
商業・金融

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

35 借用申金子之事 明治 4.6. 金沢野しま -浦賀あら巻 状

鈴木吉兵衛 河嶋平蔵

36 記(金銭受取等覚書) が 21.2.18 北辰丸 -岡本 11 

37 売薬支払高書上表 (明治22) 野嶋浦 11 

. 3.14. 売薬買渡人

鈴木文吉

38 (安立寺貸付金取立につき参加通知) (明治25) 松本源左衛門 -鈴木文吉 11 

.10. 9 

39 証明書願 明治27.1.10 東京市日本橋区亀井町・日本橋区長 〆ノ 2 
(支庖登記公告入用に付証明書下付 大阪製鋼 (株) 大胡純

願) 東京支店支配人

佐伯雄介

40 謹(金子預り証文〉 (明治29).8.29 のじま酒吉 H 

41 送り状 (刻煙草送り状) 明治29.10.30 神奈川町 -野嶋 ノノ

煙草仲買人 鈴木吉之助

荒波国蔵

42 金子借用証 が 30. 鈴木口五郎 11 

43 掛貸し調査 11 33. 横 1 
44 (用立金利息払込依頼状) 11 38. 6.14 武相貯蓄銀行 -鈴木吉之助 状

金沢支店

45 キ(米代金領収証〉 11 38. 6.23 永島亀蔵 -鈴木吉之助 〆/

46 株式会社浪速銀行 11 

仮株券台帳

登録者 瀬川儀兵衛

買譲受人高見新十郎の記載あり)

47 (亥暮引残勘定金仕方に付害状〉 辰.12.21 内田惣吉 -酒匡吉兵衛 11 

48 (質物流通帳記入につき書状) 午.10.3 内田惣吉 -酒屋吉兵衛 11 

49 (新年挨拶状) • 1.14 内田惣吉 -酒屋吉兵衛 H 

50 (質物流の件につき願状) . 3. 1 内田惣吉 -酒匡吉兵衛 11 

51 (手紙拝見につき書状) . 8.18 内 (田〉 惣(吉) ・さか吉(兵衛) 11 

52 (質物流利息分に付書状) . 9.27 内田惣吉 -酒屋吉兵衛 11 

53 (質物日延に付書状) .10. 7 内田惣吉 -酒屋吉兵衛 11 

54 (質物請取に付書状) 10.18 内 (田)惣(吉) ・酒 (屋〉吉(兵衛) 11 

55 (廻米値段に付書状) 閏.11.9 内田惣吉 -さかや吉兵衛 11 

56 (連判金利足金受取等に付書状) .12.27 内田惣吉 -酒屋吉兵衛 11 

57 覚 (米代等請取覚〉 内田惣吉 -酒屋吉兵衛 11 33 
58 (仕切状) 7.27 山崎や茂兵衛 -酒屋吉兵衛 11 

59 覚 (金子受取) 閏.7. 山さきや茂兵衛 -さかや吉兵衛 11 

60 (代金受取につき書状弁受取証文〉 .10. 4 山崎屋茂兵衛 -酒屋吉兵衛 11 2 
61 (日本橋寺本茂右衛門仕切覚) 寺本茂右衛門 -酒屋吉兵衛 11 2 
62 (水油・ 醤油代受取) 山さきや -酒屋吉兵衛 ノノ 19 
63 (代金受取証文) . 9. 6 寺本茂右衛門 -酒屋吉兵衛 11 2 

.12.21 船頭

64 (代金受取に付通知) .10.27 寺本茂右衛門 -酒屋吉兵衛 11 
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商業・金融

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

65 (代金受取弁相場等につき書状) .12.28 (日本橋平松町)・酒屋吉兵衛 状 2 

寺本茂右衛門

66 (代金受取証文ヵ)(前欠) .10. 4 寺本茂右衛門 -酒屋吉兵衛 11 

67 (たばこ仕切状) .10. 5 寺本惣右衛門 -酒屋吉兵衛 11 

68 送り状之事(紙荷物送り状) .9.27 寺本彦五郎 -酒吉 // 

69 覚(たばこ代受取証) 詑切たばこや -野島酒や // 7 

喜右衛門 吉兵衛

70 (たばこ仕切覚) . 5.15 たばこや -酒屋吉兵衛 // 

喜右衛門

71 (たばこ新葉直段の件に付書状〉 未.8.15 たばこや -さかや // 

喜右衛門 吉兵衛

72 おほへ 1. 5 山崎屋角兵衛 -酒屋吉兵衛 // 2 

(水油・魚油等差送状)(私信あり)

73 おほへ(水油・胡マ油等差送状) 1. 4 山 (崎屋)角(兵衛) // 

74 (金子高につき伺状) . 8.14 白子屋卯兵衛 -酒屋吉兵衛 // 

75 口上 . 8. 6 しろこや卯兵衛 -酒屋吉兵衛 // 

(御附しの一条承知につき口上)

76 (仕切金差引分支払覚) 未.8. 1 北新堀町 -酒屋吉兵衛 // 

秋田富之助

77 (干鰯等相場通知状) 閏.7.22 北新堀町 -鈴木吉兵衛 // 2 

--26 秋田冨之助

78 覚(米取引相場につき覚) 9. 6 いかや与右衛門 -野しま

-酒屋吉兵衛 // 

79 (米取引につき書状)(断簡) 口.17 いかや右衛門 -酒屋吉兵衛 // 

80 覚(代金受取覚) 鈴木吉兵衛 -酒屋吉兵衛 // 3 

81 (上半紙等仕切状〉 日本橋 -酒屋吉兵衛 // 8 

喜太専介

82 (茶代受取) 山本加兵衛 -酒屋吉兵衛 // 15 
83 覚(油樽等仕切状) .10.15 長谷川八右衛門 -酒屋吉兵衛 // 

84 (積金講金借用につき書状)(包紙 . 6.12 深谷村 -酒屋吉兵衛 // 

あり) 川辺与市

85 (鉄・真鎗等代金受取) 江戸橋 -酒屋吉兵衛 // 13 

会津匡平右衛門

86 口演(たばこ入荷に付通知) . 4. 8 たばこ屋 -酒屋吉兵衛 // 

喜右衛門

87 覚(新米請取覚) 室崎や -酒屋吉兵衛郎 5 
88 覚(大豆金領収証) 武州金沢小上馬 -酒屋吉兵衛 /1 13 

利平衛

89 口上(醤、油商につき通知) .10.24 かまりや -酒屋吉兵衛 11 

森沖右衛門

90 (す し代受取) 8.19 青田仙人助 -野じま 11 

酒屋吉兵衛

91 (味噌送り状) 相州藤沢 -金沢野嶋 11 6 

正行や仁兵衛 酒屋吉兵衛
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商業・金融

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

92 口上覚(米の儀につき口上書) .11. 5 -酒(屋)吉(兵衛) 状

93 覚(相馬木につき覚)(下半欠…断 目10.4 -酒(屋)吉(兵衛) // 

簡)

94 (仕切状) . 4.16 伊勢喜代支庖 -金沢野嶋 // 

酒吉

95 (小旦の儀に付通知〉 肴屋 -金沢野嶋むら 〆/

久兵衛 吉兵衛

96 覚(八丁物代金受取証文) 午.12.29 -あみや源六 // 

のしま吉兵衛

97 (返事催促状) .11.25 権四郎外 1 -金沢 // 

吉兵衛

98 覚(金子受取覚) . 5.12 新兵衛 -金沢 // 

吉兵衛

99 (赤玉・こうやく等代金受取) 辰.10.26 源左兵衛 -吉兵衛 // 

100 覚(金子受取覚) すさき -吉兵衛 // 

蔵

101 覚(仕切状) . 2.18 鈴木 -のしま // 

鈴木吉兵衛

102 覚(仕切状〉 . 2. 3 十郎外 1 -鈴木吉兵衛 // 

103 (金子その他送り状) 同苗庄右衛門 -鈴木吉兵衛 // 

104 (播麦値段高騰につき .11.11 山田為蔵 -鈴木吉兵衛 // 

円ニ壱斗四升七合の見本品の照会)

(封筒あり)

105 覚(仕切状) 藤沢 -野嶋 // 6 

鈴木松之助 鈴木吉兵衛

106 覚(八丁物代金受取証文) .12.16 あみや源六 -吉兵衛 // 

107 (餅米差送り確認に付通知) 辰.12.15 冨岡 -酒や庄右衛門 // 

太左衛門

108 (金子受取及び諸品差送りに付通知) 午 12.29 冨岡村 -のしま ノ/

酒や圧右衛門

109 (金子差返状) 未.8.24 太左衛門 -鈴木庄右衛門 // 

110 覚(船葉入帳覚) 未 8.24 冨岡村 -酒屋庄右衛門 // 

太左衛門

111 覚(葉仕切状) 未 8.26 冨岡 -のしまニ而 // 

太左衛門 庄右衛門

112 口演(米差贈りに付通知) 亥.11.23 冨岡 -野嶋浦 // 

太左衛門 鈴木庄右衛門

113 口上(借用金元利返金に付通知) 3. 1 冨岡 -酒や庄右衛門 ノ/

114 (松伐木に付書状) . 4.27 富岡 -野嶋 // 

鈴木庄右衛門

115 覚(楚・小旦代金勘定書) . 5.24 (佐野村) -野嶋浦 // 

友右衛門 鈴木庄右衛門

116 覚(ろうそく・せん番等注文〉 . 7. 8 太左衛門 -鈴木庄右衛門 // 
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商業・金融

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

117 贈り状之事 太左衛門 -酒や圧右衛門 状

(太織小袖 ・梅干等差贈状)

118 (イ昔用金につき書状) 未 7.13 (佐野村) -野嶋浦 11 

(永嶋)友右衛門鈴木圧右衛門

119 (押送り船出来井金子調達につき書

状) . 2.10 佐野村 -野嶋浦 11 

友右衛門 鈴木圧右衛門

120 (小豆積送りに付書状) .10.25 佐野村 -野嶋浦 ノ〆 2 

(舟主又左衛門の送り状あり) 友右衛門 鈴木庄右衛門

121 (御祝儀包紙) 佐野 11 

永嶋友右衛門

122 覚(米屋藤右衛門、米等仕切覚) 米屋藤右衛門 -酒屋庄右衛門 11 9 

123 覚 米屋藤右衛門 -さかや庄右衛門 11 11 

(米屋藤右衛門、米代金等請取覚)

124 口上(にんじん売りに付書状) .11. 4 柳下太左衛門 -鈴木庄右衛門 11 

125 覚(魚買取、きず有ニ付引取覚) • 1.20 小しば -野しま 11 

専蔵 圧右衛門

126 (金子返済につき書状) . 5. 1 金沢屋宗吉 -庄右衛門 11 2 
217 (為替日銭仕切金に付書状) . 4. 7 茂兵衛 -太郎吉 11 

128 (江戸諸魚大下値に付書状) . 4. 7 茂兵衛 -鈴木庄右衛門 11 

129 (江戸諸魚大下値に付書状) . 4. 8 茂兵衛 -太郎吉 ノ/

130 記(板、杉皮等代金勘定書) 相川文五郎 -鈴木吉之助 11 2 

131 記(田川平三郎領収書) 浦郷村日向 -田川平三郎 11 3 

鈴木吉之助

132 記(安田商庖領収書) 安田商庖 -鈴木吉之助 11 20 
133 記(佐野善領収書) 佐野善 -酒屋 11 2 

(鈴木吉之助)

134 (長尾一件に付出府依頼状) . 8.25 江戸勝七 -野嶋 11 

武左衛門 鈴木文治郎

135 (三 ヶ浦附越一件に付書状)(包紙 . 9. 野嶋浦 -鈴木文治郎 11 2 
あり) 酒や吉兵衛

136 (干きす仕切状) . 8.17 伊勢や伊口 -のじま 11 

(虫損) 文治郎

137 (仕切金渡方覚) 申.12.25 ⑤ -文二郎 11 

138 口演(元仕切願につき口上書) ヤツ -のじま 11 

久右衛門 酒屋旦那

139 (揚麦入津につき注文依頼状) .10.12 瑞原 -酒屋 λソ

140 (魚油代請取) 未.12.25 滝亀 -酒屋 11 

141 口上 (追物値段掛合につき口上書) . 2.26 十兵衛 -野嶋 11 

142 覚(雌子等仕切) 巳.8. 酒や庄右衛門 -山一郎 11 

143 覚(反物仕立代書上覚) . 4.19 ゑびすや -柳下太左衛門 11 

長三郎

144 覚(縄代受取) 豊島や角介 -伊之助 11 2 
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商業・金融

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

145 覚(水油代受取) .12.23 日本橋松内町 -亀 状

油屋吉兵衛

146 覚(酒仕切状) .11. 6 かめや 11 

新左衛門

147 (米仕切状) 11 2 
148 覚(船仕切状〉 . 9. 2 忠兵衛 -善吉外 1 // 2 

149 (伐木仕切状)(三枚綴〉 相川庄外 -鈴木吉之助 綴 2 

(酒屋)

150 覚 (仕切状) 状 8 

151 仕切高写 11 

152 売薬買入帳 明治20. /1 

153 覚(買物、売物代金差引勘定覚〉 . 6.11 11 

154 覚(取引代金勘定覚)(後欠〉 11 

155 覚(米代等受取覚) 金沢 -酒屋圧右衛門 11 10 

西のや幾治郎

156 覚(米、 酒代等勘定覚) 西のや -酒屋庄右衛門 11 8 

157 覚(酒代勘定覚) 川嶋屋外 -庄右衛門 11 2 

158 覚(酒、蝋燭代等受取覚) しまや新七 -酒や庄右衛門 11 4 

159 (穀物等仕入代金覚〉 11 5 

160 (昧噌、小旦等代金受取) 遠州屋卯兵衛外 -酒や吉兵衛 11 13 

161 覚 (油代金受取) .12.23 油屋万亀 11 

162 (油代受取〉 -吉兵衛 11 4 
163 (ぬか、粕代受取) 椛屋佐衛門外 2 -酒や吉兵衛 11 3 
164 (袖代受取〉 白木屋彦太郎外 -酒屋吉兵衛 11 4 
165 (竹、付木等代金受取) 亀屋五郎兵衛外 -酒屋吉兵衛 11 8 

酒屋庄右衛門

166 覚 (竹代金等受取証) .12.27 中や権八 11 

167 (紙、筆代受取) 釜や佐次右衛門外・酒屋吉兵衛 11 2 

168 (手間代受取) 磯八外 -吉兵衛外 11 3 

169 (金子受取) 寺本茂右衛門外 -酒屋吉兵衛 11 5 
170 柏木(柏木代金書上覚) 11 

171 (山方伐出方に付通知) . 7.27 惣右衛門 -作之助 11 

172 (建築用材代勘定覚書) 11 

173 覚(越後屋勘定覚) 越後屋文二郎 -伊之助 11 2 

外 1

174 (諸領収証) 上総屋吉兵衛外 -野嶋浦 11 9 

吉兵衛

175 (諸領収証) 根本薬局外 -鈴木文治郎外 11 14 
176 (諸領収証) 大嶋屋藤吉外 -野嶋 綴 1 

吉兵衛外

177 (諸領収証) 11 30 高橋藤吉外 -鈴木吉之助 11 

178 (金子急入用につき書状) 未.8. 4 状

179 (梅漬送り状〉 5. 9 11 

180 (葦石納入御免につき書状) .29 11 
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番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

181 (米商売冗手金につき書状) 状

182 覚(掛ヶ金受取証文) 午.12.10 会主 -宝木勝右衛門 11 

吉兵衛、世話人

183 覚(掛ヶ金受取証文) 辰 5. 会主 -洲崎惣八 11 

吉右衛門、世話人町家源助

184 覚(掛ヶ金受取証文) 成.12.10 会主 -勝右衛門外 11 7 

-17 吉右衛門、世話人

185 覚(掛ヶ金受取証文) 未.12.25 会主 -権右衛門 11 

吉右衛門、世話人

186 覚(掛ヶ金勘定覚) 11 

187 覚(掛ヶ金勘定覚) (巳) 11 

188 覚(掛ヶ金集高覚) 1/ 2 

189 覚 (掛ヶ金返却願) . 8.12 11 

190 (連判金日掛金借付覚) 酉. 11 

191 (日掛金書上覚) // 2 

192 (日掛金不納者書上) 1/ 

193 (村、組合掛金等書上) 1/ 12 

194 口上(積金講会欠席につき口上書) .11.23 長嶋や与兵衛 -のしま浦 H 

酒屋吉兵衛

195 覚(積金講金差引勘定覚) (巳)• 会主 -林松 11 

196 (積金講掛金延引につき書状) . 7.12 飴屋庄左衛門 -野じま /1 

酒 (屋)吉兵衛

197 覚(講金掛入覚) . 5.21 11 

198 口演(積金講開会につき通知) 未.6.28 会主 -連中 11 

吉兵衛、せわ役

199 (積金講開会につき通知) . 5.21 安立寺 さかや吉兵衛 11 

200 (積金講に付書状) 閏.11.14 町や安立寺 -酒屋吉兵衛 // 

201 覚(本会分割合金請取覚) 子.11.23 会主 -庄四郎 1/ 

吉兵衛外 1

202 覚(無尽金請取証文) 成.12.17 内田 酒屋吉兵衛 11 

203 覚(無尽金受取〉 . 8.20 スサキ -吉兵衛 /1 

徳左衛門

204 頼母子仕様(写)(包紙あり) 巳.3. 御地頭所 -洲崎村外 3村 11 

役人中

205 (頼母子講金借用に付書状) . 7. 7 さの -のじま酒屋 ノノ 1 

藤右衛門 鈴木庄右衛門

206 覚(質物値段覚) 申.10.30 1/ 

207 覚 (質物書上) のじま 11 6 

酒吉

208 (質物取高覚) 吉兵衛 -西ノヤ外 11 3 
209 相渡申回之事(雛型) ノ/

210 拝借金証文之事 (雛型) -安立寺世話人 1/ 

211 借用申金子証文之事 (後欠) 11 

212 相渡申坪屋敷謹文之事 // 2 
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商業・金融、交通

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

213 借用金証文 明治 状

214 (金子貸付覚) 綴 1

状 1

215 覚(久五郎分元金覚) 状

216 金銀入出日記帳 11 

217 覚(借用金返済覚) 名主吉兵衛 11 

218 (時貸金取立願)(前欠) 成.9.15 飯田藤五郎 -鈴木吉兵衛 11 

祖父同貞哉

219 (金子拝借につき書状) . 5.29 永嶋庄兵衛 -浦方取締人 11 1 

鈴木文治郎

交通

差入申ー礼之事 文化14.4 保土ヶ谷宿 -野嶋浦 状

(大津浦船渡一件内済に付一札〉 旅龍屋惣代 名主

三四郎外5 四郎兵衛

2 差上申手形之事 文政 2.12.19 倉橋内匠知行所 -相模国 /1 

(関所通行手形証文〉 武州久良岐郡 根府川

野嶋村 御関所

名主吉兵衛

3 差上申済口証文之事 /1 2. 野嶋村 /1 

(保土ヶ谷宿、野嶋浦出入済口証文 名主吉兵衛外 2

包紙)

4 乍恐返答書ヲ以奉申上候 (文政 2) /1 

(保土ヶ谷宿、野嶋浦渡船出入につ

き答書下書)

5 差上申手形之事 文政 4.4.10 倉橋惣=郎知行所・根府川 11 

(関所通行手形〉 野嶋村名主 御関所

吉兵衛

6 (差上〉申手形之事 /1 13. 3.28 米倉丹後守領分 -浦賀 〆/

(漁船通行手形) 六浦村名主 御番所御当番

武左衛門

7 差上申一札之事 天保 9.7. 4 /1 

(大山参詣時口論に付内済証文〉

8 (大山参詣渡船はしけ一件詫証文) /1 9. 7 当人 -村役人衆 11 

菊松外34

9 差上申手形之事 /1 9. 倉橋惣左衛門知行所・浦賀御番所 11 

(宝木村重蔵漁船水主浦賀番所通行 野嶋村 御当番衆中

手形) 名主吉兵衛

10 差上申手形之事 /1 9. 11 

(野嶋村仁ニ郎漁船水主浦賀番所通

行手形〉

11 差上申手形之事 /1 9. 倉橋惣左衛門知行所・浦賀御番所 11 

(荷物浦賀番所通行手形) 野嶋村名主吉兵衛御当番衆中
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交通

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

12 旅行証 明治11.3.28 野島村 -沿海宿駅 状

(鈴木文治郎所用に付旅行証〉 副戸長 正副戸長

久保寺新七

13 控(渡船発着地変更に付願書) // 14. 8. 9 戸長外44 -神奈川県令 // 

野村靖

14 委任状之事 // 19. 1. // 

(運賃値上ノ件に付委任状〉

15 一礼之事 〆ノ 2 

(往還筋旅人乗船訴訟一件に付済口

証文)

16 (旅人乗船に付取極メ内済証文)雛 // 

型

17 (舟積荷ノ儀に付通知) . 7.29 小嶋惣吉 -作之助 // 

18 (積送船運賃に付争論一件) . 8.13 作之助 -吉兵衛外 1 // 

19 (積送り船争論一件) 〆/

20 差出申ー礼之事 // 

(大山参詣渡舟一件に詫証文)(後

欠)

21 差入申ー礼之事 野嶋浦 -笹毛村 〆〆

(大山参詣人酒酔口論に付詫証文) 当人惣代 名主善右衛門

三左衛門外5

22 差上申済口証文之事 // 

(野嶋浦渡舟場出入一件内済証文)

23 乍恐返答所ヲ以奉申上候 // 

(野嶋浦渡船差押願)

24 (渡船一件詫書)(前文略) // 1 
25 覚(継人足弁船調達に付廻状) .12.16 保土ヶ谷宿 -金沢、野嶋、大津 // 

問屋清兵衛 浦賀

問屋名主

26 覚(伊勢参宮に付通行手形) 丹波左京太夫御預所 // 

上総国天羽郡

小久保村

名主紋左衛門外27
27 覚(船賃増金差引勘定覚) . 7.20 町屋村 -野嶋浦 // 

役人 役人

28 (三浦石寸法、船賃見積) // 

29 (横浜運送積荷直増取決めにつき廻 .10.17 年行事 -宝木 // 

状) 代吉兵衛 新太郎外25

30 (横浜東京新橋間蒸気時刻) // 

31 鉄道砂利積御用船手控 ノノ

32 渡船法度之事 // 
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寺社、文芸

寺社

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

1 (初穂料請取覚) 文政 4.7.27 西向寺 -野嶋村 状

役僧 名主吉兵衛

2 (安立寺再建に付寄付金領収証) 大正13.11.25 安立寺総代人 -野島檀家 11 4 

--15.12.20 松本房治外 世話人

鈴木福蔵外

3 (神社財産金額井字内共有財産金額 昭和 2.1 区長 11 

明細表)前欠 竹中清次郎外

4 (安立寺本堂再建費受取証) /1 2.12. 8 安立寺総代人 -野島檀家 11 

松本房治 寄付世話人

鈴木吉之助外 2

5 (御祈祷御放に付書状) . 9. 龍太夫 11 

6 (初穂、料神納覚) .12.10 

-- .12.22 龍太夫手形 -野嶋浦 11 5 

中村四郎兵衛 御名主

吉兵衛

7 (普請金割付出金に付書状) 6.29 安立寺 -酒屋 1/ 

吉兵衛

8 (安立寺聖人還化に付廻状) . 9.14 安立寺 -野島浦檀方 11 

世話人 宝木藤左衛門

9 (本山開帳寄附金収納覚〉 寅.2.10 西向寺 -野鳥村 11 

役僧 役人

10 高租御草庵御祈祷堂再建立参加趣意 鎌倉松葉谷 11 

書 御草庵御祈願所

安国寺

11 (神社寄附金書上) 11 4 

12 (漸耳神宮絵図) 鋪

13 (お経、おみくじ等) 状 3 

文芸

金沢瀬戸明神奉納句合 文政13.9. 状 3 

2 宝雪庵業山評月並句合 11 8 

3 二夜庵闘風評月次句合 11 2 

4 薬研堀不動尊奉燈月並句合 .10. 11 2 

5 (月次句合) 冨屋 -瀬戸 〆/ 4 

雪月花句合及月次句合 御催主

6 春乱題句合 野島 -御催主 11 

渡郷

7 (和歌、俳句) 11 5 

8 口雪庵評月次五句合 11 5 

9 月並句合

(宝雪庵業山評月並句及び月次句合〉 11 5 
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文芸、その他、私文書

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

10 武州下袋村 状 3 

子安八幡宮奉願春季三句合

11 雪中庵評春季三句合 // 

12 武州小川鎮守神明宮奉願句合 文政12.......13. // 3 

13 能組 .11.23 // 

蟻通喜太郎外6

二人大名五郎兵衛外2

14 (和歌詠草)前欠 寛文 9. 後松軒 巻子

仲安

その他

薩州様御武鑑之略写 文久 2.6. 状

2 麹町十三町目より半蔵門迄

御用水戸樋井組合p樋筋(絵図) 舗

3 (植木、菜物書上覚) 状

4 引取申ー礼之事

(職業指南請、暇に付引取証文) // 

5 (名灸師書上) ノノ

6 (建物見取図) 舗

7 橋梁平面横断縦断面図 ノ/ 4 

8 横浜警察留置所新築図 // 

9 三田郵便電信支局矩計 // 

10 (横浜始審裁判所附属官舎見取図〉 綴 3 

11 貴族院書記官長官舎日本家矩計之図 舗

12 (御用勤褒励につき返状) 志ま田 -岩倉外 2 状

弾正の忠

私文書

学校寄付金に付賞状 明治11.5.27 神奈川県令 -野島浦 状

野村靖 鈴木文吉

2 改正裁方吟味御徳用たびがた(型紙 // 15.10. 蛎壱町 〆〆

付) 倉田大助

3 (帝国義勇艦隊建設金西処出に付徽 // 38.10.21 帝国海事協会 -鈴木吉之助 // 1 

章贈与状) 理事長

有地品之允

4 (慰労金御恵賜に付挨拶状) 昭和 3.4. 1 長坂倉作 -鈴木吉之助 ノ〆

5 感謝状 // 9. 5.24 金沢町野島 -故鈴木吉之助 // 

(舟溜堀撃工事等に関し功績顕著に 漁業組合

付感謝状〉

6 表彰状(町納貢献により) // 11. 9.28 金沢町長 -鈴木吉之助 // 

鹿島源左衛門
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私文書

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

7 (年賀状) 申.1. 2 新肴場 -野嶋浦 状 2 

燕屋彦次郎 鈴木吉兵衛

8 (年賀状) 1. 5 燕屋彦次郎 -野嶋村名主 11 

吉兵衛

9 (年賀状) 1. 4 寺本茂右衛門 -のじま // 

酒屋吉兵衛

10 (年賀状) • 1. 4 寺本茂右衛門 -酒屋吉兵衛 11 

11 (年賀状) • 1. 2 松坂屋 -酒屋吉兵衛 ノ/ 2 

半右衛門

12 (年賀状) 1. 2 和泉屋 -名主 11 

五兵衛 鈴木吉兵衛

13 (年頭挨拶状) 1. 2 和泉屋 -名主 11 

五兵衛 鈴木吉兵衛

14 (新年挨拶状) • 1. 3 佃屋金蔵 -名主 〆〆

吉兵衛

15 (新春挨拶状)

(新春挨拶及旧冬類焼見舞) 11 2 

16 (類焼見舞礼状) . 4.12 江戸松坂屋 -酒屋 11 

半右衛門 吉兵衛

17 妻病気見舞に付書状(包紙あり) .11.29 江戸日本橋 -金沢野嶋 11 

川瀬石町 酒屋吉兵衛

建具屋庄吉

18 (病気全快祝弁日雇依頼につき書状) 丑.10.2 公郷村 -野嶋浦 11 

永嶋圧兵衛 鈴木吉兵衛

19 (葬儀通知) 昭和 3.4. 2 金沢町長 -鈴木吉之助 11 

議員久保寺芳之助母堂等外 松本房治

20 (来訪依頼状) 11 1 

21 (老母死去に付書状)(包紙あり〉 . 7.26 永嶋 -鈴木文次郎 11 

庄兵衛

22 (娘帰村申聞願) .11. 4 小坪村 -野嶋浦 〆/

竹村九郎兵衛 鈴木吉兵衛

23 (圧左衛門書状) .27 庄左衛門 -野嶋浦 ノ/

名主

鈴木吉兵衛

24 (私信) (明治) 京橋区長沢町 -鈴木吉兵衛 11 1 
(御子息喜介様の旧妻をカイ任のま 22. 6.18 久保寺コシ

ま離別したとのこと、今子出産後五

か月で母壱人で養育している)

25-1 (私信〉 . 8.15. いつミや -酒屋 11 

(文、何よりなる品々沢山送り下さ は、 吉兵衛

れ、是文有難く…)

25-2 (私信)

(老母死去によるお悔やみの書状) いつミや -鈴木吉兵衛 11 

は、

- 132ー



私文書

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

26 (私信) .10.20 相場ミね -鈴木吉兵衛 状

27 (私信) (明治) 井上彦七 -酒屋 // 

(過日家族で訪問の節の種々のもて 20. 5.14 吉兵衛

なしに対する礼状)

28 (私信) .11.13 金沢屋 -酒や // 

(夏中搭置いたへっついを預ってお 刀と土可7τE士ヨゴ 吉兵衛

いてくれるとのことよろしくお願い

したい)

29 (私信) 1.27 東瑞年一 -酒(屋)吉兵衛 /1 

(多用で不在が多いので晩方御入来

下さい)

30 (私信〉 . 6. 7 酒屋 /1 

31 (私信) 卯.11.22 川図 -金沢 // 

(積金講は来る二十八日に日延の趣 鈴木庄右衛門

承知仕り候〉

32-1 (私信) . 9.23 相場三郎兵衛 -鈴木庄右衛門 11 

(先頃拝借之金弐分延引恐入奉存候)

32-2 (私信) . 9. 2 三郎兵衛 -庄右衛門 // 

(其内家根普請が出来たら又本宅に

引移り大混雑にて今日まで延引…)

32-3 (私信) .10.26 三郎兵衛 -庄右衛門 // 

(借金依頼の件)

32-4 (私信) .11. 1 ニ郎兵衛 -圧右衛門 // 

(拐又i財呈ノ、御用之御品之義ニ付色々

御心配多・・・)

32-5 (私信) .11. 2 三郎兵衛 -庄右衛門 1/ 

(拐又先日拝借金之御礼申上候節者

何寄之品被下・・・御礼申上候)

32-6 (私信) .12.20 相場三郎兵衛 -鈴木庄右衛門 /1 

(拐又兼々御尋被成下候病人事養生

不相叶去jレ二十三日卯之刻死去仕候)

33 (私信) (明治) 京橋区高島支庖 -鈴木文二郎 // 

(建築場にて頭部ケガで目下休勤治 25. 8.18 す、木

療中につき一寸報告まで)

34 (私信) .10.10 さかや -鈴木文治郎 1/ 

(手紙の一件近々片付く、三ヶ浦荷 吉兵衛

物当月二日初荷で来る)

35 (私信) .12. 5 深谷村 -川辺与一 11 

(来る積金講会日之趣被仲間承知仕 金沢野嶋浦

候〉 鈴木文次郎

36 (私信) . 5.14 せい -さかや // 

(屋敷奉公人になる人を探 している おきく

ので月金三回だが奉公してみてはど

うか)



私文書、漢籍・和書等

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

37 (私信) . 5.18 せき(い〉 -酒や 状

(屋敷奉公承諾の件につき) おきく

38 (私信) かね -おば機 1/ 

(金子売両おかえし申上候)

39 (私信) . 9.26 鈴木 -橋本 11 

(訴訟事件勝訴につき礼状〉

40 (私信) . 7. 増田茂右衛門 -柳下伊右衛門 /〆

(金子三両落手の件外)

41 (私信〉 .12.24 舟こし -野嶋村 1/ 

久米右衛門 新七

42 (私信〉下書 〆/

43 (私信〉下書 1/ 

44 (私信〉下書

(先達の世話に対する礼状〉 11 

45 (私信)下書 〆〆

(話したいことがあるので来てほし

い〉

漢籍・和書等

1 論語巻之ー~巻之ー 冊

朱烹-集註

2 論語巻之三~巻之五 1/ 

朱蕪集註

3 論語 巻之六~巻之七 ノ〆

朱蕪集註

4 論語巻之八~巻之十 ノノ

朱蕪集註

5 経典齢師(題簸名) 11 

論語朱蕪集註巻之ー

6 経典齢師(題簸名〉 11 

論語朱票集註巻之二

7 経典齢師(題簸名〉 11 

論語朱黒集註巻之ニ

8 経典齢師(題簸名) 11 

論語朱蕪集註巻之四

9 明治新刻(題簸名〉 後藤点 1/ 

春 秋全

10 経典齢師(見返し名) 讃岐 -稽航堂、利渉堂 〆ノ 1 
詩経巻之ー 百年先生述

11 経典齢師(題簸名) 讃岐 -構蹴堂、利渉堂 〆/

詩経巻之二 百年先生述

12 詩経上(版心) 11 

13 詩経下(版心) 11 
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漢籍・和書等

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

14 経典齢師(版心) 文政 7.1. 3 -柏原屋輿左衛門 冊

中庸朱蕪章句

15 中庸章句(版心) // 

16 孟子巻之ー~巻之二 // 

朱蕪集註

17 孟子巻之三~巻之六 // 

朱蕪集註

18 孟子巻之七~巻之十 // 

朱蕪集註

19 孟子巻之十一~巻之十四

朱蕪集註 // 

20 経典齢師(版心) -玉藻集舘蔵 // 

孟子巻之ー

朱蕪集註

21 経典齢師(版心) -玉藻集舘蔵 ノノ

孟子巻之二

朱県集註

22 経典齢師 (版心) -玉藻集舘蔵 // 

孟子巻之三

朱蕪集註

23 経典齢師(版心) -玉藻集舘蔵 // 

孟子巻之四

朱蕪集註

24 明治新刻(題簸名) 明治14.5. 訓点人 -山中市兵衛 // 

礼記ー(版心) .後藤嘉幸

25 明治新刻(題簸名) // 14. 5. 訓点人 -山中市兵衛 〆〆

礼記 二 (版心) 後藤嘉幸

26 明治新刻(題簸名) ノノ 14. 5. 訓点人 -山中市兵衛 〆〆

礼記三(版心〉 後藤嘉幸

27 明治新刻 (題簸名) // 14. 5. 訓点人 -山中市兵衛 // 

礼記四(版心) 後藤嘉幸

28 明治新刻(題簸名) 訓点人 // 

書経上(版心) 後藤嘉幸

29 明治新刻(題簸名) 訓点人 // 

書経下(版心) 後藤嘉幸

30 経典齢師(版心) -玉藻集舘蔵 // 

大学朱蕪章句

31 大学章句全(題筆名) -青雲堂英文蔵 // 

32 新刻改正 // 16. 5. 訓点人 -東京 // 

小学句読巻之ー~巻之二 後藤嘉幸 文王闘蔵梓

芝山後藤先生定本(見返し〉 吉川半七

33 新刻改正(題簸名) ノノ 16. 5. 訓点人 -東京 // 

小学巻之三~巻之四(版心) 後藤嘉幸 文王国蔵梓

吉川半七
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漢籍・和書等

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

34 新刻改正(題簸名) 明治16.5. 訓点人 -東京 冊

小学巻之五(版心) 後藤嘉幸 文王圃蔵梓

吉川半七

35 新刻改正(題簸名) // 16. 5. 訓点人 -東京 11 

小学巻之六(版心) 後藤嘉幸 文王圃蔵梓

吉川半七

36 経典齢師(版心) 〆ノ

小学巻之五~巻之六

37 経典齢師(版心) // 

小学巻之七~巻之八

38 易学通解(見返し)巻之上(版心) 文化 6. 井田亀学 -星文堂外 3 ノノ

39 易学通解(見返し)巻之下(版心〉 /1 6. 井田亀学 -星文堂外3 /1 1 

40 経典齢師 文政 2.11. 讃岐百年 -京摂書林 // 

周易巻之ー 六書堂

41 経典齢師 // 2.11. 讃岐百年 -京摂書林 // 

周易巻之二 六書堂

42 経典齢師 // 2.11. 讃岐百年 -京摂書林 /1 

周易巻之三 六書堂

43 経典齢師 ノノ 2.11. 讃岐百年 -京摂書林 11 

周易巻之四 六書堂

44 経典齢師 /1 2.11. 讃岐百年 -京摂書林 // 

周易巻之五 六書堂

45 経典齢師 /1 2.11. 讃岐百年 -京摂書林 /1 1 

周易巻之六 六書堂

46 経典齢師 /1 2.11. 讃岐百年 -京摂書林 // 

周易巻之七 六書堂

47 十八史略巻之ー 明治16.5. 再校著 -川端藤兵衛外 2 // 

立斎先生表題解註音釈 岩垣東園

48 十八史略巻之二 // 16. 5. 再校著 -川端藤兵衛外2 // 

立斎先生表題解註音釈 岩垣東園

49 十八史略巻之ー /1 16. 5. 再校著 -川端藤兵衛外 2 11 

立斎先生表題解註音釈 岩垣東園

50 十八史略巻之四 // 16. 5 再校著 -川端藤兵衛外 2 // 

立斎先生表題解註音釈 岩垣東園

51 十八史略巻之五 /1 16. 5. 再校著 -川端藤兵衛外 2 // 

立斎先生表題解註音釈 岩垣東園

52 十八史略巻之六 /1 16. 5. 再校著 -川端藤兵衛外 2 1/ 

立斎先生表題解註音釈 岩垣東園

53 十八史略巻之七 /1 16. 5 再校著 -川端藤兵衛外 2 /1 

立斎先生表題解註音釈 岩垣東園

54 十八史略義 上巻(見返し) 大正1.11.1 岡野英太郎 -尚栄堂 ノ/

(巻之ー~巻之三) 小川寅松

55 十八史略講義下巻(見返し〉 1.11. 1 岡野英太郎 -尚栄堂 11 

(巻之四~巻之七) 小川寅松
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漢籍・和書等

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

56 周易講義巻之ー 大正1.11.1 根本通徳 -嵩木恒ニ郎 冊

57 周易講義巻之二 1/ 2. 2. 1 根本通徳 -嵩木恒三郎 // 

58 新修漢文入門 昭和 6.8.26 簡野道明 -明治書院 // 

59 勤学階梯幼学三字経全 宋王伯厚遺訓 -浪華書緯 // 1 

皇都 宝玉堂外 l

山田主人註解

60 標註五経訳語乾之巻 堀中徹蔵編 -同志合梓 // 

美濃部繁栄関

61 観音経和談 天和 3.3. -大天，馬町ニ丁目 // 

うろこかたや板

62 自遣往来(写本〉 享保 7.11.13 // 

63 勧農国本録上 (版心) // 10. 4. 東海平維望者 // 1 

64 詩礎国字解全(見返し) 天保13.5. 大江玄圃 -東都 // 

墨霞堂

65 小学読本 文部省 明治 7.5. 那珂通高外 1名撰・青山清吉外3 // l 

66 小学読本 師範学校編輯 // 9. 5. 田中義廉編 -文部省 // 

吉川伊平衛

67 神奈川県管内地誌略(全) // 12. 7. 神奈川県学務課 -石川治兵衛 ノ'/

編纂

68 改正小学日本地誌略下 13. 4.20 荒野文雄外 2 -荒野文雄外 1 // 

編集・校正

69 小学修身訓上 // 13.11 文部省 -前回国松 // 

70 増補点註国史略巻之ー(版心〉 // 13.10 巌垣松苗編次 -甘泉堂 // 1 

71 増補点註国史略巻之三(版心) // 13.10 巌垣松苗編次 -甘泉堂 // 

72 増補点註国史略巻之四(版心) // 13.10 巌垣松苗編次 -甘泉堂 // 

73 地文説略全(見返し) // 14. 6.14 吉見経論 -菅野正業 // 1 

74 小学中等作文教授本巻上 // 14. 7.26 関口直吉外2 // 

編関

75 新刻小学日本略史巻之ー // 14. 8. 笠間益=編輯 -文学社 // 

76 新刻小学日本略史巻之三 // 14. 8 笠間益=編輯 -文学社 // 

77 小学科学初歩巻二 // 14.11. 平松知貞 -報告社 // 

78 小学習字帖 // 15. 5.30 須田要編纂 -秋山純 // 

中等科大四級第九 (題簸名)

79 実録昔日千代田刃傷全 // 16. 笑留亭董作 // 

80 (習字手本) // 18. 浦風 // 

81 (習字手本) // 18. 浦風 // 

82 (習字手本) // 18. 浦風 // 

83 (習字手本) // 18. 浦風 // 

84 (習字手本) // 18. 浦風 // 

85 (習字手本) // 18. 浦風 // 

86 (習字手本) // 18. 浦風 // 

87 篭頭類語明治活用文謹全 // 21. 9. 1 岡ニ慶校閲 -春陽堂 // 

伊藤桂洲書
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漢籍・和書等

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

88 暗の世大疑獄相馬事件 明治26.8.23 古谷慶作著 -真林館 冊

吉田圧之助

89 尋常小学校読本巻十 /1 43. 6.28 文部省 -日本書籍株式会社 /1 

90 尋常小学校読本巻五 /1 38.10.15 文部省 -日本書籍株式会社 /1 

91 尋常小学書き方手本 /1 38.11.18 文部省 -大倉書庖 /1 

第二学年用上

92 尋常小学書き方手本 /1 39. 5.25 文部省 -大倉書庖 1/ 

第二学年用下

93 尋常小学書き方手本 /1 44.12.12 文部省 -日本書籍株式会社 /1 

第二学年用上甲種

94 尋常小学書き方手本 /1 38.11.18 文部省 -大倉書庖 1/ 

第三学年用上

95 尋常小学書き方手本 /1 39. 6.23 文部省 -大倉書庖 1/ 

第三学年用下

96 尋常小学書き方手本

第五学年用上甲種 /1 42.12.30 文部省 -日本書籍株式会社 1/ 1 

97 尋常小学書き方手本

第五学年用下甲種 /1 43. 7. 6 文部省 -日本書籍株式会社 ノノ

98 尋常小学鉛筆画手本 11 40. 1. 3 文部省 -水野書庖 1/ 

第三学年用

99 尋常小学日本歴史巻ー 42.12.10 文部省 -日本書籍株式会社 〆〆

100 高等小学修身書巻之二 大正 2.11.28 文部省 -東京書籍株式会社 /1 

児童用

101 易学速成講義録第一巻 自宅独学 11 7. 3.15 大島順三郎 -竹生英堂 1/ 

102 伏見・桃山乃木将軍旧邸之記全 /1 7. 6.15 京都府紀伊郡 /1 

堀内村

乃木氏旧邸記念館

103 校刻古今紀要(見返し) 巻之ー 川島梅坪編 -晩翠楼蔵版 1/ 

重野成斎閲

104 校刻古今紀要(見返し) 巻之三 川島梅坪編 -晩翠楼蔵版 /1 

重野成斎閲

105 増補和歌題林抄中之二 五秋(題 /1 

簸名〉

106 増補和歌題林抄中之三六冬(題 1/ 

簸名)

107 洛陽文章(習字手本) 1/ 1 

鈴木筆

108 倭文庫二捨二編上の巻 〈嘉永5) 1/ 

109 和漢十二志行 1/ 

110 古歌集 1/ 

111 (東叡山造立由緒書)(写本) 天保10.6. 1/ 

112 勧農園本録 大坂書林 1/ 

柏原匡清右衛門版
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漢籍・和書等

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

113 囲碁定石集巻之ー 玄々斎編集 -江都書林 冊

青繋閣

114 (囲碁定石集) 11 

115 剣之巻 (写本) 11 

116 剖記(算法) 11 

117 増補算法閥疑抄一之巻 11 

118 11 二之巻 〆ノ

119 〆〆 四之巻 11 

120 11 五之巻 11 

121 身延山奥院縁起 文久 3.3. 身延奥院 11 

別当孝東院

122 田村 (謡曲〉 宝暦 5. 山本長兵衛 〆〆

新刊

123 妹背山婦女庭訓練 昭和 8.1.28 近松半二外 3 11 

124 婦之かがみ巻中 11 

125 浪花実記 11 

126 稀代の天災穴探上下 11 

(弘化4年 4月信濃地震に関する〉

127 太閤銘々伝 本所亀沢町 11 

本屋伊助板

128 天下茶屋真伝記四編 11 

129 嵯峨釈迦梅栴瑞像ニ国伝来記 〆〆

130 江戸名所往来 11 

131 小栗略起 相州藤沢山内 11 

長照院

132 (ヲロ シア漂流記聞書 11 

133 当世長うた独椀久 ，υ 

134 当世滑稽談義巻之二 11 

135 諸儒筆解古文真宝後集 享保 大野市兵衛 11 

求板

136 仙石騒動記 ノ〆

137 俳句集 11 

138 俳句集 11 

139 古人五百題(俳譜故人五百題上〉 控林堂 11 

春之部夏之部 上総屋利兵衛

140 古人五百題(俳譜故人五百題下) 11 

秋之部冬之部

141 和漢朗詠集巻之上 11 

142 素書国字解上 11 

143 今世詩作幼学便覧 〆〆

144 女鏡秘伝書(版心)(上〉 慶安 3.5 -二条下寺町 ノノ

野田弥兵衛

145 女鏡秘伝書 (下)三 11 3. 5 -二条下寺町 11 

野田弥兵衛
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漢籍・和書等

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

146 可謂寂光土御書 冊

147 天保改正新刻(見返し) -東都書庫合梓 11 

続詩語砕金

148 田舎荘子巻上 天明 4.11. 侠斎樗山選 -稲葉新右衛門蔵板 11 

149 田舎荘子巻中 11 4.11. 侠斎樗山選 -稲葉新右衛門蔵板 ノ/

150 田舎荘子巻下 11 4.11 供斎樗山選 -稲葉新右衛門蔵板 11 

151 田舎荘子 附録 11 4.11 侠斎樗山選 -稲葉新右衛門蔵板 11 

152 民用証文手形鑑(見返し) -紅英堂 11 

蔦屋吉蔵梓

153 誹譜手桃灯上・下 11 

154 太平記巻第十三~十四 11 

155 太平記巻第十九 11 

156 新題林和歌集巻第四 11 

157 新題林和歌集巻第六 11 

158 (学習帳三冊) 鈴木裕一 11 3 

159 誹段七都集 11 

(春の日、冬の日外〉

160 誹段七都集 11 

(炭倍、阿羅野外)

161 紅梅百人一首 〆〆

162 (百人一首)(大版) 11 

163 百人一首(版心) 11 

164 百人一首(写本) 11 

165 消息、文鑑 文政 7.8 -須原屋茂左衛門 〆〆

尺服措梯巻之ー 外 2

166 消息文鑑 11 7. 8 -須原屋茂左衛門 11 

尺膿措梯巻之四 外 2

167 献す吾妻錦巻之一、巻之二(写本) 11 

168 献 す吾妻錦巻之三、巻之四(写本) 11 

169 献 す吾妻錦巻之五、巻之六(写本) 11 

170 敵対吾妻錦巻之七、巻之八(写本) 11 

171 敵対吾妻錦巻之九、巻之十大尾 11 

(写本)

172 用文章 文化 9.1. 4 久良岐郡冨岡村 11 

柳下伴蔵

173 手紙略文(写本) 11 

174 習字手本 折本

175 (手紙文例) 冊

176 (手習手本) 11 

177 (手習手本)(写本)

(熊谷送状外〉 11 

178 国尽(手習手本) 〆/

179 女消息往来(写本) 明治 4.9. 高野新七郎外 1 11 
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漢籍・和書等、軸(神仏画像)

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

180 女庭訓ニ冊目(手習本) 冊

(C持主)鈴木筆の記載あり〉

181 女庭訓四冊目(手習本) // 

〈此主鈴木ふでの記載あり〉

182 (手習書〉 // 

(不日可有光駕之由・・・・・・)

183 (漢字書取帳) // 1 

高等一年鈴木ヒデ

184 (地理ノート) // 

高一鈴木ヒデ

185 大全一筆啓上(習字手本) 御家臨泉堂筆 -千鐘房 〆ノ

式亭三馬撰 須原屋茂兵衛

外 l

186 豊年古状揃(見返し)C習字手本) -千鐘房 〆/

須原屋茂兵衛

187 商売往来(習字手本) // 

188 庭訓往来(習字手本) 文化 8.1. -山城屋佐兵衛 // 

189 実語教謹註 天保10. 振鷺亭員居著 -須原屋伊八外6 // 

190 御成敗式目 覧政 2.4 -西村屋輿八再板 // 

191 新撰女用文物音錦(見返し) 文化 2.1. 御家龍 -前川崇之堂 // 

年中重宝平生案文 梁田先生筆 北嶋弘文閣

192 小学習字本 明治10.12.23 小林義則編 -丸屋善七 // 

巻菱揮書

193 庭訓往来 // 

194 三体千字文 // 19. 6. 7 巻菱湖 -高崎修助 // 

195 改正百姓往来万倍抄 -山崎屋清七梓 // 

196 四季詩歌集(見返し)全 慶応1.5 芝泉堂先生門人 -山静堂 // 

林泉堂 -山崎屋清七板

中村鴫峰書

書面等の部

軸(神仏画像)

(江嶋巌屋大黒天画像) 軸

2 (中山法華経寺本尊画像) // 

3 (杉本寺毘沙門天御札) // 

4 (三社権現神号) // 

5 (天照大神八幡神春日大明神画像) // 

6 (出雲大神宇賀神御札) /ノ

7 (大雄山御影) // 

8 (荏柄天神画像) // 

9 (聖徳太子画像〉 // 

10 (北野天満宮御影) ノノ

11 (松栄山御札) // 
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軸(神仏画像)、旗

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

12 (妙法寺牛頭天王画像) 軸

13 (七面大明神御札〉 11 

14 (久遠寺祖師堂御影) 11 

15 (日蓮画像) 11 

16 (成田山不動画像) 11 

17 (金谷山鬼子母神画像) 11 

18 (阿弥陀三尊画像〉 11 

19 (阿弥陀三尊画像) 11 

20 (菩薩画像〉 11 

21 (菅原道真御影) 11 1 

22 (妙見大菩薩御影) 11 

23 (江嶋上之宮御札) 〆〆

24 (白蓮画像) 日頻(花押影) 〆〆

25 (西宮太神宮御影) 〆ノ

26 (光伝寺両頭弁才天画像) 11 

27 (天照大神八幡神春日大神御影) 11 

28 (成田山不動画像) 11 

29 (明治天皇御製和歌等複製) 11 

30 (観音画像〉 11 

31 (宇賀神宝印) ノ〆

32 (今泉山不動画像) ノノ

33 (高野山奥印御影) 11 
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木箱収納文書の部

編年

番号 資 料 名

譲渡申屋敷手形之事

2 入木波雲堂子達書(巻子本)

3 酒名代詮文之事

4 肴荷物代金預 リ謹

5 質物ニ相渡シ申畑之事

6 質地謹文之事

7 質物入置申謹文之事

8 大金正字通大成(書籍包)

9 文化弐年大福帳

10 儀定謹文之事

(板狩等の漁業は一切しない

様申合)

11 御上納金諸入用勘定帳

12 相渡し申畑詮文之事

13 文化十五年村方諸入周知

14 鎮守普請方諸入用控

15 御年貢取立覚(前欠)

16 御年貢請取帳

17 文政三辰年浦御触書請取(包

紙〉

18 文政四年御上納金諸入用勘定

帳

19 引取申一札之事

(台風により野嶋沖合に流付

大茶船壱般)

20 文政七歳浦方御用留

21 経典齢師

(図書之部十巻の袋のみ)

年 代

冗様12.9.14 

宝永 6.

享保 5.6. 

元文 3.12.7 

延享 4.5. 

明和 8.12

安永 3.3. 

享永 2.

文化 2.1. 

11 3. 5. 

文化 8.11

11 10. 4. 

11 15. 1. 

文政1.6. 

11 2. 1. 

文政 2.12.25

11 3. 

11 4.11. 

11 5. 2.14 

11 7. 1 

11 7. 

編年

差出人・請取人 形態 数量 備考

屋敷主 -野嶋村 状 木箱 1

庄兵衛外 1 九兵衛

入木凌雲堂子達 -渡辺 巻子 11 

野嶋村 -藤井兵庫 状 11 

治兵衛外7

武州野嶋村 -本牧屋吉兵衛 〆ノ /ノ

武兵衛

畑主 -文地郎 11 11 

惣左衛門外 1

野嶋村名主 -同村 11 木箱2

金左衛門 文治郎

借用主 -新助 〆〆 1 11 

文五郎外3
11 

吉兵衛 横 11 

神奈川県新海村 綴 木箱 1

名主源兵衛

外14ヶ村

名主 横 小箱 2

弥惣兵衛外 1

借主 -酒屋 状 11 

孫左衛門外 1 吉兵衛

横 11 

野嶋浦 11 

名主吉兵衛

野嶋浦 ノノ 11 

酒屋

吉兵衛

野嶋 ノノ 〆/

状

名主吉兵衛外 2 横 11 

北新堀町 -野嶋浦 状 木箱 1

関口金左衛門 村役人衆中

武州久良岐郡 冊 木箱2

金沢野嶋浦

名主吉兵衛

状
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編年

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量 備考

22 規定相渡候書付之事 文政 9.6. 富士見匡 -野嶋 状 木箱 l

(此上知行所之先納用金申付 紋吉外 2 名吉兵衛

間 舗 事 外)

23 鯛網漁業に対する訴訟書 11 9.11. 松平大和守領分 -奉行所 11 木箱2

(鯛網漁業を行う勘左衛門外 相州ニ浦郡走水村

九人を相手に訴訟) 名主武兵衛外 2

24 積金講預ケ金謹文帳(表紙〉 11 9.12. 酒屋 〆/

吉兵衛

25 預り金之事 11 9.12 相川勝左衛門 綴 木箱 1

一金拾両也但文字金

26 船割付割請取帳 11 10. 5. 会主 横

野嶋浦

小柴村

27 文政十一年高之通 11 11. 1. 内田惣吉 -酒屋吉兵衛 11 木箱2

28 積金貸附帳 11 11.11. 会主吉兵衛 11 11 

29 去ル成亥二ヶ年分 11 12. 4. 綴 木箱 1

質屋渡世巨細書上帳

30 御役金取立之帳 12. 4 名主吉兵衛 横 木箱2

百石三両ニ

31 文政十三年 11 13. 1. 会主 -豆腐屋 11 11 

拾六文銭取集f日 酒屋庄右衛門 伊之助外 1

32 下知書目録帳(包紙〉 11 13. 3. 状

33 文政十三庚寅年御年貢請取帳 11 13. 名主吉兵衛 横

34 御救米下付につき覚 天保 2.11. 岡田逸平外 1 -野嶋浦 状 11 

名主吉兵衛外 1

35 天保二年御年貢請取通 が 2.12. 上大岡村 -野嶋浦 横 11 

名主安兵衛 名主吉兵衛

36 天保二年御年貢請取通帳 が 2.12. 佐野村 -野嶋浦 11 1 11 

口右衛門 名主吉兵衛

37 天保三年御年延金取立帳 11 3. 1. 名主吉兵衛 11 11 

38 天保三年御年延金月掛帳 11 3. 名主吉兵衛 -八間組

-伝四郎外 2 11 11 

39 天保3年御長屋百石四両井ニ 11 3. 名主吉兵衛 11 1 11 

歩金定使給取立帳

40 己浦口銭取立帳 11 4. 名主吉兵衛 11 11 

41 天保五年御年貢月納通 11 5. 1. 名主吉兵衛 -惣右衛門 11 11 

42 津島太々御神楽合鑑 11 7. 3. 津島神主内 状

(神楽執行祈祷の件) 神役人

43 申七月御年貢月納取立帳 11 7. 7. 野嶋浦 横 11 

名主吉兵衛

44 乍恐以書付奉願上候(下書) 11 8. 3. 武州久良岐郡 -地頭所

(不漁打続き村民困窮につき 野嶋浦 -役人衆中 状 2 木箱 1
訴書〉 名主吉兵衛代

枠文次郎外
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編年

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量 備考 |

45 天保八年留金書出帳 天保 8.7 飯塚屋惣二郎 -野嶋文次郎 横 木箱 2I 

46 天保八年売立高控 11 8. 7 飯塚屋惣三郎 -野嶋文次郎 11 // 

47 金銀万覚帳及村入用覚帳 11 8.12 11 

48 天保八年酉年御年貢請取通帳 11 8.12 洲崎村 -野嶋浦 11 /1 

新五兵衛 吉兵衛

49 万日記出入控帳(表紙) 1/ 10. 3. 〆/

50 金銭受取書上(天保十年十二 1/ 10.12. 綴 木箱 l

月本会)

51 天保十一年御用鯛御留(後欠) 1/ 11. 3. 横 木箱2

52 深遠院妙相信女香費十日井諸入 万延1.10.21 鈴木吉兵衛 11 /1 

用帳

53 煙草税領収書 明治 9.7.24 金沢村収入役 -金沢村 状 木箱 l

佐野安左衛門 鈴木吉之助

54 宅地田畑所持控 11 9. 8. 鈴木文吉 綴

55 売薬請売御願 ノノ 10. 埼玉県管下武蔵国 状 2 

(営業許可申請用紙) 入間郡南田島村

田嶋伝吉

56 小学第七級卒業証書 11 12.11.14 第65番小学 -文吉甥 11 木箱2

野島学校 鈴木吉之助

57 毛谷村六介一代記下 11 13. 3. 8 八名川丁

小林英次郎 -馬喰町3丁目

-小林宗次郎 冊 木箱 1

58 安立寺月集(寺納金覚) 11 18.10. 鈴木 横 木箱 2

59 租税領収書 11 21.11.17 金沢村収入役 -金沢村 状 14 木箱 l

31.10.26 石井岩吉外 鈴木吉之助

60 明治廿七年度諸税金受取記 11 27. 1. 酒屋庖 横 木箱2

61 明治廿八年当座操帳 11 28. 1. 酒吉居 11 11 

62 明治廿九年肥料及び日雇帳 11 29. 1. 酒吉居 ノノ ノノ

63 村税領収書 11 29. 4.19 金沢村収入役 -金沢村 状 木箱 1

佐野安左衛門 鈴木吉之助

64 明治ニ十二年醤油通帳 11 32. 7. 相川クラ -鈴木吉之助 横 木箱 2

65 諸品仕入帳 /1 35. 1. 酒吉庖 -鈴木吉之助 /1 /1 

66 明治三十六歳諸品仕入帳 /1 36. 1. 酒吉号 -鈴木吉之助 /1 // 

67 宣戦大詔写 /1 37. 2.10 東京市神田区 状

旅寵町

岡田重正

68 明治三十八年金銀出納帳 11 38. 1. 鈴木吉之助 横 11 

69 明治四十年金銀出納帳 /1 40. 1 /1 // 

70 明治四十年度売上控 11 40. 鈴木吉之助 11 /〆

71 船艦札清正丸(写) 11 . 6.12 上総富津 状

高橋文七

72 明治年掛貸日記 11 酒屋庖 横 11 

担当者甚之介
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編年

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量 備考

73 金万比羅宮御境内図 大正 7.5. 7 香川県仲多度郡 舗

琴平町

埴田重吉

74 霊法講義 (前後欠) /1 7. 8. 生生学者 冊 木箱2

大島中堂

75 東京日日新聞付録絵 11 8. 1. 1 東京日日新聞 状

76 明治神宮鳥撒図 11 9.10.25 東京市神田区 舗

一ツ橋通

尚美堂

田中良三

77 裏庭亜鉛板扉建設費覚 11 11. 8. 横

78 健康保険の莱 昭和25.10. 富士自動車 -鈴木彦兵衛 状

追浜健康保険組合

79 昭和廿六年お年玉っき年賀は 11 26. 11 2 

がき (未使用)

80 国勢調査協力につき感謝状 11 30.10.15 神奈川県知事 -鈴木彦兵衛 /1 

内山岩太郎

81 昭和四十年二月廿一日付毎日 11 40. 2.21 11 

新聞

82 請取書(前欠) 辰.7.12 米屋 -さか屋 11 

藤右衛門 庄右衛門

83 金額通知書 ノノ . 9. 利兵衛 -酒吉 11 

84 借用金皆済状ヵ(前欠) 酉.11. 染王寺 -吉兵衛 11 

85 酒屋吉兵衛宛封書袋 . 2.11 ノノ

86 書状 (前欠) . 4.26 宇野武右衛門 -野嶋浦

(甚以不埼之至ニ奉存候右渡

海之義者神奈川参会ニテ御相

談) -鈴木吉兵衛外 1 11 木箱 1

87 三崎浦喜三郎一件月延謹文加 .11. 9 11 

印状

88 殿様御番入被仰付ニ付高役金 3. 倉橋甚輔 -野嶋浦 〆ノ 11 

中渡書 名主吉兵衛

89 廻状 (前欠〉 .10.13 野嶋浦 -宝木村より走水 11 

(丑十月十三 日野嶋村名主吉 吉兵衛 村迄

兵衛の記載)(包紙あり) 浦付村々

90 取引決算書 5.20 活鯛屋 -鈴木文次郎 11 木箱 2

(惣目録七月十四日より十 惣三郎

二月廿九日までー金245両 3

分 l朱43貫978文仕印金惣

〆高)

91 金子請取書 . 6.21 野嶋 -根口村 11 木箱 1

名主吉兵衛 伝左衛門

92 七夕の御祝儀に対する礼状 . 7. 6 成瀬弥一郎 -増田郡次郎 〆ノ 11 

93 書状 (金子借用依頼) 8.15 -鈴木圧右衛門 11 
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編年

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量 備考

94 松平丹後守害状 . 8.19 松平丹後守 -堀田孫太郎 状 木箱2

(御機嫌伺い)

95 (朴木代金受取書) . 8.29 -富岡村 11 

太左衛門

96 (請求書〉 .10. @ -鈴木吉之介 11 

一金17円68銭 9厘六月廿三

日迄〆高

97 船金等掛合の儀申入れの書状 .11.18 野嶋 -名主吉兵衛 ノノ 木箱 1

(包紙あり) 問屋

98 樽代百疋鱈ー折に対する礼状 .12.26 成瀬弥一郎 -増田郡次郎 ノノ /1 

99 (荷送り札) .12 11 

100 荷札 /1 13 

野嶋浦鈴木吉兵衛宛外

101 酒販売方法の件書状 11 

102 おんだいもく五へん /1 

103 書状 1/ 

104 (金子受取控) 11 

105 水天宮御守 11 

106 断簡(書簡下書〉 ノノ 5 

107 頭役船役人数砂細見取(表紙) 11 

108 宅地図面 舗

武蔵国久良岐石川仲村

109 品名覚 状

110 金子支払状 11 

111 船経費覚 11 

112 御洗米金沢六浦 物品

(米と包紙)

113 辰極印入用覚 .13 状

一金壱両長浦伊左衛門

114 俳句練習覚書 11 

115 護符 物品

116 (村用之如) 状

辰六月十二日筆生申渡也

同21日横須賀町行但し渡船

117 南無阿弥陀仏(お礼) 11 2 
118 (浦廻り書付〉 11 

119 阿蘭陀伝方桃色薬 物品

(粉剤と包紙)

120 薬品説明書 武州川越 状 1 

(小児主薬蒼龍丸) 田島伝吾

121 (呉服屋受注控) 〆/

122 (し、ろは別漢字書上) 11 2 
123 公図写 舗
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編年

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量 備考

124 断簡 状

浅草にいさむ

小金のはなれ駒

125 (私信) 11 

先日は何よりの御しな山々下

され有難…

126 (あて名書) 11 

牛込薬坂上出羽様向

菊屋西脇金治郎様

127 (あて名書) 11 

浅草区柴崎町廿八番地

石橋浪之助

そばやかしハやのうら

128 (差出人氏名書上) 11 

(=浦汽船会社古谷正橋代

理永島庄兵衛池田省三

129 (差出人氏名書上) 1/ 

(数寄屋橋御門通三丁目

喜世品居習元月堂

定次郎

130 (漂着難船受取書) 11 

131 (地名書上げ〉 11 2 

下野、野州、壬生 ・鳥山、字

都宮

132 日本音韻開合仮名字反図 11 

133 (船名書上)(前後欠) 11 

134 子息帰宅の有無照会の書状 11 

135 献上書上 11 

136 商品数量書上げ 11 

(八百屋分)

137 (名前書上げ) 11 

138 煙車送状 十日市口 -のじま 11 

(送状ー煙車外) 庄口 鈴木吉兵衛

139 (旅行経費書上) 11 

140 (填独同盟の経緯) 11 1 
141 (処世訓)(前後欠) 11 

寵愛をうるともほこらずして

かえっておと、ろくごとく恩を

ほどこして

142 (書状下書) 11 

御廻状留りに付御屋敷様へ相

戻申候
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編年

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量 備考

143 (金銭覚〉 状

一銭2貫ト37文

内250文肴代

144 書状下書 11 

145 (和歌〉 11 

何ゆへに捨たる身ぞおりおり

口姿もはしょ黒染のそで

146 書状下書 11 

147 (荷札ヵ) とべ -のけ浦 H 

磯五郎 孫兵衛

148 書状 11 

(おなつかしきおり嶋に気を

もみ・・・)

149 書簡文例書上(前後欠) 11 

150 (断簡) 11 

もミじはの志げりし中をかよ

ひしぬしをいまさらいやとは

されらりよか

151 御殿女中掛合 11 

おいらん

大名のおそばでくらすありが

たさ…

152 断簡(断片及包紙) 11 32 

153 断簡 11 6 

漢詩、儒教思想、仏教思想、

俳句その外

154 散らし書き ノノ

暮のめめたさとなたも同し御

事といわ井おなしめしてめて

たく

155 断簡(覚、書上〉 11 15 

156 皇太子殿下最近の御尊影 舗

157 東郷大将御染筆 状

「至誠J(包あり)

158 東町、西町名前書上 11 2 

東町勘助外35人

西町幸七外34人

159 一行書 正三位弘達 〆ノ

(亡念爾祖掌傭其徳)

160 金沢山稽名寺本願表紙 野嶋浦 〆/

鈴木吉兵衛

161 覚(金銭覚断簡) 11 4 
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編年

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量 備考

162 (書籍断片〉 状 5 

一 早引両点集全 綴

二写本(合戦記)巻末のみ

外

163 武者絵 舗 3 

164 (旅行経費覚) 横

165 (舟賃外書上帳) ノノ

166 (仕入品覚書) 〆ノ

167 支払覚 // 

(白米、酒、タバコ、モチ米

等代金))

168 (支払控〉 鈴木吉之助 // 

169 (署名及び印) 状

権左衛門外62人

170 和歌短冊 // 

山家 山かいの蓄さびしくす

みなせるかけひのミづのおと

のさやけさ

171 和歌短冊 // 

しぐれにも雪にもあらで徒に

としのふるにぞ袖はぬれける

172 和歌短冊 // 

藤春のひの恵につれて古さ

との高きこや根にか、る藤娘

173 鎌倉松葉谷旧跡御祈願所安国 // 

寺御祈祷堂

租師御草庵再建立奉加帳表

紙ヵ

174 俗謡 綴

矢板めいぶってんのぐかぶら

にとらやのまんぢう

175 (船積荷物水揚につき願書下 神奈川県久良岐郡 状 2 

書) 野嶋浦

北辰丸乗組

鈴木喜助

176 散らし書き // 木箱 1

新玉リまいらせ候此春の御

祝

177 散らし書き // // 

寒に入りーしほひえまいらせ

し

178 散らし書き // 〆ノ

猪子の御しうきとして御もく

ろく
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編年

番号 資 料 名 年 代 差 出人・請取人 形態 数量 備考

179 百姓宿新春挨拶状 江戸神田小柳町 状 木箱 l

御百姓宿

三河屋与右衛門

180 漁業禁止の廻状(前欠) /ノ 11 

181 金銭請取書 11 2 11 

182 断簡 11 11 

他借仕皆済上納致小前一同へ

当酉年迄年延ニ

183 日掛覚 綴 11 

(西町庄次郎外51人の名

前記載)

184 漁業の夜縄職禁止の廻状(後 状 ノ/

欠)

185 (金銭受取帳) 横 3 

186 (金銭受取控) 11 

187 (祝儀控〉 11 

188 (支払控) 11 

189 和歌短冊 11 

述懐世の中のはかなきこと

ぞしられける

190 散らし書き 11 2 11 

御奥様より仰のよし

御文のようおめにかけまいら

せ候

191 散らし書き 状 11 

(風徒昨夜声弥懇)

192 散らし書き /ノ 11 

(大御前様より申口との御事

まづまづ頼母の御祝儀めでた

く)

193 散らし書き 〆〆 11 

(美山有馬蹄猶露)

194 散らし書き 〆ノ 11 

(御即位と申は天子受禅の後

まさしく位につかせ給ひては

じめて)

195 預金謹文書式 11 11 

196 (金銭書上)断簡 横 木箱2
197 おすみ江戸奉公行祝儀書上 11 11 

(前後欠)

198 (金銭書上帳)(前後欠) ノノ 11 

199 (金銭出納帳)(前欠) 〆ノ 11 

覚酉七月十四日より売上

23貰321文
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編年

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量 備考

200 村方諸入周知 横 木箱2

201 (結納覚)(前後欠〉 11 11 

202 手習本 折本 11 

(武州久良岐郡金沢領六浦平

分)

203 手習本 11 ノ〆

(親に孝を尽しかならす屋敷

事を〉

204 手習本 11 〆〆

(農業往来)

(抑農家之営業其事繁多)

205 (位置測定図) 舗

206 (金銭受取覚) 綴 木箱 1

207 (蛭子講経費書上 横 11 

208 (長脇差等武具携帯禁止御触 水野出羽守 状 11 

書之写〉

209 請取状 内田惣吉 11 11 

覚成十二月ヨリ

一金20両也内田惣吉請取

210 家督相続之為祝儀興行の件に 〆ノ 11 

っき書状(写)

211 御大礼御用 内海四十四ヶ村 富津村 綴 ノ〆

規定書写 組頭八五郎

外 6

212 拝領之御鷹之属就御披につき 状 11 

書状(写)

213 断簡 11 11 

組頭新七

名主吉兵衛の記載

214 (古今和歌集)(前欠) 巻子 11 

(写本〉

215 断簡 (断片) 状 29 
216 (書状包紙一括) 11 7 

鈴木吉兵衛宛外

217 (花野秋風句合の封筒) 11 

218 (賃謹文包紙) 〆〆

219 五雲築(包紙) 11 

220 (包紙〉 11 

武州金沢酒屋吉口の記載

221 廻状包紙外 岡田逸平外 11 16 
222 筆記用具袋 物品 2 
223 校注目:本外史新紗 状

(題策名〉

- 152ー


