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冊 1

資料名

1 I海光山本瑞寺兵火易地録

冊 2

本瑞寺二十世新規膳へ記録

2 禅曹洞宗道元派第一区ニ百七十二番

横須賀村良長院末竜潜庵

3 境内接続上地宮林委託願

4 先住大久保氏移転後計算帳(明治19

--24年〉

冊 3

海光山本瑞寺兵火易地録(冊 1に該

当〉

2 海光山本瑞寺兵火易地記録

3 海光山本瑞寺境内御拝領地由緒

4 寺院易地引越自火類焼水損流地地震

山崩類例記録写

5 当庵境内願外証文写也

6 宗門人別改帳(ニ崎町)

7 (表題欠)

8 十九ケ条口上書

(当寺江対し相馬屋仙右衛門不熟事、

附り城村善五郎人非人之事)

9 間宮釆女殿御知行所相州三浦郡城村

名主春五郎儀代々禅宗本瑞寺E那ニ

候処六郎右衛門と改名仕同郡ニ崎町

最福寺旦那ニ相成改宗仕候内済熟談

不仕候 日記

10-1 文政五年八月廿六日本瑞寺より佐瀬

氏江掛合之書面最福寺江被見候間最

福寺より返答之事

10-2 文政五年八月廿六日本瑞寺より佐瀬

氏掛合書面最福寺佐瀬氏ニ代リ妄語

之返答不均之事

文政六未年二月不拾置取調書

11 小田原間宮家最福寺掛合事

年代

応永~天正

明治 4.8. 

グ 6.6. 

グ 24.9. 

グ 26.8 

応永年中~

天和 2.

天正18.11.--

享保16.3. 

慶長11.--文政

享保 6.5. 

// 21. 3. 

寛政 6.

文政 2.10.19

グ 4.

グ 5.10.

グ 5.

が 6.2. 

が 5.10.
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冊 1、2、3

差出人 ・請取人

冊

// 

洞外賓参外 5 -御料局静岡支庁長 // 

桑名茂=郎

横

冊

// 

// 

// 

海南宮神主 -一色宮内役所 // 

大井和泉

// 

// 

// 

// 

// 

// 

本瑞寺 -最福寺 // 



冊 3、冊4、状

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

12 文政五壬午年十月九日掛合残り同廿 文政 5.10. 冊

六日掛合十一月二日三度掛合本瑞寺

最福寺江問答之事

13 間宮釆女殿御知行所相州ニ浦郡城村 洞 6.11. 本瑞寺 -奉行所役人衆中 // 

名主春五郎儀代々禅宗本瑞寺豆那ニ

候処六郎右衛門と改名仕同郡三崎町

最福寺E那ニ相成改宗仕候取調書

14 天保三壬辰年二月廿七日境内之儀ニ 天保 3.2.27 本瑞寺 -浦賀御奉行所 // 

付願書相調浦賀御奉所江御願申上度

候付名主七郎右衛門を以当御役所江

御添状御願申候

15 鐘御勧化帳返上書 グ 12.2.16 本瑞西夫丸 -本山堂領大和尚 // 

16 東之町半右衛門屋敷地面一件 弘化 3.5. // 

17 入院披露進物控帳 文化 2.6. 横

句応

則
一目 慶応1.仲秋 -竹省居士追福

発句合

2 I女人身代名号略縁起 天保12.

状

徳川家康寄進状写(東郡玉縄郷之内 天正19.11. 大納言源朝臣 . (天獄院〉 状

参拾石)

2 為永代志差上申候畑手形之事 明暦 2.3.12 二町谷村願主 -本瑞寺 // 

市右衛門外 1

3 指上ケ申一札之事(除地改メ〉 元禄 3.6 法昌寺外 1 -成瀬五左衛門 // 

4 永代定申手形之事(売渡証文) 宝永 2.9. 1 三崎附二町谷村 -ニ崎町本瑞寺 // 

地主作兵衛外 1 御納所

5 相定申山手形之事(売渡証文) グ 5.12.12 二町谷村山主 -ニ崎本瑞寺 // 

仁平次外 1

6 口上覚(町類焼につき寺移転願) 正徳 5.6. =崎町名主 -本瑞寺和尚 // 

与兵衛外組頭惣百姓

7 乍恐以書付奉願候 グ 5.8. 本瑞寺 // 2 
(寺全焼に付寺移転願)

8 戸田忠真寄進状(数度類焼難儀につ 享保 4.3. 宇津宮侍従忠異 -本瑞寺 // 2 

き小浜屋敷跡寄進)

9 相定申一札之事 寛保1.4.16 上総国久留里村 -本瑞寺禅師 // 

(本瑞寺初会興行に首座相勤むるに 円覚寺首座観旭

付〉

10 米借用申証文之事 // 2. 6.12 本瑞寺外 6 -浦島六郎兵衛 // 

11 永代譲リ申畑手形之事 寛延 3.2. 東岡村弥七外 1 -六郎右衛門 // 

12 借地手形之事(屋敷) 宝暦 9.9. 源兵衛外 1 -八郎兵衛 // 
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

13 一札之事(離E願) 宝暦12閏 4. 二町谷村 -本瑞寺 状

市左衛門外 1

14 差上申一札之事 が 14.2. 9 願主源六外2 . // // 

(西之町長左衛門跡式〉

15 差上申一札之事 明和 2.4. 親類善四郎外 6・ // // 

(長左衛門跡式)

16 取替申畑証文之事 安永 3.5. 作十郎外 2 . // // 

17 永々譲渡申手形之事 天明1.6 現住十一世 -東岡村 // 

本瑞寺亮善 安三郎

18 借用申金子之事(金拾両) グ 3.1. 本瑞寺外11 -浦島六郎兵衛 // 

19 以書付預置申一札之事 グ 4.3. 網代村海蔵寺 -本瑞寺 // 

(洞堂金拾両の預り) 外4

20 有合申畑手形事(畑年季売証文) グ 7.7. 本瑞寺外 1 -伝右衛門 // 1 

21 一札之事 寛政1.10 善次郎外4 -龍長院和尚 // 1 

(大酒泥酔による悪口発言につき詫

証文)

22 一札之事 グ 2.11. 本瑞寺光重 -龍岳玄植和尚 // 1 

(本瑞寺光重法類之事)

23 預り申金子之事 グ 6.1. 彦五郎外 1 -本瑞寺 // 

24 以書付御訴申上候 グ 6.12. 本瑞寺 -浦賀奉行所 // 

(境内杉木材木のこと)

25 (畑譲渡証文) // 7.12. 三郎右衛門外 1 -政七 // 

26 一札之事 享和1.12. 相続人次郎兵衛 -本瑞寺 // 

(尾張屋長右衛門跡式相続請書〉 外 2

27 差上申一札之事 文化 2.10. 網代村庄吉外 1 -本瑞寺 // 

(本堂御造立請負証文)

28 以書付御願申上候事(俊全隠居につ グ 6.8. 本瑞寺俊全外 1 -本山役者中 // 

き)

29 永代譲渡申証文之事 グ 7.10. 長右衛門外 2 -本瑞寺 // 

30 流地証文之事 グ 5.8. 本瑞寺外 5 -与右衛門 // 

31 流地証文之事 グ 9.5. 本瑞寺外2 -名主与右衛門 // 

32 借用申金子証文之事 グ 14.11. 本瑞寺外17 -湊屋伝三郎 // 

33 借用申金子証文之事 グ 14.12. 本瑞寺外11 -湊屋伝三郎 // 

34 差上申一札之事 文政 3.11.16 相州半原村 -本瑞寺 // 

(惣門造立の材木代の請取作成につ 棟梁右兵衛外 1

き)

35 一札之事(家名相続につき) // 6.12. 六郎右衛門 -本瑞寺 // 

36 借用申金子之事 グ 13.12. 久次郎 -本瑞寺 // 

37 借用申金子証文之事 天保 2.6. 5 龍潜庵外 1 -本瑞寺 // 

38 目録(旧記を御覧に入候) グ 3.2. 本瑞寺 -御奉行所役人 // 

39 乍恐書付を以御願申上候 グ 3.3. 本瑞寺外2 -浦賀奉行所 // 

(除地拝領につき)

40 口達(年始、本山、晋山遷化遺書等 グ 6.9. 上総久留里 -本瑞寺和尚 // 

護念につき) 円覚寺
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

41 覚(金子につき照会) 天保 8.9.15 本瑞寺 -能満寺 状

42 (出家成就依頼) 1/ 8.10. 8 長泉院寛高 -本瑞寺役寮中 11 

43 流地証文之事 1/ 9.12. 幸右衛門外 3 -東岡重右衛門 1/ 

44 借地用証文之事 1/ 14. 7. 孫右衛門外 1 -能満寺 11 

45 一札之事 弘化1. 向ケ崎村百姓 -本瑞寺 11 

(心得違いにてわび、証文〉 嘉左衛門外 2

46 送り一札之事(縁付に付〉 1/ 2. 1. 上宮田村来福寺 11 

47 預り申金子証文之事 明治 2.12. 武兵衛 -本清寺 11 

48 書状(病気之事) グ 7.9. 嘉七 -本瑞寺 /1 

49 11 (年貢) グ 7.11. 嘉七 -本瑞寺 11 

50 御除地絵図(菊名村法昌寺) 11 

51 覚(除地宝物等) 本瑞寺 11 

52 御預り之事(釣鐘) 2. 鋳物師 -上 11 

甚左衛門

53 乍恐以書付奉願上候 名主・年寄 -ニ崎御役所 11 

(本瑞寺後屋敷百姓地に拝借願)

54 覚(釣鐘の寸法等〉 2. 5. 8 鋳物師江戸深川 -久野久兵衛 11 

釜屋七右衛門

55 差上申一札之事 -本山本瑞寺 11 

(地蔵堂無住に付留守居願儀)

56 覚(地蔵尊彫刻代〉 4. 6 鎌倉扇ヶ谷 -本瑞寺檀中文吉 11 

後藤口五

57 相定申一札之事 (寛保1.)4.16 本瑞寺 -円覚寺衆寮観旭 11 

(本瑞寺初会興行につき賓門和尚首

座勤める件〉

58 相定申一札之事 (寛保1.)4.16 本瑞寺亮元寂明 -観旭首座 /1 

(本瑞寺初会興行の件)

59 書状 閏.3.10 円覚寺鑑寺 -本瑞寺堂頭和尚 1/ 

60 書状 12. 宝来寺 -本瑞寺 11 

61 書状 5.26 金岡天口 -本瑞寺 11 

62 乍恐以書付奉願候 正徳 6.2. 本瑞寺 -ニ箇寺役者 11 

63 (差上申一札之事) 文政11.3. 8 伊豆屋甚左衛門 -本瑞寺 11 

外 1

64 (差上申一札之事) 11 

65 覚外断簡 11 7 

66 書状外断簡 11 4 

67 状断簡 11 6 
68 書状 9.21 円覚寺 -前本瑞寺方丈 11 4 
69 状断簡 /1 4 
70 書状 弘化 3.8. 本瑞寺 -浦賀奉行所 11 4 
71 (地蔵堂再興供養開眼に付〉 天保 3.5.15 呉信外 6 -本瑞寺 /1 

72 口上書ニ市御伺申上候 寅壬 3.10. 三崎町本瑞寺 -小田原寺社御奉行所 11 

(向ケ崎村勝次郎のこと) 役人衆中

73 表白文 昭和17.11.8 廿三世玄中賓参 11 
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資料名

差上申白書之事

(天明元年出火の様子書上げ〉

絵図

享保四年亥二月被下置候絵図面写

(本瑞寺)

2 本瑞寺境内絵図面

3 三崎町絵図

状、絵図

年 代 | 差出人・請取人

天明1.6. 3 本瑞寺 ・浦賀役所

早保 4.3. 鋪

明治 4.4.25 // 

// 




