元で六 和泉屋 御番所

人増、都合拾弐人生魚積) 三郎兵衛 御当番衆中

2 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 4.10.12 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗、生魚積〉 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

3 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 4.11.朔 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗、生魚積〉 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

4 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 4.11. 4 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗、生魚積〉 和泉屋 御番所

ニ郎兵衛 御当番衆中

5 差上申手形之事(船改手形・松輪村 1/ 4.12. 6 -相模国浦賀 11 

平右衛門船水主六人乗、生魚積〉 御番所

御当番衆中

6 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 4.12.13 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 1 

平右衛門船水主六人乗、生魚積〉 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

7 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 4.12.17 江戸新肴場 -相模国浦賀 〆/

平右衛門船水主六人乗、此度生魚 和泉屋 御番所

積下、江戸より松輪村迄帰るに付、 三郎兵衛 御当番衆中

船改手形〉

8 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 5. 1.18 江戸新肴場 -相模国浦賀 〆〆

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

一郎兵衛 御当番衆中

9 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 6. 5.16 江戸新肴場 -相模国浦賀 /1 

平右衛門船水主六人乗、生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

10 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 6. 5.21 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

平右衛門船水主六人乗、国元でー 和泉屋 御番所

人増、都合七人乗生魚積) 三郎兵衛 御当番衆中

11 差上申手形之事(三崎城村孫次郎船 // 6. 6. 9 江戸新肴場 -相模国浦賀 〆ノ

水主六人乗生魚積下、江戸より三 和泉屋 御番所

崎城村迄帰るに付国元で一人増都 五兵衛 御当番衆中

合七人乗)
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船手形

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

12 差上申手形之事(船改手形・松輪村 安政 6.7. 9 江戸新肴場 -相模国浦賀 状

平右衛門船水主六人乗、生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

13 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 6.10. 2 江戸新肴場 -相模国浦賀 〆ノ

平右衛門船水主六人乗、生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

14 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 6.10.15 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗国元でー 和泉屋 御番所

人増、都合七人乗生魚積) 三郎兵衛 御当番衆中

15 差上申手形之事 (船改手形・松輪村 // 6.10.25 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

16 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 6.11.11 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗国元でー 和泉屋 御番所

人増、都合七人乗生魚積) 三郎兵衛 御当番衆中

17 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 6.11.19 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

18 差上申手形之事(船改手形・松輪村 が 6.11.22 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗此度生魚 和泉屋 御番所

積下、江戸より松輪まで帰るに付、 三郎兵衛 御当番衆中

船改手形)

19 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 6.11.27 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

20 差上申手形之事 (船改手形・松輪村 // 7. 1.24 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

21 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 7. 2.29 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

22 差上申手形之事 (船改手形・松輪村 // 7. 3. 2 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

23 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 7. 3. 3 江戸新肴場 -相模国浦賀 〆〆

平右衛門船水主六人乗国元にて 和泉屋 御番所

三人増、都合九人乗生魚積) 三郎兵衛 御当番衆中

24 差上申手形之事 (船改手形 ・松輪村 // 7. 3.25 江戸新肴場 -相模国浦賀 〆ノ

平右衛門船水主六人乗国元で三 和泉屋 御番所

人増、都合九人乗生魚積) 三郎兵衛 御当番衆中

25 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 7. 3.晦日 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗国元でー 和泉屋 御番所

人増、都合七人乗生魚積) 三郎兵衛 御当番衆中
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船手形

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

26 差上申手形之事 (船改手形 ・松輪村 文久 2.2.17 江戸新肴場 -相模国浦賀 状

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

一郎兵衛 御当番衆中

27 差上申手形之事(船改手形・松輪村 が 2.3. 2 江戸新肴場 -相模国浦賀 ノ/

平右衛門船水主六人乗生魚積〉 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

28 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 3. 5. 8 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗国元で二 和泉屋 御番所

人増、都合八人乗生魚積) 三郎兵衛 御当番衆中

29 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 3. 5.10 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗国元でー 和泉屋 御番所

人増、都合七人乗生魚積〉 三郎兵衛 御当番衆中

30 差上申手形之事(船改手形・松輪村 /ノ 3.6.11 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

31 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 3. 9. 8 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗国元でー 和泉屋 御番所

人増、都合七人乗生魚積〉 三郎兵衛 御当番衆中

32 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 3. 9.22 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗国元で二 和泉屋 御番所

人増、都合八人乗生魚積〉 =郎兵衛 御当番衆中

33 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 3.10.27 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

34 差上申手形之事(船改手形・松輪村 /1 3.11. 2 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

=郎兵衛 御当番衆中

35 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 3.11.14 江戸新肴場 -相模国浦賀 1/ 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

ニ郎兵衛 御当番衆中

36 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 3.11.19 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

37 差上申手形之事(船改手形・松輪村 ノノ 3.11.25 江戸新肴場 -相模国浦賀 ，ペソ

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

=郎兵衛 御当番衆中

38 差上申手形之事(船改手形・松輪村 /ノ 3.11.29 江戸新肴場 -相模国浦賀 1/ 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

コ郎兵衛 御当番衆中

39 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 3.12. 7 江戸新肴場 -相模国浦賀 ノノ

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中
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船手形

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

40 差上申手形之事(船改手形・松輪村 文久 3.12.12 江戸新肴場 -相模国浦賀 状

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

41 差上申手形之事(松輪村平右衛門船 // 4. 1.28 江戸新肴場 -相模国浦賀 1/ 

7J<主六人乗 此度生魚積下、江戸 和泉屋 御番所

より松輪まで帰るに付、船改手形) 三郎兵衛 御当番衆中

42 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 4. 2.11 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

43 差上申手形之事(船改手形・松輪村 元治1.3.18 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

44 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 1. 3.28 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船〉 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

45 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 1. 4. 8 江戸新肴場 -相模国浦賀 〆〆

平右衛門船水主六人乗国元でー 和泉屋 御番所

人増、都合七人乗生魚積〉 三郎兵衛 御当番衆中

46 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 1. 4.26 江戸新肴場 -相模国浦賀 〆/

平右衛門船水主六人乗国元で三 和泉屋 御番所

人増、都合九人生魚積) =郎兵衛 御当番衆中

47 差上申手形之事(船改手形・松輪村 慶応1.1.29 江戸新肴場 -相模国浦賀 ノノ

平右衛門船水主六人乗国元でー 和泉屋 御番所

人増、都合七人乗生魚積) =郎兵衛 御当番衆中

48 差上申手形之事(船改手形・松輪村 〆ノ 1. 9. 7 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗国元でー 和泉屋 御番所

人増、都合七人乗生魚積) 三郎兵衛 御当番衆中

49 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 1.10.26 江戸新肴場 -相模国浦賀 ノノ

平右衛門船水主六人乗国元でー 和泉屋 御番所

人増、都合七人乗生魚積) 三郎兵衛 御当番衆中

50 差上申手形之事(船改手形・松輪村 1/ 1.11.14 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗国元でー 和泉屋 御番所

人増、都合七人乗生魚積〉 =郎兵衛 御当番衆中

51 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 1.11.26 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

=郎兵衛 御当番衆中

52 差上申手形之事(船改手形 ・松輪村 // 1.12.27 江戸新肴場 -相模国浦賀 // 

平右衛門船水主六人乗国元で六 和泉屋 御番所

人増、都合十二人乗生魚積) 三郎兵衛 御当番衆中

53 差上申手形之事(船改手形・松輪村 // 2. 3.19 江戸新肴場 -相模国浦賀 ノ/

平右衛門船水主六人乗国元でー 和泉屋 御番所

人増、都合七人乗生魚積) 三郎兵衛 御当番衆中
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54 差上申手形之事(船改手形・松輪村 慶応 4.4.23 江戸新肴場 -相模国浦賀 状

平右衛門船水主六人乗生魚積) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

55 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 4. 9.18 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

平右衛門船水主六人乗国元で三 和泉屋 御番所

人増、都合九人乗生魚積) 三郎兵衛 御当番衆中

56 差上申手形之事(船改手形・三崎町 11 4. 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

五兵衛門船生魚積)(案文、水主、 和泉屋 御番所

国元増水主の人数と都合人数の記載 ニ郎兵衛 御当番衆中

個所空白となっている。月日:未言己入、

和泉屋の印なし)

57 差上申手形之事(船改手形・松輪村 明治1.11.3 江戸新肴場 -相模国浦賀 〆〆

喜四郎船水主五人乗国元で一人 和泉屋 御番所

増、都合六人乗生魚積) 甚左衛門 御当番衆中

58 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 1.11. 5 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

喜四郎船水主五人乗生魚積) 和泉屋 御番所

甚左衛門 御当番衆中

59 差上申手形之事(船改手形 ・松輪村 11 1.11. 8 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

喜四郎船水主五人乗国元で二人 和泉屋 御番所

増、都合七人乗生魚積) 甚左衛門 御当番衆中

60 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 1.11.11 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

喜四郎船水主五人乗) 和泉屋 御番所

甚左衛門 御当番衆中

61 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 1.11.14 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

喜四郎船水主五人乗国元で二人 和泉屋 御番所

増都合七人乗り) 甚左衛門 御当番衆中

62 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 1.11.24 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

喜四郎船水主五人乗国元で一人 和泉屋 御番所

増都合六人乗り) 甚左衛門 御当番衆中

63 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 1.11.27 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

喜四郎船水主五人乗国元で一人 和泉屋 御番所

増都合六人乗り 生魚類〉 甚左衛門 御当番衆中

64 差上申手形之事(船改手形・松輪村 1.11.晦日 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

喜四郎船水主五人乗国元で一人 和泉屋 御番所

増都合六人乗り 生魚類〉 甚左衛門 御当番衆中

65 差上申手形之事 (船改手形・松輪村 11 1.11. 3 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

喜四郎船水主五人乗 国元で三人 和泉屋 御番所

増都合八人乗り生魚類) 甚左衛門 御当番衆中

66 差上申手形之事 (船改手形・松輪村 11 1.12. 5 江戸新肴場 -相模国浦賀 〆ノ

喜四郎船水主五人乗国元で二人 和泉屋 御番所

増都合七人乗り) 甚左衛門 御当番衆中

67 差上申手形之事 (船改手形 ・松輪村 11 1.12. 8 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

喜四郎船水主五人乗国元で一人 和泉屋 御番所

増都合六人乗 り 生魚類〉 甚左衛門 御当番衆中
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68 差上申手形之事(船改手形・松輪村 明治1.12.12 江戸新肴場 -相模国浦賀 状

喜四郎船水主五人乗国元で一人 和泉屋 御番所

増都合六人乗り生魚類) 甚左衛門 御当番衆中

69 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 1.12.15 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

喜四郎船水主五人乗国元で一人 和泉屋 御番所

増都合六人乗り生魚類) 甚左衛門 御当番衆中

70 差上申手形之事(船改手形・松輪村 /〆 1.12.15 江戸新肴場 -相模国浦賀 ノノ

喜四郎船水主五人乗国元で一人 和泉屋 御番所

増都合六人乗り生魚類) 甚左衛門 御当番衆中

71 差上申手形之事(船改手形・松輪村 〆1 2. 1. 7 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

喜四郎船水主五人乗国元で一人 和泉屋 御番所

増都合六人乗り生魚類) 甚左衛門 御当番衆中

72 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 2. 1.13 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

平右衛門船水主六人乗生魚類) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

73 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 2. 1.17 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

平右衛門船水主六人乗生魚類) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

74 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 2. 2. 3 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

平右衛門船水主六人乗生魚類) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

75 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 2. 2. 9 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

平右衛門船水主六人乗生魚類) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

76 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 2. 2.15 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

平右衛門船水主六人乗生魚類) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

77 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 2. 2.21 江戸新肴場 -相模国浦賀 H 

平右衛門船水主六人乗生魚類) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

78 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 2. 2.24 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

平右衛門船水主六人乗生魚類) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

79 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 2. 2.28 江戸新肴場 -相模国浦賀 〆ノ

平右衛門船水主六人乗生魚類〉 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

80 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 2. 3. 2 江戸新肴場 -相模国浦賀 11 

平右衛門船水主六人乗生魚類) 和泉屋 御番所

三郎兵衛 御当番衆中

81 差上申手形之事(船改手形・松輪村 11 2. 3.16 江戸新肴場 〆〆

平右衛門船水主六人乗国元で三 和泉屋

人増、都合九人乗生魚積) 三郎兵衛
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