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大友氏加判衆連署奉書

(永様10年 ・1567)9月11日付筑紫次郎(鎮恒)宛

豊後国を本拠に九州の北半を支配した大友宗麟の重臣である吉弘鑑耳目・|三|杵鑑速・吉岡宗歓・

戸次鑑連が連名で、 JJ巴前国養父郡勝尾城(現佐賀県鳥栖市)の筑紫鎮恒(後の広門)に出 した書

状。当時は、大友氏の宝満・岩屋j成督であった高橋鑑種が1:1:1困地方の毛利氏に通じたことによ

り戦端が閲カ通れた直後に当たる。9月3日、戸次鍛連率いる大友軍は休松(現福岡県甘木市)に

おいて毛利氏方の秋月種実と戦い、敗北をl喫した。本文書は、この時、筑紫鎮恒が大友氏に味

方して原田村(現福岡県筑紫野市)に出陣したことを賞し、 あわせて筑後上下衆と協力して出

陣することを要請したものである。 これ以降、永禄12年に毛利氏が九州|から撤退するまで、

筑前・豊前阿国において大友氏と毛利氏は激戦を繰り広げた。

筑紫氏は、筑前回御笠郡筑紫村(現福岡県筑紫野市)を名字の地とし、 室町時代初期、応永7

年 (1400)以前に大宰少弐武藤氏の有力家臣と して歴史上に登場する。 戦国H寺代初期の 15世

紀末に及んで勝尾城を本拠とし、筑前・筑後・肥前3ヶ国の国境地帯を領し、陸路の要地を掌握

した。天正 15:年(1587)、豊臣秀吉の九州平定により筑後国上妻都に転封となり 、慶長5年

(1600)、関ヶ原の戦いにおいて西軍に属し改易となるが、寛永4年(1627)、3千石の旗本と

して再興を遂げる o 本文書は、元来、筑紫家に伝来 したもので、 享和3年(1803)、筑紫孝門が

家伝の文書を14巻811腐l袋他に整理 し作成した目録によると、第2巻11号に該当する。当館で

はこれまで昭和60年度に90件141点、平成5年度に 1件10点の筑紫家伝来の古文書を購入し

てきた。筑紫家嫡流の文書は現在分散し、当館のほか、国立国会図書館、明治大学刑事博物

館、国立公文書館(旧内閣文庫)に所]哉されている。(本文146頁)





はじめに

福岡は大陸に近く、古来より現在に至るまでアジア各地との交流が盛んに行われてき

ました。福岡市博物館は平成2年10月、この地域性にふさわしい「対外交流史Jを展示

テーマとする歴史民俗博物館として開館しました。

本年度は、自主企画の特別展として「知られざる海の刺し子展 ドンザ」を開催し、

漁師の仕事着であるドンザをとりあげ、漁を生業とする人々の文化を民俗学的視点から

紹介しました。

また、昭和58年4月の博物館建設準備室の発足以来、多くのみなさまのご協力により、

博物館資料の収集をすすめてきました。その成果は毎年刊行してきました『収蔵品目録』

にまとめ、平成14年度までの収集分のうち、 111，209件を掲載しました。本目録では、

平成 15年度の寄贈・寄託・購入資料 1 ， 745件と、『収蔵品目録20~ に引き続いて、平成

5年度に購入した旧吉川観方コレクションの一部147件を収録しています。これらの収

集資料は新収蔵品展で一部を公開するほか、部門別展示や自主企画展などにおいて活用

しています。

ここに、貴重な資料をご提供いただきましたみなさまをはじめ、資料収集に際して、

ご教示・ご協力を下さいました関係各位に深くお礼を申し上げますとともに、今後とも

一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成18年3月

福岡市博物館長 西 憲一郎



〈凡例〉

1.本目録では、平成15年度の収蔵品を寄贈、寄託、購入の)1瞭に並べ、寄贈・寄託資料は家別資料として件数の多い順

に配列した。巻末に、平成5年度の購入資料である旧吉川観方コレクションの一部を収録した。

2.漢字は基本的に常用漢字を使用した。

3.記載の文字が不明の場合は口とし、原本通りの時は(例)曇とした0

4.法量の単位はセンチメートル、重さはグラムである。

5.最右項の番号(例)2003 P 1234と記したものは備品番号である。 Pは寄贈、 Dは寄託、 Bは購入の略である。

6.絵画は、名称、時代、作者、品質・形状、法量、員数、備考の項を設けた。

7.染織は、名称、時代、材質、法量、員数、備考の項を設けた。

8 古文書(文書)については、原則として名称、時代、差出・作者、宛所、品質・形状、法量、員数、備考の項を設

けたが、紙幅などの関係から、各文書について、適宜省略した項目もある o

9.書籍については、時代の項に記したのは基本的に発行年月日である。写しゃ編集、序文などの区別はそのつど記し

た。

10.民俗資料については、次の凡例を設けた。

(1)生活、生産、交通・交易、社会生活、信仰・年中行事、芸能・娯楽、人の一生、民俗知識、その他という分類

項目を用い、各資料に該当項目を記した。

(2) カタカナ表記を用いた名称、は、外来語地方名等である。なお、通称・形態等の記載を特に必要とするものに

関しては、( )で記した。

(3) 名称、時代、製作者(作者) ・制作地・使用地、品質・形状、法量、員数、備考の項を設けそれぞれの項目を

各分類に応じて適宜記した。

(4) 備考には、用途等を記した。

11.各資料はおおむね書式は統ーしたが、それぞれの資料により若干の異同があり、形態・法量・記録については省略

したものもある。
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〈寄贈資料〉

1.櫛田祐一郎資料

(寄贈者)櫛田祐一郎

(現住所)千葉県市原市椎津

旧福岡藩士の家に伝来した古文書群。櫛田氏は播磨の出

身で、 16世紀末には赤松氏、福島氏、垣見氏と主君を替

えた。関ヶ原の合戦では西軍側の一員として垣見氏の居城

である豊後国富来城を守備したが、黒田孝高の攻撃を受け

敗退し、それを機に400石で黒田家に仕えた。その後、肥

後加藤家への出奔、黒田家へ再出仕後の家名断絶等を経験

したが、江戸時代後期には再興し、そのまま明治維新を迎

えた。内容は、「黒田家譜」の写本の他、由緒・系図類、所

領関係、書状、武術関係である。なお当家は福岡藩儒とし

て朝鮮通信使の接待役を勤めた櫛田家(貝原益軒に師事し

た櫛田琴山が初代)の本家に当たる。同家の文書について

は『福岡県近世文書目録』第4集(福岡県文化会館 1975 

年)がある。

2.佃郁子資料

(寄贈者)佃郁子

(現住所)福岡市早良区原

明治時代から昭和前期の紙幣・貨幣、東京オリンピック

や天皇在位50周年記念などの記念コインなど。いずれも、

特に意識的に収集していたものではなく、寄贈者の父が残

していたものや、寄贈者が使わずにとっておいたものなど。

3.赤松元興資料(追加分)

(寄贈者)赤松元興

(現住所)福岡市西区福重団地

平成4年度、 9年度収集資料の追加分である。福岡市内

を走っていた路面電車の交通調査表や収入印紙、郵便切手

など。郵便切手は明治時代から昭和前期のものの他、昭和

20年代のもの、タイなど外国の郵便切手も含む。いずれ

も寄贈者宅に保管されていたものだが、収集の経緯などは

不明。

資料解題

4.松尾茂雄資料

(寄贈者)松尾茂雄

(現住所)宮城県仙台市泉区加茂

大正時代から昭和初期の福博の名所絵はがきなど。都府

楼の絵はがきを l枚含むが、その他は、いずれも西公園、

東公園、九州帝国大学などの当時の代表的な福岡の名所を

写した絵はがき。寄贈者宅に保菅されていたものだが、収

集の経緯などは不明。

5.池田タカノ資料

(寄贈者)池田タカノ

(現住所)福岡市早良区重留

個人的な祈願では、かつては自ら小絵馬を作っていたが、

戦後になると絵馬屋などで購入した既製品を用いることが

もっぱらとなった。福岡では、俗に博多小絵馬と呼ばれる

鳥居状の形をしたものが多く使われた。現在もこの博多小

絵馬の制作をおこなっているのが寄贈者である。寄贈者は

大正6(1917)年生まれで、絵馬を描きはじめて40年以上

になるという。きっかけは、祖母とともにいつもお参りし

ていた崇福寺前の絵馬屋さんからの勧めだったという。父

が副業で絵馬師をしていて、本人も絵が好きだ、ったことか

ら絵馬の制作に携わり、以来、年間千枚以上の絵馬を作り

続けてきた。現在は2人の娘と共に制作を続けている。

6.鈴田幸夫資料

(寄贈者)鈴田幸子

(現住所)福岡市早良区曲淵

平成4年度寄託の寄贈への切り替え。寄贈者の夫が保管

していた明治期の曲淵村の字図や名寄帳などである。

7.藤野大助資料

(寄贈者)藤野大助

(現住所)福岡市南区若久団地

寄贈者の自宅に保管されていた郵便貯金通帳や保険証

券、証券保管証などである。いずれも寄贈者とその家族の

ものである。通帳は戦時債券の購入を目的とした積立のも

ので、この積立により 15円の戦時貯蓄債券l枚と、戦時報

国債券の5円券l枚、 10円券2枚の、 4枚の戦時債券が購入

されたことが証券保管証によってわかる。

q
u
 



資料解題

8.蒲池敬造資料

(寄贈者)蒲池敬造

(現住所)東京都練馬区東大泉

寄贈者の父が収集し、保管していた昭和16(1941)年8

月から 11月までの新聞11部。読売新聞5部、同夕刊3部、

大阪毎日新聞l部、東京日日新聞l部、国民新聞夕刊l部と、

複数紙にわたっており、意図的に収集・保菅されたことが

窺われる。

9.嶋井安生資料

(寄贈者)嶋井安生

(現住所)福岡市博多区東公園

博多の豪商嶋井家に伝来した歴代当主の肖像画。戦国期

から織豊期にかけて活躍した嶋井宗室(?~1615) をはじ

め、養嗣子の8代信吉(蘭谷道室)、 9代正則(花詠宗吟)、

14代久左衛門(蘭翁芳室)、 16代茂好(晩斎宗節)、 17代茂

昭(鶴洲宗夢)、 18代茂執(西来宗禅)、 19代茂崖(徳林宗哲)、

22代安嬉(融巌儀達)、 23代安之助(大道長安)、 10人の肖

像画が残る。本資料は平成8年度寄託「嶋井家資料Jの一部

を寄贈へ切り替えたものである。

10.野芥珍古能地蔵尊史跡保存会資料

(寄贈者)野芥珍古能地蔵尊史跡保存会

(現住所)福岡市早良区野芥

早良区野芥4丁目にある珍古能地蔵は、縁切地蔵とも呼

ばれる。伝説によれば和銅年間、重留(早良区)の土生長

者の息子・兼縄が、長者原(粕屋町)の大城長者の娘・珍

古能姫と結婚することになった。ところが兼縄が出奔した

ため、父は使いを出して頓死と偽ったところ、この報せを

聞いた珍古能姫は野芥で自害してしまった。これを哀れん

で建てられたのが、この地蔵だという。地蔵の石を削って

飲み、同時に相手にも飲ませると、その悪縁を切ることが

できるといい、近年では、男女の縁のみならず、あらゆる

悪縁を切るとして、各地から参拝者が訪れている。地蔵堂

は昭和60(1985)年に火災に遭い、翌年再建した際、於古

能地蔵尊史跡保存会が結成された。毎年8月24日の地蔵祭

りの際には堂内に納められた一切の絵馬、祈願文を焚き上

げている。
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11.山喜多時世志資料

(寄贈者)山喜多時世志

(現住所)東京都清瀬市野塩

寄贈者の父で、画家の山喜多二郎太氏が描いたスケッチ。

L 、ずれも、二郎太氏が福岡に在住していた昭和初期に描か

れたものと思われる。昭和2(1927)年に福岡市大濠周辺で

開催された東亜勧業博覧会の会場を描いたl枚には、二郎

太氏の手で「昭和二年四月東亜博にて こ郎太Jとある。ス

ケッチの裏面にそえられた説明文は寄贈者が記入したもの

である。

12.小西日出子資料

(寄贈者)小西日出子

(現住所)福岡市博多区板付

小西家は板付の農家で、一帯に居住する小西一族の本家

筋にあたるという。資料はし、ずれも小西家が所蔵していた

もので、什器類と勲章・徽章類である。什器類のうち松鶴

図平査・盃台は、婚礼に使用されたと思われるものである

が、少なくとも戦後は使われていない。高砂図会席膳は、

法事などの際に使われていたものである。

13.豊嶋キヌヨ資料

(寄贈者)豊嶋キヌヨ

(現住所)福岡市中央区谷

寄贈者の祖父川井正進氏(明治2(869)年9月生)が、

娘勝子氏(寄贈者の母、大正元 (912)年生)のために用

立てたもの。弁護士であった正進氏は長野県生まれ。明治

30年頃久留米から福岡市大名町に移る。本資料の肉、筑

紫琴は大正の初めに久留米で購入したもの。購入時に、柳

川藩の姫が使っていたものという伝承があったという。筑

紫琴は、筑紫流響曲に使われる琴で、近代俗琴の基となっ

た流儀とされる。久留米を中心に流行した。械紗は、勝子

氏が昭和16(1941)年に豊嶋氏との婚礼に際して準備した

もの。掛け械紗には祝儀用と不祝儀用があり、出し鰍紗も

ある。風呂敷はわざわざ染めたもの。キセルは、正進氏が

使用していたものである。



14.林ツル子資料(追加分)

(寄贈者)林ツル子

(現住所)福岡市早良区城西

平成14年度収集資料の追加分である。寄贈者や寄贈者

の夫が収集し、自宅に保管していた絵はがきの一部。第3

回国民体育大会記念(昭和23年)と題した絵はがきセッ

ト、関門海底国道トンネル開通(昭和33年)記念絵はが

き、熊本大博覧会(昭和37年)の絵はがきなどからなる。

15.松井俊規資料

(寄贈者)松井俊規

(現住所)福岡市中央区今川

寄贈者の先祖で、江戸時代、城下町福岡の湊町で酒造業、

金融業を営み、年行司として町政でも活躍した加瀬家の当

主薗像。加瀬家は戦国期には原田氏の家臣とされ、近世に

入り早良郡で酒造業を営んでいた。 17世紀後半に福岡に

移住し、酒造業、金融業等で事業を拡大した。画像は加瀬

家中興の祖とされる5代加瀬茂作(元実)、 6代茂作(元春)、

7代嘉兵衛(元将)およびお近代の当主金兵衛など4人のも

ので、羽織には加瀬家の定紋二つ酒聾紋がある。 5代茂作

(元実)は福岡藩の銀主として掛屋業務を拡大し、藩の御用

商人としての地位を高めている。なお、加瀬家関係の古文

書は、昭和60年度に安川巌収集資料として当館に寄託さ

れている。

16.吉原美代子資料

(寄贈者)吉原美代子

(現住所)福岡市城南区七隈

資料は、寄贈者が母あるいは叔母から受け継し、だ衣類・

械紗・秤である。寄贈者は吉原ナリの次女として生まれ、

叔母であった吉原ハルの養女となったため、これらの資料

がどちらから譲り受けたものであったかはっきりしないと

L サ。吉原家は、福岡下名島町(現・天神3丁目)に「洗

粉屋Jという屋号で庖を開いていたが、戦前にはすでに洋

品庖であった。

資料解題

17.音原芳子資料

(寄贈者)音原芳子

(現住所)太宰府市長浦台

寄贈者は故・山内諌氏の娘で、本資料群は寄贈者が父か

ら受け継いだものの一部である。諌氏(明治28(895) 

~昭和57(982)) は、博多織において独特の地位を築

L 、た人で、手織りにその特徴があった。「その綴密で入念

な織技から生まれる独特の風合いには他の追随を許さぬも

のがあり、博多織着尺の旗手として独自の世界を築いたj

( r福岡県の工芸 伝統と現代.nとされる。昭和43年に県

指定無形文化財技術保持者に認定。関連資料として、昭和

58年に福岡市立歴史資料館に謙氏の委・千枝氏から9件の

博多織関係資料が寄贈され、のち当館に移管されている。

18.安藤良介資料(追加分)

(寄贈者)安藤良介

(現住所)筑紫野市阿志岐

平成2、10、12、および14年度収集資料の追加分である。

L、ずれも寄贈者が収集した近代資料。本資料の内、明治

38(1905)年3月4日付の大阪毎日新聞には、福岡出身の演

劇家川上音二郎の記事が掲載されている。また鉄カブトに

は「福岡市住吉J(現博多区)の住所が記載されており、戦時

期に福岡で使用されたものであることがわかる。

19.奥村準二資料

(寄贈者)奥村準二

(現住所)大阪府河内長野市荘園町

江戸時代後期に博多年行司を務めた奥村家伝来の万剣。

同家は博多石堂町で醤油製造業を営み、代々次吉を名乗っ

ていた。 10代藩主黒田斉清の時代の当主次吉(千代吉)が苗

字・帯万を許され、筆頭家老三奈木黒田家の養女を妻とし

た。文化元(1804)年には、その子次吉(高平)も年行司職に

就任している。資料は年行司としての格式を示す脇指と短

刀で、いずれも精巧な鍔、小柄、小万が付属する。本年度

寄託分の陣笠・陣羽織・旗等と一括される資料である。な

お、「筑前名所図会Jの作者奥村玉蘭は当家の本家筋から出

た人物で、当館所蔵の関連資料には、奥村俊介氏から寄贈

された玉蘭関係資料と、平成14年度に奥村博司資料とし

て寄託された肖像画がある。

F
h
d
 



資料解題

20.諌山市朗資料

(寄贈者)諌山市朗

(現住所)春日市小倉東

寄贈者の父が収集した日本全図と武鑑。日本全図は嘉永

2(1849)年の出版、撰は高柴英三雄、板元は「紅英堂Jf蔦

吉Jの呼び名で幕末期に活躍した江戸の地本問屋蔦屋吉蔵。

方位を示す記号、経度と緯度の表示等に近代地図の萌芽が

見える。同図は東北大学・日本福祉大学・明治大学・岐阜

県図書館等も所蔵する。武家の姓名・紋所・知行高・居

城・家来の姓名などを記載した武鑑は寛政8(1796)年刊

で、板元は須原屋茂兵衛。旧蔵者により実際に使用されて

いたことをうかがわせる加筆・訂正が何ヶ所もある。

21.白水宗邦資料

(寄贈者)白水宗邦

(現住所)福岡市博多区住吉

素焼きによる人体(原寸大)の骨格標本の一部。作者は大

正・昭和期に活躍した博多人形師の白水熊次郎で、その二

男で、博多人形師である寄贈者が所持していたもの。近代

を代表する博多人形師であった小島与一、原田嘉平らは、

大正3・4(1914・15)年に京都帝国大学福岡医科大学(後の

九州大学)教授桜井恒次郎の指導により、解剖学の講義を

受け、同時に解剖実習を行っている。この実習に白水熊次

郎も名を連ねており、本資料はその際に制作したものと考

えられる。博多人形は、人体解剖実習を機に写実的な表現

を志向するようになり、玩具から美術品へとジャンル的に

昇華を遂げたと評価されている。近代における博多人形の

歴史を窺ううえで極めて貴重な資料である。本資料のうち、

上腕骨・榛骨・尺骨はそれぞれ2つに折損している。また手

の骨は基節骨より先が3本分失われている。

22.古田鷹治資料

(寄贈者)古田鷹治

(現住所)福岡市東区箱崎

宮崎宮で正月3日に行われる「玉競りjで使われる木製の

玉を洗うためのタワシ。平年はこれを 12束、閏年は13束

つくるきまりになっている。 2個の玉を、このタワシを数

個ずつ使って油で、洗う。
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23.横山淳一資料

(寄贈者)横山淳一

(現住所)東京都狭山市青柳

川上音二郎銅像台座の銘文の拓本。寄贈者が製作した。

台座は円筒形のため、拓本は2枚にまたがっている。谷中

霊閣の中央通路の両脇には石碑や銅像などが集められてお

り、「碑地Jとして霊園事務所が菅理している。霊園事務所

の記録によれば、大正3(1914)年5月に、音二郎の息子雷

奇知に碑地の使用が許可されている。銅像は、明治

44(1911)年11月に音二郎が死亡した後、高輪・泉岳寺に

建てられたが、大正3年9月に谷中の現在地に移されたこ

とが、この銘文からわかる。銅像本体と金属製のプレート

は、昭和17(1942)年11月、金属供出の為に撤去され、現

在は石製の台座のみが現地に建っている。

24.相原安津夫資料

(寄贈者)相原安津夫

(現住所)福岡市南区高宮

寄贈者の父が収集した明治末期の福岡県の地図で、寄贈

者が保管していたもの。『大日本管轄分地図』は大阪市の

後藤常太郎の著作を、同じ大阪市の中村由松(芳松)が発行

した日本全国の分県地図で、早い地域では明治20年代か

ら発行されていた。本資料はその福岡県版で、明治

41 (1908)年に発行されたものである。

25.加藤藤次郎資料

(寄贈者)加藤和雄

(現住所)福岡市博多区御供所町

博多区御供所町、|日上桶屋町5番地で営業していた医薬

品卸業・加藤美尚堂の屋根に掲げられていた看板。加藤美

尚堂は戦前に寄贈者の父加藤藤次郎氏が設立し、戦後には

同25番地に庖舗を移転、昭和32(1899)年まで営業した。

藤次郎氏はその後、福岡市議会議員を務めた。



26.久羽忠明資料

(寄贈者)久羽忠明

(現住所)福岡市城南区長尾

筑前国の郡村を揃いた固絵図を扉風仕立にしたもの。各

都を黄・桃・紫等で色分けし、郡名は朱の長方形の枠内に

記す。村名は小判形の円内に収め、校郷はその周辺に ro
0ノ内口口Jの様に配置する。各街道は朱線で示し、村内

を通る場合は村名に上書きする。地図の精度は高く、方角

を表す東西南北の記号には近世後期の特徴が見える。村名

は支配別で、無色=福岡藩、赤色=中津藩、青色=対馬藩、

黄色=幕府領、口枠青色=秋月藩の様に色分けしており、

その分布から文政元(1818)年以降の作成であることが分

かる。

27.小島園義資料

(寄贈者)小島園義

(現住所)糟屋郡志免町南里

アジア太平洋博覧会(会期:平成元年3月 17 日 ~9月 3

日)に際し、日本道路公団が発行したハイウェイカード。

関門橋の全景写真に、博覧会のマスコットである太平く

ん・洋子ちゃんが印刷されたデザイン。寄贈者が購入し、

使用後、捨てずに保菅していた資料。

28.津野勝仁資料

(寄贈者)津野勝仁

(現住所)福岡市東区美和台

福岡藩の幕末の歌人で、勤皇家でもあった野村望東尼の

肖像写真。望東尼の姪が嫁いだ津野家に伝わったもの。

『招月望東禅尼遺品目録.1 (福岡市立歴史資料館編 1973 

年)のあとがきによると、本資料は、戦前に望東尼の硝子

写真から作られたネガによって焼き付けられた密着判の写

真であることが分かる。硝子写真は戦後に廃棄されたが、

それ以前に作られた写真は寄贈者の一族他に配られた。本

資料はその中のl枚であり、寄贈者宅の仏壇に供えられて

いたものである。
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29.西村フジ子資料(追加分)

(寄贈者)西村フジ子

(現住所)福岡市早良区四箇

資料解題

平成14年度収集資料の追加分である。寄贈者の自宅に

保管されていた昭和18(1943)年11月発行の戦時貯蓄債

券。寄贈者の夫は佐賀県諸富町の出身であったが、父が八

幡製鉄所に勤務したため、この債券を購入した時期には北

九州に居住していた。

30.野間吉夫収集資料(追加分)

(寄贈者)野間フキ

(現住所)福岡市中央区六本松

昭和60年度、平成2および13年度収集資料の追加分で

ある。寄贈者の夫吉夫氏は明治41(1908)年、鹿児島生ま

れ。九州大学で村落社会学を学び、福岡日日新聞社編集局

を経て、戦後、夕刊フクニチ新聞社に移り、昭和

46(1971)年退職。日本民芸協会理事・福岡民芸協会会長

を歴任。昭和58年死去。本資料は、カリマンタン島ヤ

ン・ダヤク族の育児用背負い具(アパット)で、同氏の死

後出版された『赤道を越えた遁かなる国一インドネシア-.1

の表紙、口絵に掲載されたもの。昭和52年9月12日にジ

ャカルタの古物商から購入したことが確認できる。この種

の育児用背負い具は、カリマンタン島に広く分布し、一般

に、より地位の高い者ほど、多くの素材を使い、細かな細

工の物を使用するといわれる。

3l.水崎五兵衛資料

(寄贈者)水崎五兵衛

(現住所)福岡市西区今津

今津で江戸時代に廻船業を営んでいた寄贈者の家に伝来

した船額。かつて廻船延寿丸の船室内の帆柱の基部に掲げ

られていたもの。筑前五ヶ浦(能古・浜崎・今津・宮浦・

唐泊)廻船は、福岡落年貢米の大坂への輸送を担し、発展を

遂げ、非常時には軍船としても徴用された。元禄3(1690)

年作の本資料は現存するものとして最も古い部類、に入札

かつ廻船の最盛期に製作されたものである。福岡市指定有

形民俗文化財。



資料解題

32.福岡市南区保健福祉センター資料

(寄贈者)福岡市南保健所

(現住所)福岡市南区塩原

昭和50(1975)年に公開された映画「新幹線大爆破Jの

ポスター。「新幹線大爆破j は、東京発博多行きの新幹線

に仕掛けられた爆弾をめぐって犯人と捜査当局の対決を描

いた映画。南区保健福祉センターの倉庫に保管されていた

ものだが、収集の経緯などは不明。
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〈寄託資料〉

1.大音繁太資料(追加分)

(寄託者)大音繁太

(現住所)福岡県福津市

平成14年度収集資料(寄託)の追加分である。福岡藩の重

巨大音家に伝来した古文書及び歴代当主画像。大音氏は播

州出身で、羽柴秀吉の毛利攻めの後、初代彦左衛門が黒田

孝高に仕えた。天正16(1588)年には黒田長政より豊前で

300石の知行を与えられ、筑前に移った後、 500石に加増

された。その子六左衛門重次は長政・忠之・光之の三代に

仕え、島原での戦功等により最高で8000石を与えられ、

家老を勤めた。その後の当主も家老を歴任し、幕末には知

行高4500石で域内に屋敷を構えた。同家の古文書は、か

つて福岡県文化会館が整理を行い、仮目録を作成していた

が、今回未整理分も含め、当館で再調査した。内容は二代

藩主忠之から六代継高に至るまとまった数の藩主書状の

他、幕末期の政情を伝える文書が多数ある。画像は歴代当

主10名分が揃う。その一部の下絵が、福岡県立美術館所

蔵の福岡藩御用絵師尾形家絵画資料の中に伝わる。

2.稲員英一郎資料

(寄託者)稲員英一郎

(現住所)福岡市早良区西新

寄託者の祖父で、刀剣愛好家として知られた故稲員稔氏

が蒐集した刀剣と、万装具、工芸品などの一部である。当

館では寄託者の父、故稲員大蔵氏より平成7年度に万剣10

口(掠7口付)、平成12年度に万剣 7口(捺5口付)と火縄銃2

口の寄託を受け、「稲員コレクションJと称して保管した。

また平成8年には万剣4口(掠2口付)が寄贈された。寄託資

料は平成15年にいったん寄託を解除したが、今回万剣の

他、万装具や工芸品・書画等をふくめ、大蔵氏の子3氏が

分割して寄託することになった。本資料群には平成7年度

寄託分の内の太万・脇差3口(No.1太万 則重、No.3太万 長

船守家、No.4短万 虎撤)と平成12年度寄託分の万(No.2万

肥前国忠吉(通称五字忠吉))と火縄銃(No.19・20)が含まれ

る。他に金銅仏・工芸品・陶磁器・書画・甲胃などがある。



3.稲員英作資料

(寄託者)稲員英作

(現住所)福岡市早良区百道浜

稲員英一郎資料・米倉美穂資料とともに、寄託者の祖父

で、万剣愛好家として知られた放稲員稔氏が蒐集した万剣

と、万装具、工芸品などの一部である。本資料群には平成

7年度寄託分の内の万2口(No.2万無銘(当麻)、No.3万盛

光)と剣(No.1剣 洛陽堀川住藤原因広)が含まれる。他に万

装具と金銅仏・工芸品・書画などがある。

4.米倉美穂資料

(寄託者)米倉美穂

(現住所)福岡市中央区荒戸

稲員英一郎資料・稲員英作資料とともに、寄託者の祖父

で、万剣愛好家として知られた故稲員稔氏が蒐集した万剣

と、万装具・工芸品などの一部である。本資料群には平成

12年度寄託分の内の万l口(No.2万 無銘(宇多国宗))が含ま

れる。短万(No.3 無銘(行光))の万箱は大英博物館におい

て展示されたことがあるo 他に万装具と工芸品・陶磁器・書

画などがある。

5.奥村準二資料

(寄託者)奥村準二

(現住所)大阪府河内長野市荘園町

江戸時代後期に博多年行司を務めた奥村家伝来の装束

類。奥村家の三つ扇の家紋が入れられた陣笠、夏用と冬用

の火事羽織、およびf博多年行司Jと染められた旗からなる。

これらは従来から郷土史の出版物等において紹介されてい

たもので、博多の記録である『博多津要録』にも見られる。

陣笠と火事羽織は火事や災害等の際に着用したものとさ

れ、旗については、役宅がその町人の居宅であるため、そ

の印として立てていたといわれる。これらは近年奥村家が

博多に残されていた蔵を改築・整理したため、保存が必要

となり寄託された資料で、同氏から寄贈された万剣と一括

されるものである。
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〈購入資料〉

I 一括資料

1.嶋井家文書

資料解題

博多の豪商嶋井家に伝来した戦国期から近代に至る古文

書群。嶋井家の中興の祖にあたる嶋井宗室 (?-1615)

は、戦国期から近世初期に活躍した豪商茶人で、織田信

長・豊臣秀吉・大友宗麟・千利休などの天下人・大名・茶

人と幅広い交流を行った。本文書群には、彼らから宗室に

宛てた書状類や、博多復興を示す小早川隆景書状、近世初

期の朱印船貿易に関する投銀証文のほか、商業関係、支

配・法制関係、家督相続関係史料を収める。本文書群は、

嶋井家伝来の資料で平成8年度に当館に寄託された『嶋井

家資料J904件1，011点(r収蔵品目録.1 14所収)の内の

古文書878件984点にあたる。なお歴代肖像画 10幅は寄

贈へ切替られ(本目録所収「嶋井安生資料J)、上記以外の

嶋井宗室遺訓 (960748)、嶋井家系図 (960751)、嶋井

宗室画像 (960987)、その他の絵画・書跡類 (960998

-1011)は寄託を継続する。



資料解題

〈平成5年度収集購入資料〉

旧吉川観方コレクション

京都の日本画家で風俗研究家であった吉川観方 0894

~1978) が蒐集した資料。内容は、近世・近代の絵画、

工芸、書跡など多岐にわたる。本目録には、そのうち書跡

類を収録する。なお、平成7年度目録に絵画、 8年度目録

に染織(小袖・小袖裂)、 9年度目録に装身具類、 10年度

目録に金工(鏡・万装具)、 11年度目録に調度類、 12年

度目録および13年度目録に書跡(和歌・俳句短冊)、 14

年度目録に書籍を収録している。
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<寄 贈資料>





寄贈資料 1.櫛田祐一郎資料

1.櫛田祐一郎資料

〈資料内訳〉近世・近代文書…・・………・・……・・・… H ・H ・-… .98件118点

番号 名称 時代 差出・作者 宛 所 品形質状・ 法量 員数 備考 備品番号

黒田家譜(写) (江戸時代) 竪l脹 27.7X21.0 15冊 2003P1 
~15 

2 櫛田系図 正徳5年7月17日 (櫛田琴山= 一紙 24.3X35.5 7枚 2003P16 
まで 水南) (最大) ~22 

3 櫛田氏系図附 宝暦9年10月3日 (櫛田氏) 竪帳 24.2XI7.1 i冊 2003P23 
録 まで

4 [櫛田氏系図断 (江戸時代) (櫛田氏) 折紙 27.5x38.2 l枚 2003P24 
筒] (祐言・祐 (前後

信ほか) 欠)

5 [櫛田氏系図断 (江戸時代) (櫛田氏) 一紙 15.7X34.0 l枚 2003P25 
簡] (祐言) (前後

欠)

6 口上之覚(櫛田 (江戸時代)7月 櫛田角右衛門 山内仁太夫 検l阪 12.2x34.7 l冊 2003P26 
家由緒の儀に (祐信)

付)

7 [櫛田家由緒ほ (江戸時代)9月 櫛田口左衛門 石田忠八 鰯 18.5 x 14.0 l綴 2003P27 
か馬具目録]

8 [櫛田氏系図] (江戸時代) (櫛田氏) 継紙 15.1 x 170.0 l通 2003P28 
(具平親王から
櫛閏景任まで)

9 [福島正則知行 天正19年10月21 正則(花押) 櫛田兵次(九 折紙 29.2x44.5 l通 2003P29 
宛行状] (250石 日 右衛門)

加増都合500石)

10 [福島正則知行 (江戸時代)10月7左衛門太夫 櫛田九右衛門 折紙 31.6x48.5 l通 2003P30 
宛行状] (700石 日 (花押)
春日井郡上条

村)

11 [黒田長政知行 慶長6年11月12 長政(花押) 櫛田九右衛門 折紙 36.8x52.2 l通 2003P31 
宛行状] (300石 日
御牧郡野間村・

黒山村)

12 [黒田長政知行 慶長7年12月23 長政(黒印) 櫛田九右衛門 折紙 36.8x53.3 l通 2003P32 
宛行状] (400石 日
御牧郡猪熊村)

13 知行目録(写)(2 慶長7年12月23 長政 新免伊賀守・ 折紙 30.2x46.5 l通 2003P33 
通分の写 1300 日 新免勝蔵
石.1000石)

14 [黒田長政知行 慶長10年9月12 長政(黒印) 櫛田九右衛門 折紙 36.2x53.8 l通 2003P34 
宛行状] (400石 日
夜須郡松延村)

15 [包紙] r福嶋左 (江戸時代) 一紙 27.0X36.0 l枚 9.10.11. 2003P35 
衛門太夫政則公 12・14のいず
折紙一通黒田 れカミの包紙か
筑前守長政公折

紙二通J

qu 
''i 



寄贈資料 1.櫛問祐一郎資料

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品形質状・ 法量 員数 備考 備品番号

16 [黒田光之知行 貞享5年8月28日 光之(花押) 櫛田角右衛門 折紙 39.0X53.3 l通 17が別紙目 2003P36 
宛行状](200石 (祐友) 録、 I櫛田甚内
裏糟屋郡唐原村 とのへJとあ
-宗像郡田嶋 る包紙あり
村)

17 目録但00石裏 貞享5年8月28日 (黒印「光之J) 櫛田角右衛門 一紙 31.2X45.5 l通 16の別紙 2003P37 
糟屋郡唐原村・ (祐友) 「光之」の朱丸
宗像郡田嶋村) 印あり 「櫛

田角右衛門と
のへJとある
包紙あり

18 [黒田長順知行 文化4年3月10日 長11国(花押) 櫛田甚内(斐) 折紙 40.0x53.3 l通 19が別紙目録 2003P38 
宛行状] (150石
裏糟屋郡唐原村
-宗像郡岡崎
村)

19 知行目録(150石 文化4年3月10日 (黒印I長順J) 櫛田基内(斐) 一紙 31.2 X44.7 l通 18の別紙 2003P39 
裏糟屋郡唐原村 f長順」の朱丸
-宗像郡田嶋 印二つあり
村)

20 貴殿先知之内拝 文化4年4月 定府手塚太 櫛田甚内(斐) 継紙 27.7X 108.0 l通 2003P40 
領高目録(150石 助、梶原市太
裏糟屋郡唐原村 郎(印)、森惣
-宗像郡岡崎 右衛門(印)、
村) 定府大田大

八、在大坂
粛藤杢、中嶋
忠太(印)、在
大坂青柳宇
右衛門

21 貴殿先知之内拝 文化4年4月 定府手塚太 櫛田甚内(斐) 継紙 27.0X71.0 1通 2003P41 
領役高証拠之事 助、梶原市太
(1人5歩3厘) 郎(印)、森惣

右衛門(印)、
定府大田大
八、在大坂
粛藤杢、中嶋

忠太(印)、在
大坂青柳字
右衛門

22 貴殿拝領知役高 貞享5年9月 小河孫左衛門 櫛田角右衛門 一紙 28.5X 19.4 l通 2003P42 
証拠之事(2人2 (印) 母里五 (祐友)
歩4厘) 左衛門(印)

23 貴殿御足大豆為 延享2年8月 神埼正右衛門 櫛田角右衛門 一紙 32.2x22.5 l通 2003P43 
替分当丑年より (印) 木村彦 (覚)
村割証拠之事 右衛門(印)
(大豆7俵2斗2升 野坂孫十郎
久喜宮村) (印) 青柳伝

五(印)

24 貴殿知行御足大 嘉永2年5月 桐山九郎次 櫛田角右衛門 継紙 26.7x62.6 l通 2003P44 
豆村割証拠之事 (印)、矢野太 (祐信)
(大豆4俵4升4合) 左衛門(印)、

内野太郎左衛
門(印)、天野
弥三郎(印)、
在大坂小寺
彦三郎
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寄贈資料 1.櫛田祐一郎資料

番号 名 称 時代 差出・作者 宛 所 品形質状・ 法量 員数 備考 備品番号

25 貴殿拝領知高目 (江戸時代) 継紙 27.8 x 11.3 l通 2003P45 
録(高200石の内) (後欠)

26 [書付] (櫛国家 文化9年l月7日 一紙 32.7x15.2 l通 2003P46 
再興に付150石
拝領)

27 立山証拠之事 延享2年10月25 =好甚左衛門 櫛田角右衛門 一紙 24.1 X34.0 1JiIi 2003P47 
(写)(拝領山野植 日 粟生十右衛門 (覚)
林願の件表糟 味岡団右衛門
屋郡上和白村
山坪数3000坪)

28 口上之覚(伴甚 (江戸時代) 櫛田甚内(斐) 継紙 16.0X80.7 l通 2003P48 
平死去にて櫛田 (後欠)
家断絶の件)

29 奉願上口上覚 (江戸時代)11月 櫛田大助村 永田伊左衛門 継紙 24.5x70.5 l通 2003P49 
(甚内名跡相続 上源七 村上又左衛門
に付養子願) 小 河 織 部 斎

藤杢

30 [達] (郡奉行任 (江戸時代) 櫛田甚内(斐) 継紙 16.0X53.5 l通 2003P50 
命の件)

31 [書付] (御右筆 元禄15年9月15 (櫛田氏) 一紙 24.0x33.2 l通 2003P51 
所書付写郡代 日~正徳5年4月
-代官関係記 12日
録)

32 [書付] (宰府に 元禄16年7月l日 一紙 24.2x16.5 l通 2003P52 
て雨乞いのため
池さらい願出る
件)

33 [書付] (代官任 正徳3年6月25日 櫛田仁助(満) 一紙 15.4 x 11.6 l通 2003P53 
命の件)

34 私抱古島荒山永 (江戸時代) 継紙 24.5X36.3 1通 2003P54 
代ニ売渡申上ル (後欠)
証文之事(金子5
両)

35 穂波郡津島村閏 安政7年間3月 津島村庄屋 間部兵右衛 継紙 24.2X35.7 l通 2003P55 
三月分月払差出 徳平 門、増田門太、

之事 山口孫作、越
知十作、白水
臼、藤田直次
郎、中村到、
梅津右

36 遠賀郡高倉村よ 万延元年9月晦 高倉村圧屋 間部兵右衛 一紙 24.3x23.0 l通 2003P56 
り口上指上之事 日 門司惣右衛門 門、増田門太、

(印) 山口孫作、越
知十作

37 [覚] (r一口九 (江戸時代) 折紙 24.4x33.9 l通 2003P57 
両三歩壱朱三
木五六郎」ほか
借用金関係か)

38 [覚] (r金弐拾 (江戸時代) 一紙 24.0x 15.0 l通 2003P58 
五両壱歩Jほか
借用金関係か)

F
D
 

1
i
 



寄贈資料 1.櫛田祐一郎資料

番号 名称 時代 差出・作者 宛 所 品形質状・ 法量 員数 備考 備品番号

39 [覚] (次左衛門 文化4年3月10日 断簡 15.8X4.1 l通 2003P59 
月番任命の件)

40 [覚] (一橋・回 (江戸時代) 折紙 24.0X30.2 l通 2003P60 
安両氏への祝儀
の件)

41 日光御参詣之節 (江戸時代) 横半 12.1XI6.6 l冊 2003P61 
御行列書 帳

42 雑纂(献上掛幅 享保20年 (櫛田氏) 横帳 12.4X34.4 l冊 2003P62 
目録・寺社什物
目録・葬標之銘
-継高礼物目

録)

43 覚(筑後山本郡 (江戸時代)卯5月 横帳 12.5X35.0 l冊 2003P63 
草野町ほか四ヶ
所にて櫛田姓取

調べの件)

44 長万手数 享保18年11月25 綴 12.4X33.2 l綴 2003P64 
日

45 十文字手数・薙 (江戸時代) 折紙 31.4X45.0 l通 2003P65 
万手数

46 長剣目録 (江戸時代) 一紙 15.6X45.2 l通 2003P66 

47 [長万目録断簡] (江戸時代) 継紙 15.2X45.2 l通 2003P67 
(前欠)

48 [槍術極意書断 嘉永7年3月 関沫山・関杢 櫛田忠兵衛 継紙 17.9X 170.0 l通 2003P68 
簡] 治・天野勝左 (前欠)

衛門・天野常
ご郎(花押)

49 [書状](r貴殿 (江戸時代)8月7 一紙 15.9X47.8 l通 2003P69 
事御用之{義有之 日

50 [書状] (r貴殿 (江戸時代)11月 浦上信濃 櫛田角右衛門 一紙 15.9X56.5 l通 包紙有り 2003P70 
事御用之儀有 24日
之. . . J) 

51 [書状] (呼出し (江戸時代)11月 浦上信濃 櫛田角右衛門 一紙 16.0X41.4 l通 包紙有り 2003P71 
取り消しの件) 27日

52 [書状](r貴殿 (江戸時代)2月20肥塚次郎右衛 櫛田角右衛門 一紙 16.5X42.5 l通 2003P72 
事御用之儀有 日 門・矢野太左
之. . . J) 衛門

53 [書状](r必出 (江戸時代)2月17肥塚次郎右衛 櫛田角右衛門 継紙 15.6X30.7 l通 2003P73 
方有之候様可相 日 門(印) (前欠)
達旨讃岐殿被仰
関候旨・・・ J)

54 [書状](r御内 (江戸時代)9月29河村主鈴 櫛回角右衛門 一紙 15.1 X43.9 l通 2003P74 
用申談候条・ 日

55 [書状](r唯今 (江戸時代)2月23中宮六右衛門 櫛田角右衛門 継紙 15.5x25.8 l通 2003P75 
五郎左衛門殿よ 日
り. . . J) 

円。
1
1
 



寄贈資料 1.櫛悶祐一郎資料

番号 名称 時代 差出・作者 宛 所 品形質状・ 法量 員数 備考 備品番号

56 [書状](r各御 (江戸時代)9月4 中宮六右衛門 神屋七太夫・ 折紙 29.6x44.2 l通 2003P76 
事御用之儀在之 日 櫛田角右衛門

-・(十之助
殿の件)J)

57 [書状] (新知拝 (江戸時代)11月 石田半右衛門 櫛田角右衛門 折紙 30.2X44.1 l通 2003P77 
領の件) 17日 (花押)・鈴木

彦右衛門(花
押)

58 [書状](r以別 (江戸時代)11月 石田半右衛門 櫛田角右衛門 継紙 15.1 x67.0 l通 2003P78 
紙申入候J新知 17日 -鈴木彦右衛 (祐友)
拝領の件) 門

59 [書状] (新知拝 (江戸時代)1月20鈴木彦右衛門 櫛目覚右衛門 折紙 33.8x46.2 l通 2003P79 
領関係の礼状) 日 (花押)・石田 (祐友)

半右衛門(花
押)

60 [書状] (新知拝 (江戸時代)11月 小出伊織(花 櫛田覚右衛門 折紙 30.2x44.0 l通 2003P80 
領関係の礼状) 17日 押) (祐友)

61 [書状] (旅人取 (江戸時代)11月 大音兵部(朱 櫛田角右衛門 継紙 15.6X91.8 l通 2003P81 
締の件) 23日 印)・郡左近

(朱印)

62 [書状] (亡父角 (江戸時代)5月21高林佐太夫 櫛田新兵衛 継紙 15.2X60.0 l通 2003P82 
右衛門家督の 日 (花押) (漏)
件)

63 [書状] (九右衛 (江戸時代)5月22永田善郎 原茂太夫 継紙 15.8X 131目8 l通 2003P83 
門子息云々、櫛 日 (前欠)
田家再興関係)

64 [書状] (其節の (江戸時代)10月7茂兵衛 甚内(斐) 一紙 14.9X39.0 l通 2003P84 
一件荒増書付の 日
件)

65 [書状] (櫛田御 (江戸時代)5月24惣次郎 弥平 継紙 15.6x94.5 l通 2003P85 
氏取調べの件) 日

66 [書状] (櫛田御 (江戸時代)7月3 大内弥平 (櫛田氏) 継紙 15.6x57.2 l通 2003P86 
氏取調べの件) 日 (後欠)

67 [書状] (櫛田御 (江戸時代) 大内弥平 (櫛田氏) 継紙 15.5X34.4 l通 2003P87 
氏取調べの件) (後欠)

68 [書状](黒崎へ (江戸時代)4月25角右衛門 文五 一紙 15.9X37.1 l通 2003P88 
の引越の件) 日

69 [書状](r新年 (江戸時代)1月9 小出大隅守 一紙 15.7X44.4 l通 2003P89 
之御慶珍重・・ 日

70 [書状] (納豆・ (江戸時代)7月21 大隅守 一紙 15.7X32.3 l通 2003P90 
菊・茶の件) 日

71 [書状](r貴殿 (江戸時代HO月 小川氏雄 櫛田峻 継紙 15.5X57.7 l通 2003P91 
事御用之儀有之 28日

72 [達] (父角右衛 (江戸時代)12月 櫛田勝兎丸 継紙 15.9X69.7 l通 2003P92 
門径の件)

司
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寄贈資料 1.櫛田祐一郎資料

番号 名称 時代 差出・作者 宛 所 品形質状・ 法量 員数 備考 備品番号

73 [辞令] (会計庁 明治2年12月 福岡藩庁(朱 冨来峻 継紙 19.7X67.0 l通 2003P93 
準十二等に任 印)
ず)

74 [辞令] (依改年 明治2年12月 福岡藩庁 一紙 15.8x32.8 l通 2003P94 
免本官に任ず)

75 [達] (大阪行き 明治3年l月 福岡藩庁 冨来大属 継紙 16.6X63.6 l通 2003P95 
の慰労金として
20両与える)

76 [達](至急帰藩 明治3年l月13日 福岡藩庁 冨来大属 継紙 15.2X42.8 l通 2003P96 
の指示)

77 [達](帰藩延期 明治3年l月18日 福岡藩庁 冨来大属 一紙 16.5X40.1 l通 2003P97 
の指示)

78 [達] (帰藩延期 明治3年l月19日 福岡藩庁 冨来大属・大 継紙 16.8X63.2 l通 2003P98 
の指示) 野史生

79 [達] (帰藩の指 明治3年i月20日 福岡藩庁 冨来大属 一紙 17.1 X40.4 1Ji!i 2003P99 
示)

80 [達](出頭願い) (明治時代，)3月20浅香少参事 櫛回峻 一紙 15.8X36.4 l通 2003P100 
日

81 [辞令] (監倉曹 (明治時代)3月 藩政庁 櫛田峻 継紙 19.4X71.1 l通 2003P101 
判事に任ず)

82 [達] (出頭願L、) (明治時代)7月晦 浅香少参事 櫛田峻 継紙 16.0X44.4 l通 2003P102 
日

83 [達](出頭願い) (明治時代)8月7 櫛田峻 一紙 15.7X51.0 l通 2003P103 
日

84 [辞令]同計局 (明治時代)8月 (朱印)r福岡務 櫛田峻 一紙 19.2X63.1 l通 2003P104 
判事に任ず) 印j

85 [達] (出頭願い) (明治時代)12月 小川大参事 櫛田峻 継紙 15.3X59.4 l通 2003P105 
19日

86 [辞令] (東京詰 (明治時代) 櫛回峻 一紙 14.9X44.2 l通 2003P106 
方を命ず)

87 [達] (職務勤勉 明治17年l月5日 福岡区六番学 校長櫛田峻 一紙 15.8x22.7 l通 2003P107 
に付き金3円与 区戸長友納栄
える) 五郎(印)

88 委任状(金録公 明治23年7月31 櫛田祐三 罫紙 24.4X31.9 1Ji!i 2003P108 
債の件) 日

89 旧新反別比較 明治8年10月31 (櫛田氏か) 小横 8.2X 16.1 l冊 2003P109 
日 帳

90 [書状] (学校・ (明治時代)3月30 峻 祐三 継紙 15.7 x 33.4 l通 2003P110 
家内の事等間い 日 (前欠)
合せ)

91 [断簡] (利息関 (近代) 罫紙 13.0 x 11.3 l枚 2003P111 
係メモ)

92 [修身教科書断 (近代) 印刷 21.5X29.0 l枚 2003P112 
簡](緒言部分)

。。



寄贈資料 1.櫛田祐一郎資料

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品形質状・ 法量 員数 備考 備品番号

93 源大君押字 (江戸時代)6月30(黒印)r家重J 一紙 20.9X 15.4 l枚 黒印部分のみ 2003P113 
日 切り取り 包

紙あり

94 寄風連懐(書出 (江戸時代) 茂口 一紙 30.6x24.3 l枚 2003P114 
し「我が身世に
有かなきかと尋
ても・・・ J)

95 [花押] (江戸時代)丑ノ (花押) 一紙 1O.6x9.8 l枚 花押のみ切り 2003P115 
歳 取り

96 [書付](黒田家 (江戸時代) 一紙 24.2 x 12.3 l枚 2003P1l6 
浪人仕官の件)

97 [命名書] r名 (江戸時代) 折紙 39.1 X51.8 l枚 2003P117 
珍園j

98 [箱] 木製 縦29.2x横 l個 鶴の絵有り。 2003P118 
黒漆 25.0x高8.5 2-97の古文
塗 書を収納。
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寄贈資料 2.佃郁子資料

2.佃郁子資料

〈資料内訳)1 紙幣……………………………….10件 23点 2 貨幣…………...・ H ・..………………35件136点

〈総計)45件159点

1 紙幣

番号 名 称 発行開始年 発行年 法 量 員数 備 考 備品番号

大正免換銀行券l円(アラビア数字i円) 大正5年 8.6X 14.7 l枚 表.武内宿禰 2003P119 

2 大正小額紙幣10銭(大正政府紙幣) 大正6年 大正8年 5.5X8.8 l枚 2003P120 

3 免換券10円(1次10円) 昭和5年 8.3X 14.6 4枚 表:和気清麻呂 2003P121 
-124 

4 不換紙幣10円(2次10円) 昭和18年 I 18.1 x 14.2 4枚 表:和気清麻目 2003P125 
-128 

5 改正不換紙幣10円(3次10円) 昭和19年 8.1 x 14.2 l枚 表:和気清麻呂 2003P129 

6 日本銀行券l円(二宮l円) 昭和21年 6.8x 12.4 l枚 表:二宮尊徳 2003P130 

7 日本銀行券叩銭(ハト 10銭) 昭和22年 5.2 x 10.0 l枚 表:鳩 2003P131 

8 日本銀行券5銭(梅5銭) 昭和23年 4.8X9.4 2枚 表:梅花 2003P132 
-133 

9 日本銀行券500円(岩倉旧500円) 昭和26年 7.6X 15.6 l枚 表:岩倉具視 2003P134 

10 日本銀行券100円(板垣退助100円) 昭和28年 7.6X 14.8 7枚 表:板垣退助 2003P135 
-141 

2 貨幣

番号 名 称 発行開始年 発行年 法量 員数 備 考 備品番号

11 寛永通宝 江戸時代 径2.8 l点 明和6年江戸十万坪 2003P142 
所鋳四文銭ヵ

12 寛永通宝 江戸時代 径2.4 l点 2003P143 

13 寛永通宝 江戸時代 径2.3 l点 2003P144 

14 寛永通宝 江戸時代 径2.5 l点 2003P145 

15 寛永通宝 江戸時代 径2.5 1)点 左上部破損 2003P146 

16 旭日竜20銭銀貨 明治3年 明治4年 径2.4 1)点 2003P147 

17 半銭銅貨 明治6年 明治17年 径2.2 1)点 2003P148 

18 旭日50銭銀貨 明治39年 明治40年 径2.7 l点 2003P149 

19(1) 桐l銭銅貨 大正5年 大正8年 径2.3 l点 2003P150 

19(2) 桐l銭銅貨 大正5年 大正9年 径2.3 l点 2003P151 

19(3) 桐l銭銅貨 大正5年 大正10年 径2.3 l点 2003P152 

19(4) 桐l銭銅貨 大正5年 大正11年 径2.3 1 )点 2003P153 

19(5) 桐l銭銅貨 大正5年 昭和8年 径2.3 l点 2003P154 

n
u
 

円
/
臼



寄贈資料 2.佃郁子資料

番号 名 称 発行開始年 発行年 法量 員数 備 考 備品番号

19(6) 桐l銭銅貨 大正5年 昭和9年 径2.3 4点 2003P155 
~158 

19(7) 桐l銭銅貨 大正5年 昭和10年 径2.3 l点 2003P159 

19(8) 桐l銭銅貨 大正5年 判別不能 径2.3 3点 2003P160 
~162 

20(1) 小型5銭白銅貨 大正9年 大正10年 径1.9 1 )点 2003P163 

20(2) 小型5銭白銅貨 大正9年 大正11年 径1.9 3点 2003P164 
~166 

21 (1) 10銭白銅貨 大正9年 大正9年 径2.2 3点 2003P167 
~169 

21 (2) 10銭白銅貨 大正9年 大正11年 径2.2 8点 2003P170 
~177 

21 (3) 10銭白銅貨 大正9年 大正12年 径2.2 l点 2003P178 

21 (4) 10銭白銅貨 大正9年 大正14年 径2.2 3点 2003P179 
~181 

21 (5) 10銭白銅貨 大正9年 大正15年 径2.2 3点 2003P182 
~184 

21 (6) 10銭白銅貨 大正9年 昭和3年 径2.2 l点 2003P185 

21 (7) 10銭白銅貨 大正9年 昭和4年 径2.2 l点 2003P186 

22(1) 小型50銭銀貨 大正11年 大正11年 径2.3 l点 2003P187 

22(2) 小型50銭銀貨 大正11年 大正12年 径2.3 l点 2003P188 

22(3) 小型50銭銀貨 大正11年 昭和10年 径2.3 1)点 2003P189 

22(4) 小型50銭銀貨 大正11年 昭和11年 径2.3 3点 2003P190 
~192 

23(1) 5銭ニッケル貨 昭和8年 昭和11年 径1.9 l点 2003P193 

23(2) 5銭ニッケル貨 昭和8年 昭和12年 径1.9 l点 2003P194 

24(1) 10銭ニッケlレ貨 昭和8年 昭和9年 径2.2 l点 2003P195 

24(2) 10銭ニッケル貨 昭和8年 昭和10年 径2.2 l点 2003P196 

24(3) 10銭ニッケル貨 昭和8年 昭和11年 径2.2 l点 2003P197 

24(4) 10銭ニッケル貨 昭和8年 昭和12年 径2.2 l点

25(1) カラスl銭アルミ貨 昭和13年 昭和14年 径1.7 l点 2003P199 

25(2) カラスl銭アルミ貨 昭和13年 昭和15年 径1.7 2点 2003P200 
~201 

26(1) 5銭アルミ銅貨 昭和13年 昭和14年 径1.9 l点 2003P202 

26(2) 5銭アルミ銅貨 昭和13年 昭和15年 径1.9 l点 2003P203 

27 10銭アルミ銅貨 昭和13年 昭和15年 径2.2 l点 2003P204 

28(1) 5銭アルミ貨 昭和15年 昭和16年 径1.9 l点 2003P205 

つ臼



寄贈資料 2.佃郁子資料

番号 名 称 発行開始年 発行年 法量 員数 備 考 備品番号

28(2) 5銭アルミ貨 昭和15年 判別不能 径1.9 l点 2003P206 

29(1) 菊10銭アルミ貨 昭和15年 昭和16年 径2.2 2点 2003P207 
-208 

29(2) 菊10銭アルミ貨 昭和15年 昭和18年 径2.2 l点 2003P209 

30(1) 富士l銭アルミ貨 昭和16年 昭和16年 径1.6 l点 2003P210 

30(2) 富士l銭アルミ貨 昭和16年 昭和17年 径1.6 5点 2003P211 
-215 

31 l銭錫貨 昭和19年 昭和19年 径1.5 8点
-223 

32 10銭錫貨 昭和19年 昭和19年 径1.9 8点 2003P224 
-231 

33(1) 鳩5銭錫貨 昭和20年 昭和20年 径1.下 3点、 2003P232 
-234 

33(2) 鳩5銭錫貨 昭和20年 昭和21年 径1.7 2)点 2003P235 
-236 

34 稲10銭アルミ貨 昭和20年 昭和20年 径2.2 l点 2003P237 

35 大型50銭黄銅貨 昭和21年 昭和21年 径2.3 6点 2003P238 
-243 

36(1) 小型50銭黄銅貨 昭和22年 昭和22年 径1.9 7点 2003P244 
-250 

36(2) 小型50銭黄銅貨 昭和22年 昭和23年 径1.9 9)点 2003P251 
-259 

37(1) l円黄銅貨 昭和23年 昭和23年 径2.0 5点 2003P260 
-264 

37(2) l円黄銅貨 昭和23年 昭和24年 径2.0 4点 2003P265 
-268 

37(3) l円黄銅貨 昭和23年 昭和25年 径2.0 l点 2003P269 

38 硬貨 近代 径1.8 l点 種類・発行年判別 2003P270 
不能

39 2リラ硬貨 1923年 径2.9 l点 図案 ビットリオ 2003P271 
-エマヌエレ皿肖
像イタリア

40 東京オリンピック1000円銀貨 昭和39年 径3.5 l点 2003P272 

41 天皇在位50年100円白銅貨 昭和51年 径3.0 l点 2003P273 

42 天皇在位60年500円白銅貨 昭和61年 径3.0 l点 2003P274 

43 皇太子成婚500円白銅貨 平成5年 径2.6 l点 2003P275 

44 第四回アジア競技大会広島大会500円白 平成6年 径2.6 l点 人物l人 2003P276 
銅貨

45 第四回アジア競技大会広島大会500円白 平成6年 径2.6 l点 NO.44の図案ちがい 2003P277 
銅貨 人物2人

22 



寄贈資料 3.赤松元興資料(追加分)

3.赤松元興資料(追加分)

〈資料内訳>1 交通関係…・ H ・...…………・・……・・ 5件 5点

3 郵便切手…・…...・H ・-……...・ H ・..21件79点
2 収入印紙一一・…・・………………..6件359点

〈総計>32件443点

1 交通関係

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号|

交通調査表 昭和時代 西日本鉄道ヵ 印刷 6.6X 13.9 l枚 2003P278 

2 交通調査表 昭和時代 西日本鉄道ヵ 印刷 6.7x 13.9 l枚 !と同図 赤字で印刷 2003P279 

3 交通調査票 昭和時代 西日本鉄道ヵ 印刷 7.0X 16.0 l枚 2003P280 

4 交通調査票(定 昭和時代 西日本鉄道ヵ 印刷 7.6XI5.0 l枚 2003P281 
期外用)

5 車内補充券 昭和時代 西日本鉄道 印刷 5.4X 11.8 l枚 2003P282 

2 収入印紙

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

6 収入印紙(1銭) 不詳 日本政府 印刷 2.6X2.2 l枚 2003P283 

7 収入印紙(2銭) 不詳 日本政府 印刷 2.6x2.2 38枚 2003P284 
~321 

8 収入印紙(3銭) 不詳 日本政府 印刷 2.6X2.2 223 2003P322 
枚 ~544 

9 収入印紙(5銭) 不詳 日本政府 印刷 2.6X2.2 95枚 2003P545 
~639 

10 収入印紙(10銭) 不詳 日本政府 印刷 5.1 x2.2 l枚 2枚つづき 2003P640 

11 収入印紙(5円) 昭和時代 日本政府 印刷 3.0X5.4 l枚 2枚つづき 2003P641 

3 郵便切手

番号 名称 発行開始年 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

12 切手(5厘) 1899年 大日本帝国 印刷 2.5X2.2 l枚 菊切手 2003P642 

13 切手(3銭) 1913~37年 大日本帝国 印刷 2.6X2.2 l枚 田沢型 2003P643 

14 切手(5銭) 大正~昭和 大日本帝国 印刷 2.6X2.2 1枚 2003P644 

15 切手(7銭) 1931 ~37年 大日本帝国 印刷 2.6X2.2 l枚 2003P645 

16 切手(30銭) 大正~昭和 大日本情国 印刷 2.6x2.2 l枚 2003P646 

17 切手(1円) 1913~37年 大日本常国 印刷 2.6x2.2 l枚 田沢型 2003P647 

18 切手(20銭) 1929~30年 大日本帝国 印刷 2.6X2.2 l枚 改色富士鹿 2003P648 

19 切手(8銭) 1930年 大日本帝国 印刷 2.6X2.2 l枚 新版改色富士鹿 2003P649 

20 切手(50銭) 1939年6月11日 大日本帝国 印刷 2.6x2.2 59枚 第l次昭和(金閣寺) 2003P650 
~708 

21 切手(4銭) 1942年10月l日 大日本帝国 印刷 2.6X2.2 l枚 第2次昭和(八紘一宇 2003P709 
塔)
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寄贈資料 3.赤松元興資料(追加分)

番号 名称 発行開始年 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

22 切手(40銭) 1942年10月l日 大日本帝国 印刷 2.6X2.2 l枚 第2次昭和(ガランピ 2003P710 
灯台)

23 切手(30銭) 1944年l月8日 大日本帝国 印刷 2.6x2.2 l枚 第2次昭和(厳島神社) 2003P711 

24 切手(10銭) 1945年10月31日 大日本帝国 印刷 2.6x2.2 l枚 第3次昭和(富士山と 2003P712 
桜)

25 切手(1円20銭) 1947年5月15日 日本郵便 印刷 2.6X2.2 1枚 第2次新昭和(法隆寺 2003P713 
五重塔)

26 切手(2円) 1948年l月10日 日本郵便 印刷 2.6X2.2 l枚 第2次新昭和(清水寺) 2003P714 

27 切手(2円) 1948年11月20日 日本郵便 印刷 2.6x2.2 l枚 産業図案(農婦) 2003P715 

28 切手(100円) 1953年9月15日 日本郵便 印刷 2.6x2.2 l枚 第l次円単位(鵜飼) 2003P716 
消印r31.2.17J

29 切手(満州国 4 1936-37年 満州国 印刷 2.6x2.2 l枚 満州国第4次普通切手 2003P717 
分)

30 切手(1ANNA) 不詳 BURMA 印刷 2.4x 1.9 l枚 ピJレマの切手 2003P718 
POSTAGE 

31 切手(9凹) 不詳 INDIA POSTAGE 印刷 2.5X2.1 l枚 インドの切手 2003P719 

32 切手似d 不詳 不詳 印刷 2.5X2.l l枚 外国切手 2003P720 

-24-



寄贈資料 4.松尾茂雄資料

4.松尾茂雄資料

〈資料内訳〉絵葉書……………...・ H ・..…………...・ H ・..………27件27点

番号 名 称 時 代 作者 品質・形状 員数 法量 備品番号

(福岡名勝)名島 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.1XI4.1 2003P721 

2 (福岡名勝)海の中道 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9目1x 14.1 2003P722 

3 (福岡名勝)九州帝国工科大学 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.1 x 14.1 2003P723 

4 (福岡名勝)九州帝国大学医学部 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.1 x 14.1 2003P724 

5 (福岡名所)官幣大社宮崎宮楼門 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 8.7xI3.7 2003P725 

6 箱崎八幡宮前汐井道 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.1 x 14.3 2003P726 

7 (福岡名勝)箱崎演の鳥居 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.1 x 14.2 2003P727 

8 (福岡名所)東公園 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.1XI4.1 2003P728 

9 (福岡名所)東公園池畔の景 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.0X 14.1 2003P729 

10 東公園千代の松原(福岡 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.1 x 14.3 2003P730 

11 (福岡名勝)日蓮上人銅像 大正~昭和初期 不詳 印 刷 葉 書 l枚 9.2X 14.2 2003P731 

12 (福岡名勝)亀山上皇御銅像(博多東公園) 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 14.2X9.1 2003P732 

13 (福岡名所)博多停車場 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 8.8X 13.8 2003P733 

14 (福岡名勝)博多西町通り 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.1 x 14.2 2003P734 

15 (福岡名勝)西中洲 大正~昭和初期 不詳 印 刷 葉 書 l枚 9.1 x 14.1 2003P735 

16 (福岡名勝)西中島橋 大正~昭和初期 不詳 印刷業書 l枚 9.1 x 14.1 2003P736 

17 (福岡名勝)天神橋附近の景 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 1枚 9.1 x 14.2 2003P737 

18 (福岡名勝)福岡県庁 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 8.8X 13.8 2003P738 

19 (福岡名勝)西公園 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.1 x 14.2 2003P739 

20 (福岡名勝)西公園光雲神社 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 8.7X 13.7 2003P740 

21 (福岡名所)西公園光雲神社 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 8.8X 13.8 2003P741 

22 (福岡名勝)西公園山道 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 8.7X 13.8 2003P742 

23 (福岡名勝)西公園日清日露戦捷紀念碑 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 8.7XI3.8 2003P743 

24 (福岡名所)西公園より福博の市街を遠望 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.1 x 14.1 2003P744 

25 (福岡名勝)福岡城肱(今の歩兵第二十四連隊) 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.2x 14.2 2003P745 

26 (福岡名勝)生の松原博多湾の風景 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.1 x 14目l 2003P746 

27 都府楼のE止 大正~昭和初期 不詳 印刷葉書 l枚 9.1xI4.1 2003P747 
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寄贈資料 5.池田タカノ資料

5.池田タカノ資料

〈資料内訳〉信仰・年中行事の用具……………………………26件26点

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 員数 法量 備品番号

博多小絵馬拝み(結び) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカフー l点 縦23.3 横35.02003P748 

2 博多小絵馬縁切り(別れ) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦23.6 横35.02003P749 

3 博多小絵馬拝み(お爺さん) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1横28.1 2003P750 

4 博多小絵馬拝み(お婆さん) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1横28.1 2003P751 

5 博多小絵馬拝み(洋服・茶) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P752 

6 博多小絵馬拝み(洋服・緑) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P753 

7 博多小絵馬拝み(羽織・緑) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P754 

8 博多小絵馬拝み(羽織・赤) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P755 

9 博多小絵馬拝み(大学生・男) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P756 

10 博多小絵馬拝み(女子大生・女) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P757 

11 博多小絵馬拝み(高校生・男) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P758 

12 博多小絵馬拝み(女学生) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P759 

13 博多小絵馬拝み(母子) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.2 2003P760 

14 博多小絵馬拝み(中学生・男) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.02003P761 

15 博多小絵馬拝み(小学生・男) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.2 横28.1 2003P762 

16 博多小絵馬拝み(リボンの小学生・ 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P763 
女)

17 博多小絵馬拝み(旗持ち・男児) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.2 横28.1 2003P764 

18 博多小絵馬拝み(風船持ち・女児) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P765 

19 博多小絵馬拝み(男児) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P766 

20 博多小絵馬拝み(赤ん坊) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P767 

21 博多小絵馬腰から下(男) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l 点 縦16.2 横28.02003P768 

22 博多小絵馬腰から下(女) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.0 横28.1 2003P769 

23 博多小絵馬腰から下(若い女) 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P770 

24 博多小絵馬馬 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.1 2003P771 

25 博多小絵馬臆 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.0 横28.1 2003P772 I 

26 博多小絵馬蛇 平成15年 池田タカノ 木、ポスターカラー l点 縦16.1 横28.02003P773 

円。
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寄贈資料 6.鈴田幸夫資料

6.鈴田幸夫資料

平成4年度寄託資料からの切り替え……H ・H ・....・H ・....19件24点

『平成4年度収集収蔵品目録10J に掲載備品番号は、 92D2622~2645を2003P774~797に読み替え
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寄贈資料 7.藤野大助資料

7.藤野大助資料

〈資料内訳〉近代資料 1 郵便貯金通帳・…....・H ・...・ H ・..4件4点

3 証券保管証...・H ・......・H ・...・H ・4件4点

2 保険証券・領収証・…....・ H ・.....・ H ・8件15点

4 その他...・H ・H ・H ・.....・H ・.....・H ・..… l件 l点

〈総計)17件24点

番号 名称 時代 発行者名 腕・契約者名 品質・形状 員数 法量 備考 備品番号

郵便貯金通帳

郵便貯金通帳て 払込期間昭和 福岡貯金支 福岡市今 色刷・ぺン書・ i部 18.6X30.3 表紙に赤ぺン 2003P798 
にり23596 15年2月9日~ 局原簿保管 泉町4114スタンプ・ゴ 書「証券保管J

18年3月12日 主務者福岡 番地藤野 ム印・朱印 とあり。この
薬院郵便局 大助 リーフレット 通帳で購入し
長 4つ折 た戦時債券は

No.13-16の証
券保管証によ

って保管

2 郵便貯金通帳て 払込期間昭和 福岡貯金支 福岡市平 色刷・ぺン書・ l部 17.1 X41.7 2003P799 
りき05228 17年5月l日~ 局原簿保管 尾新川町 スタンプ・ゴ

18年1月7日 主務者福岡 内田織工 ム印・朱印
平尾郵便局 場宅藤野 リーフレツト
長 大助 4つ折

3 郵便貯金通帳て 払込期間昭和 福岡貯金支 福岡市今 色刷・ぺン書・ l部 18.6X30.3 2003P800 
にり23597 15年2月9日~ 局原簿保管 泉町4114スタンプ・ゴ

18年3月12日 主務者福岡 番地藤野 ム印・朱印
薬院郵便局 慶三郎 リーフレツト
長 4つ折

4 郵便貯金通帳て 払込期間昭和 福岡貯金支 福岡市今 色刷・ぺン書・ l部 17.1 x41.8 2003P801 
にり28474 18年3月12日 局原簿保管 泉町4丁 スタンプ・ゴ

-19年2月29 主務者福岡 目藤野ユ ム印・朱印
日 薬院郵便局 キ リーフレット

長 4つ折

保険証券・領収証

5帽 l保険証券(15年務 昭和12年10月 簡易保険局 藤野アキ 色刷・ぺン書・ l枚 19.1 x26.3 付札2点「転居 2003P802 
期養老保険養て 28日 長 ノ スタンプ 届H保険料仮
甲第043263号) 領収証」貼付

5-2 保険料領収帳 払込期間昭和 保険院 藤野アキ 色刷・ぺン書・ l枚 17.6X23.8 2003P803 
12年10月28日 ノ スタンプ・朱
-15年12月21 印
日

5-3 保険料領収帳 払込期間昭和 保険院 藤野アキ 色刷・ペン書・ l枚 17.6X23.8 2003P804 
16年l月27日 ノ スタンプ・朱
-2月25日 印

5-4 保険料領収帳 払込期間昭和 保険院 藤野アキ 色刷・ぺン書・ l枚 17.8x23.9 2003P805 
17年7月28日 ノ スタンプ

6-1 保険証券(30年満 昭和14年12月 保険院簡易 藤野大助 色刷・ぺン書・ l枚 19.0X26.3 2003P806 
期養老保険養か 28日 保険局長 スタンプ
て第17129号)

6-2 保険料領収帳 払込期間昭和 保険院 藤野大助 色刷・ベン書・ l枚 17.9x24.0 2003P807 
14年12月28日 スタンプ
-17年7月3日

7 生存分配金附養老 昭和15年3月 板谷生命保 藤野重見 色刷・タイプ l枚 20.9x29.6 2003P808 
保険証券(毎甲第 28日 険株式会社 印刷・ゴム印・
199276-199278) 取締役社長 朱印

板谷寅吉
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寄贈資料 7.藤野大助資料

番号 名称 時代 発行者名 売名・契約者名 品質・形状 員数 法量 備考 備品番号

8 保険料領収l阪 払込期間昭和 保険院 藤野重見 色刷・ゴム印・ l枚 17.8X23.9 2003P809 
養かて181294号) 15年2月2日~ ベン書

16年2月25日

9-1 保険証書(終身保 昭和17年l月 保険院簡易 藤野市助 色刷・タイプ l枚 19.2x26.3 2003P810 
険終 あて 第131 20日 保険局長 印刷・ゴム印
441号)

9-2 保険料領収帳 払込期間昭和 保険院 藤野市助 色刷・ゴム印・ l枚 17.7 x 23.8 2003P811 
17年l月20日 ぺン書
~19年l月 13
日

10-1 保険証券(20年満 昭和17年9月 保険院簡易 藤野大助 色刷・ぺン書・ l枚 18.2x25.7 2003P812 
期養老保険養 17日 保険局長 スタンプ
かて第962526号)

10-2 保険料領収帳 払込期間昭和 保険院 藤野大助 色刷・ゴム印・ l枚 17.5X23.9 2003P813 
17年9月17日 スタンプ
~20年6月日

11-1 保険証券(15年満 昭和19年5月5保険院簡易 藤野ユキ 色刷・ゴム印・ l枚 12.8 x 18.2 2003P814 
期養老保険養 日 保険局長 スタンプ・ぺ
きて第590882号) ン書

11-2 保険料領収帳 払込期間昭和 保険院 藤野ユキ 色刷・ゴム印・ l枚 14.8X21.0 2003P815 
19年8月13日 ぺン書
~20年6月 13
日

12 保険証券(養Gて 昭和32年10月 郵政省簡易 藤野大助 色刷・タイプ l枚 25.6x 18.2 2003P816 
581588号) 12日 保険局長 印刷

証券保管証

13 証券保管証 昭和17年8月 貯金局長 藤野[大 色刷・ゴム印 l枚 8.1 x 12.3 戦時報国債券 2003P817 
19日 助l ト23-33630(金5

円) 通帳番号
てにり23596

14 証券保管証 昭和17年8月 貯金局長 藤野l大 色刷・ゴム印 l枚 8目1x 12.3 戦時貯蓄債券 2003P818 
19日 助l 3-16-71392(金

15円) 通帳番
号てにり2359
6 

15 証券保管証 昭和18年l月 貯金局長 藤野l大 色刷・ゴム印・ l枚 8.1 x 12.3 戦時報国債券 2003P819 
21日 助l ペン書 5ふ93253(金10

円) 通帳番号
てにり23596

16 証券保管証 昭和18年l月 貯金局長 藤野l大 色刷・ゴム印 l枚 8.1 x 12.3 戦時報国債券 2003P820 
21日 助l 6-33-21142(金

10円) 通帳番
号てにり2359
6 

その他

17 コピー(戦死通知) 原本昭和17年 福岡市西部 藤野敬三 原本ガリ版刷 l通 25.7X 18.1 陸軍兵長藤野 2003P821 
5月13日 第46部隊 tlB -ぺン書・朱印 重見、昭和17

長田中全 年4月18日南
方戦線におい
て戦死
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寄贈資料 8.蒲池敬造資料

8.蒲池敬造資料

〈資料内訳〉近代資料....・ H ・......・H ・.....・H ・....・H ・...・H ・...・ H ・..11件11点

番号 新聞紙名 部数 紙面数 発刊日付 発行日 紙面(一面)の法量 備品番号

東京日日新聞

東京日日新聞 l部 1-4 昭和16年8月22日 昭和16年8月22日 54.9x40.7 2003P822 

大阪毎日新聞

2 大阪毎日新聞夕刊 l部 1-2 昭和16年9月23日 昭和16年9月22日 54.3x40.5 2003P823 

読売新聞

8 夕刊読売新聞 l部 1-4 昭和16年8月17日 昭和16年8月16日 54.4x40.8 2003P824 

9 夕刊読売新聞 l部 1-2 昭和16年10月19日 昭和16年叩月15日 54.4x39.9 2003P825 

3 読売新聞 l部 1-4 昭和16年11月9日 昭和16年11月9日 54.8x40.9 2003P826 

4 読売新聞 l部 1-4 昭和16年11月20日 昭和16年11月20日 54.8x40.6 2003P827 

10 夕刊読売新聞 l部 1-2 昭和16年11月21日 昭和16年11月20日 54.2x40.0 2003P828 

5 読売新聞 l部 1-4 昭和16年11月23日 昭和16年11月23日 54.6X41.1 2003P829 

6 読売新聞 1部 1-4 昭和16年11月24日 昭和16年11月24日 54.6x40.5 2003P830 

7 読売新聞 l部 1-4 昭和16年11月25日 昭和16年11月25日 54.5X40.8 2003P831 

国民新聞

11 国民新聞夕刊 l部 1-4 昭和16年11月23日 昭和16年11月22日 54.6x40.6 2003P832 

nu 
q
d
 



寄贈資料 9.崎井安生資料

9.嶋井安生資料

〈資料内訳〉絵画....・ H ・-…....・ H ・-…....・ H ・...・ H ・.....・ H ・..…・ .10件10点

※備考欄の r~1録-J は『博多の豪商 I~亀井宗室展』図録(福岡市博物館、 1997年)の図版番号、「県-J は『福岡県史』近世史料編福岡

藩町方1.2(福岡県、 1987・1991年)の通番号を示す。

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧備品番号) 備品番号

虚白軒主端翁宗室 7G和元年12雲谷等顔筆 紙本着色・掛幅装 83.9x33.8 図録2県116882(960988) 2003P833 
居士画像 月24日 江月宗玩賛 遺像

2 蘭谷道室信士画像 寛永4年8月 筆者不詳 紙本着色・掛幅装 89.6x34.2 図録3 県118883(960989) 2003P834 
3日 江月宗玩賛

3 花詠宗吟信士画像 (江戸初期)8筆者不詳 紙本着色・掛幅装 77.6X35.4 図録4 県119884(960990) 2003P835 
月17日 江月宗玩賛

4 蘭翁芳室信士画像 安政5年8月 尾形愛遠綱審 絹本着色・掛幅装 87.8x35.5 図録5 県120885(96099 I) 2003P836 
下涜 筆

蘭陵義秀賛

5 晩斎宗節居士画像 文化5年3月 筆者不詳 紙本着色・掛幅装 89.6X30.1 図録6 県121 886(960992) 2003P837 
曇栄宗嘩賛

6 松月軒鶴洲宗夢居 嘉永7年5月 衣笠筆 絹本着色・掛幅装 108.3x34.6 図録7県122887(960993) 2003P838 
士画像 蘭陵義秀賛

7 柏樹軒西来宗禅居 元治元年7 筆者不詳 絹本着色・掛幅装 87.2x34.6 図録8 県124888(960994) 2003P839 
士画像 月朔日 蘭陵義秀賛

8 儀賢斎徳林宗哲屑 明治8年11 愚渓自哲筆 絹本着色・掛幅装 93.3x33.2 図録9 889(960995) 2003P840 
士画像 月 漏鏡如賛

9 実応軒融巌義達居 昭和49年初 紫野寛渉筆 絹本着色・掛幅装 93.1 x33.2 890(960996) 2003P841 
士画像 夏 浩明宗然賛

10 直心軒大道長安居 昭和49年初 紫野寛渉筆 絹本着色・掛幅装 87.4X35.2 891(960997) 2003P842 
士画像 夏 浩明宗然賛

-31 -



寄贈資料 10.野芥於古能地蔵尊史跡保存会資料

10.野芥珍古能地蔵尊史跡保存会資料

〈資料内訳〉民俗資料 信仰・年中行事の用具・…....・ H ・......10件10)点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備品番号

博多小絵馬縁切り 平成14年 池田タカノ 木ポスターカラー 縦23.6 横35.0 l点 2003P843 
8月24日 (絵馬)

2 博多小絵馬縁切り 平成14年 池田タカノ 木ポスターカラー 縦23.6 横35.0 l点 2003P844 
11月29日 (絵馬)

3 博多小絵馬縁切り 平成15年 池田タカノ 木ポスターカラー 縦23.6 横35目。 l点 2003P845 
(絵馬)

4 縁切り祈願文(端息、一切の病気) 平成15年 不詳 紙ボールペン B5判便筆 縦25.0 横17.5 1 J点 2003P846 

5 縁切り祈願文(端息、乗り物酔い、 平成15年 不詳 紙ボーJレベン B5判便筆 縦25.0 横17.5 l点 2003P847 
一切の病気)

6 縁切り祈願文(後厄、喫煙、女性 平成15年 不詳 紙ボールペン B5判便筆 縦25.0 横17.5 l点 2003P848 
関係)

7 縁切り祈願文(女性関係、脳梗塞、 平成15年 不詳 紙ボールペン B5!flJ便筆 縦25.0 横17.5 l点 2003P849 
前立腺、便秘、一切の病気)

8 縁切り祈願文(目の充血、咳、肩 平成15年 不詳 紙ボールペン B5判便筆 縦25.0 横17.5 1)点 2003P850 
-背中・腰・足の痛み、脂肪ほ
か)

9 縁切り祈願文(煙車) 平成15年 不詳 紙ボールペン A4判コ 縦29.5 横21.0 l点 2003P851 
ピー用紙

10 縁切り祈願文(不合格) 平成15年 不詳 紙ボールペン A4判コ 縦29.5 横21.0 1 )点 2003P852 
ピー用紙

円
/
-

qu 



寄贈資料 11.山喜多時世志資料

1l.山喜多時世志資料

〈資料内訳〉近代資料……………………...・ H ・.....・ H ・..……..8f牛8点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 員数 法量 備 考 備品番号

スケッチ「東亜博j 昭和2年 山喜多 鉛筆書・水彩 l枚 35.5X27.8 表鉛筆書「昭和一年四月東亜 2003P853 
二郎太 メクリ 博にてこ郎太j、裏鉛筆書

「山喜多二郎太スケッチ昭
和二年四月 東亜博にて(昭
和二年四月は、中国写生旅
行から戻り、沖縄写生旅行
へ出かける聞の期間と思わ
れる。福岡在住) 時世志記J

2 スケッチ「橋口にてj (昭和初 山喜多 鉛筆書・水彩 l枚 27.8x36.9 表鉛筆書「八月二日橋口にて 2003P854 
期)8月2日 二郎太 メクリ 二郎太J裏鉛筆書「山喜多二郎

太スケッチ(昭和初年) 『橋
口にて』 フクオカ市内の
橋口町・那珂川添いの道と思
われる 山喜多時世志記J

3 スケッチ「宮崎八幡宮J 昭和初期 山喜多 鉛筆書・水彩 l枚 23.1 X31.8 裏鉛筆書「山喜多二郎太スケ 2003P855 
二郎太 メクリ ッチ(昭和初年)宮崎八幡宮

山喜多時世志記j

4 スケッチl太宰府天満宮 昭和初期 山喜多 鉛筆書・水彩 l枚 25.9X35.4 裏鉛筆書「山喜多二郎太スケ 2003P856 
本殿! 二郎太 メクリ ッチ(昭和初年)太宰府天満宮

山喜多時世志記J

5 スケッチ[太宰府天満宮 昭和初期 山喜多 鉛筆書・水彩 l枚 25.6x35.2 裏鉛筆書「山喜多二郎太スケ 2003P857 
本殿裏の末社l 二郎太 メクリ ツチ(昭和初年)太宰府天満宮

山喜多時世志記j

6 スケッチ「宮崎八幡宮 昭和初期 山喜多 鉛筆書メ l枚 23.1 x31.8 裏鉛筆書「山喜多二郎太スケ 2003P858 I 
境内の大楠」 二郎太 クリ ッチ(昭和初年)宮崎八幡宮境

内の大楠 山喜多時世志記」

7 スケッチ[宮崎八幡宮境 昭和初期 山喜多 鉛筆書メ 1枚 31.8X23.1 2003P859 
内の大楠/街路l 二郎太 クリ

8 スケッチ[絵馬堂/社殿l昭和初期 山喜多 鉛筆書メ l枚 28.2X36.7 2003P860 
二郎太 クリ

qu 
qu 



寄贈質料 12.小西日出子資料

12.小西日出子資料

〈資料内訳〉民俗資料 1 生活の用具……....・ H ・.....・ H ・.2件11点 2 社会生活の用具……...・ H ・.....・ H ・..5f牛 5点

〈総計)7件16点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

松鶴図平盃・盃 明治時代 不詳 木朱漆塗盃 (盃)径15.0高 l組 2003P861 
台 に 金 蒔絵三 5.5、径13.5高 4点

つ組み重盃 4.8、径12.2高
4.2 (盃台)縦19.7
横19.7 高22.0

2 高砂図会席膳 明治42年 不詳 木色漆塗 縦36.5横36.5 l組 箱付 2003P862 
|日3月上 平膳 7点
旬(新調)

3 第一回国勢調査 大正10年 内閣国勢 青銅絹 長10.5(章)径3.0 l点 章裏面「大正九年/国勢調査/ 2003P863 
記念章 院 (綬)幅3.6 記念章/十月一日」桐箱長

10.5幅5.9 r国勢調査記念
章j

4 昭和六年乃至九 昭和9年 内閣賞勲 青銅絹 長10.8(章)径3.0 l点 章裏面『昭和六年乃至九年事 2003P864 
年事変従軍記章 局 (綬)幅3.6 饗j 飾版「従軍記章J紙箱

長10.5 幅5.8r昭和六年乃
至九年事饗従軍記章j

5 日本赤十字社社 明治21年 日本赤十 銀絹 長8.8(章)径3.0 l点 章裏面「明治二十一年/日本 2003P865 
員章 字社 (綬)幅3.6 赤十字社」木箱(紙張)長10.5

幅6.0 r昭和大檀記念章J

6 明治三十七八年 明治39年 内閣賞勲 銅絹 長10.2(章)径3.0 1)点 章裏面「明治三十七八年戦 2003P866 
従軍記章 局 (綬)幅3.6 役J飾版表面『従軍記章j桐

箱長10.5 幅5.8r明治州七
八年従軍記章j

7 勲八等白色桐葉 明治時代 内閣賞勲 銀絹 長9.0(章)径3.0 l点 章裏「勲功腔章」木製黒漆塗 2003P867 
章 局 (綬)幅3.6 箱 長9.5幅6.0r勲八等白色

栄葉章」

A
守qu 



寄贈資料 13.豊嶋キヌヨ資料 14.林ツル子資料(追加分)

13.豊嶋キヌヨ資料

〈資料内訳〉民俗資料 l 生活の用具・・…・・・・…・・・・…・…・・・l件l点 2 社会生活の用具…・・・…・・・・…・・…・・5件5点

〈総計)6件6点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

山水図キセル 大正時代 不詳 真鰍・竹製 長26.3 l点 川井正進氏(明治2年生)使用 2003P868 

2 筑紫琴 明治時代 盛旭 桐材・瞳甲・鯨 |隔25.0高12.1 l式 大正時代に購入。琴柱、飾 2003P869 
骨製象依・ 長189.5 紐付き。裏面・琴柱箱に「大
螺銅・金蒔絵 名町川井勝子Jとある

3 松芝不老図械 昭和16年 画:秋増仙史 絹製水墨画 縦65.0横65目O i点 水墨画に「松芝不老大正壬 2003P870 
紗 制作:}l1井勝子 裏地草花文地 子之初冬写秋増仙史J

模様

4 蓮華図械紗 昭和16年 画:不詳制作: 絹製水墨画・ 縦70.0横65.0 l点 不祝儀・法事用 2003P871 
川井勝子 刺繍

5 「議」械紗 昭和16年 川井勝子 絹製染 縦22.0横20.0 l 点 2003P872 

6 草花御所車文 昭和16年 不詳 絹製・縮緬染 縦92.5横88.5 l点 箱「この箱の中の風目敷と械 2003P873 I 
縮緬風呂敷 紗は、おばあちゃんがおよ

めさんに来るときに作って

もらったものですJとある

一

14.林ツル子資料(追加分)

〈資料内訳〉絵葉書…………...・ H ・..…………...・ H ・...…・… 6件6点

番号 名 初、 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

悲劇不如帰 不詳 不詳 印刷ハガキ 14.1 x9.1 l枚 2003P874 
(其5)最後の別

れ

2 足立源一郎画 昭和23年 九重観光協会 色刷ハガキ 9.0X 13.9 6枚 第3回国民体育大会記念袋 2003P875 
伯スケッチ集 カ 足立源一郎/筆 l組 付き 「飯田高原より湧蓋

「九重山J 株式会社嶋井 山口久住陶登山口n牧の戸

精華堂/印刷 越n坊ヶつるより白口獄J
「諏峨守越にて大船山Jr久住

山三俣山にてJ

3 関門海底国道 昭和33年 不詳 色刷ハガキ 9.3XI4.2 l枚 昭和33年3月開通 2003P876 
トンネル開通 カ

記念

4 熊本城再建記 昭和37年 熊本日日新聞 印刷ハガ キ 14.0X 10.5 l枚 会期:昭和37年3月 20 日 ~5 2003P877 
念躍進熊本大 カ 提供 月20日

博覧会場

5 熊本博会場 昭和37年 熊本日日新聞 印刷ハガ キ 10.5X 14.0 l枚 会期:昭和37年3月 20 日 ~5 2003P878 
子供国 カ 社ヵ 月20日

6 熊本博会場内 昭和37年 熊本日日新聞 印刷ハガキ 10.5x 14.0 l枚 会期・昭和37年3月 20 日 ~5
琉球館 カ 社ヵ 月20日

F
h
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寄贈貿料 15.松井俊規資料 16.吉原美代子資料

15.松井俊規資料

(資料内訳〉近世・近代資料 I 絵画…・…………………….4件4点 2 命名書……………...・H ・..…………2件2点

〈総計>6件6点

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

加瀬元実像 江戸時代後期 尾形探香元敬 絹本着色掛幅装 82.2x31.8 l幅 2003P880 

2 加瀬元春像 江戸時代後期 尾形探香元敬 絹本着色掛幅装 83.4x31.8 l幅 2003P881 

3 加瀬元将像 江戸時代後期 不詳 絹本着色掛幅装 BI.8 x 31.8 l幅 3・4・5は一括 2003P882 

4 命名書「名丈兵衛J 明治17年8月30 祖父河捧 墨 書 一 紙 34.6x47.4 l通 3・4・5は一括 2003P883 
日以降

5 命名書「名丈兵衛J 明治17年8月30 祖父河捧 墨 書 一 紙 17.lxl1.0 l通 3・4・5は一括 2003P884 
日以降

6 加瀬金兵衛像 明治20年3月 水埜弧芳 印刷額装(もと 76.0x57.0 l面 2003P885 
掛幅装)

16.吉原美代子資料

〈資料内訳〉民俗資料 1 生活の用具...・ H ・-・…...・ H ・...・ H ・.3件3点

2 交通・交易の用具...・ H ・-・………l件l点

3 社会生活の用具.......……・・……・・2件2点

〈総計>6件6点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

草花鶴文打掛 明治時代 不詳 絹 丈153.0 桁61.0 l点 「三ツ割菊J三つ紋 2003P886 

2 扇文袋帯 明治時代 不詳 絹 長412.0 幅32.5 l点 2003P887 

3 草花維文長橋祥 明治時代 不詳 絹袷仕立 丈121.0桁60.2 l点 2003P888 
掛衿

4 梓秤 天保四年 神善四郎 木・象牙・銅 (皿)径7.8 l点 梓箱蓋に刻字「林」 樟箱裏 2003P889 
(棒)長24.5 径0.47 に墨書「天保四年福岡橋口
(分銅)縦1.3横1.3 町吉原依策求糸口J
高3.2 棒箱中に墨書「福キよJ 分
(悼箱)長27.5 幅 銅に刻印「神善四郎J 皿に
9.2 高2.5 刻印「御秤屋神善四郎j

5 丸に十六菊紋械 明治時代 不詳 絹献上博 縦69.0 横73.0 1 J点
紗 多織 房長10.0

6 宮崎宮鳥居図獄 明治時代 不詳 車自 縦38.0 横36.0 l点 2003P891 
紗 房長5.5

ハ
bqu 



寄贈資料 17.吉原芳子資料 18.安藤良介資料(追加分)

17.音原芳子資料

〈資料内訳〉民俗資料 生活の用具…ー…・・……...・ H ・..…・…・5件5点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 I去 量 員数 備品番号

壁掛け 昭和50年代 山内諌 絹博多織(魚子つづれ) 長193.0 幅192.0 し点 2003P892 

2 足袋 昭和50年代 山内諌 絹博多織(魚子つづれ) 長24.5 幅10.0 l足 2003P893 

3 足袋 昭和50年代 山内諌 絹博多織(魚子つづれ) 長22.5 幅8.5 l足 2003P894 

4 袴 昭和50年代 山内諌 絹博多織(魚子つづれ) 長93.5 幅77.5 前紐長 l点 2003P895 
163.0 後紐長69.0

5 ショーlレ/テーブルセンタ 昭和50年代 山内諌 絹博多織(魚子つづれ) 長147.0 幅37.0 1 )点 2003P896 
一

18.安藤良介資料(追加分)

〈資料内訳〉近代資料…...・ H ・..……………………...・ H ・..……4件4点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 員数 法量 備 考 備品番号

LAMODE 1877年 LA LIBRAlRIE 印刷書冊 l冊 36.5x26.4 週刊紙合冊416ページ 2003P897 
ILLUSTREE DEFI剛 IN- 第l号(1月 7日)~第52

DIDOT ET 号(12月30日)
CIE(P組 lS)

2 大阪朝日新聞 明治38年 大阪朝日新聞 印刷 2つ折 l部 54.8x40.5 1.2函と9・10面のみ 2003P898 
3月4日 会社

3 鉄カブト 昭和時代 不詳 鉄製内 布貼 l点、 径27.0 高14.5 表面墨書「福岡市住吉 2003P899 
顎紐付 木ノ下町第九隣組伊

藤jとあり

4 薬研 近代 不詳 鉄・木製 l点 臼部長59.0 幅13.8 2003P900 
高14.3 歯部径20.0
長34.0

司

t
qδ 



寄贈資料 19.奥村準二資料 20.諌山市朗資料 21.白水宗邦資料

19.奥村準二資料

〈資料内訳〉万剣...・ H ・..…………………...・H ・-・…...・ H ・..……4件4点

番号 品質・形状 法 量 付 属 日""日 備品番号

平造庵棟両面 刃長30.2 反 小柄赤銅魚子地牡丹獅子高彫 小万無銘梅 2003P901 
に棒樋茎生ぶ 0.4 茎長10.8枝の金象眼鍔透彫金着二重鋼切羽2
目釘穴2 栗尻 枚目貫銅駒高彫黒塗鞘

2 1短万 銘 |江戸時|兼常|平造庵棟茎生 刃長32.9 反 小柄・小万なし 鍔赤銅金銀象眼草花文銘 12003P902
「兼常J 代ヵ ぶ目釘穴2 0.7 茎長10.0 「埋忠J 家紋入金着二重鍋切羽2枚 目

貫銅駒高彫黒塗鞘

3 1短 万銘 |江戸時|兼元|平造三ツ棟茎 刃長23.1 内 小柄赤銅魚子地猪高彫小万(銘判読不能) 12003P903 
「兼元J 代ヵ 生ぶ目釘穴l 反茎長9.2 鍔桜枝透彫銘「正(王)房作J 金着一重鍋

卒塔婆尻 切羽2枚 目貫赤銅悔花黒塗鞘

|不詳|平造庵棟両面刃長24.8 内小柄欄魚子地花鳥高彫小万四源五12∞
口(王)口(胤) に棒樋茎生ぶ 反茎長9.2 右衛門助隆J 鍔赤銅無銘金着一重鍋切

国口(臣)J 目釘穴l 羽2枚 目貫柴担ぐ人物

20.諌山市朗資料

〈資料内訳〉近世資料……………………………...・ H ・..………2件2点

番号 名称 時代 作 成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

日本全図 嘉永2年 東都高柴英二雄江戸中橋南伝 木版手彩色 71.0x 144.6 l面 指掌図 「武蔵国 2003P905 
馬町一丁目書欝蔦屋吉蔵 額装 従江戸諸国道法

之記Jを含む

2 武鑑 寛政8年 江戸日本橋南一丁目須原屋茂兵 木 版 書 冊 7.0x 16.4 l冊 表紙欠 2003P906 
衛版

」ー

21.白水宗邦資料

〈資料内訳〉美術資料(博多人形)・…....・ H ・..…….....・ H ・...1件12点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備品番号

骨格標本 大正時代 白水熊次郎 陶製着色 頭蓋骨.縦23.4 横20.0 幅5.3 l件 2003P907 
上腕骨・長26.9 12点
榛骨・長21.6
尺骨・長22.8
手の骨・縦12.4 横10.1

只
Uqu 



寄贈資料 22.古田鷹治資料 23.横山淳一資料 24.相原安津夫資料 25.加藤藤次郎資料

22.古田鷹治資料

〈資料内訳〉民俗資料 年中行事の用具…...・ H ・・ H ・H ・.....・ H ・l件3点

時代 備考

宮崎宮玉せせりの玉を洗う束子。平年
は12束、閏年は13束つくる。

23.横山淳一資料

〈資料内訳〉近代資料………………………………・・....・ H ・l件2点

名称 時代 作者 備考

銘文に「大正3年9
月高輪泉岳寺自
移之」とあり

1 I拓本(川上音|銘文:大正2年6I銘文選者:金子堅太
二郎銅像台 |月撰拓本・平|郎・栗野慎一郎拓
座銘文成12年8月製作|本製作:横山淳一

24.相原安津夫資料

〈資料内訳〉近代資料…………...・ H ・..…………………...・ H ・.1件l点

名称 時代 作 者

1 I大日本管轄分地図 福岡県管|明治41年2月10日印刷|後藤常太郎(大阪市)
内全国 改正新市町村名 明|明治41年2月15日再版|著作中村由松(大阪
治41年版 |発行 |市)外2名発行

25.加藤藤次郎資料

〈資料内訳〉民俗資料 交通・交易の用具...・ H ・-…...・ H ・・…・l件l点

作者 品質・形状 法

縦73.3 横152.0 厚1.2

量

加藤美尚堂 |木

Q
u
 

q
u
 



寄贈資料 26.久羽忠明資料 27.小島園義資料 28.津野勝仁資料 29.西村フジ子資料(追加分)

26.久羽忠明資料

〈資料内訳〉近世資料…………...・ H ・.....・H ・..…...・ H ・-……・・l件l点

名称

1 I筑前国図扉風

時代

文政元年以降

作成 | 品質・形状 | 法量

不詳 |紙本淡彩色扉風装 I 163.0X 166.8 

27.小島園義資料

〈資料内訳〉近代資料…...・H ・.....・ H ・-………………………・・・l件l点

名称

1 Iアジア太平洋博覧会開催
記念ハイウェイカード

28.津野勝仁資料

作者 品質・形状

日本道路公団/発行|プラスチック製
色刷カード

〈資料内訳〉写真...・ H ・-一……・・…・・……………...・ H ・........・ H ・l件l点

名称 品質・形状

1 I野村望東尼肖像写真 密着判写真額装

29.西村フジ子資料(追加分)

〈資料内訳〉近代資料………...・ H ・..……………・……………・l件l点

名称 時代

1 I戦時貯蓄債券(第11回)(金7円50銭昭和18年10月

作者

日本勧業銀行

40-

備考

額面1000円使
用済み関門橋

備考



寄贈資料 30.野間吉夫収集資料(追加分) 31.水崎五兵衛資料 32.福岡市南区保健福祉センター資料

30.野間吉夫収集資料(追加分)

〈資料内訳〉民俗資料 交通・交易の用具.......・ H ・.....・ H ・・・・・l件l点

名称

1 1育児用背負い
具(アパット)

品質・形状 法量

木・竹・布・ビーズ・|高33.5 I隔43.0
員・ボタン |奥行17.5 紐長

55.2 

31.水崎五兵衛資料

〈資料内訳〉近世資料…………………………...・ H ・.....・ H ・.....1件l点

名称

1 1船額「延寿丸J

法量

縦31.2 横49.1
厚さ7.2

32.福岡市南区保健福祉センター資料

〈資料内訳〉近代資料………………………'"・ H ・..…-……・・l件l点

品質・形状名称

1 1映画ポスター「新幹線大爆破J

備

備考

インドネシア・
カリマンタン島

考

裏面に墨書で「延寿丸元禄三年J
福岡市指定有形民俗文化財

法量

色 刷 ベ ニ ヤ 174.2x 51.1 
板に貼付 |全体91.5X51.7

1
1
 

4& 

備考

昭和50年7月
公開作品





<寄託資料>





寄託資料 l.大音繁太資料(追加分)

1.大音繁太資料(追加分)

〈資料内訳〉近世資料 1 大音家歴代当主肖像……一…・・ 19件19点

2 大音家系図・家譜・由緒書…....・ H ・.11件12点

3 黒岡家系図・家譜・由緒書…………29件29点

4 知行関係...・ H ・……・・・…・・・………28件28点

5 藩主発給書状類一…・・・ 76件 76点

6 その他の書状類…………353件364点

7 文芸資料………-………. 64件 64点

8 文書箱………...・ H ・..…・・ 5件 5点

〈総計>585件597点

1 大音家歴代当主肖像

番号 名 称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

梅翁様御上下 (江戸時代) 紙本着色 89目Ox46.0 l幅 八双に「二代目宗閑居士 200301 
掛幅装 像Jとあり

2 宗閑居士像 (江戸時代) 紙本着色 115.IX50.0 l幅 蓋裏に「御陣中Jとあり。 200302 
掛|隔装 八双「初代梅翁様Jo3~ 

6(書付3通、裏打紙1)を同
梱

3 卜印粛守峰宗節居士 (江戸時代) 一紙 32.6x46.2 l枚 200303 
像賛写

4 [覚] (心渓=大音重 (江戸時代) 一紙 24.2X6.8 l枚 200304 
成について「大音氏
重成宗閑居士者参玄
之徒也・・・J)

5 [覚](r義峯様御寄進之 (江戸時代) 実山賛 一紙 24目Ox30.5 l枚 200305 
聖音山円通院江宗閑
様御肖像之讃写J)

6 裏打紙 めくり 縦39.5 l枚 200306 

7 卜卯斉守宗雪居士御 (江戸時代) 延宝9年 絹本着色 105.8X41.1 l幅 「三代目宗節居士」賛あり 200307 
道号 横峰質休讃 掛幅装

8 道観居士肖像 (江戸時代) 紙本着色 88.6x39.0 l幅 「四代目道観居士J 9・ 200308 
掛幅装 10 (書付2通)を同梱

9 J京桂院真筆道観居士 元禄第六発 崇福寺古外 一紙 24.2 X20.1 l枚 「居士姓大音名重正字彦 200309 
肖像賛 四ー 左衛門J

10 [覚](r我祖厚増栽之 六世孫、姓名 一紙 26.8X 12.5 l枚 2003010 
松J) 実名誌

II 義峯居士肖像 (江戸時代) 紙本着色 92.3x43.3 l幅 八双に「五代目義峯居士J 2003011 
掛幅装 とあり

12 道忠居士肖像 (1:[戸時代) 絹本着色 82.5x37.7 l幅 八双に「六代目道忠居士j 2003012 
掛幅装 とあり 13を同梱

13 [書付](r天明五乙巳 天明5年 紙 16.0X4.0 i枚 2003013 
年三月十四日J)

14 宗宙居士肖像 [貼 (江戸時代) 絹本着色 79.2x37.5 l幅 八双に「七代目宗宙居士J 2003014 
紙] r宗了肖像J 掛幅装 とあり

15 宗了居士像 [貼紙] (江戸時代) 紙本着色 89.9X42.1 I1隔 八双に「八代目宗了Jとあ 2003015 
「宗節肖像」 掛幅装 り

16 慢心院様御肖像 (江戸時代) 探香守敬謹 絹本着色 77.4X35.3 l幅 八双に「九代目慢心院」と 2003016 
画 掛幅装 あり

に
U4

 



寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 f蒲 考 備品番号

17 厩雨様肖像 (江戸時代) 絹本着色 40.4X52.2 l幅 八双に「十代日宗喧居士 2003017 
掛幅装 像」とあり

18 大音青山繭像 (江戸時代) 紙本着色 108.3x33目4 l幅 八双に「青山翁画像Jとあ 2003018 
掛幅装 り

19 [大音重次像賛] 寛文笑丑 江雲史暮齢 墨書掛幅 115.5X31.2 l幅 八双に「守峰jとあり 2003019 
装 [裏書]宗了様 [貼

紙]応挙桜候之継子

2 大音家系図・家譜・由緒書

番号 名 称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

20 覚(大音家文書目録) 弘化3年9月 不詳 墨 書 切 紙 16.2x49.3 l枚 2003020 
改之

21 伊香姓大音氏系譜(重則から厚 (江戸中期) 墨書朱入 26.3x 18.4 l冊 2003021 
弘まで) 書冊

22 l伊香姓大音氏系譜(草案)1 (江戸後期) 墨書書冊 27.0X 19.5 l冊 21の草案 2003022 

23 藤家伊香氏始祖之記(園常立尊 (江戸時代) 墨 書 書 冊 27.0x20.6 l冊 2003023 
から伊香宿祢豊厚まで)

24 伊香系図 (江戸時代) 墨 書 書 綴 28.0X21.0 l綴 関連古文書をー 2003024 
括する

25 祝詞下書 安政2年4月 大音伊織 墨書竪紙 26.8x39.0 2枚 「祝詞下書」とあ 2003025 
6日 厚剛 る包紙有り ~26 

26 [包紙] r神号J 江戸時代 墨書 33.5X47.5 l枚 2003027 

27 初メ之神号望ニ御座候事 (江戸時代) 墨書切紙 12.8x6.8 l枚 2003028 

28 「雄速社・武守社J (江戸時代) 墨 書 切 紙 17.4XI2.8 l枚 2003029 

29 由来書(武守社・広旗社・雄速 (江戸時代) 墨 書 竪 紙 27.5x39.7 l枚 2003030 
社・大楢社の由来を記す)

30 書上(雄速社・大楯社右元祖 (江戸時代) 墨 書 折 紙 35.0x48.0 l枚 2003031 
大音彦左衛門重泰、武守社・
広旗社右二代目大音六左
衛門重成)

3 黒田家系図・家譜・由緒書

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

31 御法令ニケ条広義(黒田長 天保6年 花房政恒 墨書書冊 27.2xI9.6 l冊 2003032 
政の=箇条の法令につい
て)

32 黒田家年表(天文元年~天 天明元年以降 墨書朱入小横 11.2 x 19.4 l冊 関連古文書を 2003033 
明元年までの年表) 帳 一括する

33 黒田家旗印 (江戸時代) 着色書綴 38.8x26.5 l綴 2003034 

34 宇多源氏黒田家系譜ー 文化5年11月 墨書朱入書冊 25.6x 18.0 l冊 奥書に「文化 2003035 
(長政まで) カ 五戊辰年十一

月松平備前
守」とあり

-46-



寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

35 宇多源氏黒田家系譜ー 文化5年11月 墨書朱入書冊 25.6x 17.8 l冊 2003036 
(忠之から長順まで) カ

36 黒田氏系図壱 (江戸前期ヵ) 墨書朱入書冊 27.4x 18.9 l冊 2003037 

37 黒田家譜首(宝永本) (江戸中期) 員原益軒他 墨書朱入書冊 26.6x 18.6 l冊 2003038 

38 黒田家譜ー(宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨書書冊 26.6x 18.7 l冊 2003039 

39 黒田家譜二(宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨書書冊 26.6x 18.6 l冊 2003040 

40 黒田家譜 = (宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨書朱入書冊 26.7X 18.6 l冊 2003041 

41 黒田家譜四(宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨書書冊 26.6x 18.6 l冊 2003042 

42 黒田家譜五(宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨書書冊 26.6x 18.6 l冊 2003043 

43 黒田家譜六(宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨書朱入書冊 26.6x 18.6 l冊 2003044 

44 黒田家譜七(宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨書朱入書冊 26.6x 18.6 l冊 2003045 

45 黒田家譜八(宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨書書冊 26.6x 18.6 l冊 2003046 

46 黒田家譜九(宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨書書冊 26.6x 18.6 l冊 2003047 

47 黒田家譜十(宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨 書 書 冊 26.7 x 18.6 l冊 2003048 

48 黒田家譜十一(宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨 書 書 冊 26.7 x 18.6 l冊 2003049 

49 黒田家譜十二(宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨書書冊 26.6x 18.7 l冊 2003050 

50 黒田家譜十三(宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨 書 書 冊 26.7XI8.6 l冊 2003051 

51 黒田家譜十四 (宝永本) (江戸中期) 貝原議軒他 墨書朱入書冊 26.6xI8.7 l冊 2003052 

52 黒田家譜十五(宝永本) (江戸中期) 貝原益軒他 墨書朱入書冊 26.6x 18.8 l冊 2003053 

53 黒田続家譜一(六巻本) (江戸中期) 貝原益軒・ 墨書朱入書冊 26.7x 18.9 l冊 2003054 
竹田定直

54 黒田続家譜二(六巻本) (江戸中期) 貝原益軒・ 墨書朱入書冊 26.8x 19.1 l冊 2003055 
竹田定直

55 黒田続家譜三(六巻本) (江戸中期) 貝原益軒・ 墨書朱入書冊 26.8x 18目9 l冊 2003056 
竹田定直

56 黒田続家譜四 (六巻本) (江戸中期) 貝原益軒・ 墨書朱入書冊 26.8x 19.0 l冊 2003057 
竹固定直

57 黒田続家譜五(六巻本) (江戸中期) 貝原益軒・ 墨書朱入書冊 26.8x 18.9 l冊 2003058 
竹固定直

58 黒田続家譜六(六巻本) (江戸中期) 貝原益軒・ 墨書朱入書冊 26.8x 18.9 l冊 2003059 
竹固定直

59 松平等系譜 (江戸中期ヵ) 墨書朱入書冊 22.5x 15.5 l冊 2003060 
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

4 知行関係

番号 名称 時代

60 [黒田長政知行宛 冗和6年2
行状](300石) 月3日

61 [黒田忠之知行宛 寛永8年2
行状](200石) 月23日

62 [黒田忠之知行目 寛永8年2
録](加増之目録) 月23日

63 [黒田忠之知行宛 寛永8年9
行状](500石) 月25日

64 [黒田忠之知行目 寛永9年5
録](加増・替地 月23日
目録)

65 [黒田忠之知行目 寛永9年5
録](加増・替地 月23日
都合2000石)

66 [黒田忠之知行宛 寛永16年
行状](2000石加 5月15日
増)

67 [黒田忠之知行目 寛永16年
録](2000石加増 5月15日
目録)

68 [黒田忠之知行宛 寛永17年
行状](加増・替 7月25日
地都合5000石)

69 [黒田忠之知行目 寛永17年
録](替地・加増 7月25日
分目録)

70 [黒田忠之知行宛 寛永19年
行状](500石替 2月20日
地宛行)

71 [黒田忠之知行宛 寛永18年
行状](知行替地 6月8日
村付)

72 [黒田忠之知行宛 寛永20年
行状](加増都合 7月28日
7000石)

73 [黒田忠之知行目 寛永20年
録] 7月28日

74 [黒田忠之知行宛 正保2年5
行状](500石) 月l日

75 [黒田忠之知行目 正保2年5
録] 月朔日

作成

長政(花押)

忠之(花押)

忠之(黒印)

忠之(花押)

忠之(黒印)

忠之(花押)

忠之(花押)

忠之(黒印)

忠之(花押)

忠之(黒印)

忠之(花押)

忠之(黒印)

忠之(花押)

忠之(黒印)

忠之(花押)

忠之(黒印)

宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

大音六左衛 墨書折紙 37.3x52.1 l通 「大正拾壱年マデ参 2003061 
門尉とのへ 百O或年」とある付

筆あり 「元和六年
二月三日従長政公
之御判物Jとある包
紙(26.8X39.0)有り

大音六左衛 墨書折紙 41.4X56.7 l通 2003062 
門尉とのへ

大音六左衛 墨書竪紙 33.3x48.1 l通 2003063 
門尉とのへ

大音六左衛 墨書折紙 42.0X57.7 l通 2003064 
門とのへ

大音六左衛 墨書竪紙 33.9x49.0 l通 2003065 
門尉とのへ

大音六左衛 墨書折紙 34.1 X49.2 l通 492が包紙 2003066 
門尉との

大音六左衛 墨書折紙 42.6X57.8 l通 包紙。6.9x33.1)有 2003067 
門尉とのへ り

大音六左衛 墨書竪紙 36.5x51.1 l通 2003068 
門尉との

大音六左衛 墨書折紙 36.6x51.7 l通 「寛永十七年七月廿 2003069 
門とのへ 五日従忠之公御加

増之御判物jとある
包紙(27.7x 40.2)有
り

大音六左衛 墨書竪紙 36.5X51.4 l通 2003070 
門とのへ

大音半介と 墨書折紙 41.3X57.7 l通 「大音六左衛門との 2003071 
のへ へjとある包紙

(37.0 x 50.5)有り

大音六左衛 墨書竪紙 36.6x51.0 l通 2003072 
門とのへ

大音六左衛 墨書折紙 41.5x57.6 l通 「大音彦左衛門との 2003073 
門尉とのへ へ」とある包紙

(31.7X45.8)有り

大音六左衛 墨書継紙 36.8x76.8 l通 2003074 
門尉とのへ

大音彦左衛 墨書折紙 42.3X57.6 l通 2003075 
門とのへ

大音彦左衛 墨書竪紙 32.6x50.8 l通 2003076 
門とのへ
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

76 [黒田忠之知行宛 慶安冗年 忠之(花押) 大音彦左衛 墨書折紙 36.7x51.1 1通 2003077 
行状](300石加 12月期日 門殿
増)

77 [黒田忠之知行目 慶安元年 (忠之)(黒 大音彦左衛 墨書竪紙 36.3X51.1 1Jil! 2003078 
録] (加増目録) 12月朔日 印) 門殿

78 [黒田光之知行宛 明暦2年3光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 38.0X52.6 l通 「明暦二年三月廿三 2003079 
行状] (加増都合 月23日 門とのへ 日従光之公御加増
8000石) 之御判物jとある包

紙(27.7X40.5)有り

79 [黒田光之知行宛 延宝4年3光之(花押) 大音彦左衛 墨書折紙 37.9X52.4 l通 「大音彦左衛門殿」 2003080 
行状](3514石余 月15日 門とのへ とある包紙(30.7x
宛行) 46.0)有り

80 [黒田光之知行目 延宝4年3(光之)(黒 大音彦左衛 墨書竪紙 31.7X45.3 l通 2003081 
録] 月15日 印) 門とのへ

81 [黒田光之知行宛 延宝5年 光之(花押) 大音彦左衛 墨書折紙 40.0X54.0 l通 「延宝五年十二月十 2003082 
行状] (替地3514 12月11日 門とのへ 一日従光之公替地
石余) 三千五百拾四石四

斗弐升八合六才御
判物jとある包紙
(27.3x40.2)有り

82 [黒田光之知行宛 延宝5年 (黒田)光之 大音彦左衛 墨書折紙 31.4X45.2 l枚 81の写 2003083 
行状写] (替地 12月11日 門とのへ
3096石余、本知
418石余、都合
3514石余)

83 [黒田光之知行目 延宝5年 (光之)(黒 大音彦左衛 墨書竪紙 31.8X45.3 1通 2003084 
録] 12月11日 印) 門とのへ

84 [黒田継高知行宛 享保8年3継高(花押) 大音六左衛 墨 書 折 紙 40.2X54.1 l通 2003085 
行状] (加増都合 月15日 門とのへ

4014石)

85 [黒田継高知行目 享保8年3(継高)(黒 大音六左衛 墨書竪紙 32.8X46.8 l通 2003086 
録] (加増500石) 月15日 印) 門とのへ

86 [黒田斉隆知行宛 寛政5年 斉隆(花押) 大音伊織殿 墨書折紙 40.4X53.9 l通 「大音彦左衛門との 2003087 
行状] (加増都合 12月7日 へJとある包紙

4514石) (31.7x45.8)有り

87 寛政五美丑年御 寛政5年 墨 書 小 横 13.9X20.3 l冊 2003088 
加増被下候覚書 12月7日 帳

以降
」

5 藩主発給書状類

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

88 [黒田忠之書状写] (寛永9年)9 (忠之)御判 郡正太夫・ 墨 書 折 紙 33.0x49.1 l通 2003089 
(小倉より材木川下 月29日 大音六左衛
しの件、公儀年寄 門
へ栗山大膳目安上
申候件他)

89 [黒田忠之書状] (江戸前期) 忠之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.3 X44.8 1Jil! 2003090 
(歳暮の祝儀、祝 正月2日 門とのへ

着)
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

90 [黒田忠之書状] (江戸前期) 忠之(花押) 井上半右衛 墨書折紙 31.8X47.2 l通 後部虫損あり。 2003091 
(中根壱岐殿・井上 正月9日 門との・大
筑後殿へ鶴一羽宛 音六左衛門
進上のこと) との

91 [黒田忠之書状] (江戸前期)8忠之(花押) 野口佐助殿 墨書折紙 36.3X51.4 l通 2003092 
(公儀表宜敷安堵の 月15日 他7名
件)

92 [黒田忠之書状] (江戸前期) 忠之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.5X45.2 l通 2003093 
(歳暮の祝儀、祝 12月28日 門とのへ
着)

93 [右衛門佐書状] (江戸前期)2右衛門佐 大音六左衛 墨書折紙 31.7X46.3 l通 2003094 
(黒田氏の参勤延引 月18日 (花押) 門殿
の取沙汰の件)

94 [右衛門佐書状] (江戸前期)7右衛門佐 大音六左衛 遺 書 折 紙 31.4X45.0 l通 2003095 
(オランダ船入津の 月23日 (花押) 門殿まい
件) る

95 [右衛門佐書状] (江戸前期) 右衛門佐 大音六左衛 墨書折紙 31.4X44.5 l通 2003096 
(貴所煩の見舞い、 10月22日 (花押) 門殿
彦左衛門の件)

96 [黒田長之書状] (正保4年)7 長之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 32.0X45.4 l通 507が包紙ヵ 2003097 
(異国船一件) 月25日 門殿・大塚

権兵衛殿

97 [黒田長之書状] (慶安以前)4長之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.3X46.3 l通 2003098 
(大音氏気分能、大 月9日 門との
慶の件)

98 [黒団長之書状] (慶安以前)4長之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.5X45.6 l通 2003099 
(養生の暇申尤の 月25日 門との
件)

99 [黒団長之書状] (江戸前期)5長之(花押) 大音彦左衛 墨書折紙 36.5X51.6 l通 「大音六左衛門 20030100 
(名の祝儀到来、祝 月3日 門とのへ 尉殿光之Jと
着) ある包紙(27.6X

41.7)有り

100 [黒団長之書状] (慶安以前)9長之(花押) 大音六左衛 墨 書 折 紙 31.8X45.0 l通 20030101 
(長崎諸事首尾能帰 月l日 門殿
城の件)

101 [黒田光之書状] (承応以前)1 光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.3X45.0 l通 20030102 
(忠之快然、其方気 月14日 門殿
分悪敷、養生する
こと)

102 [黒田光之書状] (承応以前) 光之(花押) 小河平右衛 墨書折紙 36.8X51.4 l通 20030103 
(忠之公、御借銀の 正月11日 門との・大
件) 音六左衛門

との

103 覚(荒戸山東照宮遷 (承応元年 光之(花押) 大音六左衛 着色継紙 31.3x241.0 l通 「警護(ママ)神社 20030104 
宮と青龍院一件) ヵ)3月24日 門尉との 資料jとある茶

封筒入り

104 [黒田光之書状] (承応元年)6光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.7X45.8 l通 20030105 
(東照宮遷宮祝儀、 月17日 門殿
祝着)
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

105 [黒田光之書状] (承応克明 光之(花押) 小河平右衛 墨書折紙 31.4X45.2 l通 「小河平右衛門 20030106 
(我等江戸発足、今 11月28日 門との・大 との、大音六左
日大坂下着、明朝 音六左衛門 衛門との、光
出船、其元参着の との 之Jとある包紙
時は浜男村迄出迎 (27.8X40.7)有り
えるべし)

106 [黒田光之書状] (明暦元年 光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.4x44.7 l通 20030107 
(万千代〔綱之〕誕 ヵ)4月25日 門とのへ
生祝儀、祝着)

107 [黒田光之書状] (明暦元年 光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 30.9x45.4 l通 20030108 
(有馬忠頼死去の ヵ)3月28日 門尉とのへ
件)

[黒田光之書状] 光之(花押)108 (明暦元~9 大音六左衛 墨書折紙 31.3x45.4 l通 20030109 
(万千代に贈物、祝 年)3月29日 門尉とのへ

着)

109 [黒田光之書状] (寛文3年)3 光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 30.8x45.2 1通 20030110 
(霊元天皇即位の祝 月8日 門とのへ
賀使者を命ぜらる)

110 [黒田光之書状] (寛文9年 光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 32.0X45.3 l通 20030111 
(筑前守〔黒田綱之〕 ヵ)11月11 門殿
参府の御礼他) 日

111 [黒田光之書状] (江戸前期) 光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 36.6X51.6 l通 20030112 
(歳暮年頭の祝儀到 正月5日 門尉との

来、祝着)

112 [黒田光之書状] (江戸前期)2光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.4X45.5 l通 包紙(27.7x41.3)20030113 
(参勤交代で福岡到 月7日 門尉とのへ 「光之jと裏書有

着の報告の件) り

113 [黒田光之書状] (江戸前期)2光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.2X45.3 l通 20030114 
(我等事も長崎無事 月28日 門殿

仕舞、油断しない
こと)

114 [黒田光之書状] (江戸前期)4光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.6X45.0 l通 20030115 
(長崎警備見舞到 月13日 門尉とのへ

来、祝着)

115 [黒田光之書状] (江戸前期)4光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.4 X45.1 l通 20030116 
(其元用所の件満 月14日 門殿

足、油断なく申付
ける)

116 [黒田光之書状] (江戸前期)4光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.1 X45.4 l通 20030117 
(長崎石火矢台の 月28日 門殿

件)

117 [黒田光之書状] (江戸前期)6光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.4X45目6 l通 20030118 
(継目御礼の祝儀到 月6日 門との

来、満足)

118 [黒田光之書状] (江戸前期)6光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.4X45.0 1Ji!i 20030119 
(見舞状) 月25日 門殿

119 [黒田光之書状] (江戸前期)7光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.6X45.2 l通 「大音六左衛門、 20030120 
(其方愛元へ罷下る 月21日 門殿 光之Jとある包
様に申遣わす) 紙(27.5x40.5)有

り
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

120 [黒田光之書状] (江戸前期)7光之(花押) 小河平右衛 墨書折紙 31.4X45.4 l通 包紙(27.5x 39.8) 20釧 21
(我等馬印の件) 月22日 門殿他2名 有り

121 [黒田光之書状] (江戸前期)8光之(花押) 大音六左衛 墨 書 折 紙 31.5X45.3 l通
(腐の初鶴、将軍献 月27日 門とのへ
上の件)

122 [黒田光之書状] (江戸前期)9光之(花押) 大音六左衛 墨 書 折 紙 31.5X45.1 l通 20030123 
(其方事早々罷下る 月13日 門殿
べきこと)

123 [黒田光之書状] (江戸前期)9光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 31.1 X45.5 l通
(山本弥左衛門、暇 月13日 門とのへ
の件)

124 [黒田光之書状] (江戸前期)9光之(花押) 大音六左衛 墨 書 折 紙 31.3X45.2 l通 包紙(27.7X38.6)20030125 
(来春上屋敷作事の 月21日 門殿 有り
件)

125 [黒田光之書状] (江戸前期) 光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 32.2X44.9 l通 20030126 
(無事忠勤につき鷹 12月8日 門とのへ
の雁遣わす)

126 [黒田光之書状] (江戸前期) 光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 37.7X51.8 l通 175参照 20030127 
(其方家老職申付、 12月16日 門とのへ
祝儀到来、満足)

127 [黒田光之書状] (江戸前期) 光之(花押) 大音六左衛 墨書折紙 37.8x57.1 l通 20030128 
(歳暮の祝儀到来、 12月28日 門尉との
満足)

128 [黒田継高書状] (享保6年)12 継高(花押) 大音六左衛 墨 書 折 紙 39.7X53.2 l通 「大音六左衛門 20030129 
(我等婚礼の祝儀到 月l日 門とのへ 口口口」とある
来、満足) 包紙(32.6x 46.2) 

有り

129 [黒田継高書状] (享保14年) 継高(花押) 黒田美作と 墨書折紙 39.4X52.6 l通 20030130 
(飢謹についての対 10月21日 の他4名
策)

130 [黒田継高書状] (江戸中期) 継高(花押) 大音六左衛 墨書折紙 39.8x53.2 l通 「大音六左衛門 20030131 
(年頭の佳儀到来、 正月l日 門 とのへjとある
満足) 包紙(31.4x45.6)

有り

131 [黒田継高書状] (江戸中期) 筑前継 大音六左衛 墨 書 折 紙 39.9x53.6 l通 「大音彦左衛門 20030132 
(年頭の嘉儀到来、 正月l日 高(花押) 門とのへ とのへJとある
満足) 包紙(29.5x42め

有り

132 [黒田継高書状] (江戸中期) 継高(花押) 大音彦左衛 墨書折紙 39.6X53.0 l通 「大音彦左衛門 20030133 
(年頭の嘉儀到来、 正月l日 門殿 殿Jとある包紙
祝着) 但7.7x40.8)有り

133 [黒田継高書状] (江戸中期) 継高(花押) 大音彦左衛 墨書折紙 39.6X52.9 l通 「大音彦左衛門 20030134 
(年頭の嘉儀到来、 正月l日 門 とのへ」とある
満足) 包紙(27.6X40.8)

有り

134 [黒田継高書状] (宝暦2年ヵ) 継高(花押) 大音彦左衛 墨書折紙 39.6x53.0 l通 ※継高の少将昇 20030135 
(我等昇進の嘉儀到 正月22日 門 進は宝暦元年12
来、満足) 月18日

つ臼にd



寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

135 [黒田重政書状] (寛延2~宝 重政(花押) 大音彦左衛 墨書折紙 39.0X52.8 l通 「寛政二年御 20030136 
(年頭の嘉儀到来、 暦12年)正 門とのへ 元服御祝儀御肴
満足) 月2日 献上ニ付、頂戴

之御書」とある
包紙(27目8X41.2)
有り ※包紙違
し、カ

136 [黒田継高書状] (宝暦14年 継高(花押) 大音六左衛 墨書折紙 40.5X53.9 l通 ※隼之助は宝暦 20030137 
(隼之助〔治之〕婿 ヵ)正月2日 門殿 13年11月23日、
養子の嘉儀到来、 継高の養子とな
祝着) る

137 [黒田高満書状] (明和3年以 高満(花押) 大音彦左衛 墨書折紙 39.5X53.0 1通 ※明和3年7月1820030138 
(年頭の嘉儀到来、 前)正月朔 門殿 日、高満は治之
祝着) 日 と改名

138 [黒田治之書状] (江戸中期) 治之(花押) 大音彦左衛 墨書折紙 39.7X53.2 l通 20030139 
(年頭の嘉儀到来、 正月朔日 門殿
祝着)

139 [黒田治之書状] (江戸中期) 治之(花押) 大音彦左衛 墨書折紙 39.5X52.3 l通 20030140 
(年頭の嘉儀到来、 正月朔日 門殿
祝着)

140 [黒田治之書状] (江戸中期) 治之(花押) 大音彦左衛 墨書折紙 39.6x53.0 I:ii!! 20030141 
(年頭の嘉儀到来、 正月朔日 門殿
祝着)

141 [黒田治之書状] (江戸中期) 治之(花押) 大音伊織殿 墨書折紙 39.6X52.8 l通 20030142 
(年頭の嘉儀到来、 正月朔日
祝着)

142 [黒田治之書状] (江戸中期) 治之(花押) 大音伊織殿 墨書折紙 39.5X52.0 l通 20030143 
(年頭の嘉儀到来、 正月朔日
祝着)

143 [黒田治之書状] (江戸中期) 治之(花押) 大音伊織殿 墨書折紙 39.6 x 53.0 l通 「大音伊織殿Jと 20030144 
(年頭の嘉儀到来、 正月朔日 ある包紙(27.8X
祝着) 41.3)有り

144 [黒団長最書状] (寛政2年以 (長最)(黒 大音伊織殿 墨書折紙 39.4x52.6 l通 ※寛政2年10月 20030145 
(年頭の嘉儀到来、 前)正月朔 印) 25日、長最は斉

祝着) 日 隆と改名

145 [黒田長最書状] (寛政2年以 長最(花押) 大音伊織殿 墨書折紙 39目9x 53.0 I:ii!! ※寛政2年10月 20030146 
(年頭の嘉儀到来、 前)正月朔 25日、長最は斉

祝着) 日 降と改名

146 [黒田長露書状] (寛政2年以 長晶(花押) 大音伊織殿 墨書折紙 40.1 x 52.4 l通 ※覧政2年10月 20030147 
(年頭の嘉儀到来、 前)正月朔 25日、長最は斉

祝着) 日 隆と改名

147 [黒田長最書状] (寛政2年以 (長最)(黒 大音伊織殿 墨書折紙 39.2X52.4 l通 「大音六左衛門 20030148 
(年頭の嘉儀到来、 前)2月19日 印) とのへ」とある

祝着) 包紙(31目1x45.0) 
有り 包紙違い
カ。※寛政2年
10月25日、長晶
は斉隆と改名

148 [黒田斉隆書状] (寛政2年以 斉隆(花押) 大音伊織殿 墨書折紙 39.4X52.6 l通 20030149 
(年頭の嘉儀到来、 降)正月朔
祝着) 日

一」
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法 量 員数 備考 備品番号

149 [黒田斉隆書状] (寛政2年以 斉隆(花押) 大音伊織殿 墨 書 折 紙 39.6x52.9 IJm 20030150 
(我等元服の祝儀到 降)10月25
来、祝着) 日

150 [黒田長順書状] 寛政10年正 (長順)(黒 大音六左衛 墨 書 折 紙 39.6X52.8 l通 「大音六左衛門 20030151 
(年頭の嘉儀到来、 月2日 印) 門殿 殿jとある包紙

祝着) (31.3X44.7)有り
「寛政十戊午正
月廿六日御書除
江府頂戴之、厚
年Jとある覚
(lO.3X4.0)が同
封

151 [黒田長順書状] 享和元年7 (長順)(黒 大音六左衛 墨書折紙 39.8X53.0 l通 「大音六左衛門 20030152 
(六左衛門家督の礼 月5日 印) 門殿 殿Jとある包紙
到来、祝着) (27.9X40.7)有り

152 [黒田長順書状] 享和3年正 (長順)(黒 大音六左衛 墨 書 折 紙 39.6X52.9 l通 包紙①「享和三 20030153 
(年頭の嘉儀到来、 月朔日 印) 門殿 亥年正月廿八日
祝着) 頂戴、長順公御

書厚年J(27.4
X40.2)、②f大
音六左衛門殿j

(27.4 X 40.3)有り
493も参照

153 [黒田長順書状] 文化2年6月 長11慎(花押) 大音六左衛 墨書折紙 39.6X52.5 l通 「文化元子年長 20030154 
(ロシア船渡来一 28日 門 崎表江魯西亜船
件) 就渡来、彼地江

御人数等被差越
候付、御手当向
引届宰判筋諸事
相整御喜悦被遊
候付、被下候御
書翌文化二丑九
月四日頂戴厚
年jとある包紙
(27.8X40.3)有り

154 [黒団長順番状] 文化4年正 長11直(花押) 大音六左衛 墨書折紙 39.6x52.7 l通 「文化四丁卯二 20030155 
(年頭の嘉儀到来、 月5日 門殿 月三日頂戴長順
祝着) 公御書圧年」

とある包紙
(27.4 X 40.7)、
「大音六左衛門
殿Jとある包紙
(27.5X40.2)有り

155 [黒田長順書状] 文化5年正 長順(花押) 大音六左衛 墨 書 折 紙 39.6X52.6 l通 「文化戊辰正月 20030156 
(年頭の嘉儀到来、 月朔日 門殿 廿六日頂戴長
祝着) 順公御書厚

年Jとある包紙
(27目8X40.6)、
「大音六左衛門
殿Jとある包紙
(27.5X40.5)有り

156 [黒田長順書状] (江戸後期) 長11慎(花押) 大音六左衛 墨書折紙 39.7X52.4 l通 20030157 
(年頭の嘉儀到来、 正月朔日 門殿
祝着)

157 [黒田長順書状] (江戸後期) (長順)(黒 大音六左衛 墨 書 折 紙 39.6X52.7 l通 「大音六左衛門 20030158 
(年頭の嘉儀到来、 正月朔日 印) 門殿 殿Jとある包紙
祝着) (24.0 X 40.8)有り
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

158 [黒田長順書状] (江戸後期) (長順)(黒 大音伊織殿 墨書折紙 39.7X52.8 l通 「大音伊織殿Jと 20030159 
(年頭の嘉儀到来、 正月朔日 印) ある包紙(27.2X
祝着) 40.6)有り

159 [黒田斉清書状] (文化5年ヵ) 斉清(花押) 大音六左衛 墨書折紙 39.6x52.6 l通 20030160 
(我等元服の祝儀到 9月27日 門殿
来、祝着)

160 [黒田斉清書状] 文化10年正 斉清(花押) 大音六左衛 墨 書 折 紙 39.5X52.3 l通 「文化十笑酉正 20030161 
(年頭の嘉儀到来、 月朔日 門殿 月廿七日頂戴、
祝着) 斉清公御書厚

年Jとある包紙
(26.8 x 39.2)、
「大音六左衛門
殿Jとある包紙
(27.6X41.1)有り

161 [黒田斉清書状] (江戸後期) 斉清(花押) 大音六左衛 墨書折紙 39.5X52.4 l通 「文化五戊辰十 20030162 
(年頭の嘉儀到来、 正月朔日 門殿 月十四日頂戴斉
祝着) 清公御書右者

御任官御祝儀御
肴差上候付、被
口口書候也、厚
年Jとある包紙
(27.5X41.2)、
「大音六左衛門
殿」とある包紙
(27.5 x40.9)有り
※包紙違いカ

162 [黒田斉清書状] (江戸後期) 斉清(花押) 大音六左衛 墨書折紙 39.6X52.6 l通 20030163 
(年頭の嘉儀到来、 正月朔日 門殿

祝着)

163 l黒田長知書状 (元治元年)4松平下野 墨書継紙 15.8x 194.5 l通 20030164 
写](横浜鎖港一件 月 守(黒団長
に付、期限を決め 知)
るべきこと等建言)

6 その他の書状類

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

164 [松平忠晴書状] (江戸前期) 松伊賀守 大音六左衛 墨 書 切 紙 16.2x46.0 l通 20030165 
(井上之顕不覚悟、 10日 F可
郡庄屋下々出入り
他)

165 [松平忠晴書状] (江戸前期) 松平伊賀守 大音六左衛 墨 書 折 紙 36.7X50.7 l通 20030166 
(松平忠晴に対する 10月13日 忠晴(花押) 門殿御返

書状の返状) 報

166 [松平忠晴香状] (江戸前期) 松平伊賀守 大音六左衛 墨書折紙 31.2X45.3 l通 20030167 
(筑前守中風煩いに 12月24日 (花押) 門

っき見舞など)

167 [松平忠晴香状] (江戸前期) 松伊賀守 大音六左衛 墨書折紙 36.8X51.4 l通 20030168 
(忠之への病気見舞 12月28日 忠晴(花押) 門殿参

168 l覚](目付榎本亨造 (幕末) 大音左京 墨書切紙 15.2X33.2 l通 20030169 
江使者として日田
表へ派遣す)

戸
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

169 [書状] (公儀表宜 (江戸前期) 岡本正俊 吉田久太夫 墨書折紙 32.4X46.0 l通 20030170 
敷安堵の件) 9月11日 他7名 殿

170 l覚](軍備について、 (江戸中期) 墨書朱入 28.0X 19.6 l綴 20030171 
朝鮮の陣、長崎警 書綴

備等)

171 l覚.](軍備について、 (江戸中期) 墨書朱入 27.8x20.0 l綴 20030172 
長崎警備等) 書韻

172 [手習](五言絶句・ (江戸時代) 墨 書 折 本 36.0X49.0 l点 20030173 
短歌)

173 [包紙] r大音六左 (江戸時代) 大音六左衛 墨書折紙 41.5X28.0 l枚 20030174 
衛門とのへj 門とのへ

174 [包紙] r大音伊織 (江戸中期) 大音伊織殿 星雲書 折紙 31.6X44.8 l枚 20030175 
殿j

175 [書状] (家老職に (延宝2年) 大音六左衛 加藤半之允 墨書切紙 15.7X44.2 l通 126に対するも 20030176 
任ぜられる旨、光 正月23日 門 様・立花勘 の
之の直書に対する 左衛門様

もの)

176 [包紙] r大音六左 江戸時代 大音彦左衛 墨書切紙 31.2X44.7 l枚 20030177 
衛門とのへJ 門とのへ

177 明治二年鞍手郡山 (明治2年) 墨書折紙 24.2X33.0 2枚 20030178 
口村移住者氏名 ~179 

178 墓地改葬申請書 昭和28年9 大音国雄 若宮町長松 ベン書罫 24.2X 16.7 l枚 178~ 180一括 20030180 
月15日 (朱印) 尾速人殿 紙

179 墓地管理証明書 昭和28年9 若宮町大字 若宮町長松 ベン書罫 24.2X 16.7 l枚 178~ 180一括 20030181 
月15日 山口部落長 尾速人殿 紙

吉野勝登

(朱印)

180 [楠中将遺誠一幅l 天保8年12 井上周磐謹 石川貞祭彫 木版ー紙 32.2 X77.0 l枚 178~ 180一括 20030182 
月7日 書 表リ (前欠)

181 [書] r人心本虚霊J (江戸時代) 臨済正伝三 紙本墨書 120.8x28.4 l点 20030183 
十二世、黄
粟隠元書・

香玄洲口筆

182 [白紙l (江戸時代 34.4X29.6 l点 20030184 
ヵ)

183 [組紐(房付)] 67 2点 20030185 
~186 

184 [書状] (英国留学 (幕末)正月 松主殿 (大音)左京 墨書継紙 16.3X 124.5 l通 「大兵部様玉 20030187 
の件) 17日 (花押) 様 台下岡本作

之右衛門・森
治一左衛門Jと
ある包紙(28.0
X39.5)あり
※包紙違いカ

185 [書状] (長知が家 (幕末)2月 岡村文右衛 大(音)左京 墨書継紙 16.0X 128.0 l通 20030188 
老衆へ下賜した袴 10日 門(朱印)・ 様
地の件) 粟国貢(朱

印)

円。
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

186 [書状] (近況報告) (幕末)正月 岡村文右衛 大(音)左京 墨書継紙 16.1 x 143.2 l通 20030189 
26日 門(朱印) 様

187 [書状] (藤堂様他 (幕末)10月 五大夫(朱 左京様・伝 墨書継紙 16.0X88.4 l通 20030190 
入京の件) 24日 印) 右右衛門様

188 [書状] (御参殿の (幕末)正月 北大路治部 大音兵部様 墨書継紙 16.2X47.0 l通 20030191 
所御混雑失敬) 23日 権大輔

189 [書状] (御約束の (慶応元年 北大路(治 大音(兵部) 墨書継紙 18.1 X37.4 l通 20030192 
御書取の件) ヵ)閏5月朔 部権大輪) 様

日

190 [書状] (練酒の用 (幕末)3月 川村恵十郎 大音様 墨書継紙 15.1 X54.0 l通 20030193 
し、方の件) 26日

191 [書状] (書付達申 (幕末)10月 尾崎八右衛 松平美濃守 墨書継紙 15.6X40.2 l通 20030194 
候重役共申一件) 16日 門・永田益 様御内御留

衛 守居中様

192 [書状](拠ん所な (幕末)正月 口口口 尊兄口 墨書継紙 15.9X66.0 l通 20030195 
い草案の件) 22日

193 [書状] (明日大津 (幕末)11月 川村恵十郎 大(音)兵部 墨書継紙 15.2 X64.7 l通 20030196 
へ御供の件) 9日 様

194 [書状] (昨夜の高 (幕末)3月 川村恵十郎 大音兵部様 墨書継紙 16.0x 152.2 l通 20030197 
島氏の話について) 23日

195 [書状] (近況報告) (幕末)正月 北大路治部 大音兵部様 墨書継紙 16.4X55.6 l通 20030198 
5日 権大輔

196 [書状] (御国産 (幕末)4月 北大路 大音様 墨書継紙 16.1 X36.6 l通 20030199 
品々御恵投御礼) 27日

197 [書状] (京坂厳重 (慶応元年 岡本作之右 大音兵部様 墨書継紙 16.4X 134.8 l通 20030200 
の取締の件) ヵ)閏5月10衛門・森治

日 一左衛門

198 [書状] (正月の挨 (慶応4年 川村恵十郎 大音兵部様 墨書継紙 17.6x43.2 l通 20030201 
拶と贈物) ヵ)

199 [書状] (大鵬丸着 (幕末)6月 小河縫殿・ 大音兵部殿 墨書継紙 14.6x52.6 l通 20030202 
船の件) 16日 大塚七左衛

門

200 [書状] (宮内妻病 (幕末)9月6井上大和 大音兵部様 墨書継紙 19.1 X58.8 l通 20030203 
死) 日

201 [書状] (近々 御帰 (慶応元年 岡本作右衛 大(音)兵部 墨書継紙 16.4 x91.6 l通 20030204 
国御発程の件) カ)閏5月25門・森弥一 様

日 左衛門

202 [書状] (帰国の件) (幕末)6月6北大路治部 大音兵部様 墨書継紙 16.1 X73.0 l通 20030205 
日 権大輔

203 [書状] (病中見舞 (幕末)5月 北大路治部 大音兵部様 墨書継紙 18.2X60.4 l通 20030206 I 
の返礼) 21日 権大輔

204 [書状] (書面出来、 (幕末)5月 川村(恵十 大音(兵部) 墨書継紙 15.5X58.5 l通 20030207 
差上候件) 20日 郎ヵ) 様

205 [書状] (御咽の鷺 (幕末) 森 大音様 墨書継紙 16.4X87.3 l通 20030208 
の件)

ウ
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

206 [書状] (東山真葛 (幕末) 清一郎 (大音)兵部 墨書継紙 19.4x94.1 l通 20030209 
件に珍いて一会相 様
催度件)

207 l覚] (享保14年10月 (享保14年 墨書継紙 16.0X99.7 l通 20030210 
21日付継高公の御 ヵ)
書一件)

208 覚(享保14年10月21 (享保14年 (立花小左 (大音)六左 墨書切紙 15.8x30.5 l通 20030211 
日付継高公の御書 ヵ) 衛門) 衛門殿他3
一件) 名

209 [書状] (郡正太夫 (江戸後期) 立小左衛門 (大音)何索 墨書切紙 15.3X44.9 l通 20030212 
よりの覚書の件) (立花小左 様

衛門)

210 [書状] (霜月11日 (江戸後期) 大音六左衛 立花勘左衛 墨書折紙 30.4X43.6 l通 20030213 
の御直書に対する 12月11日 r， 門様
返書)

211 [書状] (寒中見舞) (幕末)12月 高嶋右衛門 大音兵部様 墨書継紙 16.4x64.5 l通 20030214 
27日

212 [書状] (馳走返礼) (幕末)11月 藤井宮内 大塔(音)兵 墨書継紙 19.2X63.1 l通 20030215 
12日 部様

213 [書状] (天下の形 (幕末)7月 左兵衛・直 兵部様 墨書継紙 19.5X 184.2 l通 (表)r筑前御藩 20030216 
勢順序相立官武の 26日 右衛門・機 大音兵部様、
間御和合) 兵衛 会津野村左兵

衛手代木直右
衛門、外嶋機
兵衛J(裏)r七月
廿九日発大坂
出張所Jとある
包紙但8.2x
40.2)有り

214 [書状] (明15日御 (幕末)2月 北大路治部 大音兵部様 墨書継紙 18.2 X28.4 l通 20030217 
光来被下度候) 14日亥刻 権大輔

215 [書状] (面談申度 (幕末)3月3北大路治部 大音兵部様 墨 書 切 紙 15.3x33.4 l通 20030218 
義があるので御参 日 権大輪
殿を要請す)

216 [書状] (御参殿時 (幕末)6月5北大路治部 大音兵部様 墨書切紙 18.7x35.7 l通 20030219 
刻一報を願う) 日 権大輔

217 [書状] (今日参上 (幕末)12月 (北大路治 大音兵部様 墨書切紙 16.4x25.1 l通 20030220 
の件承知) 18日 部権大輔)

218 [書状] (近況報告) (幕末)12月 岡本作右衛 大(音)兵部 墨書継紙 17.6X201.6 l通 20030221 
7日 門・森弥一 様

左衛門

219 [書状] (明日御発 (幕末)6月5市之進 (大音)兵部 墨 書 継 紙 16.9X61.0 l通 20030222 
程遠からず再度 日 様
出京)

220 [書状] (寒中見舞) (幕末)正月 吉田右近興 大音兵部様 墨 書 継 紙 15.9X88.8 l通 「大音兵部様、 20030223 
17日 寿(花押)他3 吉回右近・太

名 田多左衛門Jと
ある包紙
(30.8x22引有
り

。。
「

D



寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

221 [書状](西本願寺 (幕末)8月 小河伝右衛 大音兵部様 墨書継紙 15.4x 104.0 l通 「承知仕候、右 20030224 
へ長州人潜伏の件) 24日 門 ニ付、即刻jの

自占紙あり

222 [書状] (京坂御出 (幕末)7月 由布安芸惟 大(音)兵部 墨書継紙 16.4X287.3 l通 「大音兵部様、 20030225 
張中無事相勤罷在 21日 益(花押) 様 由布安芸Jとあ
候件他) る包紙(27.7X

39引有り

223 [書状](御示談の (幕末)正月 小瀬新太郎 大音兵部様 墨書継紙 15.7X47.9 l通 20030226 
ため明晦日知恩院 29日
宿陣にお出で願う)

224 [書状] (近況報告) (幕末)5月 為太夫拝 大音賢台 墨書継紙 15.7X72.0 l通 20030227 
18日

225 [書状] (年頭の挨 (幕末)正月 高嶋右衛門 大音兵部様 墨書切紙 18.0X54.5 l通 20030228 
拶) 10日

226 [書状] (御帰国一 (幕末)6月9 高嶋右衛門 大音兵部様 墨書継紙 18.0X 122.1 l通 20030229 
件) 日

227 [書状] (年頭の挨 (幕末)正月 (岡本)作之 (大音兵部) 墨書継紙 17.6XI37.1 l通 「大音兵部様、 20030230 
拶、その他) 23日 右衛門 岡本作之右衛

門jとある包紙
(27.6X39.9)有
り

228 [達控](西郷吉之助 (幕末)12月 月形洗蔵・ 墨書切紙 15.2x28.7 l通 包紙(27.7x 20030231 
へ極密談合の件) 12日 早川養敬 40.6)有り

229 [達控](野戦砲の件) (幕末) 墨書切紙 15.6X20.8 l通 20030232 

230 覚(朝顔形植木鉢 (幕末) 墨書継紙 15.2x 120.0 l通 20030233 
他、寸法明細)

231 覚(野戦砲600目l挺 (幕末) 墨書切紙 15.8x38.6 l通 20030234 
と砲術家福嶋兵蔵
他9名書上)

232 [達控](英人箱崎御 (幕末) 墨書縦紙 15.2 X46.3 l通 20030235 
茶屋下にて操練あ
り、家中見物の件)

233 覚(波奈、須崎の両 (幕末) 墨書継紙 15.7X59.0 l通 20030236 
砲台と人名書上)

234 [達](馬廻組和田市 (幕末) (大音兵部 馬廻頭 墨書切紙 16.0X22.0 l通 20030237 
之允を普請奉行助 ヵ)
勤に命じたもの)

235 l達](馬廻組隅田文 (幕末) (大音兵部 馬廻頭 墨書切紙 15.9X 18.8 1通 20030238 
之丞を足軽頭助勤 ヵ)
に命じたもの)

236 l達](馬廻組中西源 (幕末) (大音兵部 馬廻頭 墨書切紙 15.7X27.6 l通 20030239 
=郎を足軽頭助勤 ヵ)
に命じたもの)

237 l達](足軽頭介勤の (幕末) (大音ヵ) 馬廻頭 墨書切紙 15.8X29.4 l通 20030240 
件)

238 l覚](二条様参殿諸 (幕末) 墨書継紙 17.6X31.0 l枚 20030241 
侯の様子を伺う、
その他)

Q
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239 覚(硝石、五千斤、 (幕末) 墨書切紙 15.8X 17.7 l枚 20030242 
黒製千斤、当時所

持分)

240 [書状] (宰相様、 (幕末)7月 大音兵部厚 高島五郎右 墨書継紙 15.8X63.0 l通 20030243 
少将様御昇進の御 13日 連(花押)・ 衛門他3名
礼の件) 久野一角一

致(花押)

241 l覚](不容易の変動 (幕末) 墨書継紙 15.8X40.6 l枚 20030244 
のための金子を杉
山清大夫に下さる)

242 l遥](大音兵部下坂 (幕末) 墨書継紙 15.0X52.9 l通 20030245 
に付、小河伝右衛

門代わりを務める)

243 [達](兵部下坂中、 (幕末) 墨書切紙 15.1 X43.3 l通 20030246 
小河伝右衛門、毛

利太兵衛、藤井九
左衛門と申合わせ

務める事)

244 [達](今度の件で御 (幕末) 小河伝右衛 墨書継紙 16.4X66.4 l通 20030247 
陣羽織地下さる) 門-毛利太

兵衛・藤井

九左衛門

245 [覚](禁門の変で処 (幕末) 墨書継紙 17.8XI04.0 l通 245~291一括 20030248 
分された人名書上) (前後欠)

246 [書状] (毛利大膳 (幕末)10月 尾崎八右衛 松平美濃守 墨書切紙 18.1 x42.8 l通 245~291一括 20030249 
父子征伐に付、福 5日 門-永田益 様御留守居
岡藩重役衆より l名 衛 中様
出頭)

247 阿書控](征長関係 (幕末) 墨書継紙 17.3X 105.6 l通 245~291一括 20030250 
について幕府へ問

い合わせ)

248 I覚](長州藩家臣書 (幕末) 墨書継紙 15.6X 123.0 l通 245~291一括 20030251 
上、派閥分け)

249 l書状H年頭の挨拶) (幕末)正月 一条殿御使 松平美濃守 墨書継紙 15.0x29.8 l通 245~291一括 20030252 
下橋右兵衛 (斉湾)

250 [覚:)(長防商人宿泊 (幕末) 墨書継紙 16.0x66.9 l通 245~291一括 20030253 
の件)

251 [覚](長州より使者 (幕末) 墨書継紙 16.0X 113.0 l通 245~291一括 20030254 
到来の件)

252 [書状写](長州関係) (幕末) 墨書書繍 27.6X20.1 l綴 245~291一括 20030255 

253 阿書控](征長関係) (幕末)8月 東郷吉作 墨書継紙 16.1 x 104.8 l通 245~291一括 20030256 

254 [伺書写](三条実美 (幕末)4月 細川越中守 牧野備前守 墨書継紙 18.0X 175.4 l通 245~291一括 20030257 
はじめ五人関東へ 内上回久兵 様
護送の件) 衛・浅井新

九郎

255 |覚](五卿護送関係 (幕末) 墨 書 継 紙 15.6X 134.4 l通 245~291一括 20030258 
人名書上)

-60-
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256 |覚](松平美濃守領 (幕末)12月 墨書切紙 16.0X25.6 l通 245~291一括 20030259 
内の五卿を差置く
件)

257 [包紙] i御嘆願書 (幕末) 墨書 67.2 x 39.6 l枚 245~291一括 20030260 
写J

258 毛利敬親謹慎状写 (幕末) 墨書継紙 19.8XI44.0 l通 245~291一括 20030261 

259 I覚](海路下関夫よ (幕末) 墨書継紙 17.7x49.9 l通 245~291一括
り山口へ攻寄候 「討手割Jとあ
面々) る包紙(33.4x

23.8)有り

260 l覚](海路下関夫よ (幕末) 墨 書 切 紙 17.7x29.0 l通 245~291一括 20030263 
り山口江攻寄候
面々江御使番書)

261 l覚](i御番所詰人数 (幕末) 墨 書 継 紙 15.4x40.4 l通 245~291一括 20030264 
左之通見込j五卿関
係)

262 [書状写] (三条殿 (幕末)7月8 入江九一他 御老中稲葉 墨書継紙 15.4X 185.0 l通 245~291一括 20030265 
以外宰相父子勅勘 日 4名 公閣下
を蒙る一件)

263 I伺書写](五卿関係) (幕末)12月 松平美濃守 墨書継紙 16.0X27.9 1Jm 245~291一括 20030266 
27日 桐山作兵衛

264 [達控](五卿関係) (幕末)12月 松平美濃守 墨書継紙 13.2XI5.8 l通 245~291一括 20030267 
27日

265 l謝罪状写](輩下及 元治元年 毛利讃岐・ 墨書継紙 15.2X55.8 l通 245~291一括 20030268 
騒擾候段) 12月朔日 毛利右京

266 [達控](五卿関係) (幕末)12月 松平美濃守 (加藤司書) 墨書継紙 15.9X23.8 IJm 245~291一括 20030269 

267 [達控](前大納言 (幕末)12月 (松平美濃 御副将 墨書切紙 16.0x 14.5 1通 245~291一括 20030270 
近々広嶋表江引払 守)
の件)

268 I伺書写](五卿長州 (幕末)12月 松平美濃守 墨書切紙 16.0X39.4 l通 245~291一括 20030271 
へ滞在の件) 22日 内桐山作兵

衛

269 l覚](此方共移転の (幕末)12月 今中作兵衛 墨書切紙 15.1X24.2 l通 245~291一括 20030272 
件) 15日 -伊丹新一

t!~ 

270 廉書(長州との関係 (幕末) 墨書継紙 16.0x 197β l通 245~291一括 20030273 
について) 「含書jとある

包紙(33.6X
24.6)有り

271 l口上之控](征長関 (幕末) 成瀬隼人正 墨書継紙 19.6X52.0 l通 245~291一括 20030274 
係) 包紙①「成瀬隼

人正江之御口
上手控J(33.4x 
23.6)、②「御口
上手控J(27.4x 
40.4)有り

272 覚(大塚屋久八御用 (幕末)10月 御陸目付 墨書切紙 16.0X39.5 l通 245~291一括 20030275 
留一件)

1
i
 円。



寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

273 [覚](長州征討現人 (幕末) 墨書切紙 15.5X27.6 l枚 245~291一括 20030276 
数ならびに人夫荷
馬差出相済候惣高)

274 覚(r御馬廻組壱人 (幕末) 墨書継紙 15.1 X51.2 l枚 245~291一括 20030277 
陸地京都ヨリ広嶋 付紙あり
迄往片道被差越候
御渡方J)

275 [こより] 17.4 l本 245~291一括 20030278 
270~272を括
る

276 [書状写] (大音兵 (幕末)6月7 (松平越中 筑前宰相 墨書継紙 18.5X 139.4 l通 245~291一括 20030279 
部再上京之件) 日認 守定敬ヵ) (長期殿玉 「松平越中守様

下極内々 江之御口上Jと
ある包紙有り

277 [書状写] (大膳父 元治元年 毛利淡路 墨書継紙 15.2x64.9 l通 245~291一括 20030280 
子の寛大の処置を 11月24日 (元蕃)書判
申し出たもの)

278 [伺劃(家頼番具の (幕末)12月 深見五郎兵 墨書切紙 15.3X36.4 l通 245~291一括 20030281 
借用願い) 衛

279 口述(大膳父子退隠 (幕末)12月 墨書継紙 15.2X45.8 l通 245~291一括 20030282 
に及ばず、寛大の 3日
処置を願う)

280 [達控](毛利大膳父 元治元年 尾張前大納 (松平美濃 墨書切紙 16.0 x 34.0 l通 245~291一括 20030283 
子服罪に付、圏内 12月27日 一aコ 守)他9名
鎮静の件)

281 l覚.](寺院塾居し沙 元治元年 毛利大膳書 墨書継紙 15.3X40.9 l通 245~291一括 20030284 
汰待ち) 11月26日 判・毛利長

門書判

282 [達控](毛利大膳父 元治元年 尾張前大納 長大隅守 墨書継紙 16.5X53.6 l通 245~291一括 20030285 
子服罪に付、圏内 12月27日 ちE三コヨF

鎮静、陣払)

283 [覚](下村又二郎・ (幕末) 墨書継紙 15.6X27.9 l枚 245~291一括 20030286 
吉岡金次郎、人馬
帳取調の件)

284 [書状] (長州関係 (幕末) 墨書縦紙 16.0X90.4 l通 245~291一括 20030287 
の風聞について) (前後欠)

285 [書状写] (加州陣 (幕末)11月 墨書継紙 16.2X 112.5 l通 245~291一括 20030288 
所へ浪士より差出 11日 (前欠)
候歎願書及び返書、
他)

286 [覚](r大樹上浴之 (幕末) 墨書継紙 縦16.0 l通 245~291一括 20030289 
儀、老中両人江…J) (前欠) 破損甚だしく

開閉不可

287 [廻状] (皇国のた (幕末)7月8 浜忠太郎・ 筑前様他13 墨書継紙 15.4X81.1 l通 245~291一括 20030290 
め尽力を願う) 日 入江九一 名、御留守 付紙あり、袖

居御中様 にI七月十二日
暁対州屋敷ヨ
リJとあり

n
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288 l覚](五卿護送関係 (幕末) 墨書継紙 18.0x 120.5 l通 245-291一括 20030291 
人名書上) 254に同じ

289 l覚](長州の者共列 (幕末) 墨書継紙 15.6x57.0 l通 245-291一括 20030292 
藩へ周旋を請う、 (後欠)

他)

290 歎願書(8月18日の 元治元年7 浜忠太郎他 墨 書 書 冊 24.8XI7.0 l冊 245-291一括 20030293 
政変後長州藩士に 月 4名
よるもの)

291 [書状] (五卿転座 (幕末) 墨書継紙 16.0X80.6 l通 245-291一括 20030294 
一件、他)

292 l覚](スナイドル銃 (幕末) 墨書継紙 16.0x76.1 l通 20030295 
渡来の件、他)

293 [包紙] r御所司代 (幕末) 墨書継紙 24.1 X32.9 l枚 293-295一括 20030296 
江差出候伺書写J

294 l伺書写](私儀昨2日 (慶応元年) 倉成兵左衛 江藤徳兵衛 墨書継紙 16.4XI66.1 H直 293-295一括 20030297 
朝着坂の件) 閏5月3日 門 様・永井与

十郎様

295 [伺書写](明日l日滞 (慶応元年) 倉成兵左衛 江藤徳兵衛 墨書切紙 16.5X32.6 l通 293-295一括 20030298 
留、出立延引の件) 閏5月3日 F守 様・永井与

十郎様

296 l達](京師御警衛の (慶応元年) 松平美濃守 墨書継紙 16.4X24.8 l通 20030299 
件) 家来江

297 |覚](r鎖港之経営於 (幕末) 不詳 墨書継紙 18.1 X56.8 l通 20030300 
令夷虜察知者夷情
変化難測J)

298 [書状] (大音兵部 (幕末)10月 水野亀五郎 東郷吉作様 墨書継紙 18.0X60.8 l通 298-328一括 20030301 
外出、帰邸次第案 21日 他2名
内の件)

299 [書状] (大音兵部 (幕末)10月 水野亀五郎 東郷吉作様 墨書継紙 15.0X52.4 l通 298-328一括 20030302 
差支に付、明21日 22日 他2名
夜隼人正と逢う件)

300 [書状] (年頭の参 (幕末)正月 弓削右馬少 東郷吉作様 墨書継紙 16.8X34.4 l通 298-328一括 20030303 
殿の日付を問うた 5日 属-深尾内

もの) 蔵少允

301 [書状] (約束の別 (幕末)10月 小瀬新太郎 東郷吉作様 墨書切紙 16.0X31.3 l通 298-328一括 20030304 
紙2通の落掌願い) 23日

302 [書状] (26日参殿 (幕末)9月 深尾内蔵允 東郷吉作様 墨書継紙 15.4X67.4 l通 298-328一括 20030305 
下され候様、他) 22日

303 [書状] (明6日出張 (幕末)2月5 高木院太郎 東郷吉作様 墨書継紙 18.0X74.1 l通 298-328一括 20030306 
下される様にとの 日
事)

304 [書状] (大音兵部、 (幕末)12月 北大路治部 東郷吉作様 墨書継紙 16.2X40.6 1~ 298-328一括 20030307 I 
御光来伝達依頼) 22日 件権大輔

305 [書状] (御国家の (幕末)口4 墨書継紙 170. x 140.2 l通 298-328一括 20030308 
ため御高配感心、 日 袖裏に「御内

他) 披Jとあり

'------

qδ 円。
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番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

306 [書状] (明12日差 (幕末)正月 川村恵十郎 東郷吉作様 墨書切紙 16.0X39.6 l通 298-328一括 20030309 
支えのため不日拝 11日 -水嶋八左
謁の由) 衛門

307 [書状] (参殿の日 (幕末)正月 弓削右馬少 東郷吉作様 墨書継紙 16.8x48.0 l通 298-328一括 20030310 
時について) 4日 属・深尾内

蔵少允

308 [書状] (明13日参 (幕末)5月 川村恵十郎 墨書切紙 19.1 X24.6 l通 298-328一括 20030311 
上の件) 12日 「口様、川村恵

十郎、五月十
二日jとある包
紙(24.5X18.8) 
有り

309 [書状](妙円寺寺 (幕末)4月 大森浅左衛 東郷吉作・ 墨書継紙 15.2 x 91.0 l通 298-328一括 20030312 
格昇進の件) 10日 門(黒印)・ 倉八権九郎

福屋等(黒
印)

310 [書状] (大音兵部、 (幕末)3月 北大路(治 東郷(吉作) 墨書切紙 16.2X28.4 l通 298-328一括 20030313 
北大路宅へ御出で 15日 部権大輔) 様
の件)

311 [書状] (大音兵部、 (幕末)3月 北大路(治 東郷(吉作) 墨書継紙 16.4X35.4 l通 298-328一括 20030314 
北大路宅へ御出で 23日 部権大輔) 様
の件)

312 [書状] (小川讃岐 (幕末)6月 北大路治部 東郷吉作様 墨書継紙 16.0X59.2 l通 298-328一括 20030315 
-大音兵部・久野 20日 件権大輔
一角参殿の件)

313 [覚.](小JII讃岐退職 (慶応元年) 墨書切紙 16.0x33.2 l通 298-328一括 20030316 
の件)

314 [達](長崎警備の御 (幕末) 大音彦左衛 墨書切紙 16.0X23.4 l通 298-328一括 20030317 
供申付けたもの) 門・大野源

大夫

315 [書状] (来る6日京 (幕末)9月 小河縫殿 大音兵部 墨書切紙 15.3x39.0 l通 298-328一括 20030318 
都立寄、江戸へ飛 朔日
脚差立てる事の報
告)

316 口上(受取を請取る (幕末)5月 (大塚)小三 (竹森)八右 墨書切紙 15.2X27.8 l通 298-328一括 20030319 
様に記したもの) 27日 衛門

317 請取(正金20両) (幕末)5月 大塚小三 竹森八右衛 墨書切紙 15.2X 13.2 l枚 298-328一括 20030320 
20日 (黒印) 門 316に添える

318 覚(長防の者、往来 (幕末)11月 森惣右衛門 墨書切紙 15.8x28.3 l枚 298-328一括 20030321 
手形の件)

319 [書状] (病気全快 (幕末)7月 大(野)源大 庄左右衛門 墨書継紙 16.2X56.1 l適 298-328一括 20030322 
に付見舞御礼) 11日 夫 様

320 [書状] (御域内よ (幕末)5月 (大塚)小三 (竹森)八右 墨書継紙 15.0 x 51.6 1~ 298-328一括 20030323 
り袴地l反下された 25日 衛門
事に対する御礼)

321 i覚.](御家中の面々 (幕末)12月 大目付 墨書継紙 16.0X88.8 l通 298-328一括 20030324 
着服の件) 6日

322 [書状] (長州人、 (幕末)7月 小河伝右衛 大音兵部様 墨書切紙 15.6X62.6 l通 298-328一括 20030325 
不穏の趣について) 18日 門
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323 [書状] (御本丸御 (幕末)2月 松本敬之進 吉田久兵衛 墨書切紙 16.0X49.0 l通 298~328一括 20030326 
宮参詣延引の報告) 20日 -友枝市大 -小河縫殿

夫 様

324 l伺書](四宮孫次郎 (幕末)4月 杉山文左衛 墨書切紙 15.6X39.3 l通 298~328一括 20030327 
諸役兼帯多端に付、 門
相応の扱いを受け
るべきことを願う)

325 l覚](聞役助和田市 (幕末) 墨書継紙 16.4X48.8 l通 298~328一括 20030328 
之允、退職に付金
子500疋)

326 [こより] 24.0 l本 298~328一括 20030329 
311 ~325まで
括る

327 [御届書写](禁門の (元治元年) 松平大膳大 墨書継紙 17.7X42.6 1:iili 298~328一括 20030330 
変について) 7月25日 夫 「御届書写Jと

ある包紙(26.3
X35.2)有り

328 [御届書写](家来の (幕末)7月 松平大膳大 墨書継紙 17.7X55.7 l通 298~328一括 20030331 
者両人英船乗組、 22日 夫 「御届書写Jと
横浜より帰国の件) ある包紙(26.3

X35.2)有り

329 l一橋家略系図l (幕末) 墨書切紙 15.2X46.1 l枚 20030332 

330 [島津氏略系図](重 (幕末) 墨書切紙 15.0 x 31.5 l枚 20030333 
豪より当修理大夫
まで)

331 覚(長崎警備、石火 (幕末) 墨書継紙 15.4XI78.6 l通 20030334 
矢玉、薬等の内訳)

332 l狂言演白書上](清 (幕末) 墨書切紙 16.6X 14.5 l枚 20030335 
水〈しみず〉・太万
奪くたちばL、〉・釣
狐〈つりぎつね)) 

333 野戦砲掛り名元(マ (幕末) 墨書継紙 15.5X50.0 l通 20030336 
マ)

334 [覚](外国船名と船 (幕末) 墨書継紙 15.6X40.7 l通 20030337 
長名書上)

335 [こより] 40.5 l本 20030338 

336 [覚](福岡藩の軍備 (幕末) 皇室書 継紙 15目1X70.1 l通 20030339 
明細)

337 覚(大鵬丸江戸表江 (幕末)12月 墨書継紙 15.2X98.5 1:iili 20030340 
指越候件) 4日

338 覚(金差引算用証、 (幕末) 墨書継紙 16.4X50.6 l通 20030341 
馬廻組中帰国候
面々、他)

339 l覚](対外|領恰土郡 (幕末) 墨書継紙 15.3X 152.9 1通 20030342 
吉井村鉄砲荒地鍛
冶嘉三太について)

に

un
b
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340 覚(戸畑村抱中嶋へ (幕末)亥7 惣郡奉行内 墨書継紙 15.9X40.9 l通 20030343 
砲台御築立普請の 月 野太郎左衛

件) 門・明石半
十郎

341 覚(中立売御門御番 (幕末) 墨書切紙 16.2x29.4 l通 20030344 
昼夜、他人数書上、
都合24人)

342 l覚](伝習被仰置候 (幕末) 墨書切紙 16.0X55.0 l通 20030345 
人名書上、測量・
砲術・語学他)

343 [こより] 23.0 l本 20030346 

344 l書状写J(使節派遣、 文久3年12 井上河内守 魯西亜国士 墨 書 書 綴 24.6X 17目l l綴 20030347 
我国内事情陳述の 月25日 (花押)他2名 イロゴシケ
件) ウイチ

345 [書状] (小'"讃岐 (幕末)5月 吉田主馬 大音兵部様 墨書継紙 16.4X299.1 E直 20030348 
殿京都表指越一件) 19日 (朱印)

346 I覚](英軍艦案内に (幕末) 墨書継紙 15.8x73.9 l通 20030349 
付都合伺)

347 [書状] (三郎様・ (幕末)9月 松本五郎兵 墨書継紙 16.6x83.9 l通 20030350 
侍従様渡海御用相 衛
仕廻候、以後の心
得方につき伺、他4
件)

348 i覚](r一、御船高、 (江戸時代) 墨書切紙 15.1 x 10.3 l通 348.349一括 20030351 
一、御家中乗馬高、
一、御国中船高J)

349 [パンカマ図面] (幕末~明 墨書切紙 24.7X32.3 l通 348・349一括 20030352 
治ヵ)

350 [こより] l本 348・349を括 20030353 
る

351 [覚](薩州様鉄筒・ (幕末) 墨書切紙 15.8 x 18.9 i通 20030354 
蒸気船購入に付報

352 [書状] (霞口製造 (幕末)5月 華月堂 田隣舎雅兄 墨書継紙 15.9X43.4 l通 継目剥がれ 20030355 
局創設に付建言)

353 [覚](若松御砲蓋築 (幕末) 墨書継紙 57.0X 15.6 l通 20030356 
立に付出精の者人
名書上、脇田浦庄
屋清六他7名及び船
組頭・船頭取)

354 [書状] (少将様御 (幕末) (大音六左 墨書継紙 15.9X 177.8 l通 「大音六左衛門 20030357 
建白の件) 衛門) (後欠) とのへJとある

包紙(27.6X
40.7)有り

355 l達控](御家中の面 (江戸時代) 大目付中江 墨書継紙 16.1 x 100.7 l通 355~364一括 20030358 
々着服の儀につき 12月6日
御達)

-66-
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356 口達控(福岡横町に (江戸時代) 御陸目付中 墨書継紙 15.2X93.2 l通 355~364一括
て士嚇之者両名抜 子2月20日
刀の件)

357 町触写(来る18日新 (幕末)II月 讃岐 墨 書 竪 帳 24.6X 17.1 l点 355~364一括 20030360 
嘗祭執行に付、洛
中洛外寺院・町方
心得のこと)

358 口達控(京都聞役附 (幕末)丑5 御陸目付 墨書継紙 縦15.9 l通 355~364一括 20030361 
役徳永喜平次御国 月10日 継ぎ目;剥がれ
許差返の件)

359 口上覚(来る18日新 (幕末)II月 両侍奏雑掌 加賀中納言 墨書継紙 16.3X71.7 l通 355~364一括 20030362 
嘗祭に付、火元用 15日 様ほか8名
心他心得方のこと) -御警衛首

番中

360 口達控(京都上立売 (江戸時代) 中立売御屋 (御側筒頭 墨 書 継 紙 16.4X282.3 l通 355~364一括 20030363 
御屋敷御蔵納之御 丑3月 敷詰御側筒 中) 「口達控御側
金子紛失一件) 頭 筒頭中Jとある

包紙(35.4X
24.6)有り

361 覚(同道仕候面々旅 (幕末)4月 倉八権九郎 墨書綴 15.8X40.2 l点 355~364一括 20030364 
用金不足に付御扱
渡願、戸川佐五右
衛門・浅香ー索・
筑紫衛・早川敬二
郎・片宗金平の5名
も)

362 口達(当時柄内昧難 (幕末) 墨書継紙 15.7x59.9 l通 355~364一括 20030365 
渋之趣につき御扱
渡の件、倉八権九
郎・戸川佐五衛門
-浅香ー索・筑紫
衛・早川敬二郎に
対して)

363 [付紙](申出之通金 (幕末) 墨書切紙 16.1 X24.9 i通 355~364一括 20030366 
子御下の件、片宗 (前欠)
金平に対して)

364 口達控(東郷吉作召 (江戸時代) 京都詰方 墨 書 継 紙 15.9X 152.2 ljiJi 355~364一括 20030367 
仕若党福井七蔵上 丑3月25日 御陸目付
立売御屋敷蔵納の
御金子盗取一件)

365 覚(京都より帰国に (幕末)丑4 倉八権九郎 墨書継紙 15.8X77.5 l通 20030368 
っき用心金として 月 -戸川佐五
金五拾両拝領願) 左衛門

366 覚(郷簡の者平日脇 (江戸時代) 墨書切紙 14.9x51.4 l通 端裏に「壱jと 20030369 
差帯の件など伺) 付紙あり。ほ

か本文中にも
付紙l点あり。
367とこよりに
て合綴。

367 覚(郷筒之者へ心付 (江戸時代) 墨書継紙 14.9x 127.5 l通 366とこよりに 20030370 
渡の件につき伺) (後欠) て合綴。

司

in
b
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368 [書状] (奉幣使と (元治元年 梅渓宰相中 墨書切紙 18.8X46.7 l通 20030371 
して宇佐宮・香椎 ヵ)12月 将殿使大谷
宮参向後無滞帰洛 多仲
につき挨拶)

369 [書状](昨日今朝 (幕末)6月 市之進 弥次兵衛様 墨書継紙 16.1 X83.8 l通 表書に「北大 20030372 
両度之貴翰謁仕候 17日 路Jとあり
事など)

370 [書状](当国住吉 (幕末)4月 松平美濃守 知思院御内 墨書継紙 15.0X 128.8 l通 継ぎ目剥がれ 20030373 
村懸園寺願筋の件 10日 内福屋等 上善寺・法
など) -大森浅右 徳院御役

衛門・ 者中

371 覚(御両殿様に対す (江戸時代) 墨書継紙 縦27.0 l通 継ぎ目剥がれ。 20030374 
る御誓紙に御違背 「覚jとある包
有閑敷事など7件) 紙(26.9X39.7)

有り。

372 [書状](豊前表情 (幕末)10月 =輸佐一郎 小仲太様 皇室書 継紙 16.4X72.1 l通 表書に「風説再 20030375 
勢等再調査の件) 11日 (花押) 調子大庄屋

三輪佐一郎Jと
あり。

373 侍奏坊城大納言殿 文久2年壬 墨 書 切 紙 15.9X53.8 l通 20030376 
より御達書写(周旋 成11月7日
のため美濃守出府 写
すべきこと)

374 [覚:](尾張様姫路よ (慶応元年 墨 書 切 紙 24.3X 15.3 l通 「尾州様姫路よ 20030377 
り京都迄の御泊付) ヵ)丑正月8 り京都迄御泊

日 付jとあり。付
札「京都行Jと
ある包紙(27.9
X32.6)有り

375 [書状](若松にて (幕末)8月 内野太郎左 明石権右衛 墨 書 継 紙 15.8X 103.5 l通 20030378 
大庄屋・百姓共、 16日 衛門(朱印) 門様
大砲・筒打方稽古
の件等)

376 [図面](祈形門の (江戸時代) 墨 書 竪 紙 37.9X39.6 l点 20030379 
図面)

377 [図面](統陣を記 (江戸時代) 墨 書 切 紙 17.1 X24.2 l点 20030380 
した図面)

378 [図面](砲台の図 (江戸時代) 墨 書 切 紙 33.1 X24.0 l点 378・379同折 20030381 
面ヵ)

379 [図面] (江戸時代) 墨 書 切 紙 32.9x24.3 l点 378・379同折 20030382 

380 !書状](吉川監物江 (幕末) 墨 書 継 紙 15.8X94.2 l通 20030383 
戸屋敷へ金子2千両
差入について相談)

381 [書状](要用出来 (幕末) 山田耕作 大(音)兵部 墨書継紙 16.2X64.9 l通 継ぎ目剥がれ 20030384 
につき御光駕日限 様
延引の件)

382 [書状](御柱駕・ (幕末) (岡本)作之 墨 書 継 紙 16.5X 104.9 l通 継ぎ目剥がれ 20030385 
贈物に対する御礼) 右衛門様

383 [書状](信楽へ罷 (幕末)3月 光害百 尊兄口 墨書継紙 16.0X51.7 l通 継ぎ目剥がれ 20030386 
出走候儀について) 15日
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

384 口達(受持筋出精に (幕末) 墨 書 縦 紙 15.8X54.4 l通 付筆あり 20030387 
っき金子下賜の件)

385 覚(頬当洗清め取計 (江戸時代) 墨書切紙 16.3x 17.9 l通 「上Jとある包 20030388 
の件) 12月28日 紙(23.5x 17.2) 

有り

386 口上(御武運祈念の (幕末)12月 徳勝院使 墨書切紙 16.2 X20.0 l通 20030389 
ため宝札など指上 26日
の事)

387 [書状] (寒中見舞) (幕末) 西国寺殿御 松平美濃守 墨書切紙 16.1 X22.3 l通 20030390 
使玉川玄 様
蕃

388 達写(中国路被差返 (幕末) (小川)讃岐 墨書切紙 16.0x33.6 l通 20030391 
候事)

389 [書状] (年始御祝 (幕末)正月 康橋中納言 墨書継紙 17.6x38.2 l通 「虞橋中納言様 20030392 
儀) 様御使 御使宇津木

大蔵Jとの付札

あり。継ぎ目
剥がれ。

390 [書状] (寒中見舞) (幕末) 大乗院御門 松平美濃守 墨書切紙 16.2X31.1 l通 20030393 
主・知心院 様・松平下

御方御使 野守様
野村求馬

391 覚(制勝組頭取取締 (幕末) 墨書継紙 15.7X73.0 l通 20030394 
三松寛右衛門ほか
人名書上)

392 l書;状案](去秋出来 (幕末) 墨 書 継 紙 15.0x72.2 l通 継ぎ目剥がれ 20030395 
の際の御礼、五卿
随従者水野渓雲斎

よりの御内状、弊
務役筋之者写取の

件等)

393 [書状写](長州御追 (元治元年 尾張前大納 墨書継紙 19.5X55.0 l通 20030396 
討につき御心得方 ヵ) 言カ
御伺、時候御見廻)

394 覚(府内矢田兎ほ (江戸時代) 墨書切紙 15.0X51.5 i通 20030397 
か12名人名書上)

395 覚(永野武左衛門ほ (幕末) 墨書切紙 15.5X49.7 l通 20030398 
か11名長崎二番々
帰り人名書上)

396 達写(長防討手之 元治元年 尾張前大納 松平越中守 墨書継紙 16.0x 14.1 l通 端裏書「十二月 20030399 
面々陣払の件) 12月27日 下1 廿七日御副将

江之御達写jと

あり。

397 i書状写](年始御祝 (幕末)正月 久我三位中 松平美濃守 墨書継紙 18.0X42.3 l通 継ぎ目剥がれ 20030400 
詞) 将殿 様

398 [達控](松平阿波守 (元治元年) 三宅将書 東郷吉作様 墨書継紙 17.8X68.3 l通 20030401 
他6名への達等) 12月25日

399 御口上覚(金城前中 (幕末)12月 鷲尾(隆衆 (茨木主税) 墨書切紙 16.1 X34.5 l通 399・400一括 20030402 
納言御末子の件) 12日 ヵ)殿御使
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番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

400 [覚l (幕末) (鷲尾殿御 墨書紙片 17.7X5.3 l枚 399・400一括 20030403 
使茨木主

税)

401 [書状] (昨日出立、 (幕末)12月 森弥一左衛 東郷吉作様 墨書継紙 15.7x75.0 l通 20030404 
下坂の都合一件) 7日 門

402 [書状] (長州藩容 (元治元年 永井主水正 松平美濃守 墨書継紙 16.0X29.6 l通 20030405 
易ならざる形勢、 ヵ)7月18日 -戸川口三 殿留主厨
人数早々差出す件) !l~ 

403 [覚](金銭・役職書 (幕末) 墨書切紙 16.5X 13.6 l枚 20030406 
上)

404 覚(正親町殿、波戸 (幕末)7月 御用聞 墨書継紙 15.5X67.4 l通 20030407 
場御出候付一件)

405 [覚](無足頭杉山文 (幕末) 墨書継紙 15.9x50.7 l通 405-407一括 20030408 
左衛門大目付兼帯
命じられる)

406 蹴鞠根元之事(r後 (幕末) 墨書一紙 24.1 x31.4 l通 405-407一括 20030409 
撰秘抄Jの書抜)

407 和楽之起荒糟 (幕末ヵ) 墨書折紙 24.2X32.8 l枚 405-407一括 20030410 

408 [こより] 23.5 l本 405-407を括 20030411 
る

409 覚(長崎御台場来年 (幕末)12月 大頭 墨書継紙 縦15.5 l通 20030412 
始ヨリ松飾一件) 21日 (中欠ヵ)

410 [覚](無足頭杉山文 (幕末) 墨書継紙 15.9x29.6 l通 20030413 
左衛門に勘定奉行

命じられる)

411 l告諭写](r朝廷棄民 (幕末) 墨書切紙 15.0 x 39.1 l通 20030414 
之御過失無之全国
之武臣挙動無之
様. . . J) 

412 口上之覚(藍嶋へ異 (幕末)6月 平瀬善一郎 安永延左衛 墨書端紙 24.6x31.6 l通 20030415 
船入湊の働 16日 -志賀宅右 門様・高屋

衛門 善大夫様

413 l覚:](右、申出の通、 (幕末) 墨書切紙 15.8X 15.2 l通 20030416 
大頭へ口達に及ぶ) (前欠)

414 l覚](右、委曲は浦 (幕末) 墨書継紙 15.3x 18.5 l通 20030417 
奉行へ口達に及ぶ) (前欠)

415 I覚](京都行、長州 (幕末)8月 墨書切紙 15.1 x 17.3 l通 20030418 
行、各々人名書上) 22日

416 覚(人名書上) (江戸時代) 墨書切紙 15.1 x 10.9 l通 20030419 

417 [覚](年始御祝詞) (幕末) 大乗院御門 松平美濃守 墨書継紙 17.5x25.8 13ili 417・418一括 20030420 
主御使左 様・松平下 (前欠)
右田掃部 野守様

418 [覚l (幕末) (大乗院御 墨書紙片 15.9X6.7 l枚 417・418一括 20030421 
門主御使左
右田掃部)
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番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

419 [書状] (御石火矢 (幕末)10月 御石火矢役 墨書継紙 15.4x46.5 i通 継ぎ目剥がれ 20030422 
-御大筒袋の件) 頭取 (前欠)

420 l覚](法被革笠人数 (幕末) 墨書切紙 15.4x25.0 l通 20030423 
と人名書上)

421 [書状] (浦上氏、 (幕末)6月 東馬 (大音)彦左 墨書継紙 15.9x40.6 l通 20030424 
立花初め拙家江誘 27日 衛門様
引の件)

422 [書状] (参殿の答 (幕末)6月4 賀陽宮御内 松平美濃守 墨書継紙 17.6x39.8 l通 20030425 
礼として美濃守・ 日 赤羽主計 様御内大音
下野守へ贈物の件) 兵部様

423 [書状](明25日午 (幕末)4月 川村恵十郎 北大路様・ 墨書切紙 19.1 X24.7 l通 20030426 
後参上の件につい 24日 拝 大音様
て問い合わせ)

424 [書状] (一条嘉兵 (幕末)5月 光簡 大音兄 墨書継紙 17.6X43.0 l通 20030427 
衛の件他) 25日

425 [書状] (中村鉄蔵 (幕末)6月 墨書切紙 16.1 x30.7 l通 20030428 
御取の件) 19日

426 l覚](筑州の評判良 (幕末) 墨書継紙 16.0X87.5 l通 端裏に「御内 20030429 
好の事、御預かり 披jとあり
地について)

427 l覚](新年の祝詞) (幕末)正月 五条少納言 墨書切紙 18.2x 18.0 l通 20030430 
殿使赤松小
源太

428 [書状](寒中見舞) (幕末)12月 広橋様御 墨書継紙 18.3X33.3 l通 428・429一括 20030431 
使 継ぎ目剥がれ

429 |覚l (幕末)12月 (広橋中納 墨 書 紙 片 17.9X4.5 l枚 428・429一括 20030432 
言様御使字
都木大蔵)

430 [書状](家来末々 ま (幕末)12月 梅渓宰相中 墨書縦紙 35.0x 18.8 l通 20030433 
で御入念之饗応に 将殿使大 (前欠)
対する礼状) 谷多仲

431 [覚](源氏物語巻名 (江戸時代) 墨書切紙 17.5X40.2 l枚 20030434 
書上)

432 [覚1(一橋府出陣の (江戸時代) 墨書継紙 16.2X23.3 l通 20030435 
件) (前後欠)

433 覚(圏内情勢につい (元治元年 墨書継紙 15.7x247.0 l通 継ぎ目剥がれ 20030436 
ての近況報告) ヵ) (前後欠)

434 建山謹文数之覚 (江戸時代) 墨書折紙 28.7X43.2 l通 20030437 
寅5月

435 [書状] (過刻之別 (江戸時代) 長谷川 三木様 墨書切紙 15.8x23.0 l通 20030438 
紙拝見のこと) 2月24日

436 覚(現人数等書上) (江戸時代) 墨 書 切 紙 15.8X 19.9 l通 20030439 

437 [書状] (主馬より (幕末)6月 墨 書 切 紙 17.3x48.3 l通 20030440 
の御用状披見他) 20日

438 [覚:](ふとん、雌子 (江戸時代) 御小人六 墨 書 切 紙 15.6x34.1 l通 20030441 
等諸品数書上) 子ノ 12月 治
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備晶番号

439 [書状](東郷様御 (幕末)9月 光舗 大音兄 墨書継紙 16.3X63.2 l通 継ぎ目剥がれ 20030442 
召連御光来願) 23日

440 大坂御城代江逮案 (幕末)午5 墨書継紙 16.7 x 31.6 l通 20030443 
(観l警備の向へ出京 月l日
の際、惣人数等伺
あるよう御達あり
たきこと)

441 [覚](取締のため衣 (幕末) 墨書切紙 15.5X28.0 l通 20030444 
非茂記ならびに無
足組十人黒崎駅へ
出張の件ほかl件)

442 [達](衣非茂記名代 (幕末) 墨書切紙 15.5X23.7 l通 20030445 
として黒崎駅へ出
張のこと)

443 覚(高谷綾三郎御 (幕末) 墨書切紙 16.2X24.5 l通 20030446 
抱、末永献太郎御 (後部欠ヵ)
館入の件)

444 覚(郡役所ヘヲ|付L、(江戸時代) 遠賀鞍手掛 墨書継紙 14.9x32.4 l通 20030447 
ている御幕等書上) 6月 り郡代

445 覚(英字修行、平賀 (幕末) 墨書切紙 16.1 x 10.6 l通 離脱した付札220030448 
磁三郎他2名人名書 点あり。法量
上) は付札含まず。

446 [覚](r侍従殿従四 (江戸時代) 庭田殿使 墨書切紙 16.0X21.1 l通 20030449 
位上勅許被蒙畏被 12月 沖兵部
存候に付、御吹聴
被申入候事J)

447 廉々見込之大意(軍: (幕末) 墨書継紙 30.8x1l4.3 l通 付札2枚あり。 20030450 
障の件御実備に被 法量は付札含
成置候{義など存寄 む。
書)

448 I達](黒崎芦屋出張 (江戸時代) 墨書切紙 15.7X 16.8 l通 20030451 
の面々へ御違の事
ほかl件)

449 何(御間内出方諸使 (江戸時代) 御用聞兼帯 墨書繍 15.9x57.2 l点 付紙あり。年 20030452 
人割につき伺) 2月 未詳正月付御

槍奉行兼帯の
覚を合綴。

450 [書状] (幕末)2月 栗田貢(朱 大(音)左京 墨書切紙 15.9x29.3 l通 20030453 
10日 印)・松本 様 (前欠)

主殿(朱印)

451 [書状](清拝楼出 (幕末)4月6黒川嘉兵衛 墨書継紙 16.0X86.8 l通 20030454 
席の件、御高免被 日
下候様にとのこと)

452 覚(豊前四日市ほか (慶応3年 墨書継紙 15.8x36.9 l通 20030455 
4件預かり地書上) ヵ)

453 [書状案](美濃守攻 (幕末) 墨書継紙 18.1 x69.0 l通 20030456 
口之見付処、委細
申上のこと)
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

454 [書状] (時候御見 (元治元年) 成瀬隼人正 墨書継紙 16.9x63.9 l通 20030457 
舞・進上物に対す 10月9日 様御使者山
る礼状) 回荘兵衛

455 覚(大鉄釘等諸品番 (江戸時代) 墨書継紙 15.6X47.3 l通 表書にIスハ 20030458 
上) ンJとあり。

456 風説書(肥後浪人久 (幕末)9日 墨書継紙 14.9x93.8 l通 端書に「浅香登 20030459 
留米表にて召捕の 役所より今九
{牛ほカミ2件) 日送り来lレ」と

あり

457 [覚](平常夜自足軽 (幕末) 墨書切紙 15.9x26.9 l通 20030460 
頭・足軽、見守番
の件ほかl件)

458 [書状写] (御所望 (幕末) 墨書継紙 16.1 x73.3 l通 継ぎ目剥がれ 20030461 
の馬具一式進覧、
御落掌の程他)

459 [書状] (先日御問 (幕末) 戸畑村庄屋 都甲小仲太 墨書継紙 16.2x50.7 l通 端裏に「ニ風説 20030462 
合の風説について) 小林弥一郎 様 再調子小林弥

(花押) -~~J とあり

460 l覚l (幕末) 墨書継紙 15.8X93.6 l通 20030463 

461 [書状](御存念御 (幕末)11月 墨書切紙 15.8X39.8 l通 20030464 
書付申候件につい 2日
て他)

462 口上控(先般大変之 (幕末) 松平美濃守 墨書切紙 16.0X36.2 l通 端裏に「十月廿 20030465 
趣御承知、見舞、 様・同下野 (後欠) 三日、松平越

他) 守様・奥方 中守御使者
様 河野E御口上

控右御使者応
対、山路八蔵」
とあり

463 [書状] (御内話に (幕末)2月 墨書継紙 16.1 X70.3 l通 継ぎ目剥がれ 20030466 
付、宇治行遠馬の 28日
件他)

464 案文(長崎警備のた (幕末)正月 墨書継紙 15.6x74.1 l通 継ぎ目剥がれ 20030467 
め、京都中立売御
門御園受持御免願

465 [書状] (御隣国手 (幕末)3月 若松庄屋 御浦御役所 墨書継紙 16.0X75.7 l通 20030468 
当向厳重について 25日 松井仁右衛

一件) 門(黒印)

466 [書状] (享保14年 (江戸後期) 立花小左衛 大音何索 墨書切紙 15.8X41.7 l通 20030469 
10月21日之御書に 正月20日 門
添えた正大夫より
の覚書写、落手)

467 [封筒] 黒川 大音様 墨書切紙 17.4X4.8 l枚 20030470 I 

468 [書状] (極内密に (江戸時代) 中村平太夫 井手丹右衛 墨書継紙 15.1 x99.0 l通 20030471 
長谷部玄吾差出候 10月4日 門様
様周旋依頼)

469 覚(衣非茂記、黒崎 (幕末) 墨書継紙 14.9X88.1 l通 8箇所付紙あり 20030472 
宿筋出張の件、他)
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

470 [覚)(緩三郎他アト (幕末) 墨書継紙 15.8X74.1 l通 3箇所付紙あり 20030473 
ミラルへの進物明
細)

471 l覚H五卿関係人名 (幕末) 墨書継紙 15.4X73.5 l通 20030474 
書上)

472 [達)(長州人追々 入 (幕末) 尾州他6藩 墨書継紙 15.1 X50.1 l通 20030475 
京により、人数引 主
連為御警衛上京命
令)

473 口上(宰相〔長湾〕 (幕末)7月 (北大路)治 (大音)兵部 墨書継紙 15.3x27.5 l通 20030476 
様御直書の中に懸 17日 部権大夫 様
命の事あり、これ
に対する返礼)

474 [書状案](其御許 (幕末) (福岡表江) 墨書継紙 15.9x69.4 1通 474・475一括 20030477 
様御変動の瑚、領 付紙等あり
民、領内入込件)

475 [書状](去ル変動 (幕末)10月 茂呂三郎平 杉山三郎平 墨書継紙 16.3X20.6 l通 474・475一括 20030478 
後、其御領分に罷 3日 直継(花押) 様・花房助
出る者の件) 太夫様

476 [こより] 20.4 l本 474・475を括 20030479 
る

477 [書状写](軽き薬 (幕末)5月 大坂御奉行 墨書継紙 15.7 x 38.7 l通 20030480 
にて空焔相放させ、 所 (前欠)
文、焔述の作法堅
く相守る様)

478 禁固人名元(長州藩 (幕末) 墨書切紙 15.9x29.1 l枚 端裏に「禁固人 20030481 
政府内談役前田孫 之各元Jとあり
左衛門他14名を親
類に預ける)

479 [書状](挟時計の (幕末) 墨書継紙 16.0x59.5 l通 20030482 
件) (後欠)

480 [覚](長州藩士人名 (幕末) 墨書継紙 17.5x 17.4 l通 20030483 
書上) (後欠)

481 口上覚(武備充実の (幕末) 墨書継紙 15.7x39.2 l通 20030484 
件) (後欠)

482 [書状](珍敷品恵 (幕末) 墨書継紙 15.9x39.5 l通 20030485 
贈の件) (後欠)

483 [断簡一括l (幕末) 墨書紙片 7点 20030486 
~492 

484 旧録(時計壱個)] (幕末) 墨書切紙 52.6X65.4 l枚 20030493 
(檀紙)

485 英馬具之入方(脊数 (幕末) 墨書切紙 16.4x21.6 l枚 20030494 
と人名書上)

486 [書状](肥後守、 (幕末)9月 墨書切紙 18.0X28.0 l通 20030495 
大音左京様に逢い 25日
たき旨、申し上げ
る様にとの事)

4
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

487 [書状] (この天気 (幕末)2月 光諮 兄公(大音 墨書継紙 16.0X83.2 l通 継ぎ目剥がれ 20030496 
にて明日の件は不 19日 兵部)座下
都合の事)

488 入記(壱挺・鉄砲、 (幕末) 墨書切紙 17.0X26.6 I通 20030497 
他、大音左京様御
承知の分)

489 入記(壱ッ、紙包、 (幕末) 墨書折紙 24.0 x 32.4 I枚 20030498 
或反、御袴地、壱
箱、時計、他)

490 [覚.](年始の御祝儀) (幕末)正月 山階宮様 墨書切紙 15.8X10.6 l枚 20030499 
5日

491 i覚1(年始御祝詞) (幕末) 御台御所御 墨書切紙 18.8X 19.4 l枚 20030500 
使木村右
衛門

492 [包紙] r寛永九年 (江戸時代) 墨書 27.7X40.4 l枚 65の包紙ヵ 20030501 
五月廿三日従忠之
公御加増ならぴに
御替地之御判物J

493 [包紙] r享和三発 (江戸時代) 墨書 27.5X40.2 l枚 152の包紙ヵ 20030502 
亥年正月廿八日頂
戴御書j

494 [包紙] r一、長政 (江戸時代) 墨書 27.3X39.8 l枚 20030503 
様御判」

495 [包紙] r口口口口 (江戸時代) 墨書 23.9X40.l l枚 20030504 
口年御太万馬代献
上仕候付、長口公
ヨリ被下候御書J

496 [包紙] r手控」 (江戸時代) 墨書 24.2x39.5 l枚 20030505 

497 [包紙] r大音六左 (江戸前期) (黒田)光之 大音六左衛 墨書 28.0x40.8 l枚 墨引あり 20030506 
衛門殿光之J 門殿

498 [包紙] r大音伊織 (江戸中期) 大音伊織殿 墨書 24.1 x41.1 l枚 20030507 
殿j

499 [包紙] r御口上手 (江戸時代) 墨書 26.9x39.6 l枚 20030508 
控j

500 l覚l (江戸時代) (随d心院准 墨書 17.1 X5.7 l枚 20030509 
后殿御使
山口主殿)

501 [包紙] r彦左衛門 (江戸時代) 井口猪兵衛 (大音)彦左 墨書 23.3x30.1 l枚 墨引あり 20030510 
様御側衆中井口 衛門様御側
猪兵衛」 衆中

502 [包紙] r高田万添 (江戸時代) 墨書 27.2X40.0 l枚 ウワ書にとあ 20030511 
状城井藤弥兵衛 り
御討取之節、同人
帯候万」

503 [包紙] r大音伊織 (江戸中期) 大音伊織殿 墨書 27.2X40.7 l枚 20030512 
殿J

504 [包紙] r安永九年 (安永9年 墨書 31.0X45.0 l枚 20030513 
庚子歳頂戴御書」 ヵ)

F
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

505 [包紙] r八月十五 (江戸前期 野口佐介他 墨書 27.5X41.2 l枚 封印あり 20030514 
日之御書、道茂持 ヵ) 7名
参仕、九月十一日
ニ口口請仕上候、
御書ならびに御請
之案文口口j

506 [封筒] r大音兵部 (幕末) 原市之進 大音兵部様 墨書 18.3X5.0 l枚 2箇所に封印(朱 20030515 
様原市之進J 印)あり

507 [包紙] r大音六左 (江戸前期 右衛門佐 大音六左衛 墨書 27.0X40.4 l枚 96の包紙ヵ 20030516 
衛門との・大塚口 カ) (某) 門との・大
兵衛との右衛門 塚権兵衛と
佐」 の

508 [包紙] r大音六左 (江戸時代) 大音六左衛 墨書 27.4X39.9 l枚 20030517 
衛門殿」 門殿

509 [包紙] r旋旗類図、 (江戸時代) 墨書 39.2X26.3 l枚 20030518 
一綴j

510 [書状] (ウワ書、 (幕末) 小野権之丞 東郷吉作様 墨書継紙 17.4X 16.5 l片 20030519 
メ部分のみ) 他2名

511 [包紙] r大音六左 (江戸前期) (黒田)光之 大音六左衛 墨書(紙片) l枚 20030520 
衛門とのへ光之J 門とのへ

512 [包紙] r大音六左 (江戸前期) (黒田)光之 大音六左衛 墨書 26.8X40.4 l枚 墨引あり 20030521 
衛門とのへ光之J 門とのへ

513 [包紙] r演説振J (江戸時代) 墨書 24.5x33.4 l枚 20030522 

514 [包紙] r正月廿ー (享保15年 墨書 37.8X24.0 l枚 20030523 
日ニ頂戴、御書、 ヵ)
享保十五庚成ノ捻j

515 [断簡一括l (江戸時代) 墨書包紙 4点 20030524 
-527 

516 [包紙] r被下御書 (江戸時代) 墨書 33.5X23.8 l枚 20030528 
一通J

7 文芸資料

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

517 紫式部日記上 (江戸時代) 書 冊 木 版 25.7X 18.2 l冊 20030529 

518 紫式部日記下 (江戸時代) 書冊木版 25.7X 18.2 l冊 20030530 

519 表白 (江戸時代) 書冊木版 27.4X 19.7 l冊 20030531 

520 津連つれ草(徒然草) 上 元文五年申正月 板元: 書 冊 木 版 26.2x 18.2 l冊 20030532 
カ 書林鼎

直堂

521 津連つれ草(徒然草) 下 元文五年申正月 板元: 書 冊 木 版 26.1 x 18.2 l冊 20030533 
書林鼎
直堂

522 湖月抄(源氏物語「桐壷J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.5X 19.4 l冊 表紙裏番号壱とあり 20030534 

523 湖月抄(源氏物語「帯木J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.4x 19.5 l冊 表紙裏番号弐とあり

円。
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

524 湖月抄(源氏物語「空蝉J) 延宝7じ年冬至月 書冊木版 27.6xI9.5 l冊 表紙裏番号二とあり 20030536 

525 湖月抄(源氏物語「夕顔J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 27.6X 19.3 l冊 表紙裏番号四とあり 20030537 

526 湖月抄(源氏物語「若葉J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 27.6 x 19.4 l冊 表紙裏番号五とあり 20030538 

527 湖月抄(源氏物語「末摘 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 27.6 x 19.4 l冊 表紙裏番号六とあり 20030539 
花J)

528 湖月抄(源氏物語「紅葉 延宝元年冬至月 書冊木版 27.2XI9.4 l冊 表紙裏番号七とあり 20030540 
賀J)

529 湖月抄(源氏物語「花宴J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.6x 19.5 l冊 表紙裏番号八とあり 20030541 

530 湖月抄(源氏物語f葵J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.7XI9.9 l冊 表紙裏番号九とあり 20030542 

531 湖月抄(源氏物語「賢木J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.5X 19.5 l冊 表紙裏番号拾とあり 20030543 

532 湖月抄(源氏物語f花散 延宝元年冬至月 書冊木版 27.5X 19.5 l冊 表紙裏番号拾壱とあり 20030544 
里J)

533 湖月抄(源氏物語「須磨J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.5XI9.5 l冊 表紙裏番号拾二とあり 20030545 

534 湖月抄(源氏物語「明石J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.5XI9.5 l冊 表紙裏番号十三とあり 20030546 

535 湖月抄(源氏物語「湾標J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 27.5x 19.5 l冊 表紙裏番号十四とあり 20030547 

536 湖月抄(源氏物語「蓬生J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.5x 19.5 l冊 表紙裏番号十五とあり 20030548 

537 湖月抄(源氏物語「関屋J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.5X 19.5 l冊 表紙裏番号拾六とあり 20030549 

538 湖月抄(源氏物語「絵合J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.5XI9.5 l冊 表紙裏番号十七とあり 20030550 

539 湖月抄(源氏物語「松風J) 延宝元年冬至月 書簡木版 27.5XI9.5 l冊 表紙裏番号拾八とあり

540 湖月抄(源氏物語「薄雲J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.5X 19.5 l冊 表紙裏番号拾九とあり 20030552 

541 湖月抄(源氏物語「撞J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.6xI9.5 l冊 表紙裏番号弐十とあり 20030553 

542 湖月抄(源氏物語「乙女J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.7XI9.3 l冊 表紙裏番号弐十ーとあ 20030554 
り

543 湖月抄(源氏物語「玉霊J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 27.7X 19.4 l冊 表紙裏番号廿弐とあり 20030555 

544 湖月抄(源氏物語「初音J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 27.7X 19.5 l冊 表紙裏番号廿=とあり 20030556 

545 湖月抄(源氏物語「胡蝶J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 27.7 x 19.6 l冊 表紙裏番号廿四とあり 20030557 

546 湖月抄(源氏物語「盤J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.7xI9.5 l冊 表紙裏番号廿五とあり 20030558 

547 湖月抄(源氏物語[常夏J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.8X 19.5 l冊 表紙裏番号廿六とあり 20030559 

548 湖月抄(源氏物語「簿火J) 延宝元年冬至月 書問木版 27.7X 19.5 l冊 表紙裏番号廿七とあり 20030560 

549 湖月抄(源氏物語「野分J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.7X 19.5 l冊 表紙裏番号廿八とあり 20030561 

550 湖月抄(源氏物語「行幸J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.7X 19.5 l冊 表紙裏番号廿九とあり 20030562 

551 湖月抄(源氏物語「藤袴J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0X 19.6 l冊 表紙裏番号世とあり 20030563 

552 湖月抄(源氏物語「真木 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0X19目6 l冊 表紙裏番号樹ーとあり 20030564 
柱J)

553 湖月抄(源氏物語「梅枝J) 延宝元年冬至月 書 附 木 版 28.0X 19.6 l冊 表紙裏番号参十二とあ 20030565 
り
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号|

554 湖月抄(源氏物語「藤裏 延宝元年冬至月 書冊木版 28.0x 19.6 l冊 表紙裏番号世ニとあり 20030566 
葉J)

555 湖月抄(源氏物語「若葉 延宝元年冬至月 書冊木版 28.0X 19.6 l冊 表紙裏番号世四とあり 20030567 
上J)

556 湖月抄(源氏物語「若葉 延宝元年冬至月 書冊木版 28.0x 19.6 l冊 表紙裏番号世五とあり 20030568 
下J)

557 湖月抄(源氏物語「柏木J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0x 19.6 l冊 表紙裏番号世六とあり 20030569 

558 湖月抄(源氏物語「横笛J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0X 19.6 l冊 表紙裏番号世七とあり 20030570 

559 湖月抄(源氏物語「鈴虫J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0X 19.6 l冊 表紙裏番号世八とあり 20030571 

560 湖月抄(源氏物語「タ霧J) 延宝元年冬至月 書冊木版 28.0X 19.6 l冊 表紙裏番号世九とあり 20030572 

561 湖月抄(源氏物語「御法J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0x 19.6 100 表紙裏番号四十とあり 20030573 

562 湖月抄(源氏物語「幻J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0X 19.6 l冊 表紙裏番号四十ーとあ 20030574 
り

563 湖月抄(源氏物語「匂宮J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0X 19.6 1冊 表紙裏番号四十二とあ 20030575 
り

564 湖月抄(源氏物語「紅梅J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0x 19.6 l冊 表紙裏番号四十三とあ 20030576 
り

565 湖月抄(源氏物語「竹河J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0X 19.6 l冊 表紙裏番号四十四とあ 20030577 I 
り

566 湖月抄(源氏物語「橋姫J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0X 19.6 l冊 表紙裏番号四十五とあ 20030578 
り

567 湖月抄(源氏物語「椎本J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0X 19.6 l冊 表紙裏番号四十六とあ 20030579 
り

568 湖月抄(源氏物語「総角J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0X 19目6 l冊 表紙裏番号四十七とあ 20030580 
り

569 湖月抄(源氏物語「早蕨J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0X 19.6 l冊 表紙裏番号四十八とあ 20030581 
り

570 湖月抄(源氏物語「寄生J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 28.0X 19.6 l冊 表紙裏番号四十九とあ 20030582 
り

571 湖月抄(源氏物語「東屋J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 27.5x 19.4 l冊 表紙裏番号五十とあり 20030583 

572 湖月抄(源氏物語「浮舟J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 27.5XI9.2 l冊 表紙裏番号五十ーとあ 20030584 
り

573 湖月抄(源氏物語「鯖鈴J) 延宝元年冬至月 書 冊 木 版 27.5XI9.3 l冊 表紙裏番号五十二とあ 20030585 
り

574 湖月抄(源氏物語「手習J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.3x 19.3 l冊 表紙裏番号五十=とあ 20030586 
り

575 湖月抄(源氏物語f夢浮 延宝元年冬至月 書冊木版 27.4x 19.2 l冊 表紙裏番号五十四とあ 20030587 
橋J) り

576 湖月抄(源氏物語「雲隠J) 延宝元年冬至月 書冊木版 27.5x 19.4 l冊 表紙裏番号五十五とあ 20030588 
り

577 源氏物語系図 (江戸時代) 書冊木版 27.6XI9.4 l冊 表紙裏番号五十七とあ 20030589 
り
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寄託資料 1.大音繁太資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 。稀 考 備品番号

578 湖月齢、 発端{傑目 (江戸時代) 書冊木版 27.5XI9.3 l冊 表紙裏番号五十八とあ 20030590 
り

579 源氏物語年立上 (江戸時代) 書冊木版 27.6X 19.9 l冊 表紙裏番号五十九とあ 20030591 
り

580 源氏物語年立下 (江戸時代) 書冊木版 27.6xI9.9 l冊 表紙裏番号六十とあり 20030592 

8 文書箱

番号 名 称、 時代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

581 [文書箱 1]r御書籍j (江戸時代) 木製漆塗 39.0x20.0 l点 20、 23、 24、 31~33、 82、 87、 89、 92、 20030593 
高20.8 99、103、104、106、108、111、114、

117， 126~128、 130~ 152、 154~162、
170~ 183の67件を収納

582 [文書箱II] (江戸時代) 木製 49.4X35.5 l点 60~81 、 83~86、 88、 90、 91 、 93~98、 20030594 
高24.6 100~102、 105， 107、109、110、112、

113、 115、 116、 118~125， 129、153、
163~ 169、 184~483の363件を収納

583 [文書箱皿] r御家譜J (江戸時代) 木製漆塗 29.2X21.2 l点 21 、 22、 34~59の28件を収納 20030595 
高43.2

584 [文書箱N] (江戸時代) 木製漆塗 39.4X 12.5 l点 484~516の33件を収納 20030596 
高13.7

585 [文書箱V] r湖月抄j (江戸時代) 木製 31.1 X43.2 l点 25~30、 517~580の70件を収納 20030597 
高38.8

Q
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寄託資料 2.稲員英一郎資料

2.稲員英一郎資料

〈資料内訳)1 万剣…………...・ H ・..…………...・H ・.. 6件 6点

2 万装具....・ H ・-…...・ H ・-………...・ H ・.12件31点

3 火縄銃...・ H ・...・ H ・...・…・…・………… 2件 2点

1 万輿l

番号 名称 員数 時代 作者 品質・形状 法量

太刀則重 l口 鎌倉 則重 鏑造、三つ 刃長71.3
時代 棟、目釘孔4反2.3

2 刀肥前国 l口 江戸 肥前国 鏑造、庵棟、 刃長71.3
忠吉(通称五 時代 '国LヨAτ仁t3 目釘子U 反2.3
字忠吉)

3 太万長船 l口 室町 長船守 鏑造、庵棟、 刃長65.6
守家 時代 家 目釘孔2 反2.4

4 短万虎撤 l口 江戸 長曽祢 恐らく造、 刃長31.8
時代 興里 庵棟、目釘 反0.9

孔2

5 万岡田貫 l口 江戸 岡田貫 鏑造、庵棟、 刃長79.5
宗慶 時代 宗虞 目釘孔3 反1.9

6 短万龍泉 l口 昭和 龍泉貞 平造、三つ 刃長23.0
貞次 38年 次 棟、目釘孔l反0.3

2 万装具

番号 名称 員数 時代 作者

7 獅子図二所物 l組

7 -1 目貫(獅子園) 2点 室町時代 後藤家初代祐乗

7-2 奔(獅子園) l本 室町時代 後藤家初代祐乗

7-3 小柄(獅子園 l本 室町時代 後藤家初代祐乗

8 龍文三所物 l組

8-1 目貫(龍文) 2点 室町時代 後藤家2代宗乗

8-2 奔(龍文) 1本 室町時代 後藤家2代宗乗

8-3 小柄(龍文) l本 室町時代 後藤家2代宗乗

9 倶利伽羅文三所物 l組

9-1 目貫(倶利伽羅文) 2点 室町時代 後藤家3代乗真

9-2 奔(倶利伽羅文) l本 室町時代 後藤家3代乗真

80 

4 甲宵…………………...・ H ・..…………… l件 l点

5 その他………...・ H ・..……………...・ H ・.. 6件 7点

〈総計)27件47点

附属 指定 備考 備品番号

太刀務 重要文化 銘「則重J 20030598 
財

特別貴重 20030599 
万剣

金梨地轡紋散 重要万剣 銘「備前園長船守家/20030600 
鞘飾太万梼 掠重要小 建徳口口口月日」

道具

短刀捺(目貫/橋 重要万剣 銘「彫物長曽祢興里/20030601 
本一至、小柄/ 同作j

宗乗光守、鐸/
億斉篤興、縁
頭/後藤一乗)

打刀捺 保存刀剣 銘「肥後国岡田貫宗 20030602 
贋作/天口二年二月

日J

保存万剣 銘旧本重要無形文 20030603 
化財龍泉貞次鍛彫
之/昭和三十八年正
月吉日以浩宮様御
守万余鉄j

品質・形状 法量 指定 備品番号

金容彫 2.7x 1.6、 20030604 
2.7X1.4 -605 

金・赤銅象依 長21.3 幅1.4 20030606 

金・赤銅象依 長9.7 幅1.4 20030607 

金容彫 各3.8x1.7 20030608 
-609 

金・赤銅象依 長21.2 幅1.3 20030610 

金・赤銅象依 長9.7幅1.4 20030611 

金容彫 4.4X2.0、 20030612 
4.3x2.1 -613 

金・赤銅象依 長21.7幅1.3 20030614 



寄託資料 2.稲員英一郎資料

番号 名称 員数 時代 作者 品質・形状 法量 指定 備品番号

9-3 小柄(倶利伽羅文) l本 室町時代 後藤家3代乗真 金・赤銅象依 長9.7 幅1.4 20030615 

10 願麟之図三所物 l組
九代後藤程乗

10-1 目貫(麟麟図 2点 江戸時代初期 後藤家9代程乗 金容彫 2.8X 1.5、 重要万装具 20030616 
2.7X 1.7 -617 

10-2 算(麟麟図) l本 江戸時代初期 後藤家9代程乗 金・赤銅象般 長21.1幅1.3重要万装具 20030618 

10-3 小柄(鰍麟図) l本 江戸時代初期 後藤家9代程乗 金・赤銅象依 長9.6 幅1.4 重要万装具 20030619 

11 舞鶴図目貫 2点 江戸時代中期 直好 金容彫 4.0x 1.5、 保存万装具
3.9X 1.6 -621 

12 踊蝿図奔 l本 江戸時代後期 後藤法眼一乗 金・銀・銅 高彫 長21.2 幅1.2保存万装具 20030622 

13 風神雷神図小柄 i本 江戸時代 後藤家6代栄乗 金・赤銅象依 長9.7 幅1.4 重要万装具 20030623 

14 獅子文大小錦 2枚

14-1 大鐸(獅子文) l枚 江戸時代 後藤家2代宗乗・3 金・赤銅象隊 7.4X7.0 20030624 
代乗真.6代栄乗

14-2 小鐸(獅子文) l枚 江戸時代 後藤家2代宗乗・3 金・赤銅象猷 7.0x6.7 20030625 
代乗真.6代栄乗

15 鉄線花象骸鉄鐸 l枚 安土桃山時代~ 明真 金・鉄 象依・小 8.4X8.0 保存万装具
江戸時代初期 透彫

16 六歌仙図万捺金具 l式

16-1 縁(六歌仙図) l点 江戸時代後期 後藤清明 金・銀・銅 高彫 3.7X1.9 貴重小道具 20030627 

16-2 頭(六歌仙図) l点 江戸時代後期 後藤清明 金・銀・銅 高彫 3.5X 1.9 貴重小道具 20030628 

16-3 目貫(六歌仙図) 2点 江戸時代後期 石黒是美 金・銀・銅 容彫 2.9X 1.8、 貴重小道具 20030629 
2.7X2.0 -630 

16-4 鐸(六歌仙図) l枚 弘化2年 土屋昌親 金・銀・銅 高彫 7.0x6.4 貴重小道具 20030631 

17 山水図縁頭 l組

17-1 縁(山水図) l点 江戸時代後期 後藤法橋一乗 赤銅毛彫 3.7X2.0 20030632 

17 -2 頭(山水図) l点 江戸時代後期 後藤法橋一乗 赤 銅 毛 彫 3.3X 1.8 20030633 

18 大小務 l組 江戸時代 不詳 黒漆塗 大全長105.5 20030634 
小全長77.0

3 火縄銃

番号 名称 員数 時代 作者 品質・形状 法量 指定 備考 備品番号

19 火縄銃 l挺 江戸時代 林八助重勝 木・鉄桜九 全長137.0 重要小道具 銘「肥州住林八助重勝 20030635 
曜紋象依 作」

20 火縄銃 l挺 江戸時代 宮村仁兵衛尉当陶 木・鉄桜九 全長139目。 銘「肥州熊本住宮村仁 20030636 
曜紋象依 兵衛尉当陶作j

-A 
O
O
 



寄託資料 2.稲員英一郎資料

4 甲胃

名称

十六間筋児紺糸威二枚胴具足
小具足付

時代

江戸時代中期

品質・形状

5 その他

番号 名称 員数 時代 作者 品質・形状 法量 附属 備品番号

22 金銅弥勅像 l躯 宋代・景平冗年 不詳 金銅 総局15.7 20030638 

23 李朝漆塗螺銅盆 l口 朝鮮時代 不詳 黒漆塗・螺銅 径39.2 高8.7 20030639 

24 柿右衛門鉢 2口 江戸時代 不詳 陶器 各径36.2 高14.9 20030640 
~641 

25 漢銀紬犬 l点 漢代 不詳 陶器 高23.0 20030642 

26 銀将棋盤・駒 l式 不詳 不詳 銀 32.9x36.5 高21.5駒41点 20030643 

27 本阿弥光悦書状 l幅 (江戸時代)8月20日 本阿弥光悦より永十 紙本墨書 33.2 X52.2 20030644 
佐様御中 掛幅装

ヮ“QU
 



寄託資料 3.稲員英作資料

3.稲員英作資料

〈資料内訳>1 万剣・-……………………一'"・ H ・..… 5件 5点

2 万装具…・・…・…...・ H ・-…....・ H ・-…ー10件31点

3 その他……一……....・ H ・-・…...・ H ・-….. 6f'牛 6点

〈総計>21件42点

1 万剣

番号 名称 員数 時代 作者 品質・形状 法量 附属 指定 備考 備品番号

剣 国広 l口 江戸時代 藤原国広 両刃、目釘 刃長26.7 重要美術品 銘f洛陽堀川 20030645 
孔2 住藤原国広J

2 刀無銘(当麻) i口 室町時代 伝当麻 鏑造、庵棟、 刃長67.5 特別重要万剣 20030646 
目釘孔l 反1.7

3 万盛光 l口 鎌倉時代 盛光 鏑造、庵棟、 刃長63.5 打万事存 重要万剣 銘「盛光J 20030647 
目釘孔3 反2.0

4 太万包清 l口 室町時代 包清 鏑造、庵棟、 刃長62.2 掠 特別保存万剣 銘「包清J 20030648 
目釘孔4 反1.9

5 短万金重 l口 南北朝時 金重 冠落造、庵 刃長17.5 務 保存刀剣 銘「金重J 20030649 
代 棟、目釘孔l 反無し

2 刀装具

番号 名称 員数 時代 作者 品質・形状 法量 指定 備品番号

6 獅子園三所物 l組

6-1 目貫(獅子図) 2点 安土桃山時代 後藤家4代光乗 金容彫 2.9x 1.6、 20030650 
2.9X 1.7 ~651 

6-2 算(獅子図) l本 安土桃山時代 後藤家4代光乗 金・赤銅象依 長21.1幅1.2 20030652 

6-3 小柄(獅子図) l本 安土桃山時代 後藤家4代光乗 金・赤銅象依 長9.8 幅1.4 20030653 

7 鷹道具図三所物 l組

7-1 目貫(腐道具図) 2点 安土桃山時代~ 後藤家5代徳乗 金容彫 各3.7X1.3 20030654 
江戸時代初期 ~655 

7-2 奔(鷹道具図) l本 安土桃山時代~ 後藤家5代徳乗 金・赤銅高彫 長21.2 幅1.2 20030656 
江戸時代初期 象猷色絵

7-3 小柄(鷹道具図) l本 安土桃山時代~ 後藤家5代徳乗 金・赤銅高彫 長9.7 幅1.5 20030657 
江戸時代初期 象依色絵

8 馬図三所物 l組

8-1 目貫(馬図) 2点 江戸時代初期 後藤家6代栄乗 金容彫 3.4X 1.5、 20030658 
3.2X 1.4 ~659 

8-2 奔(馬図) l本 江戸時代初期 後藤家6代栄乗 金・赤銅象骸 長21.2幅1.2 20030660 

8-3 小柄(馬図) l本 江戸時代初期 後藤家6代栄乗 金・赤銅象般 長9.7 幅1.4 20030661 

9 猛虎肌月図二所物 l組

9-1 奔(猛虎肌月図) l本 江戸時代~明治 海野勝E民 銀・鋼毛彫 長22.6 幅1.3貴重小道具 20030662 
時代

9-2 小柄(猛虎肌月図) l本 江戸時代~明治 海野勝E民 銀・銅毛彫 長10.6 幅1.6貴重小道具 20030663 
時代

一
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寄託資料 3.稲員英作資料

番号 名称 員数 時代 作者 品質・形状 法量 指定 備品番号

10 七宝文目貫 2点 不詳 無銘 赤銅象依・七 各4.8x1.2 20030664 
宝 ~665 

11 龍虎図小柄 l本 江戸時代中期 紋即乗光理(花押) 金・赤銅象依 長9.6 幅1.4 特別貴重小 20030666 
道具

12 煎豆図鐸 l枚 江戸時代後期 皆山応起景文(花 銀・銅象依 5.8x4.2 保存万装具 20030667 
押)

13 秋海栄に虫図鉄鐸 l枚 江戸時代後期 光興 金・銀・銅 高彫 6.9x6.4 保存万装具 20030668 
象依色絵

14 紅葉因縁頭 l組

14-1 縁(紅葉図) l点 江戸時代後期 吟松亭東明 金・赤銅高彫 3.9x2.0 20030669 
象依色絵

14-2 頭(紅葉図) l点 江戸時代後期 吟松亭東明 金・赤銅高彫 3.6x 1.7 20030670 
象飯色絵

15 唐子図揃金具 l式

15-1 大目貫(唐子園) 2点 江戸時代初期 無銘廉乗 金容彫 各3.5x1.5 重要万装具 20030671 
~672 

15-2 小目貫(唐子図) 2点 江戸時代初期 無銘廉乗 金容彫 各3.1x 1.5 重要万装具 20030673 
~674 

15-3 穿(唐子図) l本 江戸時代 紋廉乗光晃(花押) 金・銅象依 長21.0幅1.2重要万装具

15-4 小柄(唐子図) l本 江戸時代 紋廉乗光晃(花押) 金・銅象依 長9.7 幅1.4 重要万装具 20030676 

15-5 大縁(唐子図) l点 江戸時代初期 後藤光侶(廉乗) 金・銅象猷 3.9x2.1 重要万装具 20030677 

15-6 大頭(唐子図) l点 江戸時代初期 後藤光侶(廉乗) 金・鋼象依 3.5X 1.7 重要万装具 20030678 

15-7 小縁(唐子図) l点 江戸時代初期 後藤光侶(廉乗) 金・銅象依 3.8x2.0 重要万装具

15-8 小頭(唐子園) l点 江戸時代初期 後藤光侶(廉乗) 金・銅象猷 3.4X 1.6 重要万装具 20030680 
ー--'-ーー一

3 その他

番号 名称 員数 時代 作者 品質・形状 法量 備品番号

16 新羅金銅仏立像 l躯 新羅時代 不詳 金・銅 高10.9 幅5.2 20030681 

17 李朝木彫卓 l点 朝鮮時代 不詳 木 径26.5 高22.5 20030682 

18 経筒 l点 鎌倉時代 不詳 青銅 高29.3 底径12.8 20030683 

19 大明青磁香炉 l口 明代 不詳 磁器 径31.7高9.8 20030684 

20 蒔絵碁盤・碁石 l式 不詳 不詳 木・石蒔絵 40.2X44.3 高26.720030685 

21 書 l幅 江戸時代末期~明治時代 富岡鉄斎 紙本墨書掛幅装 16.8x36.8 20030686 

-84-



寄託資料 4.米倉美穂資料

4.米倉美穂資料

〈資料内訳>1 万剣………・…-一・・…・・……・…・・ぃ・・・・3件 3点

2 万装具……………………...・ H ・..……8件21点

3 その他....・ H ・……………一……・・・・…… 6件 8点

〈総計> 17件32点

1 万剣

番号 名称 員数 時代 作者 品質・形状 法量 附属 指定 備品番号

万無銘(粟田口国吉) l口 鎌倉時代 伝粟田口国 鏑造、庵棟、 刃長64.6 捺 重要万剣 20030687 
τ口t 目釘孔l 反1.2

2 万無銘(宇多国宗) l口 室町時代 伝宇多国宗 鏑造、庵棟、 刃長68.5 捺 特別保存刀剣 20030688 
目釘孔2 反1.8

3 短刀無銘(行光) l口 鎌倉時代 伝行光 平造、三つ 刃長29.1 猿こう脇指 捺特別貴重小
棟、目釘孔2内反り 事存 万箱 道具

2 万装具

番号 名称 員数 時代 作者 品質・形状 法量 指定 備品番号

5 獅子園三所物 l組

5-1 目貫(獅子園) 2点 江戸時代初期 後藤家7代顕乗 金容彫 各3.2x 1.3 20030690 
~691 

5-2 算(獅子図) l本 江戸時代初期 後藤家7代顕乗 金・赤銅象依 長21.4 幅1.3 20030692 

5-3 小柄(獅子園) l本 江戸時代初期 後藤家7代顕乗 金・赤銅象猷 長9.1 幅1.4 20030693 

6 鶏図目貫 2点 江戸時代中期 水戸住久則 銅容彫 2.9X 1.9、 保存刀装具 20030694 
3.1 x2.0 ~695 

7 秋草に虫図奔 1本 江戸時代後期 中川一匠 金・銀・銅 高彫 長21.0幅1.2 20030696 
象依色絵

8 慈母観音図小柄付 l組 江戸時代 j貰野矩随 金・銀・銅 高彫 長21.9幅2.0 20030697 
小万 象依色絵

9 三疋獅子園小柄 l本 江戸時代 紋廉乗光美(花押) 銅象蔽 長9.8 幅1.5 特別貴重小 20030698 
道具

10 鶴図鐸 l枚 江戸時代後期 光弘(花押) 金・銅高彫 7.6x7.0 20030699 

11 七宝文縁頭 l組

11-1 縁(七宝文) l点 江戸時代後期 平田春就(花押) 銅七宝・象依 3.9x2.2 保存万装具 20030700 

11-2 頭(七宝文) l点 江戸時代後期 平田春就(花押) 銅七宝・象骸 3.3x 1.9 保存万装具 20030701 

12 聖仙図揃金具 l式

12-1 鐸(聖仙図) l枚 江戸時代~明治 海野勝E民 金毛彫 7.6X7.1 特別貴重小 20030702 
時代 道具

12-2 小柄(聖仙図) l本 江戸時代~明治 海野勝E民 金毛彫 長21.8幅1.6特別貴重小 20030703 
時代 道具

12-3 奔(聖仙図) l本 江戸時代~明治 海野勝E民 金毛彫 長21.3 幅1.2特別貴重小 20030704 
時代 道具

12-4 縁(聖他国) l点 江戸時代~明治 海野勝E民 金毛彫 4.2X2.4 特別貴重小 20030705 
時代 道具

F
D
 

Q
U
 



寄託資料 4.米倉美穂資料 5.奥村準二資料

番号 名称 員数 時代 作者 品質・形状 法量 指定 備品番号

12-5 頭(聖仙図) I点 江戸時代~明治 海野勝現 金毛彫 3.9x2.4 特別貴重小 20030706 
時代 道具

12-6 頭(聖仙図) 2点 江戸時代~明治 海野勝取 金毛彫 各3.8x1.4 特別貴重小 20030707 
時代 道具 ~708 

12-7 切羽(聖仙図) 2枚 江戸時代~明治 海野勝現 金 各4.3x2.5 特別貴重小 20030709 
時代 道具 ~710 

3 その他

番号 名 称 員数 時代 作者 品質・形状 法量 備品番号

13 平目地印龍蒔絵御提箪笥 l点 江戸時代 不詳 木蒔絵 16.3x24.5 局18.5 20030711 

14 カット水入 2点 江戸時代 不詳 切子硝子 高26.0、25.5 20030712 
~713 

15 ベルシャ手付花瓶 l口 不詳 ペルシャ製 陶器 高12.0 20030714 

16 呉須赤絵大鉢 l口 不詳 不詳 陶器 径36.9 高8.6 20030715 

17 埴輪人物立像(偏) 2点 不詳 不詳 土 高25.5、22.5 20030716 
~717 

18 書 l幅 近代 橋本閑雪 絹本墨書掛幅装 39.0X30.8 20030718 

5.奥村準二資料

〈資料内訳〉近世資料…………...・ H ・..………...・ H ・-・…・…….6件6点

番号 名称 時代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

ニツ崩紋入陣笠 江戸時代後期 不詳 木製、漆塗、金 径34.3 l頭 家紋入り 20030719 
泥、布 高5.3

2 三ツ扇紋入胸当 江戸時代後期 不詳 麻製、染 縦53.4 l領 家紋入札下部破損金糸 20030720 
横27.5 の雲模様帯付、 3と揃か

3 三ツ扇紋入火事羽 江戸時代後期 不詳 麻製、染 長102.5 l領 家紋入り、夏用 20030721 
織 横118.5

4 三ツ扇紋入胸当 江戸時代後期 不詳 羅紗製、染 縦54.3 l領 家紋入り、裏地絹 20030722 
横29.0

5 三ツ扇紋入火事羽 江戸時代後期 不詳 羅紗製、染 長108.5 l領 家紋入り、背に金糸の雲模 20030723 
織 横130目。 様帯付、冬用

6 博多年行司旗 江戸時代後期 不詳 木綿・羅紗製、 縦248.8 l流 20030724 
染 横64.6
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購入資料 1.嶋井家文書

I 一括資料

1.嶋井家文書

〈資料内訳〉古文書・記録類…...・ H ・..……・……...・ H ・..…...・H ・878件984点

※備考欄の「名品P~J は『福岡市博物館名品図録J (福岡市博物館、 2000年)の掲載頁、「図録~J は『博多の豪商ー11鳥井宗室展』図録

(同前、 1997年)の図版番号、「県~J は『福岡県史』近世史料編福岡部町方 1.2(福岡県、 1987 ・ 1991 年)の通番号を示す。また、 A-I

は、文書を収納した箱の区別を示す。

※旧番号(旧備品番号)は、『平成8(1996)年度収集収蔵品目録14J(福岡市博物館、 1999年)に掲載した資料番号と備品番号を示す。

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 |日番号(旧備品番号) 備品番号

大内義興書状 (明応頃)8月 義興(花押) 千葉介 楠紙・竪紙 28.0X43.7 図録12 1 (9601) 200381 
12日 県16 A 

2 大友宗麟書状 (天正元-2 宗麟(花押) 嶋井神兵衛 斐紙・切紙 16.4x52.7 図録13 2(9602) 200382 
年)9月19日 入道 県78 

3 大友宗麟書状 (天正2年)閏 宗麟(花押) 宗叱 斐紙・切紙 17.6X49.3 図録14 3(9603) 200383 
11月17日 県98 

4 大友宗麟書状 (天正2年)12宗麟(花押) 宗叱 斐紙・切紙 17.0X50.8 図録15 4(9604) 200384 
月24日 県10 8 

5 大友義統書状 (天正3年)1 義統(花押) 宗叱 斐紙・切紙 16.2X45.8 図録16 5(9605) 200385 
月14日 県14 8 

封紙あり
(44-6号)

6 吉弘鎮信書状 (天正元-3 鎮信(花押) 嶋井宗叱 椅紙・継紙 16.6x 159.7 図録17 6(9606) 200386 
年)10月晦 (3枚)巻 県23
日 子装

7 吉弘宗伺書状 (天正4年)9 宗倒(花押) 宗叱 楕紙・継紙 16.6x 107.4 図録18 7(9607) 200387 
月19日 (3枚)巻 県24

子装

8 大友宗麟書状 (天正3年ヵ) 宗麟(花押) 嶋井宗叱 楕紙・切紙 17.7X45.4 図録19 県 8(9608) 200388 
2月2日 5 8 封紙

あり (44-5号)

9 大友宗麟書状 (天正元-2 宗麟(花押) 宗叱 斐紙・切紙 16.9 x 51.1 図録20 9(9609) 200389 
年)11月28 県88 
日

10 大友宗麟書状 (天正3-4年) 宗麟(朱印) 宗叱 斐紙・切紙 17.9X49.3 図録21 10(96010) 2003810 
12月28日 県12 8 

11 池辺宗元・吉 (天正3-4年) 宗元(花押)・ 嶋井宗叱 槽紙・切紙 17.8x44.2 図録22 11(96011) 2003811 
弘宗偲連署書 12月28日 宗仰(花押) 県13 8 
状

12 大友宗麟書状 (天正3-4年) 宗麟(朱印) 宗叱 斐紙・切紙 17.7X50.1 図録23 12(96012) 2003812 
7月23日 県68 

13 大友宗麟書状 (天正3・4年) 宗麟(朱印) 宗叱 斐紙・切紙 17.7x48.6 図録24 13(96013) 2003813 
12月27日 県11 8 

14 草野鎮永知行 天正4年9月 鎮永(花押) 嶋井宗叱 槽紙・竪紙 25.2X39.8 図録25 14(96014) 2003814 
預ヶ状 21日 県18 A 

15 筑紫広門起請 (天正9-15 広門(花押)/筑 宗叱 楕紙・継紙 25.9x75.3 図録26 15(96015) 2003815 
文 年)2月25日 紫/広門 (2枚)巻 県52

子装

Q
U
 

D
O
 



賠入資料 l.~鳥井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧備品番号) 備品番号

16 嶋鎮述過書 (天正頃) 嶋拾右衛門尉 諸関奉行中 椿紙・折紙 27.8x41.5 図録68 16(96016) 2003816 
10月14日 鎮述(花押) 県21 A 

17 松井友閑書状 (天正10年)1 宮法印(花押) しほや宗悦 楕紙・折紙 27.6x43.6 図録27 17(96017) 2003817 
月19日 -宗前・宗及 県20A 

-宗也 封紙あり
(44-8号)

18 小善豊詮書状 (天正頃)3月 豊詮(花押)/小 宗叱 楕紙・継紙 17.3x104.4 図録28 18(96018) 2003818 
15日 善/豊詮 (2枚)巻 県15

子装

19 千宗易書状 (天正11年)6宗易(花押)/従 宗叱 楕紙・継紙 14.8x87.2 名品P44~ 19(96019) 2003819 
月2日 大坂申候/易 (2枚)掛 45 図録29

幅装 県53

20 千宗易・宗伝 (天正16年) 宗易(花押)・ 嶋井宗室 梢紙・折紙 31.8X50.0 名品P45 20(96020) 2003820 
連署書状 閏5月19日 宗伝(花押)/利 掛幅装 図録30

休/宗易 県54

21 千宗易書状 (天正18年 利休/易(花押) 黒勘(黒田 椿紙・竪紙 29.1 X44.0 図録31 県 21(96021) 2003821 
ヵ)極月4日 孝高) 掛幅装 (本紙幅 55 端裏書

40.1端 切断反転し
3.9) 端に貼継

22 羽柴秀吉書状 (天正頃)10 筑前守秀吉 椿紙・切紙 13.0X40.0 図録32 22(96022) 2003822 
月11日 (花押) 掛幅装 県l

23 豊臣秀吉朱印 (天正14年 (朱印) 嶋井宗叱 檀紙・折紙 47.0X67.4 図録33 23(96023) 2003823 
状 ヵ)4月29日 県40 

24 豊臣秀吉禁制 天正20年l (朱印) 毛利民部太 檀紙・竪紙 45.1 x66.9 図録54 24(96024) 2003824 
月 輔(高政) 県59 0 

25 豊臣秀吉朱印 (天正20年 (朱印) 毛利民部太 檀紙・折紙 47.5x67.0 図録56 25(96025) 2003825 
状 ヵ)5月14日 輔・宮木長 県60 0 

次郎

26 豊臣秀吉朱印 2月23日 (朱印) 檀紙・折紙 35.4X43.9 図録35 26(96026) 2003826 
状 県61 E 

27 豊臣秀吉朱印 3月4日 (朱印) 檀紙・折紙 46.3x60.9 図録36 27(96027) 2003827 
状 県30 

28 豊臣秀吉朱印 12月26日 (朱印) 嶋井宗室 檀紙・折紙 46.5x67.5 図録34 28(96028) 2003828 
状 県20 

29 小早川隆景書 (天正16年)2隆景(花押) (神屋)宗湛 椅紙・折紙 31.4X49.2 名品P46 29(96029) 2003829 
状 月20日 図録51

県42 A 

30 宗義智書下 天正17年10義智(花押) 嶋居宗室 格紙・折紙 29.6X48.5 図録52 30(96030) 2003830 
月8日 県50 E 

31 毛利輝元書状 天正18年4 右馬頭輝元 椿紙・継紙 15.8X69.5 図録39 31 (96031) 2003831 
月9日 (花押) (元折紙) 県33 G 

32 宗義智起請文 天正18年5 宗対馬守義智 嶋井宗室 楕紙・継紙 29.3x92.0 図録53 32(96032) 2003832 
月30日 (花押) (2枚)巻 県51

子装

33 石田三成書状 (天正20年 石田治部少輔 博多町中御 格紙・切紙 15.7X49.0 図録57 33(96033) 2003833 
ヵ)1月25日 三成(花押) 陣取衆中 (元折紙) 県35 8 

90 



購入資料 u鳴井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 |暗号(旧備品番号) 備品番号

34 小早川隆景書 (文禄2年)3 隆景(花押) (嶋井)宗室・ 格紙・折紙 29.7X44.3 名品P46 34(96D34) 2003B34 
状 月22日 (神屋)宗湛 図録55

県44A 

35 石田三成書状 (文禄2年)3 石田治部少輔 (嶋井宗室 楕紙・継紙 14.9x78.1 図録58 35(96D35) 2003B35 
月22日 三成(花押) ヵ) (元折紙) 県37 G 

36 石田三成書状 (天正20年 治部少(花押) 嶋屋宗室所 楕紙・切紙 15.7X48.6 図録65 36(96D36) 2003B36 
ヵ)5月23日 (元折紙) 県38 B 

37 豊臣秀吉陣立 天正20年6 (豊臣秀吉) 羽柴安芸宰 楕紙・折紙 39.5X54.5 県62 D 37(96D37) 2003B37 
写 月3日 相

38 石田三成書状 6月24日 石田治部少輔 柳川権助 楕紙・折紙 33.4x48.6 図録59 38(96D38) 2003B38 
三成(花押) 県26 E 

39 浅野長吉書状 10月15日 浅弾正長吉 はかた源兵 楕紙・折紙 29.2X43.5 図録60 39(96D39) 2003B39 
(花押) 衛 県17 A 

40 長谷川守知書 (文録2年)8 長谷川右兵衛 あし屋守閑 楕紙・切紙 14.8x40.7 図録37 40(96D40) 2003B40 
状 月12日 知(花押) -同譜岐 県25 B 

41 鵜飼元辰書状 (文禄4年ヵ) しんゑもんも 有口-口き 楕紙・折紙 31.3X49.9 図録63 41(96D41) 2003B41 
l月11日 と(花押) た・お口口 県46 A 

42 石田=成書状 (文禄4年ヵ) 治部少(花押) 宗室 楕紙・継紙 14.7X92.9 図録62 42 (96D42) 2003B42 
l月29日 (元折紙) 県36 G 

43 小早川隆景書 (文禄4年ヵ) 陸景(花押) 宗室・宗湛 楠紙・折紙 31.2 X49.4 図録64 43(96D43) 2003B43 
状 8月14日 県43 A 

44-1 大友宗麟書状 宗麟 宗叱 斐紙・封紙 33.1 x 16.9 44-1~8号包 44-1 (96D44) 2003B44 
封紙 紙にて一括

包紙上書「書
翰上包封八

ツJ 捻封

44-2 大友宗麟書状 宗麟 宗叱 斐紙・封紙 32.0x 11.8 捻封 44-2 (96D45) 2003B45 
封紙

44-3 大友宗麟書状 宗麟 宗叱 斐紙・封紙 30.8 x 11.9 捻封 44-3 (96D46) 2003B46 
封紙

44-4 大友宗麟書状 宗麟 宗叱 斐紙・封紙 32.0X 17.7 捻封 44-4(96D47) 2003B47 
封紙

44-5 大友宗麟書状 (天正3年ヵ 宗麟 嶋井宗叱 楕紙・封紙 29.1 x 10.3 捻封 8号 44-5(96D48) 2003B48 
封紙 2月2日) の封紙

44-6 大友義統書状 (天正3年l 義統 宗叱 斐紙・封紙 31.5X11.1 捻封 5号 44-6(96D49) 2003B49 
封紙 月14日) の封紙

44-7 小早川隆景書 隆景公 椿紙・包紙 23.8X35.5 44-7 (96D50) 2003B50 
状包紙

44-8 松井友閑書状 (天正10年l宮法印 椿紙・封紙 23.9x 19.8 捻封 17号 44・8(96D51) 2003B51 
封紙 月19日) の封紙

45 石田三成書状 (慶長3年)8 治部少三成 宗室カ通た 椿紙・切紙 14.6x46.6 図録66 45(96D52) 2003B52 
月28日 (花押) 県39 B 

46 石田三成書状 (慶長3年ヵ) 治少(花押) はかたにて 椅紙・切紙 15.1 x44.8 図録61 46(96D53) 2003B53 
9月5日 嶋井宗室か (元折紙) 県40 B 

た
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購入資料 1.嶋井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(1日備品番号) 備品番号

47 徳川家康書状 (慶長3年)10家康(花押) 安国寺 斐紙・折紙 36.8 x 52.6 図録41 47(96054) 2003854 
月26日 l県63 E 

包紙あり

48 石田三成書下 慶長3年12 治部少輔(花 博多神屋甚 格紙・切紙 14.8X46.0 図録67 48(96055) 2003855 
月7日 押) 兵衛 (元折紙) 県41 8 

49 瓢隠斎宗知書 3月21日 宗知(花押)/瓢 宗室 楕紙・継紙 15.7X96.4 図録38 49(96056) 2003856 
状 隠斎/宗知 (元折紙) 県34 G 

50 妙天寺玄又書 妙天寺玄又 清安 楕紙・竪紙 30.9x40.0 図録40 50(96057) 2003857 
状 県45 A 

51 古田重然書状 3月l日 重然(花押) 宗たん 楕紙・竪紙 31.8x48.7 図録42 51(96058) 2003858 
県49 0 
端裏書「古織
部/重然J

52 古田重然書状 3月12日 古織部重然 宗室 楕紙・折紙 31.7X48.2 図録43 52(96059) 2003859 
(花押) 県48 E 

53 寺沢広高書状 11月23日 寺志摩守広高 嶋井宗室 椿紙・折紙 28.8x46.3 図録44 53(96060) 2003860 
(花押) 県19 A 

54 黒田長政書状 12月20日 長政(黒印) 宗室 椿紙・切紙 17.4X50.6 図録45 54(96061) 2003861 
掛幅装 県56

55 黒田長政書状 7月16日 長政(花押) 松平右衛門 椅紙・折紙 35.9X50.6 図録46 55(96062) 2003862 
佐(忠之) 掛幅装 県57

56 松浦隆信加冠 慶長13年12 松浦源三郎信 嶋井徳左衛 楕紙・折紙 29.1 X50.4 図録47 県 56(96063) 2003863 
状 月13日 (花押) 門尉(信吉) 22 A 下

半1/3程切除

57 黒田長政書状 11月6日 黒筑前守長政 有玄蕃頭 楕紙・継紙 16.1 X85.5 県58 G 57(96064) 2003864 
(花押) (豊氏) (2枚)

58 伊達政宗書状 2月2日 政宗(花押)/松 道寿 椅紙・竪紙 33.0X45.4 図録48 58(96065) 2003865 
陸奥守/政宗 県72 E 

59 飛鳥井雅庸書 24日 雅庸 千孫十郎 楕紙・切紙 14.6x45.1 県67 8 59(96066) 2003866 
状

60 日野資勝書状 3月10日 日野大納言資 覚勝院 格紙・継紙 17.3x 102.2 県68 60(96067) 2003867 
勝(花押) (元折紙)

巻子装

61 広橋兼賢書状 (承応2年ヵ) (花押) 有馬式部大 椅紙・継紙 18.2x 106.0 県69 61(96068) 2003868 
11月27日 輔 (3枚)巻

子装

62 勧修寺経広書 12月6日 経広 右中弁 椅紙・切紙 18.3X23.4 県70 8 62(96069) 2003869 
状

63 某書状 12月初2日 (花押) 柳生但州 梼紙・切紙 17.4X51.3 県71 8 63(96070) 2003870 
(宗矩) (元折紙)

64 飛鳥井雅章書 11日 雅章/雅章 勧修寺弁 槽紙・竪紙 32.0X40.5 県65 F 64(96071) 2003871 
状

65 加藤明成書状 12月19日 (花押)/加式部 黒田官兵衛 椅紙・竪紙 31.9x37.5 県66 F 65(96072) 2003872 
少輔/明成 (高政)

66 某七左衛門書 5月25日 与(花押)/さん/口長二 楕紙・竪紙 31.6X47.2 県47 F 66(96073) 2003873 
状 七左衛門
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番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧儀品番号) 備品番号

67 小堀政一書状 3月28日 政一(花押)/小 松右衛門佐 梢紙・竪紙 31.0X46.5 図録49 67(96074) 2003B74 
堀遠江守 (忠之) 県74 E 

68 小笠原忠真書 (正保2年ヵ) 小右近大夫忠 松右衛門佐 椅紙・折紙 32.3x46.0 県27 E 68(96075) 2003B75 
状 5月3日 真(花押)

69 小笠原忠根書 (正保4年ヵ) 小笠原山城守 総平筑州守 楕紙・折紙 33.2x48目。 県29 E 69(96076) 2003B76 
状 7月11日 忠(花押)

70 小笠原忠真書 (承応2年ヵ) 小右近大夫忠 松筑前守 楕紙・折紙 31.2X45.6 県28 E 70(96077) 2003B77 
状 5月14日 (花押)

71 徳川光国書状 12月21日 水戸中将光国 小笠原右近 椿紙・折紙 41.2X57.0 県73 0 71(96078) 2003B78 
(花押) 太夫

72 酒井忠明書状 (寛文9年ヵ) 酒井河内守忠 右衛門佐 楕紙・折紙 31.5X46.8 県32 E 72(96079) 2003B79 
10月28日 明(花押)

73 黒田一貫書状 (貞享3年ヵ) 黒田三左衛門 豊崎市・竹 橋紙・折紙 32.5x47.0 県30 E 73(96080) 2003B80 
12月6日 (花押) 中与

74 細川重賢書状 8月25日 細川越中守重 松平図書頭 格紙・折紙 36.3x51.4 県31 E 74(96081) 2003B81 
賢(花押)

75-1 秋田俊季書状 11月29日 俊(花押)/秋田 右衛門佐 楕紙・竪紙 33.8x43.6 75-1-25号 75-1 (96082) 2003B82 
河内守/俊 巻子装l巻

県76 端裏
書を裂いて
奥に貼継

75-2 黒田長興書状 9月4日 黒甲斐守長 睡鴎 楕紙・折紙 28.4x45.8 県77 75・2(96083) 2003B83 
(花押)

75-3 安威信古書状 l月16日 安摂津守信吉 黒田内膳・ 楕紙・折紙 30目8x43.6 県78 75-3(96084) 2003B84 
(花押) 野村大学・

毛利左近

75-4 板倉重昌書状 8月8日 重自(花押)/板 黒田監物 楕紙・竪紙 30.9x44.7 県79 端裏 75・4(96085) 2003B85 
内膳正重自 書を裂いて

奥に貼継

75-5 有馬忠郷書状 12月14日 有兵部大輔 黒田監物 楕紙・折紙 30.9X51.7 県80 75・5(96086) 2003B86 
忠郷

75-6 毛利元通・小 l月11日 毛利数馬助元 黒田内膳正 椿紙・折紙 31.1 X44.9 県81 75-6(96087) 2003B87 
林重一・加藤 (花押)(他2名)
成忠連署書状

75-7 伊東祐慶喜状 6月8日 伊東修理大夫 黒田内膳 椿紙・折紙 33.9X50.4 県82 下半 75-7 (96088) 2003B88 
祐慶(花押) 切断反転

75-8 大文字屋宗昧 4月10日 宗味(花押)・ 黒内膳 椿紙・折紙 33.9 X48.3 県83 75-8(96089) 2003B89 
-同宗悦連署 宗悦(花押)

書状

75-9 実相隠士・松 槽紙・懐紙 29.5x26.2 県84 75-9(96090) 2003B90 
月庵詠草

75- 阿部正之書状 8月23日 正之(花押)/あ 黒監物 梢紙・竪紙 30.8x46.9 県85 端裏 75-10(96091) 2003B91 
10 四郎五郎正之 書を裂いて

奥に貼継

75- 明石行亮書状 5月10日 口(花押)/明石 野村孫兵 楕紙・竪紙 30.9x47.0 県86 端裏 75-11 (96092) 2003B92 
11 四郎兵衛口 書きを裂い

て奥に貼継

円ぺ
U

Q
U
 



暗入資料 1.嶋井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(1日備品番号) 備品番号

75・ 本阿弥光瑳書 9月29日 光瑳(花押) 休也 楕紙・折紙 28.3X46.2 県87 下半 75嶋 12(96093)2003893 
12 状 切断反転

75・ 有馬豊氏書状 7月26日 豊氏(花押)/有 黒田監物 楕紙・竪紙 30.8x43.4 県88 端裏 75・13(96094)2003894 
13 馬玄蕃頭豊氏 書を裂いて

奥に貼継

75- 嶋田利正書状 8月9日 利正(花押)/よ 黒田監物 楕紙・竪紙 30.7X36.4 県89 端裏 75-14(96095) 2003895 
14 り/崎田弾正 書を裂いて

奥に貼継

75・ 水野守信書状 3月4日 (花押切除)/水 玄蕎 楕紙・竪紙 30.9x44.1 県90 端裏 75・15(96096)2003896 
15 野河内 書を裂いて

奥に貼継

75- 黒田高政書状 7月12日 高政(花押)/黒 黒田監物 楕紙・竪紙 31.8X45.8 県91 端裏 75-16(96097) 2003897 
16 市正/高政 書を裂いて

奥に貼継

75- 黒田高政書状 7月II日 高政(花押)/黒 黒監物 梼紙・竪紙 31.0X40.0 県92 端裏 75-17(96098) 2003898 
17 市正/高政 書を裂いて

奥に貼継

75・ 黒田三左衛門 1 1月4日 黒=左衛門 久四兵 椿紙・折紙 30.7X41.9 県93 下半 75-18(96099) 2003899 
18 書状 (花押) 切断反転

75- 黒田孝政書状 7月13日 黒犬満孝政 黒田内膳正 梼紙・折紙 33.8X55.0 県94 地約 75-19 20038100 
19 (花押) 7cm切除 (960100) 

75司 黒田一貫書状 12月29日 丁光(花押)/黒 三井正易 椿紙・竪紙 30.7x47.6 県95 75-20 20038101 
20 吉助 (960101) 

75- 立花増能・黒 6月l日 立花平太夫・ 久野善右衛 楕紙・切紙 15.5X48.l 県96 75-21 20038102 
21 回一通連署書 黒田源左衛門 門 (960102) 

状

75・ 某詠草 楕紙・切紙 15.5x48.2 県97 75-22 20038103 
22 (960103) 

75- 稲津茅庵書状 (花押)/稲津茅 三井生易 椿紙・竪紙 32.8x47.6 県98 端裏 75-23 20038104 
23 庵日 書を裂いて (960104) 

奥に貼継

75・ 某詠草 唐紙・継紙 23.3x33.2 県99 75-24 20038105 
24 (2枚) (960105) 

75・ 本阿弥光瑳書 8月21日 光瑳(花押) 楕紙・竪紙 28.2x45.4 県100 75-25 20038106 
25 状 (960106) 

76 夏井弥左衛門 慶長7年3月 夏井弥左衛門 嶋井宗室 椿紙・竪切 29.2X26.5 図録69-1 76(960107) 20038107 
米借用証文 22日 (花押・黒印) 紙 県153 H 

77 斎田伝右衛門 慶長15年3 斎田伝右衛門 嶋井宗室 椿紙・竪切 29.2x24.4 図録69・2 77(960108) 20038108 
米借用証文 月13日 (花押) 紙 県154 H 

78 小寺次兵衛米 慶長16年2 小寺次兵衛 嶋井宗室 楕紙・竪切 27.2x 18.8 図録69-3 78(960109) 20038109 
借用証文 月5日 (花押) 紙 県155 1 

79 用右衛門米借 慶長16年2 深江村ノ用右 宗室 楠紙・竪切 27.4X20.0 図録69・4 79(960110) 20038110 
用証文 月27日 衛門(花押) 紙 県156 1 

80 井上神左衛門 慶長16年9 井上神左衛門 嶋井宗室 梢紙・竪切 33目OX29.1 図録69・5 80(960111) 20038111 
-町田大炊助 月14日 (花押)・町田 紙 県157 H 
連署銀子借用 大炊助(花押)
証文
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購入資料 1.嶋井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧備品番号) 備品番号

81 坂田左衛門・ 慶長17年4 坂田左衛門 嶋井宗室 楕紙・竪切 27.2x20.8 図録69-6 81 (960112) 2003B112 
入江吉兵衛連 月l日 (花押)・入江 紙 県158 1 
署銀子借用証 吉兵衛(花押)
文

82 清水与右衛門 慶長18年7 清水与右衛門 宗室 槽紙・竪切 27.2 x 25.6 図録69・7 82(960113) 2003B113 
尉米籾借用証 月8日 尉(花押・黒印) 出氏 県159 H 
文

83 吉富藤八籾借 慶長19年3 吉富藤八(花 清水与右衛 楕紙・竪切 25.1 X22.1 県160 1 83(960114) 2003B114 
用証文 月29日 押) 門尉 紙

84 小田平左衛門 慶長19年4 小田平左衛門 清水与右衛 楕紙・竪切 25.1 X23.9 県161 H 84(960115) 2003B115 
尉米借用証文 月2日 (花押) 門尉 事氏

85 宗安米借用証 慶長19年7 宗安(花押) 嶋井宗室 椿紙・竪切 27.4 x 11.2 図録69-8 85(960116) 2003B116 
文 月26日 紙 県162 1 

86 信蔵主米借用 慶長19年12信蔵主(花押) 嶋井徳左衛 檎紙・竪切 26.9X 10.7 県163 1 86(960117) 2003B117 
証文 月28日 門 紙

87 三十・三助・ 元和2年2月 ふくおかあら 嶋井徳、左衛 楕紙・竪切 31.6x23.8 県149 H 87(960118) 2003B118 
恰斎連署女売 8日 と町三十(花 門 時兵
渡証文 押)(他2名)

88 豊後屋庄次郎 元和3年2月 はかた豊後屋 嶋井徳左衛 楕紙・竪切 26.6X 19.9 図録73-1 88(960119) 2003B119 
投銀証文 11日 庄次良(花押 門 紙 県148 1 

-黒印)

89 綾部直・ー欣 元和4年4月 綾部少兵衛直 嶋井徳左衛 梢紙・竪切 27.2X11.5 県150 1 89(960120) 2003B120 
連署米借用証 15日 (花押・黒印) F守 紙 綾部は小堀

文 (他l名) 九左衛門内

90 ニコラオ投銀 元和元年 にこらお(花 嶋井徳、左衛 楕紙・切紙 32.8X37.4 名品P47 90(960121) 2003B121 
証文 (1615)1月25押・朱印)/今回I門尉 図録70 県

日 151 H 日
付下に酉9
月11日付で

セルワンシ
が一部返済

した旨記す

91 勝野二郎右衛 元和9年2月 勝野二郎右衛 嶋井徳左衛 格紙・竪切 32.0x8目6 図録73-2 91 (960122) 2003B122 
門投銀証文 15日 門(花押・黒 門 紙 県152 1 

印)

92 有隅又左衛門 寛永2年l月 中間町有隅又 嶋井徳、左衛 楕紙・竪切 28.3X 15.1 県131 1 92(960123) 2003B123 
銀子借用証文 11日 左衛門(黒印) F可 由民

93 忠右衛門投銀 寛永2年10 かさ付忠右衛 嶋井権平 楕紙・竪切 34.0 x 24.4 図録73-3 93(960124) 2003B124 
証文 月11日 門(花押・黒印) 紙 県132 H 

94 懸又左衛門・ 寛永4年l月 中間町懸又左 嶋井権平 格紙・切紙 25.6x34.6 県133 H 94(960125) 2003B125 
与兵衛連署銀 2日 衛門(花押・黒

子借用証文 印)(他l名)

95 高崎善三郎・ 寛永4年3月 高崎善三郎 嶋井権平 椿紙・竪切 29.4x24.2 県134 H 95(960126) 2003B126 
同宗清連署銀 11日 (花押・黒印)・ 紙

子借用証文 同宗清(黒印)

96 三九郎銀子請 寛永4年9月 かけ町三九郎 嶋井権平 橋紙・切紙 25.6x31.8 県135 H 96(960127) 2003B127 
取証文 5日 (花押)

に
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番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧備品番号) 備品番号

97 同野七郎右衛 寛永5年4月 高野七郎右衛 たんほや長 楕紙・竪切 24.0x 18.1 県136 1 97(960128) 20038128 
門銀子借用証 l日 門(花押・黒印) 次郎 存兵

文

98 牧甚兵衛投銀 寛永5年11 牧甚兵衛(黒 嶋井機平 楕紙・竪切 29.1 X23.6 図録73-4 98(960129) 20038129 
証文 月23日 印) 紙 県137 H 

99 ガスバル・パ 1631年7月 Gpar barboza Snor泊m司a 半折 31.6x41.5 図録72 99(960130) 20038130 
ルボザ・ぺレ 20日 pra g権:om平p)e(嶋井 県165 封

イラ書状 泥下に花押

あり

100 本山助右衛門 寛永8年間 本山助右衛門 嶋井権平 楕紙・切紙 27.6x32.6 図録73-5 100(960131) 20038131 
投銀証文 10月13日 (花押・泉印) 県138 H 

101 力丸次兵衛投 寛永9年2月 力丸次兵衛 嶋井権平 椿紙・竪切 28.2x25.5 図録73-6 101 (960132) 20038132 
銀証文 9日 (花押・黒印) 紙 県139 H 

102 花房三郎右衛 寛永9年叩 花房三郎右衛 嶋井権平 楕紙・竪切 28.0x 14.3 県140 1 102 (960 133) 20038133 
門尉銀子借用 月30日 門尉(花押・黒 出氏
証文 印)

103 八回貞銀子借 寛永10年l 八回大郎右衛 崎井権平 楕紙・竪切 25.1 x 17.4 県141 1 103(960134) 20038134 
用証文 月11日 門尉貞(花押) 高氏

104 甚兵衛米借用 寛永10年l かたかす村甚 嶋井権平 椿紙・竪切 28.2x 18.0 県143 1 104(960135) 20038135 
証文 月16日 兵衛(花押) 紙

105 長兵衛銀子借 寛永10年l かたかす村長 嶋井権平 楕紙・竪切 28.2xI6.7 県142 1 105(960136) 20038136 
用証文 月16日 兵衛(花押) 紙

106 高木正次投銀 寛永10年2 高木五郎右衛 嶋井権平 楕紙・竪切 27.8x20.0 図録73-8 106(960137) 20038137 
証文 月23日 門正次(花押・ 紙 県145 1 

黒印)

107 高木正次投銀 寛永10年2 高木五郎右衛 嶋井権平 椿紙・竪切 27.6x20.6 図録73-7 107(960138) 20側 38
証文 月23日 門正次(花押・ 高氏 県144 1 

黒印)

108 フランシスコ 1633年10月 Frco carualho XinlaIl pyea ( 半折 34.4X46.5 名品P47 108(960139) 20038139 
-カJレヴァー 16日 G権o平mp)e嶋井 図録71
リョ投銀証文 県164 重

要美術品

109 徳永宗伴斎銀 寛永12年5 徳永宗伴斎 嶋井権平・ 椿紙・竪切 20.0XI5.7 県146 1 109(960140) 20038140 
子預証文 月6日 (花押) ふくろ 自民

110 徳永宗伴斎銀 寛永19年3 徳永宗伴斎 嶋井後室・ 楕紙・竪切 24.2X21.9 県147 1 110(960141) 20038141 
子請取証文 月21日 (花押) 同茂兵衛 吉氏

111 糸之割 寛永11年5 椿紙・竪紙 28.7X44.1 県166 F 111(960142) 20038142 
月27日

112 博多割符衆中 寛永21年9 中野彦兵衛 楕紙・継紙 28.5X79.4 県167 C 112(960143) 20038143 
申定法之覚 月28日 (他11名) (2枚)

113 博多割符衆中 寛永21年9 中野彦兵衛 楕紙・継紙 28.2X49.5 県168 F 113(960144) 20038144 
申定法之事 月28日 (他11名) (2枚)

114 博多割符割付 承応元年叩 楕紙・継紙 28.1 X75.8 県175 C 114(960145) 20038145 
之覚 月20日 (2枚) 奥に「糸之

割J合載

115 博多割符割付 承応元年10 椿紙・竪紙 28.6X44.1 県169 F 115(960146) 20038146 
之覚 月20日

一一 」
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購入資料 1.嶋井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 |日番号(1日備品番号) 備品番号

116 割符銀中間請 貞享2年11 楕紙・切紙 25.5X40.1 県170 F 116(960147) 20038147 
取之事 月

117 乍慢御理リ申 貞享4年6月 嶋井善兵衛 花房伝左衛 椅紙・継紙 25.0x 120目。 県171 117(960148) 20038148 
上ル口上書之 13日 門 (3枚)巻
覚 子装

118 乍慢御理リ申 貞享4年6月 嶋井善兵衛 花房伝左衛 楕紙・竪紙 28.6X44.0 県172 F 118(960149) 20038149 
上lレ口上書之 23日 (黒印) 門・伊丹九
覚 郎左衛門

119 乍懐御理リ申 貞享4年6月 嶋井善兵衛 花房伝左衛 椿紙・継紙 28.5X51.3 県173 F 119(960150) 20038150 
上lレ口上書之 23日 門・伊丹九 (2枚)
覚 郎左衛門

120 割符之増銀中 楕紙・切紙 25目4x39.6 県174 F 120(960151) 20038151 
間割之覚

121 黒田一成・井 (寛永3年)4 黒田美作守 高木市三郎 楕紙・折紙 33.4X49.0 県75 包紙 121(960152) 20038152 
上正友連署書 月9日 (花押)・井上主 -同五郎右 あり
状 馬亮(花押) 衛門・徳永

宗門

122 半左衛門書状 8月6日 半左衛門 周蔵 橋紙・継紙 16.3x50.8 122 (960 153) 20038153 
(2枚)

123 占部文哉書状 文政11年11 占部文哉 嶋井久左衛 格紙・切紙 15.5x42.4 県251 123(960154) 20038154 
月22日 F可

124 嶋井次郎右衛 (文政II年)6嶋井次郎右衛 山崎貞庵 椅紙・継紙 16.5x60.4 県244 124(960155) 20038155 
門書状 月3日 門 (2枚)

125 井手勘兵衛書 (文政11年 井手勘兵衛 楕紙・切紙 15.0X46.7 県245 125(960156) 20038156 
状 ヵ)6月5日

126 進藤善蔵書状 (文政11年)6進藤善蔵 嶋井次郎右 楕紙・継紙 16目OX48.9 県248 126(960157) 20038157 
月8日 衛門 (2枚)

127 板波平蔵書状 (文政11年)6板波平蔵 嶋井次郎右 椿紙・切紙 16.2x24.6 県246 127(960158) 20038158 
月8日 衛門

128 高屋喜平次書 (文政11年)6寓屋喜平次 次郎左衛門 楕紙・継紙 15.6x64.4 県247 128(960159) 20038159 
状 月8日 (2枚)

129 高田八右衛門 (文政II年)6高田八右衛門 嶋井次郎右 楕紙・継紙 15.8X51.0 県249 129(960160) 20038160 
書状 月11日 衛門 (2枚)

130 野崎曽七書状 (文政11年)6野崎曽七 嶋井次郎右 椿紙・継紙 15.6x28.4 県252 130(960161) 20038161 
月25日 衛門 (2枚)

131 清山ヵ書状 甲寅7月20 清山ヵ 嶋井善兵衛 楕紙・継紙 16.0X50.4 131 (960162) 20038162 
日 (3枚)

132 戸川某書状 (寛文4年以 戸川 嶋井 椿紙・継紙 15.4x60.0 県301 寛 132 (960 163) 20038163 
降)1月 (2枚) 文4年御口

達書の抜書、
各種舛の件

133 竹若藤平書状 l月10日 竹若藤平 嶋井久左衛 楕紙・縦紙 16.2x45.2 133(960164) 20038164 
F守 (2枚)

134 嶋井久左衛門 (天保4年)1 嶋井久左衛門 陶山長市 橋紙・継紙 16.4x67.4 134-1-8号 134-1 20038165 
書状 月10日 (2枚) 紙経で一括 (960165) 

県280

ヴーQ
U
 



購入資料 l.iIl亀井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧情品番号) 備品番号

134 嶋井久左衛門 (天保4年)I 嶋井久左衛門 坂道慶 楕紙・切紙 16.0X52.0 県286 134-2 20038166 
-2 書状 月10日 (960166) 

134 嶋井久左衛門 (天保4年)1 嶋井久左衛門 酢屋久右衛 楕紙・継紙 16.0x55.0 県285 134-3 20038167 
-3 書状 月10日 F守 ロ枚) (960167) 

134 嶋井久左衛門 (天保4年)1 崎井久左衛門 坂文慶 楕紙・切紙 16.0X50.4 県284 134-4 20038168 I 
帽4 書状 月10日 (960168) 

134 嶋井久左衛門 (天保4年)I 嶋井久左衛門 塩形宇右衛 槽紙・継紙 16.6x60.0 県283 134-5 20038169 I 
-5 書状 月10日 門 (2枚) (960169) 

134 嶋井久左衛門 (天保4年)I 嶋井久左衛門 関嶋伝八 椅紙・継紙 16.4X61.0 県282 134-6 20038170 
-6 書状 月10日 (2枚) (960170) 

134 嶋井久左衛門 (天保4年)1 嶋井久左衛門 高田五兵衛 楕紙・継紙 16.8x61.8 県281 134-7 20038171 
ー7 書状 月10日 様御取次 但枚) (960171) 

134 嶋井久左衛門 (天保4年)I (嶋井久左衛 椅紙・継紙 16.4x35.4 県287 134-8 20038172 
-8 書状 月10日 門) (2枚) (960172) 

135 龍花院納所書 5月4日 龍花院納所 嶋井久左衛 椿紙・切紙 15.6 X40.0 135(960173) 20038173 
状 門

136 大助書状 10月20日 三苫村庄屋大 嶋井善吉 椿紙・継紙 16.0x 119.0 包紙あり 136(960174) 20038174 
助 (2枚)

137 六右衛門書状 12月5日 六右衛門 善兵衛 楕紙・継紙 14.8x60.6 137(960175) 20038175 
(2枚)

138 米屋六右衛門 5月3日 米屋六右衛門 嶋井善兵衛 楕紙・切紙 15.0X32.2 138(960176) 20038176 
書状

139 善右衛門書状 12月12日 善右衛門 善兵衛 椿紙・切紙 15.6x25.6 139(960177) 20038177 

140 勘次郎書状 10月26日 田中村庄屋勘 崎井善兵衛 椿紙・継紙 14.6x66.0 差紙替の件 140-1 20038178 
次郎 (2枚) (960178) 

140 [追而書l (勘次郎) (嶋井善兵 楕紙・切紙 14.6x 18.1 140-1号の追 140-2 20038179 
-2 衛) 而書 (960179) 

141 林九八郎書状 (安政5年)7 求馬肉林九八 嶋井久左衛 楕紙・継紙 16.1 x 130.3 県217 141(960180) 20038180 
月19日 â~ r~ (3枚)

142 坂田儀平書状 11月晦日 坂田儀平 嶋井善兵衛 楕紙・継紙 14.7X73.0 142(960181) 20038181 
(2枚)

143 平田甚左衛門 7月24日 平田甚左衛門 崎井周蔵 椅紙・継紙 15.9x92.7 143 (960 182) 20038182 
書状 (2枚)

144 平田治部左衛 12月25日 平田治部左衛 嶋井善兵衛 梼紙・継紙 16.0XI14.0 144-1 20038183 
門書状 門 (3枚) (960183) 

144 [追而書! (12月)25日 (平田治部左 (嶋井善兵 楕紙・切紙 16.0x 13.8 は4・l号の追 144-2 20038184 
-2 衛門) 衛) 而書 (960184) 

145 平田某書状 12月28日 平田口郎 嶋井善兵衛 楕紙・切紙 16.1 x 131.5 145(960185) 20038185 
(3枚)

146 月形小七書状 12月29日 月形小七 嶋井久左衛 楕紙・継紙 15.6X64.2 中欠 146(960186) 20038186 
門 (2枚) 15.6X32.6 

147 半左衛門書状 4月20日 (半左衛門) (周蔵) 楕紙・継紙 16.4X45.7 147(960187) 20038187 
(2枚)
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購入資料 1.嶋井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(1日備品番号) 備品番号

148 増田専次書状 5月29日 増田専次(花 嶋井多兵衛 椿紙・継紙 15.7X 113.8 148(960188) 20038188 
押) (3枚)

149 城戸寿平太書 10月14日 城戸寿平太 嶋井久左衛 椿紙・継紙 15.0X244.8 149(960189) 20038189 
状 (花押) 門 (6枚)

150 半左衛門書状 12月14日 半左衛門 久左衛門 椅紙・継紙 16.5X53.9 150(960190) 20038190 
(2枚)

151 坂田作大夫・ 3月8日 坂田作大夫・ 嶋井久左衛 椅紙・継紙 15.8x63.6 151(960191) 20038191 
永見卯右衛門 永見卯右衛門 門 (2枚)
連署書状

152 和多蔵・忠五 (寛政4年)5 和多蔵・忠五 善兵衛 楕紙・継紙 14.6X94.4 県221 152 (960 192) 20038192 
郎連署書状 月19日 良E (2枚)

153 和多蔵・忠五 (寛政4年)5 (和多蔵・忠五 楕紙・継紙 14.6x 112.4 県222 153(960193) 20038193 
郎連署書状 月19日 郎) 。枚)

154 与四郎書状 l月16日 与四郎 善兵衛 椿紙・縦紙 16.0x53.4 154(960194) 20038194 
(3枚)

155 城戸寿平太書 3月21日 城戸寿平太 島井徳兵衛 楕紙・継紙 14.9X92.6 155(960195) 20038195 
状 (2枚)

156 嶋井久左衛門 7月22日 嶋井久左衛門 楕紙・切紙 15.8x30.5 156(960196) 20038196 
書状

157 半左衛門書状 9月14日 半左衛門 久左衛門 椿紙・継紙 16.9x29.5 157(960197) 20038197 
(2枚)

158 与四郎書状 9月24日 与四郎 久左衛門 楕紙・継紙 16.8X38.1 158(960198) 20038198 
(2枚)

159 増田専次書状 10月15日 専次(花押) 善兵衛 楕紙・継紙 16.0x55.0 159(960199) 20038199 
(2枚)

160 半左衛門書状 10月7日 半左衛門 久左衛門 楕紙・継紙 15.9X43.2 160(960200) 20038200 
(2枚)

161 坂作太夫書状 11月4日 坂作太夫 嶋久左衛門 楕紙・切紙 16.0x35.5 161 (960201) 20038201 

162 半左衛門書状 II月23日 半左衛門 久左衛門 楕紙・切紙 15.8x48.1 162(960202) 20038202 

163 し、と書状 L 、と 長右衛門 楕紙・竪紙 37.3x51.0 163(960203) 20038203 

164 |差紙l (安政2年)1 御町役所 嶋井久左衛 椅紙・縦紙 15.1 x32.6 県264 封 164(960204) 20038204 
月17日 門 (2枚) 筒入り

165 l差紙l (安政2年)I 御町役所 嶋井久左衛 楕紙・継紙 15.0X41.0 県265 165-1 20038205 
月20日 門 (2枚) (960205) 

165 l達l 宝暦2年 槽紙・切紙 15.8x31.4 県188 165- 165-2 20038206 
ー2 l号の奥に (960206) 

貼継日雇
之者細工塗
方之儀

166 l差紙l (安政2年)2 御町役所 嶋井久左衛 楕紙・継紙 15.0X39.2 県266 166(960207) 20038207 
月3日 門 (2枚)

167 [差紙l (安政2年)12御町役所 崎井久左衛 格紙・継紙 15.0x35.6 県212 167-1 20038208 
月8日 門 (2枚) (960208) 

Q
U
 

Q
d
 



購入資料 l嶋井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧備品番号) 備品番号

167 l覚l (安政2年)12 梢紙・切紙 15.4x39.8 県212 167- 167-2 20038209 
-2 月8日 l号の奥に (960209) 

貼継米銀
割下

168 [差紙l (安政5年)7 御町役所 嶋井久左衛 椅紙・切紙 15.1 x28.4 県267 168(960210) 20038210 
月28日 門

169 [差紙l (嘉永5年)5 御町役所 嶋井久左衛 楠紙・継紙 14.7X42.4 県262 169(960211) 20038211 
月20日 門 (2枚)

170 [差紙l (嘉永7年)12御町役所 嶋井久左衛 椅紙・継紙 15.0x36.6 県263 170(960212) 20038212 
月24日 r1 (2枚)

171 [差紙l 3月5日 御町役所 嶋井久左衛 梢紙・継紙 15.4x28.5 県268 171 (960213) 20038213 
門 (2枚)

172 l達I 3月25日 御町役所当番 嶋井善兵衛 楕紙・切紙 15.1 X51.5 県219 172(960214) 20038214 I 
-桜田屋伝
兵衛

173 i達l 6月17日 御町役所当番 嶋井善兵衛 楕紙・切紙 15.0X25.7 県250 173(960215) 20038215 

174 I差紙| 6月晦日 御町役所 嶋井久左衛 楕紙・継紙 15.0x34.8 県270 174(960216) 20038216 
門 (2枚)

175 [差紙l 7月9日 御町役所 神屋善四郎 格紙・継紙 15.1 X35.1 県271 175(960217) 20038217 
-嶋井久左 (2枚)
衛門

176 [差紙l 8月6日 御町役所当番 嶋井久左衛 梢紙・切紙 15.2x27.5 県272 176(960218) 20038218 
門

177 |達l (文化6年)8 御町役所当番 l嶋井久左衛 楠紙・継紙 15.1 X47.4 県289 紙 177(960219) 20038219 
月26日 門 (2枚) 経でくくる

178 l差紙l 9月l日 御町役所 嶋井久左衛 椅紙・切紙 15.3x39.4 県273 178(960220) 20038220 I 
門

179 申上lレ口上之 成9月5日 楕紙・切紙 24.2 x 39.0 県227 179(960221) 20038221 I 
覚

180 [請書雛形l (文化6年)9 町奉行・郡奉 椅紙・継紙 16.5X 105.9 県276 180(960222) 20038222 I 
月 行 (3枚)

181 |差紙l 11月l日 御町役所当番 嶋井久左衛 楕紙・継紙 15.3x34.4 県274 181 (960223) 20038223 I 
門・桜田屋 (2枚)
伝右衛門

182 I達l 11月10日 御家頼役所 嶋井・桜田 椅紙・切紙 15.0X35.0 県275 182(960224) 20038224 
屋

183 乍恐御願申上 (延享2年)丑 嶋井久左衛門 御町御奉行 椿紙・継紙 28.0x 114.0 県200 183(960225) 20038225 
ル口上之覚 11月 (黒印) (2枚)

184 l触写l (寛保元年) 梼紙・継紙 16.2x85.0 県176 端 184(960226) 20038226 
(3枚) 裏書あり

付札あり
寛保元年5
月12日・同
7月20日付
の触の写
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購入資料 u鳥井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧情品番号) 備品番号

185 乍恐申上ル口 (寛保冗年)4嶋井久左衛門 椿紙・折紙 32.9 x45.6 県293 土 185(960227) 2003B227 
上之覚 月9日 代ヵ家康

より拝領の
軍配・団扇
差上の件

186 [覚l (寛保元年4 椅紙・継紙 15.6X46.6 県296 家 186(960228) 2003B228 
月15日) (2枚) 康より拝領

の軍配差上

187 l御書出写l (寛保元年4 (吉田六郎大 嶋井久左衛 楕紙・切紙 18.0x33.4 県294 包 187(960229) 2003B229 
月15日) 夫) 門 紙あり 家

康より拝領
の軍配・団
扇の件

188 覚 (寛保元年) 嶋井久左衛門 椿紙・切紙 16.1 x36.7 県295 家 188(960230) 2003B230 
酉6月 康より拝領

軍配の件
包紙上書「箱
崎浦旅出穀J
(別物ヵ)

189 覚 天保4年11 (嶋井) 御町御役所 槽紙・継紙 16目Ox85.0 若殿様閲覧 189(960231) 2003B231 
月6日 (2枚) 目録

190 日用頭被仰付 宝暦2年10 椅紙・横帳 12.5x38.0 県186 190(960232) 2003B232 
置次第 月11日

191 旧用頭覚l 宝暦2年10 椿紙・継紙 16.0x52.7 県187 191 (960233) 2003B233 
月 (2枚)

192 |覚l 宝暦9年7月 楕紙・縦紙 15.8x44.2 県189 192(960234) 2003B234 
11日 位枚)

193 亥年格式被仰 文化6年8月 御町奉行皆 椿紙・切紙 15.0x34目6県278 193(960235) 2003B235 
付候次第 29日 田藤七郎・

高屋久左衛
門

194 年行司次席 (文政元年9 (上野多蔵手 楕紙・切紙 16.1 x26.9 県279 194(960236) 2003B236 
月) 跡)

195 |御書付写l (天保12年)4権六判・新之 神屋市左衛 椿紙・継紙 15.9x37.7 県259 195(960237) 2003B237 
月18日 丞判 門 (2枚)

196 l達l (嘉永元年)9御町役所 島井久左衛 楕紙・継紙 14.9X41.8 県260 196(960238) 2003B238 
月28日 F守 (2枚)

197 l達l (嘉永4年)2 御町役所 嶋井久左衛 椿紙・継紙 14.6x35.5 県261 197(960239) 2003B239 
月30日 門 (2枚)

198 奉申上口上之 子3月 嶋井善兵衛 御11汀御役所 梢紙・横帳 14.2x42.2 198(960240) 2003B240 
覚

199 指出(控) 卯4月 IIJ鳥井善兵衛 槽紙.*粧品氏 15.4X55.0 199 (960241) 
(2枚)

200 差出 4月 嶋井善兵衛 御町御役所 格紙・横帳 12.4X36.9 200(960242) 2003B242 
(黒印)

201 島井徳太夫乍 (文政11年) 島井徳太夫 椅紙・継紙 16.6x63.5 県243 枠 201 (960243) 2003B243 I 
恐奉願上口上 子5月 (2枚) 次郎右衛門
之覚 への家督相

続願
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購入資料 Ul鳥井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧情品番号) 備品番号|

202 嶋井徳太夫乍 (文政11年) 嶋井徳太夫 椿紙・継紙 16.0x66.4 201号と同 202(960244) 20038244 
恐奉願上口上 子5月 (2枚) 文
之覚

203 口上 (文政11年)6柴藤善左衛門 嶋井次郎左 椿紙・継紙 16.4x40.7 県310 203(960245) 20038245 
月8日 衛門 (2枚)

204 御書出写 (文政5年)6 嶋井善兵衛 楕紙・切紙 16.8x43.2 県305 204(960246) 20038246 
月 -末次与四

l'l~.神屋善
四郎

205 差出 (文化6年)巳 嶋井久左衛門 御町御奉行 椅紙・横帳 15.6x45.0 県288 御 205(960247) 
8月 (黒印) 書出写

206 乍恐奉願上口 子9月6日 嶋井久左衛門 椿紙・継紙 16.2x 120.0 県304 手 206(960248) 
上之覚(控) (3枚) 元控

207 御書出写 (文政元年)9 嶋井善兵衛 椅紙・切紙 16.8x34.2 207(960249) 
月

208 I御書出写l (文政元年)9 博多町人嶋 椿紙・切紙 15.6X46.4 県290 207 208(960250) 
月 井善兵衛 号と同文

209 [差紙l 10月18日 御町役所当番 嶋井久左衛 楕紙・継紙 15.2 X33.8 県253 209(960251) 
門 (2枚)

210 [御書出! (文政元年) 嶋井善兵衛 椿紙・継紙 15.6x 153.8 県292 210(960252) 20038252 
10月 (3枚)

211 御書出写 (文政元年) 嶋井善兵衛 椿紙・継紙 16.6x 103.2 県291 211 (960253) 20038253 
10月 (3枚)

212 覚 (九代嶋井善 椿紙・継紙 15.6x255.4 212(960254) 20038254 
兵衛) (5枚)

213 嶋井善兵衛乍 (血亀井善兵衛) 楕紙・切紙
恐奉願上口上

15.2x45.2 213(960255) 20038255 

之覚

214 指出(土代) 嶋井善兵衛 椿紙・切紙 15.3X29.8 214(960256) 20038256 

215 嶋井善兵衛乍 嶋井善兵衛 楕紙・折紙
恐奉願上口上

24.6x37.0 215(960257) 20038257 

之覚

216 l指出l (嶋井久左衛 楕紙・横帳 16.6x43.9 187・237号の 216(960258) 20038258 
門ヵ) 写

217 [願書土代l 椿紙・継紙 16.0X48.7 217 (960259) 20038259 
(2枚)

218 [口上土代l 椅紙・継紙 15.8x64.6 県300 荒 218(960260) 20038260 
(2枚) 津山波戸築

219 次郎右衛門家 椿紙・検帳 12.3x36.6 県257 219(960261 ) 20038261 
督祝儀到来覚
帳

220 次郎右衛門家 6月6日 楕紙・折紙 31.5x40.6 220(960262) 20038262 
督相続書控

221 乍恐奉願上口 嶋井善兵衛 御奉行 椿紙・継紙 15.6X71.0 県254 進 221 (960263) 20038263 
上之覚 (2枚) 退伺
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番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 |暗号(旧備品番号) 備品番号

222 l覚l 格紙・切紙 16.4X30.4 県299 荒 222(960264) 20038264 
津山波戸築

223 覚 楕紙・継紙 15.8X60.6 毛利輝元・ 223(960265) 20038265 
(2枚) 宗義智・大

友宗麟・大
内義興各書
状の件

224 [口上土代l (血亀井次郎右 椿紙・継紙 16.0x39.2 県255徳太 224(960266) 20038266 
衛門ヵ) (2枚) 夫退身及家

督相続の件

225 l口上土代l (嶋井次郎右 楕紙・切紙 16.0X41.8 県256徳太 225(960267) 20038267 
衛門ヵ) 夫退身及家

督相続の件

226 手控 神屋熊吉・嶋 椿紙・切紙 15.8x21.5 県307御神 226(960268) 20038268 
井久左衛門 事能

227 忌中見舞 椿紙・折紙 24.2x30.2 県309 227(960269) 

228 l覚l 楕紙・切紙 16.6X 13.2 228(960270) 20038270 

229 l達l 元文5年 博多西辺ノ 椿紙・切紙 15.2x33.2 金銀両替座 229(960271) 20038271 
下善兵衛 取立達書

230 [達l 文化13年2 御町役所当番 嶋井善兵衛 椅紙・継紙 15.2x35.2 県204 日 230(960272) 20038272 
月16日 (2枚) 雇札紛失

231 [達i (文化15年) (小南甚三郎・ (嶋井善兵 椿紙・切紙 16.4X44.6 県302 孝 231 (960273) 20038273 
10月 井手勘七) 衛・末次与 子良民調

四郎・神屋 付札あり
吉左衛門)

232 [達l (文化15年) (小南甚三郎・ 嶋井善兵衛 格紙・継紙 15.3 x 72.4 県303 231 232(960274) 20038274 
10月(4日) 井出勘七) -末次与四 (2枚) 号と同文

I'l~.神屋吉
左衛門

233 [達l (文政2年)2 御町役所 石蔵周平・ 格紙・継紙 15.4x56.0 県205 日 233(960275) 20038275 
月28日 嶋井善兵衛 (2枚) 雇札紛失に

付科銀上納

234 l達l 天保9年11 阿部覚十郎・ 楠紙・継紙 24.8 x 71.8 御借入銀札 234(960276) 20038276 
月 神代与=兵衛 (2枚) 引当米五ヶ

(他2名) 年之間御永
蔵渡可相渡
銀証拠事

235 1達l (安政4年)7 御町役所 嶋井周蔵 楕紙・継紙 15.0X43.0 県215 奥 235(960277) 20038277 
月11日 (2枚) に翌日付覚

を貼継日
雇賃金

236 l遥l 安政4年7月 梼紙・切紙 15.2 x 18.4 前欠 236(960278) 20038278 
12日

237 証文 寛保3年2月 四宮甚太夫 嶋井久左衛 椿紙・竪紙 30.8x44.8 県297 屋 237(960279) 20038279 
(19日) (黒印)・隅田清 門 敷地諸公役

作(黒印) 御免包紙

あり
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購入資料 u鳴井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(1日備品番号) 備品番号

238 嶋井善兵衛乍 文政5年4月 嶋井善兵衛 永田弥次郎 梢紙・継紙 15.2X89.6 諸公役御免 238(960280) 20038280 
恐奉願上口上 (2枚) 証文包紙

之覚 あり

239 証文 文政7年6月 卯助(黒印)・吉 嶋井次郎右 楕紙・切紙 24.8x28.6 繰綿投受下 239(960281) 20038281 
平(黒印)・善助 衛門 受包紙あ

(黒印) り

240 借状帳 文政7年11 嶋井徳太夫 久野作右衛 楕紙・竪帳 25目Ox18.8 繰綿運上未 240(960282) 20038282 
月 (黒印) 門-田中仁 納分年賦上

左衛門 納

241 繰綿御運上銀 文政7年11 嶋井徳太夫 御町御役所 椿紙・竪切 25.0x23.4 241-1~9号 241-1 20038283 
年賦御上納申 月 (黒印) 高氏 ー綴 (960283) 
上ル事

241 繰綿御運上銀 文政8年11 嶋井徳太夫 御町御役所 椿紙・竪切 24.8X23.8 241-2 20038284 
-2 年賦御上納申 月 紙 (960284) 

上ル事

241 繰綿御運上銀 文政9年11 嶋井徳太夫 御町御役所 椿紙・竪切 25.0x23.8 241-3 20038285 
-3 年賦御上納仕 月29日 (黒印) 紙 (960285) 

候事

241 繰綿御運上銀 文政10年12嶋井徳太夫 御町御役所 楕紙・竪切 25.0X21.2 241-4 20038286 
-4 年賦上納仕候 月3日 (黒印) 紙 (960286) 

事

241 覚 (文政11年) 御町役所(黒 嶋井久左衛 梢紙・切紙 15.0x 18.0 年賦運上請 241-5 20038287 
-5 11月晦日 印) r~ 取 (960287) 

241 繰綿御運上銀 文政12年11 嶋井久左衛門 御町御役所 楕紙・竪切 24.8x22.6 241覗6 20038288 
-6 年賦御上納申 月28日 (黒印) 車民 (960288) 

上ル事

241 繰綿御運上銀 文政13年11 嶋井久左衛門 御町御役所 楕紙・竪切 24.8X23.8 241-7 20038289 
-7 年賦上納申上 月晦日 (黒印) 紙 (960289) 

ル事

241 繰綿入荷御運 天保3年11 嶋井久左衛門 御町御役所 橋紙・竪切 24.4X20.2 241-8 20038290 
ー8 上銀年賦上納 月28日 (黒印) 富民 (960290) 

申上ル事

241 繰綿入荷御運 天保4年11 嶋井久左衛門 御町御役所 楕紙・竪切 24.6X20.6 241-9 20038291 
-9 上銀年賦上納 月 (黒印) 紙 (960291) 

仕候事

242 御用金上納証 文政13年11 嶋井久左衛門 御町御役所 楕紙・竪切 25.0x23.4 242-1 ~3号 242-1 20038292 
拠之事 月10日 (黒印) 紙 一綴 (960292) 

242 御用金上納証 (文政13年) 嶋井久左衛門 御町御役所 梢紙・竪切 25.0X 17.4 242-2 20038293 
-2 拠之事 10月19日 (黒印) 紙 (960293) 

242-御用金上納証 (文政13年)9嶋井久左衛門 御町御役所 楕紙・竪切 25.0x20.4 242-3 20038294 
3 拠之事 月12日 (黒印) 紙 (960294) 

243 永納銀上納証 天保5年12 嶋井久左衛門 御求御改所 梢紙・切紙 24.4 x 36.4 243(960295) 20038295 
拠之事 月 (黒印)

244 覚 成2月4日 綿屋忠次 綿御改所 椅紙・継紙 14.8x30.0 繰綿運上銀 244(960296) 20038296 
(2枚)

245 覚 丑3月20日 楕紙・継紙 16.6X22.0 表具屋御用 245(960297) 20038297 
(2枚) 銀手元より

取替納

一一
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番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(1日備品番号) 備品番号

246 雑穀御運上銀 子3月20日 嶋井善兵衛 笠惣五郎
上納証拠之事

情紙・切紙 16.0X20.5 246(960298) 2003B298 

247 雑穀御運上銀 午3月26日 嶋井久左衛門 広瀬兵左衛 椅紙・切紙 16.6X21.4 247(960299) 2003B299 
上納証拠之事 門

248 繰綿御運上銀 申3月20日 神屋善四郎 曽根屋兵次 橋紙・竪切 24.4x9.2 248(960300) 2003B300 
請取之事 (黒印)・嶋井善 紙

兵衛(黒印)(他
2名)

249 上納目録 卯4月l日 嶋井久左衛門 御IIIT御役所 楕紙・折紙 24.6x35.5 249(960301) 2003B301 

250 覚 4月14日 二国屋作右衛 綿御改方吉 楕紙・切紙 14.6X36.0 繰綿運上銀 250(960302) 2003B302 
門 兵衛 上納覚

251 覚 閏4月28日 綿屋忠次 綿御改所 横紙・継紙 15.4X20.0 251 (960303) 2003B303 
(2枚)

252 繰綿御運上銀 申4月29日 神屋善四郎 曽根屋利吉 楕紙・竪切 24.4X9.5 252(960304) 2003B304 
請取之事 (黒印)・嶋井善 紙

兵衛(黒印)(他
2名)

253 差出 4月 l嶋井善兵衛 御町御役所 楕紙・継紙 15.2X52.6 253(960305) 2003B305 
(2枚)

254 覚 卯6月30日 三国屋作右衛 綿御改方吉 楕紙・切紙 15.0x22.0 綿運上銀上 254(960306) 2003B306 
門 兵衛 車内

255 御運上銀請取 午8月26日 神屋善四郎 みなと屋作 楕紙・切紙 15.6x 15.0 255(960307) 2003B307 
之事 (黒印)・嶋井善 次

兵衛(黒印)(他
l名)

256 御運上銀請取 午8月26日 神屋善四郎 綿屋忠次 楕紙・切紙 15.6X 15.0 256(960308) 2003B308 
候事 (黒印)・嶋井善

兵衛(黒印)(他
l名)

257 繰綿御運上銀 申11月20日 嶋井善兵衛 三国屋市左 楕紙・竪切 25.0X9.5 257(960309) 2003B309 
請取候事 (黒印)・末次与 衛門 高氏

兵衛(黒印)(他
2名)

258 覚 亥11月25日 楕紙・切紙 15.4X23.8 後欠雑穀 258(960310) 2003B310 
上納銀

259 覚 亥11月26日 三国屋作右衛 改方七次 権紙・切紙 15.4x23.4 綿運上銀上 259(96031 1) 2003B311 
門(黒印) 納差引

260 御運上銀請取 午11月29日 神屋善四郎 曽根屋利吉 楕紙・竪切 24.4X7.0 260(960312) 2003B312 
申事 (黒印)・l嶋井善 紙

兵衛(黒印)(他
2名)

261 上納目録 11月 浜口町上年行 御町御役所 楕紙・折紙 24.6x36.0 米七{表半代 261(960313) 2003B313 
司次嶋井善兵 銀札八百弐
衛 拾五匁

262 上納目録 12月 浜口町年行司 御町御役所 椿紙・折紙 24.5X36.0 米七俵半代 262 (960314) 2003B314 
次嶋井善兵衛 銀札八百弐
(黒印) 拾五匁
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番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧情品番号) 備品番号

263 御運上銀之事 未11月 末次与左衛門 伊藤惣右衛 楕紙・継紙 24.6X 12.7 未11月27日 263(960315) 
(黒印) 門 (6枚) 付伊藤惣右

衛門裏書あ

り

覚 酉12月12日 板屋藤作 嶋井久左衛 格紙・継紙 15.4x38.0 運上銀上納 264(960316) 20038316 
門 (2枚)

265 御運上銀請取 午12月18日 神屋善四郎 曽根屋利吉 槽紙・竪切 25.0X7.5 繰綿l本分 265(960317) 20038317 
申事 (黒印)・嶋井善 紙

兵衛(黒印)(他
2名)

266 口演 申12月18日 嶋井善兵衛 木屋利八 楕紙・継紙 16.4x86.4 繰綿運上銀 266(960318) 20038318 
(他14名) (3枚) 増銀通知

包紙あり

267 覚 卯12月29日 三国屋作右衛 吉兵衛 楕紙・切紙 15.0X28.6 運上銀上納 267(960319) 20038319 
門

268 覚 酉12月20日 三国屋作右衛 吉兵衛 橋紙・継紙 15.0X34.8 運上銀上納 268(960320) 20038320 
門 (2枚)

269 [穀物運上定l 巳11月 神屋善四郎・ 楕紙・継紙 19.0XI49.0 269(960321) 20038321 
嶋井善兵衛・ 仏枚)
柴藤六右衛門

270 永納銀上納証 午12月 嶋井久左衛門 御救御役所 槽紙・継紙 14.4x24.0 270(960322) 20038322 
拠之事 (2枚)

271 御用銀納控 (丑3月以降) (嶋井善蔵ヵ) 椿紙・継紙 16.5X51.5 271-1 20038323 
(2枚) (960323) 

271 受取 子12月22日 町役所(黒印) 嶋井善蔵 格紙・継紙 14.6xI6.7 27トl号にあ 271-2 20038324 
-2 (2枚) る受取 (960324) 

271 [納付書l 子11月17日 嶋井善蔵 (町役所) 楕紙・竪切 24.3x8.8 27トl号にあ 271-3 20038325 
ー3 紙 る 受 取 役 (960325) 

所受取印あ

り

272 繰綿御運上銀 申12月 嶋井善兵衛 三国屋市右 椅紙・竪切 25.0x9.5 272(960326) 20038326 
請取申事 (黒印) 衛門 紙

273 繰綿御運上銀 成12月 神屋善四郎 八百屋半治 格紙・竪切 25.0X9.4 273(960327) 20038327 
受取申事 (黒印)・嶋井久 車品

左衛門(黒

印)(他l名)

274 繰綿御運上銀 申12月 神屋善四郎 八尋久次 槽紙・竪切 24.6X9.6 274(960328) 20038328 
請取申事 (黒印)・嶋井善 車氏

兵衛(黒印)(他
2名)

275 覚 29日 椿紙・継紙 16.0X 14.0 運上銀渡 275(960329) 20038329 
(2枚) 付札あり

276 [土代l 楕紙・継紙 15.8x61.5 後欠運上 276(960330) 20038330 
(2枚) 銀

277 御用金御納御 (借主)山崎半 楕紙・切紙 24.0 x 34.4 277(96033 I) 20038331 
手当之分借用 左衛門・(受人)
申上候事 白水七左衛門
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278 [証文雛形l (安永9年12 御町御役所 槽紙・切紙 25.0x38.0 前欠 2件分 278(960332) 2003B332 
月) 付札あり

279 御山方銀拝借 文化4年12 嶋井久左衛門 楕紙・横帳 14目OX44.0 279(960333) 2003B333 
之内日々上納 月
分通帳

280 借用証拠之事 文政4年8月 浦野重兵衛 嶋井善平 槽紙・切紙 24.6x29.6 包紙あり 280(960334) 2003B334 
(黒印)

281 借状帳 文政7年11 嶋井徳太夫 久野作左衛 椿紙・綴 24.6x 17.0 繰綿上納銀 281 (960335) 2003B335 
月 門・田中仁 不足分借状

右衛門

282 覚 天保3年間 (綿口久次) (原田兵次 椿紙・切紙 24.8x24.0 金子借用、 282(960336) 2003B336 
11月17日 郎ヵ) 払済

283 添証拠之事 嘉永7年2月 松尾久次・神 斧屋久次 楕紙・切紙 24.2X35.4 283(960337) 2003B337 
屋善四郎

284 覚 成l月10日 甚右衛門 (嶋井)久左 楕紙・切紙 16.2x29.8 借用金返納 284(960338) 2003B338 
衛門

285 覚 2月15日 瀬戸 嶋井 楢紙・継紙 16.0x61.4 金子皆済差 285(960339) 2003B339 
(2枚) 送り 付札

貼付

286 口上 2月29日 真玉仁右衛門 嶋井善兵衛 楕紙・切紙 16.0X26.4 286(960340) 2003B340 

287 [借用証文等 文久3年3月 末次与兵衛・ 松村半左衛 楕紙・切紙 14.8X41.0 奥に同日付 287(960341) 2003B341 
写l 19日 (受人)嶋井久 F守 嶋井久左衛

左衛門 門書状写あ

り

288 覚 辰11月25日 大坂屋儀作 嶋井久左衛 楕紙・切紙 15.4X 19.6 288(960342) 2003B342 
(黒印) 門

289 御溜銭拝借分 午12月12日 嶋井久左衛門 伊藤千右衛 椅紙・切紙 16.4x24.6 裏書あり 289(960343) 2003B343 
上納之事 (黒印) 門

290 覚 子12月29日 田中甚三 檎紙・竪切 14.8X9.5 借銭代米受 290(960344) 2003B344 
紙 取

291 覚 酉12月 (嶋井久左衛 楕紙・折紙 27.7X41.6 県231 銀 291 (960345) 2003B345 
門) 拝借の件他

292 l記l 楕紙・竪切 24.4X 10.0 元利銀書上 292(960346) 2003B346 
事氏

293 l記l 格紙・竪切 24.4X 10.0 辰・巳年利 293(960347) 2003B347 
紙 分書上

294 預り手形 弘化5年2月 (斧や) 楕紙・切紙 15.3X20.1 端裏書・黒 294(960348) 2003B348 
5日 印あり

295 l覚l 楕紙・切紙 14.2 x 18.8 嘉永4年4月 295(960349) 2003B349 
9日付嶋井
善蔵宛瀬戸
惣左衛門預

手形写

296 預り手形 嘉永7年l月 嶋井善蔵(黒 斧屋久次 橋紙・竪切 24.1 X8.6 黒印4ヶ所 296(960350) 2003B350 
印) 紙 あり
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297 預り手形 嘉永7年2月 山崎半左衛門 嶋井善蔵 楕紙・竪切 24.7X7.4 裏書あり 297 (960351) 20038351 
8日 (黒印) 紙 包紙あり

298 預り手形 天保3年間 嶋井久左衛門 原兵次郎 椿紙・竪切 24.6X 12.6 黒印あり 298(960352) 20038352 
II月17日 (黒印) 紙

299 覚 天保10年12鏡丁安次(黒 東町三右衛 格紙・竪切 22.0x 16.5 黒印4ヶ所 299(960353) 20038353 
月17日 印) 門 車氏 あり 預証

300 [預手形l (嘉永5年)2 (瀬戸惣右衛 楕紙・端紙 24.1 X34.2 紙鮭・付札 300-1 20038354 
月16日 門) あり (960354) 

300 l包紙ヵl 楕紙・切紙 16.2x24.0 上書「瀬戸惣 300-2 20038355 
-2 右衛門算用 (960355) 

目録J

301 覚 l月l日 楕紙・継紙 16.5x23.0 銭札・金札 301 (960356) 20038356 
(3枚) 支払

302 預り 戊9月20日 嶋井久左衛門 神屋吉左衛 椅紙・竪切 24.8x9.3 302(960357) 20038357 
(黒印) 門 紙

303 預り (文化10年) 嶋井久左衛門 龍華院御納 楕紙・竪切 24.8x9.0 裏書あり 303(960358) 20038358 
酉閏II月 (黒印) 所 F品

304 覚 12月13日 くしゃ武助 よしゃ市 格紙・切紙 14.8x23.6 御切米代書 304(960359) 20038359 
(他) 上

305 預り手形 嶋井久左衛門 綿屋久次 楕紙・竪切 24.5X7.5 包紙あり 305(960360) 20038360 
(黒印) 紙

306 覚 (嶋井善蔵ヵ) 椿紙・折紙 24.0x34.2 黒印あり 306(960361) 20038361 
斧屋久次宛
預り手形控

307 覚 椿紙・切紙 14.8x20.5 後欠 307(960362) 20038362 

308 覚 椿紙・継紙 15.3XI08.7 308(960363) 20038363 
(2枚)

309 l覚l 楢紙・継紙 16.1 X26目6 309(960364) 20038364 
(2枚)

310 覚 文久3年4月 甚右衛門 嶋井久左衛 楕紙・切紙 16.3x36.0 310(960365) 20038365 
3日 r， 

311 覚 文久3年4月 成亥屋和多蔵 嶋井久左衛 椿紙・切紙 16.2x 19.0 311 (960366) 20038366 
2日 門

312 奉願口上之覚 天保10年2 奥村次吉(黒 御奉行 楕紙・継紙 24.6X2卜l 312(960367) 20038367 
月20日 印) 位枚)

313 [足軽切米渡 万延元年II 御勘定所 御永蔵奉行 楕紙・継紙 14.8x23.9 313(960368) 20038368 
切手写l 月 (2枚)

314 覚 酉l月11日 甚左衛門 (嶋井)久左 楠紙・切紙 16.4X 18.3 314(960369) 20038369 
衛門

315 覚 商l月13日 板屋藤作 青柳平左衛 楕紙・切紙 16.2x30.8 315(960370) 20038370 
門

316 覚 子l月20日 みなと町千 格紙・継紙 14.7X31.1 316(960371) 20038371 
五郎 (2枚)
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317 覚 2月23日 塔原村庄屋曽 l嶋井久左衛 槽紙・継紙 16.0X33.2 317(960372) 
-/i-、 r， (2枚)

318 覚 子2月26日 大坂屋仁左衛 嶋井善兵衛 梢紙・継紙 15.2xI6.8 318(960373) 20038373 
門(黒印) (2枚)

319 覚 成3月2日 板屋藤作 嶋井久左衛 槽紙・切紙 15.5x29.2 319(960374) 20038374 
門

320 覚 (子2月3日) 楕紙・切紙 14.8X41.5 県232 馬 320(960375) 20038375 
賃、米高・

人名書上

321 覚 亥3月12日 大工卯七 青柳兵左衛 格紙・切紙 14.5x 17.1 321 (960376) 20038376 
r， 

322 覚 丑3月24日 構紙・切紙 15.3X9.0 322(960377) 20038377 

323 覚 3月 梢紙・切紙 15.8xI9.6 323(960378) 20038378 

324 覚 4月2日 椅紙・継紙 14.6x33.8 324(960379) 20038379 
(2枚)

325 控 成4月13日 御町役所 楕紙・折紙 24.9x37.3 325(960380) 20038380 

326 l覚] 巳4月21日 梢紙・切紙 15.2X8.0 326(960381) 20038381 

327 覚 子5月4日 龍花院 椅紙・切紙 14.8X 18.4 327(960382) 20038382 

328 請取分事 成5月4日 嶋井久左衛門 広瀬兵左衛 楕紙・継紙 17.3X26.7 328(960383) 20038383 
門 (2枚)

329 送状 8月10日 萩尾清次郎 嶋井久左衛 楕紙・切紙 24.0x 13.2 県226 樫 329(960384) 20038384 
(黒印) 門 炭4俵

330 [覚l 閏9月24日 綿屋卯助 嶋井善兵衛 楕紙・継紙 16.0x24.0 330(960385) 20038385 
(2枚)

331 覚 11月23日 卯助 楕紙・継紙 15.6X 17.2 331 (960386) 20038386 
(2枚)

332 覚 寅12月14日 次八 庄七 槽紙・切紙 14.8X 18.8 御差紙45俵 332(960387) 20038387 
2斗7升売渡

333 [覚l 子12月17日 椅紙・切紙 16.0X24.0 333(960388) 20038388 

334 l覚l 椅紙・小切 14.6x6.4 334(960389) 20038389 
紙

335 口上 稽紙・切紙 15.8x24.0 335(960390) 20038390 

336 覚 6月4日 千五郎 梢紙・継紙 15.6X36.0 336(960391) 20038391 
(2枚)

337 [覚l 橋紙・切紙 15.8x 11.7 337(960392) 20038392 

338 覚 椅紙・切紙 15.3X37.2 338(960393) 20038393 

339 l覚l 寅3月 檎紙・継紙 15.4x22.2 339(960394) 20038394 
(2枚)

340 覚 椅紙・切紙 15.3 x 21.9 銀高勘定 340(960395) 20038395 

341 覚 楕紙・切紙 15.2 x 11.8 341 (960396) 20038396 
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342 覚 文政冗年12 楕紙・継紙 14.8x38.2 342(960397) 2003B397 
月4日 (2枚)

343 請取 文政2年10 田中村庄屋勘 嶋井善兵衛 格紙・竪切 24.8X 12.6 御代官指紙 343(960398) 2003B398 
月26日 次郎(黒印) 紙 71俵2斗4升

2合

344 預り (文政2年)10嶋井善兵衛 田中村庄屋 楕紙・切紙 15.4XI7.8 344・2号とー 344-1 2003B399 
月24日 (黒印) 勘次郎 括米2俵 (960399) 

344 [覚l 10月22日 楕紙・継紙 16.4x6.9 l俵2斗4升2 344-2 2003B400 
-2 (2枚) 合はこの預 (960400) 

にて差引済

345 [覚l (安永ー天明 格紙・継紙 16.0X46.2 345 (960401) 2003B401 
頃) (2枚)

346 請取 天保4年5月 中村甚助 嶋井久左衛 稽紙・切紙 24.6x 17.9 346(960402) 2003B402 
l日 門

347 請取 天保4年5月 中村甚助 嶋井久左衛 椿紙・切紙 24.5X 18.3 347(960403) 2003B403 
1日 門

348 請取覚 11月26日 楕紙・継紙 16.4x20.7 348(960404) 2003B404 
(2枚)

349 売渡申事 弘化4年12 島井善兵衛 榎実屋清三 梢紙・切紙 16.3X36.3 349(960405) 20038405 
月25日

350 売渡申事 弘化4年12 島井善兵衛 榎実屋清三 楕紙・竪紙 24.5x35.7 350(960406) 2003B406 
月26日

351 覚 文久3年3月 勘助 長平 楕紙・切紙 16.0X30.4 351 (960407) 2003B407 
23日

352 覚 嘉永4年4月 瀬戸惣右衛門 椅紙・切紙 14.4 x 19.8 352(960408) 20038408 
9日

353 覚 安政2年2月 嶋井善蔵 椿紙・切紙 16.0X8.9 353(960409) 2003B409 
26日

354 巳歳通帳 安政4年l月 山崎半左衛門 松尾文次 梢紙・小横 12.4x 17.7 354(960410) 20038410 
吉日 帳

355 覚 安政4年7月 椿紙・切紙 16.4 x 11.9 355(960411) 2003B411 
24日

356 覚 卯l月8日 大問屋 嶋井御氏 椿紙・切紙 15.8x 13.7 356(960412) 20038412 

357 [覚l 辰2月 椿紙・折紙 24.8x36.3 357(960413) 20038413 

358 残御切手目録 成2月 嶋井久左衛門 御役所 楕紙・横帳 12.3X36.8 358(960414) 20038414 

359 請取 子2月4日 玄兵衛(黒印) (嶋井)久左 楕紙・切紙 16.0x 16.4 359(960415) 2003B415 
衛門

360 覚 2月5日 千五郎 (嶋井)久左 椿紙・切紙 15.4x 16.1 360(960416) 20038416 
衛門

361 覚 2月15日 楕紙・継紙 15.9x29.0 361 (960417) 20038417 
(2枚)

362 覚 子2月6日 瀬戸 嶋井 椿紙・切紙 15.1XI8.8 362 (960418) 20038418 
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363 覚 2月18日 山崎半左衛門 嶋井善兵衛 椿紙・継紙 15.5X28.0 363 (960419) 20038419 
(2枚)

364 請取 成2月21日 御町役所(黒 嶋井久左衛 椿紙・継紙 15.4x31.0 364(960420) 20038420 
印) 門 (2枚)

365 口上 3月6日 長助 嶋井久左衛 椅紙・切紙 15.7x42.2 365(960421) 20038421 
門

366 覚 3月29日 春甫老 椿紙・継紙 15.4x20.7 366(960422) 20038422 
ロ枚)

367 l覚l 4月2日 橋紙・切紙 24.6x36.5 367(960423) 20038423 

368 [覚l 成4月4日 楕紙・継紙 16.5X24.4 368(960424) 20038424 
(2枚)

369 受取申上Jレ事 巳4月晦日 米屋藤助(黒 嶋井久左衛 楕紙・切紙 16.6x 15.6 369(960425) 20038425 
印) 門

370 受取 4月 林八大夫(黒 椿紙・切紙 15.6 x 16.0 370(960426) 20038426 
印)

371 請取 4月 早川忠七 楕紙・切紙 15.7x 12.5 371 (960427) 20038427 

372 請取 4月 高木小源太使 嶋井久左衛 椿紙・切紙 15.2x22.0 372(960428) 20038428 
多吉(朱印) 門

373 受取申候事 4月 野村久治(黒 嶋井久左衛 椿紙・継紙 16.4x61.0 373(960429) 20038429 
印) 門 位枚)

374 謂取 4月 奥山鉄八(黒 楕紙・竪切 16.3 x 14.2 374(960430) 20038430 
印) 紙

375 請取 巳4月 頭山庄平(黒 椅紙・竪切 15.7 x 12.1 375(960431) 20038431 
印) 紙

376 受取申候事 巳4月 野村久次(黒 嶋井久左衛 楕紙・継紙 16.4x65.4 376(960432) 20038432 
印) 門 (2枚)

377 覚 丑4月l日 茂助 槽紙・継紙 14.6x 100.7 377(960433) 20038433 
(2枚)

378 請取申事 成5月4日 嶋井久左衛門 広瀬兵左衛 椿紙・切紙 17.4x26.9 378(960434) 20038434 
(黒印) 門

379 覚 5月15日 伊平 善兵衛 楕紙・切紙 14.5X25.7 379(960435) 20038435 

380 覚 5月16日 桶屋伊八(黒 靖国専次 椿紙・切紙 15.7X31.6 380(960436) 20038436 
印)

381 覚 5月22日 桶屋伊八 増田専次 楕紙・切紙 15.6x28.4 381 (960437) 20038437 

382 覚 5月24日 山崎半左衛門 嶋井周蔵 楕紙・切紙 14.8x34.1 382(960438) 20038438 

383 覚 5月25日 茂助 (嶋井)久左 楕紙・継紙 15.3x28.8 383(960439) 20038439 
衛門 (2枚)

384 覚 巳5月25日 椅紙・継紙 14.8x 117.8 384(960440) 20038440 
(3枚)

385 覚 5月28日 加賀屋円蔵 酒春田 楕紙・切紙 15.9x24.6 385(960441) 20038441 
(黒印)
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386 受取 巳5月l日 津田勘大夫内 椅紙・切紙 14.5x 15.8 386(960442) 2003B442 
岩津久右衛門

(黒印)

387 請取 5月l日 堤曽右衛門 格紙・竪切 24.6x 11.2 387 (960443) 2003B443 
(黒印) 需品

388 受取 5月l日 津田巡次郎 椿紙・竪切 24.6x 12.3 388(960444) 2003B444 
(黒印) 紙

389 請取 5月l日 都地甚平(黒 楕紙・竪切 24.2 x 11.7 389(960445) 2003B445 
印) 紙

390 請取 5月l日 都地甚平(黒 橋紙・竪切 24.1 x 15.0 390(960446) 2003B446 
印) 紙

391 請取 5月l日 津田新助(黒 嶋井久左衛 梢紙・切紙 15.9x24.3 2件分の請 391 (960447) 2003B447 
印) 門 取

392 受取 5月l日 津田善作 楕紙・切紙 14.8X 14.5 392(960448) 2003B448 

393 受取 5月l日 長尾正兵衛 楕紙・切紙 24.1 x 17目l 393(960449) 2003B449 
(黒印)

394 受取 5月l日 長野勝太郎 椿紙・継紙 15.8x20.6 394(960450) 2003B450 
(黒印) (2枚)

395 請取 5月l日 長野牧之助 楕紙・切紙 16.3xI2.7 395(960451) 2003B451 
(黒印)

396 請取 5月l日 中村=蔵(黒 梢紙・切紙 15.3x 10.9 396(960452) 2003B452 
印)

397 請取 5月l日 櫛本市郎大夫 楕紙・切紙 15.9XI7.0 397(960453) 2003B453 
(黒印)

398 請取 5月l日 根中次平(黒 椿紙・竪切 15.7X 13.9 398(960454) 2003B454 
印) 紙

399 請取 5月l日 中谷市郎(黒 楕紙・竪切 16.4X 12.0 399(960455) 2003B455 
印) 紙

400 請取 5月l日 中谷市郎(黒 椅紙・竪切 16.3x 12.0 400(960456) 2003B456 
印) 紙

401 請取 5月i日 中村文助(黒 嶋井久左衛 楕紙・切紙 16.0X23.4 401(960457) 2003B457 
印) 門

402 請取 5月l日 半助事/中西 楕紙・竪切 23.4X9.9 402(960458) 2003B458 
小右衛門 車品

403 請取 5月l日 丹下内武谷源 楕紙・竪切 15.4X 14.8 403(960459) 2003B459 
大夫 幸氏

404 請取 5月l日 高屋次郎助 椿紙・切紙 16.6X 14.2 404(960460) 2003B460 

405 請取 5月l日 高原半十郎 嶋井久左衛 楕紙・継紙 15.8 x 16.8 405(960461) 2003B461 
(黒印) Fう (2枚)

406 請取 5月l日 月形重助(黒 椿紙・竪切 14.7x 11.5 406(960462) 2003B462 
印) 富民

407 請取 5月l日 田中正左衛門 嶋井久大夫 楕紙・切紙 14.8x 16.1 407(960463) 2003B463 
(黒印)
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408 請取 5月l日 田中正左衛門 椅紙・竪切 16.8xI2.3 408(960464) 2003B464 
(黒印) 紙

409 請取 5月l日 問中源左衛門 稽紙・竪切 16.5X 13.1 409(960465) 2003B465 
(黒印) 紙

410 請取 5月l日 永野源三郎・ 椅紙・切紙 16.8X24.0 410(960466) 
中村貢平

411 請取 5月1日 中村豊五郎 嶋井久左衛 楕紙・切紙 16.2x24.5 411 (960467) 2003B467 
門

412 請取 5月l日 高木仁兵衛 椿紙・竪切 16.6x 14.4 412 (960468) 2003B468 
吉正

413 請取 5月l日 沖佐兵衛 楕紙・切紙 16.3x20.5 413(960469) 2003B469 

414 請取 5月l日 岩崎吉兵衛 椿紙・切紙 14.9X23.8 414(960470) 2003B470 I 

415 請取 5月l日 半助事/中西 椅紙・竪切 23.3 x 11.7 415(960471) 2003B471 
小右衛門 車氏

416 請取 5月l日 長野寓助 楕紙・竪切 24.2x 16.4 416(960472) 2003B472 
紙

417 覚 巳5月l日 長浜七郎右衛 嶋井久左衛 椅紙・切紙 24.2X31.0 417 (960473) 2003B473 
門 門

418 受取 巳5月 塚本三郎右衛 椿紙・竪切 24.5x 15.6 2件分の請 418(960474) 2003B474 
門(黒印) 紙 取

419 請取 巳5月 中谷茂助(黒 椿紙・竪切 24.4X 10.4 419(960475) 2003B475 
印) 紙

420 請取 巳5月 中谷茂助(黒 椿紙・竪切 24.2x 10.8 420(960476) 2003B476 
印) 紙

421 受取 巳5月 各務与一郎 嶋井久左衛 楕紙・継紙 16.0 x 15.5 421 (960477) 2003B477 
(花押) 門 (2枚)

422 受取 巳5月 早良志摩'恰土 椅紙・切紙 24.8x31.9 422(960478) 2003B478 
郡代役所(黒
印)

423 受取 巳5月 塚本治平(黒 楕紙・竪切 24.2x 16.3 423(960479) 2003B479 
印) 東氏

424 受取 巳5月 塚本治平(黒 楕紙・竪切 24.2XI6.3 424(960480) 2003B480 
印) 紙

425 請取 5月 鳥居正兵衛 嶋井久左衛 楕紙・竪切 24.2X 15.5 425(960481) 2003B481 
(黒印) 門 紙

426 請取 5月 高橋大八(黒 楕紙・切紙 17.0X 13.2 426(960482) 2003B482 
印)

427 請取 5月 高田貞次(黒 椅紙・竪切 24.0x 11.4 427(960483) 2003B483 
印) キ兵

428 請取 辰5月 中村長大夫 格紙・切紙 16.4X 10.5 428(960484) 2003B484 
(黒印)

429 請取 5月 中村長大夫 格紙・切紙 16.3X 12.3 429(960485) 2003B485 
(黒印)
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430 請取 5月 津田治大夫 格紙・切紙 17.0X20.l 430(960486) 20038486 

431 受取 巳5月l日 大野八右衛門 楕紙・切紙 16.8 x 11.5 431 (960487) 20038487 

432 請取 巳5月l日 月成権大夫内 椅紙・切紙 15.5X 16目4 432(960488) 20038488 
/青柳安次

433 請取 巳5月l日 姪浜江藤与七 椿紙・切紙 15.9X 12.6 433(960489) 20038489 
(黒印)

434 請取 巳5月l日 姪浜江藤与七 梢紙・切紙 16.4X 12.6 434(960490) 20038490 
(黒印)

435 受取 巳5月l日 津田勘大夫内 椅紙・切紙 14.9x20.6 435(960491) 20038491 
岩津久右衛門
(黒印)

436 請取 巳5月 立国太市(黒 嶋井久左衛 椅紙・切紙 15.9 x 15.1 436(960492) 20038492 
印) 門

437 受取 5月l日 竹束重兵衛 嶋井久左衛 楕紙・切紙 24.9X 19.4 奥欠損 437(960493) 20038493 
門

438 受取 巳5月l日 長塩六郎右衛 楕紙・切紙 16.3x24.0 438(960494) 20038494 
門(朱印)

439 請取 巳5月l日 長野久之進 椿紙・切紙 14.7x23.2 439(960495) 20038495 
(朱印)

440 請取 巳5月l日 中江新之丞 嶋井久左衛 椿紙・切紙 23.8x 19.6 440(960496) 20038496 
門

441 請取 巳5月1日 長岡七大夫 楕紙・竪切 23.3x 11.2 441 (960497) 20038497 
(黒印) 紙

442 請取 巳5月l日 永嶋彦之丞 椅紙・竪切 24.4X 12.6 442(960498) 20038498 
(黒印) 幸氏

443 受取 巳5月l日 中西市助(黒 椿紙・継紙 14.9x33.2 奥に辻又四 443(960499) 20038499 
印) (3枚) 郎へ渡す銀

之覚を貼継
ぐ

444 請取申上候事 巳5月l日 紅屋市左衛門 楕紙・切紙 17.6X 17.1 制4(960500) 20038500 
(黒印)

445 請取 5月l日 宗来ツ留次 崎井久左衛 楕紙・切紙 23.8X33.6 445(960501) 20038501 
(黒印) 門

446 請取 5月l日 多久市助 楕紙・切紙 14.7X32.4 446(960502) 20038502 

447 覚 6月13日 加瀬屋加六 わたや吉兵 椿紙・継紙 16.3X33.5 県225奈波 447(960503) 20038503 
(黒印) 衛 (2枚) さとふ代銀

448 受取証 巳5月14日 ひら井儀介 嶋井善兵衛 椿紙・切紙 16.5x35.3 448(960504) 20038504 

449 覚 寅3月4日 大問屋 嶋井善兵衛 椿紙・切紙 16.6 x 19.5 449(960505) 20038505 

450 覚 椿紙・切紙 14.9x27.0 450(960506) 20038506 

451 覚 亥12月29日 楕紙・切紙 16.4X 17.9 451 (960507) 20038507 

452 覚 5月l日 椿紙・切紙 14.7x 14.0 452(960508) 20038508 

-114-



購入資料 1.嶋井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧備品番号) 備品番号

453 覚 4月23日 くらや恒蔵 嶋井善兵衛 椿紙・継紙 16.0X57.6 453(960509) 2003B509 
(2枚)

454 覚 子6月20日 せと 嶋井 椿紙・切紙 16.0X32.2 454(960510) 2003B510 

455 覚 6月l日 山崎半左衛門 豊後屋永蔵 梢紙・継紙 16.4x20，2 455(960511) 2003B511 
-嶋井周蔵 (2枚)

456 覚 7月12日 椅紙・切紙 15.0X9.5 456(960512) 2003B512 

457 覚 7月21日 甚右衛門 (嶋井)久左 楕紙・継紙 16目4X28.4 457(960513) 2003B513 
衛門 (2枚)

458 請所之事 巳7月24日 平田甚左衛門 嶋井周蔵 楕紙・切紙 16.0x25.0 458(960514) 2003B514 

459 覚 (安政4年)巳 成亥屋和多蔵 嶋井周蔵 椅紙・継紙 15.6x 18.6 459(960515) 2003B515 
8月 (2枚)

460 納証拠之事 申8月16日 嶋井久左衛門 伊藤惣右衛 椿紙・切紙 16.0x 12，5 460(960516) 2003B516 
(黒印) 門

461 覚 酉12月 社貫八兵衛 嶋井久左衛 椅紙・継紙 15.4x21.0 461 (960517) 2003B517 
門

462 覚 9月 山崎 嶋井 楕紙・継紙 15.0X33.0 462 (960518) 2003B518 
(2枚)

463 差出 寅9月 嶋井善兵衛 御町御役所 椅紙・折紙 24.6x35.0 463(960519) 2003B519 
(黒印)

464 覚 10月13日 丸屋十兵衛 木戸 椅紙・継紙 15，8X24.2 464(960520) 2003B520 
(黒印) (2枚)

465 覚 10月13日 丸屋十兵衛 木戸 椅紙・継紙 15.8x28.0 465(960521) 2003B521 
(2枚)

466 覚 10月14日 城戸寿平太 椅紙・継紙 15，8X28.4 466(960522) 2003B522 
(2枚)

467 覚 午10月 田中六右衛 楕紙・切紙 15.2x33.4 銀子入蔵算 467(960523) 2003B523 
門 用

468 覚 未11月29日 石見屋仁左衛 嶋井善兵衛 格紙・継紙 16.2x43.4 銀子受取 468(960524) 2003B524 
門 (2枚)

469 請取 亥11月4日 嶋井久左衛門 瀬戸惣右衛 梢紙・竪切 16.6x 15.1 469-1 ~8号 469-1 2003B525 
(黒印) Fう 紙 一綴米受 (960525) 

取付札あ

り

469 受取 亥11月10日 嶋井久左衛門 瀬戸惣右衛 椿紙・継紙 16.5X 14.8 米受取 469-2 2003B526 
-2 (黒印) 門 (2枚) (960526) 

469 請取 亥11月9日 嶋井久左衛門 瀬戸惣右衛 椅紙・継紙 16.4 x 14.2 米受取 469-3 2003B527 
-3 (黒印) F守 (2枚) (960527) 

469 受取 亥11月6日 嶋井久左衛門 瀬戸惣右衛 格紙・継紙 16.5X 13.3 米受取 469-4 2003B528 
-4 (黒印) 門 (2枚) (960528) 

469 請取 亥11月4日 嶋井久左衛門 瀬戸惣右衛 椿紙・竪切 16.6x 15.4 米受取 469-5 2003B529 
-5 (黒印) F可 紙 (960529) 

469 請取 亥11月16日 嶋井久左衛門 瀬戸惣右衛 椅紙・竪切 16.6 x 11.2 米受取 469-6 2003B530 
-6 (黒印) 門 紙 (960530) 
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469 請取 亥11月15日 嶋井久左衛門 瀬戸惣右衛 楕紙・竪切 16.5X 13.0 米受取 469-7 20038531 
-7 (黒印) 門 紙 (960531) 

469 請取 亥11月14日 嶋井久左衛門 瀬戸惣右衛 椿紙・継紙 16.5xI3.8 米受取 469-8 20038532 
-8 (黒印) 門 (2枚) (960532) 

470 請取 亥11月4日 嶋井久左衛門 瀬戸惣右衛 楕紙・継紙 16.5Xl1.6 470-1 ~3号 470-1 20038533 
(黒印) 門 (2枚) 一綴米受 (960533) 

取付札あ
り

470 請取 亥11月4日 嶋井久左衛門 瀬戸惣右衛 椅紙・竪切 16.5x 11.0 米受取 470-2 20038534 
ー2 (黒印) 門 紙 (960534) 

470 請取 亥11月7日 嶋井久左衛門 瀬戸惣右衛 楕紙・竪切 16.5 x 12.5 米受取 470-3 20038535 
-3 (黒印) 門 紙 (960535) 

471 受取 12月3日 嶋井善兵衛 尾仲村庄屋 楕紙・竪切 16.5X 15.2 米受取 471 (960536) 20038536 
(黒印) 安七 車氏

472 請取 丑12月4日 坂田儀平(黒 崎井善兵衛 梼紙・切紙 14.8X 16.4 472-2号とー 472-1 20038537 
印) 括米請取 (960537) 

472 請取 丑12月3日 坂田儀平(黒 嶋井善兵衛 椅紙・切紙 14.6x 16.7 米請取 472-2 20038538 
-2 印) (960538) 

473 覚 酉12月12日 板屋藤作(黒 嶋井久左衛 椿紙・切紙 15.4X 19.6 銀札受取 473(960539) 20038539 
印) 門

474 覚 丑12月14日 楕紙・継紙 16.4X31.8 羽織等の書 474(960540) 20038540 
(2枚) 上

475 覚 未12月15日 板屋藤作 嶋井久左衛 楕紙・継紙 15.8x42.1 475-2号とー 475-1 20038541 
F可 (2枚) 括銀子渡 (960541) 

475 覚 未12月15日 板屋藤作 嶋井久左衛 楕紙・切紙 15.8x31.5 切米代受取 475-2 20038542 
ー2 門 (960542) 

476 覚 12月16日 平吉 茂助 楠紙・切紙 14.6x 15.9 切米代受取 476(960543) 20038543 

477 受取 12月29日 新丁兵七(黒 久左衛門・ 楕紙・継紙 16.4X24.9 銅受取 477(960544) 20038544 
印) 与四郎 (2枚)

478 [覚l 寅12月16日 椿紙・継紙 14.7X 19.4 久世半四郎 478(960545) 20038545 
(2枚) 組切米買取

479 覚 楕紙・横帳 12.3X35.7 亥12月17日 479(960546) 20038546 
座の掛金

480 覚 12月26日 梢紙・継紙 16.3x 10.1 品代受取 480(960547) 20038547 
(2枚)

481 請取 亥12月28日 嶋井善蔵(黒 瀬戸惣右衛 楕紙・継紙 15.7x 13.5 金子受取 481 (960548) 20038548 
印) 門 位枚)

482 覚 成12月28日 久左衛門 長助 楕紙・継紙 15.8X39.2 銀子米買に 482(960549) 20038549 
(2枚) 充当

483 請取申証拠之 丑12月29日 鏡屋定次(黒 嶋井善兵衛 楕紙・竪切 24.6X 16.4 代銀受取り 483(960550) 20038550 
事 印) 紙 包紙あり

484 請取 亥12月4日 嶋井久左衛門 瀬戸惣右衛 椿紙・竪切 15.7X 15.0 484-2号とー 484-1 20038551 
(黒印) 門 紙 括米受取 (960551) 
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484 受取 亥12月6日 島井久左衛門 瀬戸惣右衛 楕紙・竪切 15.7X 14.0 米受取 484-2 20038552 
-2 (黒印) 門 紙 (960552) 

485 覚 子12月 紺屋忠左衛門 嶋井久左衛 椿紙・継紙 15.4X42.3 染物代金受 485(960553) 20038553 
F可 件枚) 取

486 覚 卯12月 木屋惣次郎 綿御改方吉 槽紙・切紙 14.7X37.2 銀渡 486(960554) 20038554 
兵衛

487 受取 亥11月晦日 嶋井善兵衛 椿紙・竪切 24.7X 10.3 487-1~3号 487-1 20038555 
紙 一績銀子 (960555) 

受取 487-
1.2号の付札

あり

487 受取 子12月25日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 楕紙・竪切 24.6x9.1 銀子受取 487-2 20038556 
明2 印) 紙 (960556) 

487 覚 天保10年11 椿紙・竪切 14.6X9.6 用銀にて納 487-3 20038557 
-3 月晦日 紙 入 (960557) 

488 受取 楕紙・竪切 14.8X9.1 米受取 488(960558) 20038558 
紙

489 請取 筒井弥七郎 楕紙・竪切 24.5X9.0 489司2号とー 489-1 20038559 
紙 括銀子受 (960559) 

取

489 請取 筒井弥七郎 椿紙・竪切 24.5X8.8 銀子受取 489-2 20038560 
-2 紙 (960560) 

490 i覚] 楕紙・切紙 15.3X 16.1 久左衛門割 490(960561) 20038561 
当俵高書上

491 覚 椿紙・切紙 16.8x20.7 銀子勘定 491 (960562) 20038562 

492 l覚l 楕紙・継紙 14.8x6.9 白水与八殿 492(960563) 20038563 
(2枚) 指紙

493 覚 楕紙・継紙 14.7x20.3 差紙の品代 493(960564) 20038564 
(2枚) 受取

494 覚 安政4年10 楕紙・継紙 16.2x11.9 金子支払 494(960565) 20038565 
月18日 (2枚)

495 覚 楕紙・端紙 15.9X 11.0 銀子勘定 495(960566) 
後欠

496 覚 大問屋 嶋井御氏 槽紙・切紙 14.8X44.3 1l ~12月分 496(960567) 20038567 
品代納

497 l覚l 椿紙・竪切 16.4X 10目9銭勘定 497(960568) 20038568 
高氏

498 覚 (安政2年)6 早良志マ恰土 (御町役場) 楕紙・竪切 24.7x24.3 神屋・嶋井 498(960569) 20038569 
月24日 郡役所 事氏 宛町役所裏

書あり

499 証拠 天保9年9月 町役所(黒印) 嶋井善兵衛 椿紙・切紙 24.2X31.8 社用御蔵米 499(960570) 20038570 
16日 -神屋市左 船積

衛門

500 証拠之事 安政2年6月 両粕屋宗像郡 御町役所 楕紙・継紙 24.6X33.6 神屋・嶋井 500(960571) 20038571 
役所(黒印) (2枚) 宛町役所裏

書あり
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501 [差紙l (安政2年ヵ) 両粕屋宗像郡 神屋善四郎 楕紙・切紙 15.3X43.8 御永蔵船積 501 (960572) 20038572 
6月23日 役所 -嶋井久左

衛門

502 洲口証拠之事 文久2年8月 御勘定所(黒 神屋善四郎 椿紙・切紙 25.2X36.4 天草米船積 502(960573) 20038573 
18日 印) -嶋井久左 出

衛門

503 船積証拠之事 l月17日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 椿紙・継紙 34.0x23.8 秋月御蔵米 503(960574) 20038574 I 
印) -神屋市左 (2枚) 積出

衛門

504 口上 2月25日 (板屋)藤作 兵右衛門 楕紙・継紙 16.6x33.4 五十俵御貸 504(960575) 20038575 
(2枚) 渡

505 証拠 3月5日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 椿紙・継紙 23.6X33.2 横浜浦米積 505(960576) 20038576 
印) -神屋市左 (2枚) 出

衛門

506 証拠 亥3月28日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 椿紙・継紙 23.1 X26.5 姪浜村米積 506(960577) 20038577 
印) -神屋市左 (2枚) 出

衛門

507 船積証拠之事 亥3月17日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 椅紙・切紙 24.5X27.5 姪浜村米積 507(960578) 20038578 
印) -神屋市左 出

衛門

508 船積証拠之事 亥3月19日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 楕紙・継紙 24.1 X40.2 姪浜村米積 508(960579) 20038579 
印) -神屋市左 (2枚) 出

衛門

509 証拠 3月20日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 楕紙・継紙 23.1 X29.4 姪浜村米積 509(960580) 20038580 
印) -神屋市左 (2枚) 出

衛門

510 船積証拠 亥3月23日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 椿紙・切紙 24.5X26.7 宮崎村米積 510(960581) 20038581 
印) -神屋市左 出 本 文 修

衛門 正の押紙あ

り

511 船積証拠之事 亥3月24日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 楕紙・切紙 24.5X24.4 511 (960582) 20038582 
印) -神屋市左

衛門

512 船積証拠之事 亥3月24日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 楕紙・切紙 24.5x26.3 512(960583) 20038583 I 
印) -神屋市左

衛門

513 l差紙l 3月25日 御町役所当番 嶋井善兵衛 楕紙・継紙 15.2X43.3 県220 513(960584) 
-桜田屋伝 (2枚)
兵衛

514 船積証拠之事 成4月2日 御町役所(黒 崎井善兵衛 楕紙・切紙 24.5X32.5 514(960585) 20038585 
印) -神屋市左

衛門

515 船積証拠之事 成4月2日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 楕紙・切紙 24.6x35.8 515(960586) 20038586 
印) -神屋市左

衛門

516 船積証拠之事 亥4月24日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 椿紙・切紙 24.0x32.6 516(960587) 20038587 
印) -神屋市左

衛門
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517 船積証拠之事 亥5月l日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 格紙・継紙 24.1 X47.0 唐留米積出 517(960588) 20038588 
印) -神屋市左 (2枚)

衛門

518 船積証拠 5月7日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 槽紙・継紙 24.3X43.1 518(960589) 20038589 
印) -神屋市左 (2枚)

衛門

519 船積証拠 5月7日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 椅紙・継紙 24.4X41.9 519(960590) 20038590 
印) -神屋市左 (2枚)

衛門

520 船積証拠之事 亥5月22日 コ木権六 嶋井善兵衛 梢紙・継紙 24.4X40.0 520(960591) 20038591 
-神屋市左 (2枚)
衛門

521 覚 亥6月5日 曽根屋宗助 嶋井善兵衛 楕紙・切紙 16.1X13目。 521 (960592) 20038592 

522 船積証拠之事 亥6月5日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 横紙・切紙 24.4x30.5 522(960593) 20038593 
印) -神屋市左

衛門

523 船積証拠之事 9月2日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 楕紙・継紙 23.6x35.0 523(960594) 20038594 
印) -神屋市左 (3枚)

衛門

524 船積証拠之事 成9月12日 御町役所(黒 嶋井善兵衛 楕紙・継紙 24.0X34.8 524(960595) 20038595 
印) -神屋市左 (2枚)

衛門

525 船積証拠 午11月28日 御町役所(黒 |嶋井久左衛 楠紙・切紙 24.7X35.7 525(960596) 20038596 
印) 門・神屋市

左衛門

526 船積証拠之事 午11月28日 御町役所(黒 嶋井久左衛 楕紙・切紙 24.7x35.8 526(960597) 20038597 
印) 門-神屋市

左衛門

527 l覚l 宝暦3年10 楕紙・継紙 16.0x35.6 527(960598) 20038598 
月 (2枚)

528 津出請合証拠 文政4年8月 須玖村庄屋利 嶋井善平 楕紙・切紙 24.2x25目。 528(960599) 20038599 
之事 三郎(黒印)

529 乍恐奉願上口 天保6年11 鰯町上石蔵屋 御町御役所 楕紙・継紙 24.4X76.3 529(960600) 20038600 
上之覚 月 幸助(黒印) (3枚)

530 福岡湊町綿屋 天保8年7月 湊町綿屋孫、吉 楕紙・継紙 24.7X61.8 530 (96060 1) 20038601 
孫吉乍恐奉願 (黒印) (3枚)
上口上覚

531 乍恐奉願上口 天保9年3月 博多鰯町下吉 御町御役所 椿紙・切紙 27.8x41.3 531 (960602) 20038602 
上之覚 井利左衛門

(黒印)

532 福岡湊町加瀬 天保9年7月 湊町加瀬屋嘉 椅紙・継紙 24.8X78.3 532(960603) 20038603 
屋嘉六乍恐奉 六(黒印) 付枚)
願上口上覚

533 対馬小路町下 天保9年8月 対馬小路下綿 楕紙・継紙 25.0X46.5 533(960604) 20038604 
綿屋半蔵乍恐 屋半蔵(黒印) (2枚)
泰願上口上之
覚

」
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534 博多綱場町長 天保9年8月 綱場町長崎屋 橋紙・継紙 24.5X76.4 付札2枚あ 534(960605) 20038605 
崎屋茂吉乍恐 茂吉(黒印) (3枚) り 嶋井・神
奉願上口上之 屋宛御町役
覚 所裏書あり

535 博多古浜町藍 天保9年8月 古浜町藍嶋屋 椅紙・継紙 24.3x46.0 端裏に付札 535(960606) 20038606 
嶋屋惣平乍恐 惣平(黒印) (2枚) 貼付
奉願上口上之
覚

536 博多鰯町下大 天保9年9月 鰯町下大嶋屋 御町御役所 格紙・継紙 27.3x56.7 536(960607) 
嶋屋七兵衛乍 七兵衛(黒印) (3枚)
恐奉願上口上
之覚

537 片土居町櫛屋 (天保9年)9 片土居町櫛屋 楕紙・継紙 24.4X72.0 付札あり 537(960608) 20038608 
惣兵衛乍恐奉 月 惣兵衛(黒印) (2枚)
願上口上之覚

538 博多魚町中長 天保9年9月 魚町中長崎屋 椅紙・継紙 24.8 x 53.3 付札あり 538(960609) 20038609 
崎屋重吉乍恐 重吉(黒印) (2枚)
奉願上口上之
覚

539 鰯町下真玉仁 天保9年9月 鰯町下真玉仁 椅紙・継紙 24.7x43.5 付札2枚あ 539(960610) 20038610 
右衛門乍恐奉 右衛門(黒印) (2枚) り
願上口上之覚

540 博多鰯町上油 天保9年9月 油屋太次郎 御町御役所 楕紙・継紙 24.5x82.5 540(960611) 20038611 
屋太次郎乍恐 (黒印) (3枚)
奉願上口上之
覚

541 鰯町下真玉仁 天保9年9月 真玉仁左衛門 御町御役所 橋紙・継紙 24.9x46.9 541 (960612) 20038612 
左衛門乍恐泰 (黒印) (3枚)
願上口上之覚

542 博多須崎町中 天保9年9月 須崎町中角屋 楕紙・切紙 24.5X34.8 542(960613) 20038613 
角屋幸吉乍恐 幸吉(黒印)
泰願上口上之
覚

543 鰯町下壱岐屋 天保9年9月 壱岐屋源右衛 御町御役所 楕紙・継紙 24.8X41.5 543(960614) 20038614 
源右衛門乍恐 門(黒印) (2枚)
奉願上口上之
覚

544 福岡魚町勢門 天保9年9月 魚町勢門屋久 楕紙・継紙 24.6x53.3 付札あり 544(960615) 20038615 
屋久助乍樺奉 助(黒印) (2枚)
願上口上之覚

545 博多浜口町泉 天保10年2 博多浜口町泉 御町御役所 椿紙・継紙 24.6x60.3 545(960616) 20038616 
屋又助乍恐奉 月 屋文助(黒印) (2枚)
願上口上之覚

546 乍恐奉願上口 天保10年2 奥村次吉(黒 御町御役所 椿紙・切紙 24.3x35.5 546 (960617) 20038617 
上之覚 月 印)

547 福岡湊町綿屋 天保10年6 湊町綿屋孫吉 椅紙・継紙 24.7x68.8 547(960618) 20038618 
孫吉乍恐奉願 月 (黒印) (2枚)
上口上覚
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548 福岡湊町曽根 天保10年6 曽根屋宗助 楕紙・継紙 24.6x63.5 548(960619) 2003B619 
屋宗助乍恐泰 月 (黒印) (3枚)
願上口上之覚

549 覚 (弘化3年間 椅紙・折紙 24.5X35.2 549(960620) 2003B620 
5月13日)

550 鰯町下真玉仁 弘化3年間5鰯町下真玉仁 御奉行 楕紙・継紙 24.4x52.9 550(960621) 2003B621 
右衛門乍恐奉 月24日 右衛門(黒印) (3枚)
願上口上之覚

551 博多祇園町下 弘化3年8月 祇園町下陶師 楕紙・継紙 24.5X56.3 551 (960622) 2003B622 
陶師宗七乍恐 3日 宗七 (3枚)
奉願上口上之
覚

552 早良郡姪浜村 安政2年7月 姪浜村組頭新 御郡御役所 楕紙・継紙 24.7X87.5 552(960623) 2003B623 
庄屋組頭乍恐 三・清五郎・同 (3枚)
御願申上候事 村庄屋丈六

(黒印)

553 鐘崎浦庄屋組 安政2年7月 鐙崎浦組頭八 御浦役所 楕紙・継紙 24.2x68.0 553(960624) 2003B624 
頭御願申上候 尋次七(黒印) (4枚)
事 (他3名)

554 [達l (安政5年)3 御町役所 嶋井久左衛 椿紙・切紙 14.7x34.7 県216 554(960625) 2003B625 
月12日 門

555 乍恐奉願上口 安政6年8月 湊町石屋徳、左 御町御役所 槽紙・継紙 24.2 x 34.8 555(960626) 2003B626 
上之覚 衛門(黒印) (2枚)

556 乍恐奉願上口 安政6年10 博多鰯町下綱 御町御役所 楕紙・継紙 24.6x56.5 556(960627) 2003B627 
上之覚 月 屋平三(黒印) (3枚)

557 口上 3月29日 姪浜村末松武 11鳴井善兵衛 楕紙・継紙 16.0x53.8 557(960628) 2003B628 
右衛門 (2枚)

558 博多魚小路町 卯6月 焚斗屋清吉 御町御役所 格紙・継紙 24.5 x 57.9 558-1 2003B629 
製斗屋清吉乍 (黒印) (3枚) (960629) 
恐奉願上口上

之覚

558 覚 楕紙・切紙 15.8X 15.7 558-1号端に 558-2 2003B630 
ー2 貼付 (960630) 

559 乍恐奉願上口 卯7月3日 鰯町上石蔵屋 御町御役所 椅紙・切紙 24.5X32.6 559(960631) 2003B631 
上之覚 幸左衛門(黒

印)

560 覚 9月6日 神屋善四郎 嶋井善兵衛 楕紙・切紙 16.5X 18.1 560(960632) 2003B632 

561 乍恐奉願上口 成9月16日 博多古浜町油 御町御役所 椅紙・切紙 24.5x36.0 561 (960633) 2003B633 
上之覚 屋三右衛門

(黒印)

562 博多古小路町 成9月 大山忠平(黒 御町御役所 楕紙・継紙 24.8x43.6 付札あり 562(960634) 2003B634 
大山忠平乍恐 印) (2枚)
奉願上口上之
覚

563 [覚] 椿紙・切紙 16.0xI9.4 名草丸出船 563(960635) 2003B635 

564 [覚l 楕紙・継紙 14.9X 185.7 旅日雇 564(960636) 2003B636 
(5枚)
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565 日記 安政4年l月 (嶋井周蔵) 楕紙・横帳 12.2x33.5 565(960637) 20038637 
吉田

566 覚 文化5年5月 綿や藤八(黒 嶋井久左衛 椿紙・竪切 24.4X 12.6 566(960638) 20038638 
印) F守 需品

567 控 (天保5年)12又右衛門・作 熊江市郎次 楕紙・切紙 16.3x 19.7 567(960639) 20038639 
月 右衛門 -磯の藤左

衛門

568 拝借証文之事 天保4年12 嶋井久左衛門 御町御役所 楕紙・継紙 24.3x34.0 568(960640) 20038640 
月 (黒印) (3枚)

569 覚 椅紙・継紙 16.0x77.8 569(960641) 20038641 
(2枚)

570 覚 4月 大野藤左衛門 嶋井久左衛 楕紙・切紙 14.8x29.2 570(960642) 20038642 
(黒印) 門

571 覚 巳4月 高木惣五 橋紙・切紙 15.9X27.7 571 (960643) 20038643 

572 受取 巳5月l日 中西市助(黒 椿紙・切紙 15.0 x 15.5 572(960644) 
印)

573 受取 巳5月l日 中西市助(黒 楕紙・切紙 15.0X 16.3 573(960645) 20038645 
印)

574 拙者義倉講去 巳5月l日 鶴原新平(印) 嶋井久左衛 楕紙・切紙 15.5x 17.1 574(960646) 20038646 
ル辰年余銭受 門
取申事

575 拙者義倉講去 巳5月l日 鶴原新平(印) 嶋井久左衛 椿紙・継紙 15.6x20.4 575(960647) 20038647 
ル辰ノ年余銭 門 (2枚)
受取申事

576 [覚l 楕紙・縦紙 14.6X34.5 講初座受持 576(960648) 

577 [達] 7月18日 御町役所 嶋井久左衛 橋紙・継紙 14.5X72.9 577(960649) 20038649 
門 (2枚)

578 講預り 申8月4日 斉藤良助(黒 秋吉大蔵 楕紙・竪切 24.3x 10.0 578(960650) 20038650 
印) 紙

579 l借状l 寛保元年7 桜田屋伝兵衛 楕紙・切紙 27.9x33.0 県177 旅 579(960651) 20038651 
月 (黒印)・嶋井久 奉公人等仕

左衛門(黒印) 組借銀5年
賦上納奥

に四宮甚大

夫達あり

580 乍恐御願申上 (寛保元年)9嶋井久左衛門 椿紙・継紙 24.2x69.3 県179 580(960652) 20038652 
候口上之覚 月10日 (3枚)

581 I覚l (延享2年)閏 嶋井久左衛門 楕紙・切紙 16.2x37.3 県180 581 (960653) 20038653 
12月28日

582 l覚l 延享2年間 崎井久左衛門 楕紙・継紙 15.2X29.4 県181 582(960654) 20038654 
12月 (2枚)

583 I覚l 延享2年間 崎井久左衛門 青柳伝五 椿紙・切紙 27.6X42.0 県182御用 583(960655) 20038655 
12月 (黒印) (他5名) 日雇仕入銀

年賦証拠

584 [覚l 延享4年3月 楕紙・切紙 15.9x42.3 県183 日雇 584(960656) 20038656 
賃金直段極
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購入資料 1.111鳥井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧情品番号) 備品番号

585 {覚l (宝暦2年)6 椿紙・切紙 16.0X45.7 県184 585(960657) 2003B657 I 
月

586 乍恐御願申上 (宝暦2年)8 嶋井善兵衛 御町御奉行 楕紙・継紙 23.7X40.5 県185 586(960658) 2003B658 
口上之覚 月 (2枚)

587 乍恐申上候口 (安永4年)10嶋井善兵衛 御町御奉行 槽紙・継紙 24.4x51.2 県191 587(960659) 2003B659 
上之覚 月 (3枚)

588 [達l (文化3年)4 御町役所当番 嶋井善兵衛 格紙・切紙 15.2x38.6 県202付筆 588(960660) 2003B660 
月14日 付き巻紙

あり

589 差出之事 (文化3年)4 茅堂町年寄伊 崎井久左衛 椿紙・継紙 24.5x29.9 県203 589(960661) 2003B661 
月(20日) 助(黒印) 門 (2枚)

590 [口上l 文政11年12嶋井久左衛門 御町役衆中 椅紙・継紙 26.0x 100.0 県206 冒頭 590(960662) 2003B662 
月 (4枚) に御触之写

を掲ぐ

591 覚 (文政頃) 椿紙・横帳 12.5X35.6 県207 591 (960663) 2003B663 

592 請合証拠之事 天保10年2 対馬小路中年 嶋井善兵衛 椅紙・切紙 24.8x33.1 592(960664) 2003B664 
月 寄弥作(印) -桜田屋伝

兵衛

593 請合書物之事 弘化3年7月 豊後屋忠左衛 嶋井善兵衛 椿紙・切紙 24.6X35.8 593(960665) 2003B665 
門(印) -末次与四

郎・桜田屋
伝兵衛

594 I達] (嘉永6年)7 御町役所 嶋井久左衛 楕紙・切紙 14.6X41.4 県209 594(960666) 2003B666 
月16日 門

595 [達l (安政元年) 御町役所 嶋井久左衛 梢紙・継紙 14.8X40.0 県210 595(960667) 2003B667 
12月14日 門 (2枚)

596 l達l (安政元年) 御町役所 島井久左衛 楕紙・継紙 15.1 X34.2 県211 596(960668) 2003B668 
12月28日 門 (2枚)

597 i覚l 安政4年5月 椿紙・竪切 24.4X9.2 県213 597(960669) 2003B669 
8日 紙

598 l達l (安政4年)閏 御町役所 島井周蔵 楕紙・切紙 14.8X38.2 県214 598司 l 2003B670 
5月20日 (960670) 

598 [覚l 安政4年間5 槽紙・継紙 16.4X30.4 県214 598-598-2 2003B671 
-2 月22日 (2枚) l号奥に貼 (960671) 

り継ぐ

599 乍恐奉願上口 (安永6年)1 嶋井善兵衛 御町御奉行 楕紙・継紙 15.4X 100.2 県192 599(960672) 
上之覚 月8日 (2枚)

600 [覚l (安永6年l 楕紙・継紙 24.8X73.0 県193 日用 600(960673) 2003B673 
月22日) (2枚) 御仕組勤方

601 乍恐申上ル口 (安永6年)I 椅紙・継紙 15.8x 118.6 県194 601 (960674) 2003B674 
上之覚 月22日 (3枚)

602 日用下支配よ 成2月10日 格紙・切紙 15.1 x23.2 県218 602(960675) 2003B675 
り賃銭増願控

603 御書付写 (安永6年)酉 町奉行 格紙・継紙 15.6X67.1 県195 603(960676) 2003B676 
2月 (2枚)
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購入資料 l.Iil鳥井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 |日番号(旧備品番号) 備品番号

[達l (宝暦7年)丑 嶋井善兵衛 楕紙・切紙 15.8x32.2 県223 604(960677) 2003B677 
5月

1605 乍恐御願申上 (寛保元年) 嶋井久左衛門 御町御奉行 楕紙・継紙 24.4X55.8 県201 605(960678) 2003B678 
ル口上之覚 酉7月 (2枚)

606 覚 (寛保元年) 嶋井久左衛門 椿紙・継紙 15.3x42.0 県178 606(960679) 2003B679 
酉8月 (3枚)

607 [J童l 10月26日 御町役所当番 嶋井久左衛 楕紙・切紙 15.4X37.4 県228 607(960680) 2003B680 
門

608 口上之覚 11月 楕紙・継紙 24.8x46.8 県229 608(960681) 2003B681 
(2枚)

609 [覚] 卯8月 嶋井久左衛門 椿紙・横帳 12.4X37.2 県110 609(960682) 2003B682 

610 両市中日雇札 辰12月15日 嶋井善兵衛 末永茂助 楕紙・竪切 24.5x22.6 県230 610(960683) 2003B683 
銭請取申上ル 紙
事

611 [覚l (明和元年) 日用頭嶋井善 御町御奉行 楕紙・継紙 15.8X 118.2 県190細工 611 (960684) 2003B684 
12月 兵衛・下支配 (3枚) -平日雇仕

忠右衛門(他3 事
名)

612 申上ル口上之 申5月 嶋井善兵衛 御町御役所 椿紙・横帳 12.6x38.0 県224 612(960685) 
覚 (黒印)

613 乍恐御願申上 (安永7年間 楕紙・継紙 15.4X57.0 県197 613 (960686) 
ル口上之覚 7月) (2枚)

614 [覚l (安永ヵ) 梢紙・継紙 15.6X 193.2 県198各用 614(960687) 2003B687 
(4枚) 人足履賃銀

書上

615 乍恐御願申上 (嶋井善兵衛) 楕紙・切紙 15.4X35.9 県233 615(960688) 2003B688 
ル口上之覚

616 乍恐御願申上 (嶋井善兵衛) 楕紙・切紙 15.4x25.4 県234 616 (960689) 2003B689 I 
ル口上之覚

617 覚 椿紙・切紙 15.8X31.4 県235 日雇 617(960690) 2003B690 I 
下支配・日
雇札銭

618 [覚l 椅紙・横帳 12.1 X33.1 県236御家 618(960691) 2003B691 
中御用日雇
定値段

619 乍恐御願申上 摘紙・継紙 15.2x34.3 県237 619(960692) 2003B692 
候口上之覚 (2枚)

620 嶋井善兵衛乍 (文政ヵ) (嶋井善兵衛) 椅紙・継紙 15.7X 130.0 県208土代 620(960693) 2003B693 
恐奉願上口上 (3枚)
覚

621 乍恐奉申上口 嶋井善兵衛 御町御役所 椿紙・継紙 14.8x79.4 県239 621 (960694) 2003B694 
上之覚 (2枚)

622 乍恐奉申上口 梼紙・継紙 14.8x72.4 県240 622(960695) 2003B695 
上之覚 (2枚)

623 [覚l 嶋井久左衛門 槽紙・縦紙 16.2x62.6 県238 日用 623(960696) 2003B696 
(2枚) 雇銀支給
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購入資料 1.11¥鳥井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(1日備品番号) 備品番号

624 I借用証文l 嶋井久左衛門 楕紙・切紙 24.4X28.5 県241 日雇 624(960697) 2003B697 
賃銀等借用
証文

625 津嶋屋日雇直 (安永6年) 椿紙・継紙 15.7X44.1 県196 中国 625(960698) 2003B698 
段 (2枚) 路等日雇賃

銀書上

626 乍恐申上候事 楕紙・横l阪 13.9x42.7 県113瑞雲 626(960699) 2003B699 
庵寺領由緒
書上

627 日雇札御改之 椿紙・継紙 15.6x96.0 県242 627(960700) 2003B700 
儀仕方書 (5枚)

628 覚 (明和5年)6 嶋井善兵衛 椅紙・折紙 24.8X37.7 嶋井善兵衛 628(960701) 2003B701 
月 の各役職書

上

629 覚 (文化11年2 椿紙・横帳 12.0X32.2 御勘定所よ 629(960702) 2003B702 
月ヵ) り御永蔵奉

行中への渡
米書上

630 嶋井善兵衛乍 文政5年8月 嶋井善兵衛 永田弥次郎 椿紙・継紙 15.3x 138目4県298 630(960703) 2003B703 
恐奉願上口上 (27日) -久野作右 (3枚)
之覚 衛門

631 l覚l 椿紙・折紙 24.6x35.5 安政3・4年 631 (960704) 2003B704 
分帯等代金
差引

632 伯州国屋武左 寅l月 伯州国屋武左 椿紙・横帳 12.3X36.0 632(960705) 2003B705 
衛門乍恐奉申 衛門

上口上之覚

633 覚 酉3月 丸屋十兵衛 木戸 槽紙・切紙 15.7x42.7 633(960706) 2003B706 

634 乍恐再応御願 成8月 神屋善四郎 御奉行 椅紙・横帳 12.4 x 37.2 634(960707) 2003B707 
申上候口上之
覚

635 口上 8月24日 (半太夫) (次郎右衛 楕紙・切紙 16.5x22.6 635(960708) 2003B708 
門)

636 乍恐奉願上口 寅9月 嶋井久左衛門 御町御奉行 楕紙・切紙 24.7x39.0 県199 636(960709) 2003B709 
上之覚

637 覚 9月11日 島井 楕紙・切紙 16.2x29.2 637(960710) 2003B710 

638 覚 10月2日 ひたや栄次 嶋井久左衛 楕紙・切紙 15.9x23.1 638(960711) 2003B711 
門

639 l覚l 楕紙・竪切 15.8x8.8 639(960712) 2003B712 
事氏

640 [覚l 椿紙・端紙 26.7 x 21.7 後欠 640(960713) 2003B713 

641 [覚l 椅紙・切紙 27.8x42.4 県308屋敷 641 (960714) 2003B714 
他間数書上

642 醤油仕込之覚 楕紙・継紙 15.3x29.8 642(960715) 2003B715 
壱斗通 (2枚)
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購入資料 u鳴井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧備品番号) 備品番号

643 乍恐奉願上口 嶋井久左衛門 椿紙・継紙 15.7x 109.8 県306対州 643(960716) 20038716 
上之覚 (2枚) 御物問屋

644 仕上Jレ書物之 宝暦12年7 五嶋屋川浦善 御運上方 楕紙・切紙 28.2X34.7 644(960717) 20038717 
事 月 之助(花押)

645 口上 2月15日 惣右衛門 善蔵 楕紙・切紙 16.2x32.1 645(960718) 20038718 

646 紀伊国葱苓酒 承応2年5月 川淵屋伝左衛 かきや市郎 椿紙・竪紙 27.2X42.2 646(960719) 20038719 
方 吉日 門(花押) 右衛門

647 証拠之事 安永2年6月 法性寺(黒印) 嶋井善兵衛 椿紙・切紙 24.4X38.2 647(960720) 20038720 

648 差出之事 文化8年11 神屋熊吉・嶋 御町御役所 楕紙・切紙 24.5X36.8 648(960721) 20038721 
月 井久左衛門

649 願書 椿紙・切紙 15.4x32.9 649(960722) 20038722 

650 一札之事 楕紙・竪紙 28.6x30.9 650(960723) 20038723 

651 l記l 格紙・切紙 23.1 X32.5 651 (960724) 20038724 

652 l司 楕紙・竪切 24.7x5.9 652(960725) 20038725 
紙

653 !覚l 椿紙・竪切 16.8x5.8 借銀願 653(960726) 20038726 
紙

654 差出 楕紙・折紙 24.6x35.6 654(960727) 20038727 

655 博多連判中家 天保13年3 末次与四郎・ 小河武兵衛 椿紙・竪帳 24.6X 18.2 655(960728) 20038728 
内宗旨御改帳 月 神屋善四郎・ -久野甚平

嶋井善兵衛

656 書紙 慶応3年3月 柳川宗平(血 桜田屋伝兵 楕紙・折本 26.8x 10.4 包袋あり 656(960729) 20038729 
判)(他122名) 衛・嶋井久 宗門改

左衛門

657 大乗寺御本尊 天明7年3月 椿紙・折紙 33.6x46.0 包紙あり 657(960730) 20038730 
千手観世音尊 I日
像之内御書附

写

658 東長寺所蔵書 文政3年9月 蘭陵義秀 楕紙・巻子 25.7x 159.1 千字文の由 658(960731) 20038731 
付之写 16日 装 来書

659 覚 亥2月13日 楕紙・切紙 15.5x 19.3 金・切手取 659(960732) 20038732 
替

660 [覚l (安田作兵衛) 槽紙・継紙 15.8X 109.9 前欠長崎 660(960733) 20038733 
(2枚) 聞き役安田

作兵衛言上
書等写、島

原大変の件

661 昧厘酒之覚 4月22日 椿紙・切紙 21.3X27.0 661 (960734) 20038734 

662 口上 6月12日 浅山三郎吉 椿紙・切紙 15.8 x 37.1 662(960735) 20038735 

663 覚 未9月 柳川大和郡宮 博多浜口町 椅紙・切紙 16.0X45.1 前欠 663(960736) 20038736 
永村庄屋九平 渋谷平三
次(黒印)

664 口上 10月9日 吉左衛門 (嶋井)久左 椅紙・継紙 15.4X28.0 664(960737) 20038737 
衛門 (2枚)

-126-



購入資料 1.嶋井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 |日番号(1日備品番号) 備品番号

665 口上 12月5日 好 (嶋井)善兵 椿紙・切紙 15.8x40.5 665(960738) 2003B738 
衛

666 [覚l 椿紙・切紙 15.9x32.5 前欠運上 666(960739) 2003B739 
方目附役任
ぷu会p

667 I願書雛形l 楕紙・継紙 15.8x68.7 667(960740) 2003B740 I 
(2枚)

668 [御触覚! (明和9年4 楕紙・継紙 15.6x 119.5 県269 668(960741) 2003B741 
月24日) (3枚)

669 l死骸取納証 両人判 作正寺 楕紙・切紙 15.4X 30.1 則欠 669(960742) 
文明

670 l覚l 槽紙・切紙 15.4 x 12.4 「金廿三両弐 670(960743) 2003B743 
部jとあり

671 l土代l 楕紙・切紙 17.0x23.8 671 (960744) 2003B744 

672 [請文写l 椅紙・切紙 15.8X24.5 前欠 672(960745) 2003B745 

673 覚 寛政3年6月 嶋井善兵衛 御町御役所 椅紙・竪帳 24.6x 18.4 県109嶋井 673(960746) 2003B746 
21日 家由緒

674 御称、誉筋書上 天保11年8 嶋井善兵衛 御町御役所 椿紙・竪帳 24.7X 17.9 由緒書 674(960747) 2003B747 
帳 月 (黒印)

675 崎井宗室遺訓 慶長15年l 虚白軒宗室 神屋徳左衛 楕紙・竪帳 24.6X 17.0 県103 676(960749) 2003B748 
写 月15日 門

676 嶋井宗室遺訓 巳11月 椅紙・竪帳 24.8X 19.5 県102 677(960750) 2003B749 
写

677 嶋井氏年録 梢紙・竪帳 26.6x 19.4 図録50 県 679(960752) 2003B750 
104 永禄8
年~寛永15
年まで

678 嶋井氏年録 槽紙・竪帳 25.2 x 17.4 永禄8年~ 680(960753) 2003B751 
慶長3年ま
で

679 由緒抜書 寅2月 嶋井善兵衛 楕紙・竪帳 24.6x 18.8 県107 嶋井 681 (960754) 2003B752 
家由緒

680 由緒書 丑2月 嶋井善蔵 橋紙・竪帳 24.5 x 18.4 県108嶋井 682(960755) 2003B753 
家由緒

681 [嶋井家由緒 亥3月 嶋井久左衛門 御町御役所 椅紙・折紙 27.8X42.2 県112 683(960756) 2003B754 
書上控l

682 覚 椅紙・継紙 15.0X 138.7 県111 嶋井 684(960757) 2003B755 
(3枚) 家由緒

683 由緒書 (文久2年7 椅紙・竪帳 24.0X 17.2 県106嶋井 685(960758) 2003B756 
月9日以降) 家由緒

684 楢柴磁茶査 楕紙・綴 24.2X 18.2 686(960759) 2003B757 

685 御尋被遊候付 (九代嶋井善 椿紙・切紙 15.7X20.5 県258苗字 687(960760) 2003B758 
申上口上之覚 兵衛) 名乗
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番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号OB情品番号) 備品番号

686 御尋被遊候ニ 子7月 嶋井善兵衛 御町御役所 梼紙・切紙 16.2x37.4 県114嶋井 688(960761) 2003B759 
付申上候口上 家歴代通称

之覚 書上の控

687 嶋井伝 楕紙・端紙 23.8X35.4 草稿 689(960762) 2003B760 

688 [嶋井家伝l 楕紙・端紙 24.0x35.8 草稿 690(960763) 2003B761 

689 l嶋井家伝l 格紙・端紙 23.8X35.8 草稿 691 (960764) 2003B762 

690 [iIl亀井家由緒 椿紙・端紙 24.6X36.3 草稿 692(960765) 2003B763 
書l

691 [墓碑銘井嶋 (元治元年 蘭陵義秀 打紙・継紙 27.8x301.9 県117・115・ 693(960766) 2003B764 
井家歴代肖像 秋以降) (3枚)巻 116・118・119
画賛写l 子装 .121・123・

122・120・124
但し県117・
123以外は
嶋井家歴代
肖像画(本書
P31嶋井安
生資料1~7)
の賛文写
奥に別紙後
筆にて安嬉
-安之助画像
(向上9・10)
賛を掲ぐ

692 大内義奥書状 (明応頃)8月 義興 千葉介 斐紙・継紙 27.7x57.9 l号の写 694(960767) 2003B765 
写 12日 (2枚)

693 [書状写l 斐紙・継紙 27.7X 182.5 草野鎮永知 695(960768) 2003B766 
(5枚) 行預ヶ状(14

号)、寺沢広
高書状(53
号)の写

694 宗義智起請文 天正18年5 宗対馬守義智 嶋井宗室 斐紙・継紙 27.8x 119.4 32号の写 696(960769) 2003B767 
写 月30日 (3枚)

695 黒田長政寄進 慶長11年l 長政公御判 嶋井宗室 楕紙・竪切 24.4X 18.3 県277包紙 697(960770) 
状写 月3日 紙 あり

696 目録 椿紙・継紙 15.9x63.8 「太闘機御 698 (960771) 
但枚) 書弐通J等25

通分の目録

697 御書目録 (文化5年)5 嶋井久左衛門 御町御役所 楕紙・横帳 14.0X43目4県127嶋井 699(960772) 2003B770 
月 文書目録

698 御殿江差出候 文化5年5月 (御殿) 楕紙・切紙 15.7x57.4 県128後欠 700(960773) 2003B771 
控目録 嶋井文書目

録控

699 風土記御調子 (文政10年)8嶋井徳太夫 (御役所) 楕紙・綴 24.8X36.2 県129 701 (960774) 2003B772 
ニ付書上控 月

700 古書類目録 天保14年2 嶋井善兵衛 御町御役所 椿紙・竪帳 24.2x 18.2 県130嶋井 702(960775) 2003B773 
月13日 家文書目録

701 覚 巳4月晦日 嶋井久左衛門 御町御役所 椿紙・横帳 13.8x42.3 県126 嶋井 703(960776) 2003B774 
(黒印) 文書請取目

録
J....ーーーーーー
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番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(18備品番号) 備品番号

702 覚 椿紙・継紙 15.3x83.6 嶋井家文書 704(960777) 2003B775 
(3枚) 目録

703 大仏殿造立之 (元禄5年) 打紙・端紙 29.9x48.0 703-1~5号 705-1 2003B776 
年序 包紙にてー (960778) 

括(裏打紙2
枚剥離) 木
版前後欠

703 l東大寺大仏 元禄5年5月 東大寺龍松院 打紙・継紙 29.8X48.5 木版前後 705-2 2003B777 
ー2 殿造立奉加 吉日 大勧進沙門公 (2枚) ノι-、ー (960779) 

状l 慶上人(朱印)

703 l東大寺大仏 元禄5年5月 東大寺龍松院 打紙・端紙 29.7X46.9 木版前後 705-3 2003B778 
-3 殿造立奉加 吉日 大勧進沙門公 ノι、ー・ (960780) 

状l 慶上人(朱印)

703 l大仏殿造立 (元禄5年5 打紙・端紙 29.9X 12.5 木版前後 705-4 2003B779 
-4 元年序l 月吉日) ノι一、・ (960781) 

703 !大仏殿造立 (元禄5年5 打紙・端紙 29.9XI2.5 木版前後 705-5 2003B780 
-5 元年序l 月吉日) ノι¥ー・ (960782) 

704 密厳院権僧正 享保2年9月 密厳院権僧正 肥後国袈裟 檀紙・竪紙 51.0X66.0 706(960783) 2003B781 
外三名連署廻 28日 (黒印)(他3名) 顕・張本・諸

状 山伏中

705 博多櫛田三社 嘉永6年3月 楕紙・竪紙 32.0X44.4 木版 707(960784) 2003B782 
御選宮図

706 仏心宗相承血 安田山戒応自 楕紙・竪紙 53.0X50.0 木版 708(960785) 2003B783 
脈 禅

707 [栄西言上状 楕紙・竪紙 33.0x62.0 原史料は聖 709(960786) 2003B784 
陰刻版拓本l 福寺所蔵

708 l極札l 壬寅9月 (黒印「琴山J) 極札 14.3x2.1 原本なし 710(960787) 2003B785 
「利休居士
此間無音背
本意候j 包

紙あり

709 l極札l 椿紙・極札 15.7x2.0 包紙あり 711 (960788) 2003B786 
表裏剥離

710 l包紙l 椿紙・包紙 39.8X27.6 F I将軍秀 712(960789) 2003B787 
吉公道中御
壁書一通j

711 l包紙l 楕紙・包紙 28.2x 15.4 C 上書「古 713(960790) 2003B788 
謹文二拾三

葉J

712 [包紙l 楕紙・包紙 34.0x24.5 C 上書「太 714(960791) 2003B789 
閤様御朱印
三通J 23・
27・28号の包
紙

713 l包紙l 檀紙・包紙 33.8X58.6 C 上書「家 715(960792) 2003B790 
康公御書J
47号の包紙

714 [包紙l 嶋井善兵衛 楕紙・包紙 40.0X26.8 上書「諸公役 716(960793) 2003B791 
御免謹文J
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番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(IB髄品番号) 備品番号

715 [包紙l 宝永元年9 格紙・包紙 24.4x34.5 717(960794) 20038792 
月

716 [包紙l (文政元年9 椿紙・包紙 23.5X 15.8 上書「御書出 718(960795) 20038793 
月-10月) 之写三通J

717 [包紙] 石蔵や平左衛 格紙・包紙 35.5x24.1 719(960796) 20038794 
門

718 l包紙l 楕紙・包紙 23.4X 16.1 「御書出六 720(960797) 20038795 
色日雇頭j

719 l包紙l 楕紙・包紙 24.2 x 17.2 f御代官(下 721 (960798) 20038796 
略)J

720 [包紙l 椿紙・包紙 23.3 x 17.1 上書「諸運上 722(960799) 20038797 
御書附J

721 l包紙] 雪藤増治 椅紙・包紙 25.0X 13.0 723(960800) 20038798 

722 [付札l 楕紙・小切 9.8x 10.4 c r義奥様 724(960801) 20038799 
紙 一通・浅野弾

正様一通・
草野鎮永様
一通・寺沢志
摩守様ー
通・宮法印様
一通・嶋鎮述
様一通・松
浦源三郎様
一通J

723 l付制 楕紙・小切 8.3x6.6 C r宗麟様 725(960802) 20038800 
紙 八通・宗元、

宗偲一通・
豊詮様ー
通J

724 [付札l 椿紙・小切 8.1 X5.1 c r鎮信老 726(960803) 20038801 
紙 一通・宗偲老

一通・長谷川
右兵衛尉殿
一通J

725 [付札l 格紙・小切 6.8x4.6 c r輝元様 727(960804) 20038802 
喜氏 一通・宗前

一通・石田=
成七通j

726 [付札l 楕紙・小切 11.3x4.0 c r宗対馬 728(960805) 20038803 
~，s; 守様御書

一通・古田
織部様書
翰二通」

727 [付札ヵl 楕紙・小切 15.4X5.5 「慶長十一年 729(960806) 20038804 
車氏 午正月/宗福

寺Jとあり

728 [付札l 椅紙・小切 15.2x5.5 730(960807) 20038805 
紙

729 [付札l 椿紙・小切 15.9X5.2 黒印あり 731 (960808) 20038806 
紙
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730 [付制 (嘉永6年12 楕紙・小切 26.0X5.2 嘉永6年12 732(960809) 20038807 
月14日) 紙 月14日付山

崎半左衛門
預証の付札
カ

731 [付札l 寅3月16日 楕紙・小切 14目8x3.6 金子受取 733(960810) 20038808 
幸氏

732 [付札l 椅紙・小切 15.4x2.2 金子受取 734(96081 1) 20038809 
紙

733 [付札l 9月9日 椅紙・小切 14.6x3.5 735(960812) 20038810 
紙

734 l付札l 9月27日 椿紙・小切 1O.OX4.4 736(960813) 20038811 
紙

735 [付札l 9月21・27日 楕紙・小切 14.6X3.7 737(960814) 20038812 
紙

736 [付札l 9月14日 椿紙・小切 14.6x3.9 738(960815) 20038813 
紙

737 [付札l 9月3日 楕紙・小切 9.0x3.2 739(960816) 20038814 
紙

738 l付札l 9月12日 楕紙・小切 8.4x3.9 740(960817) 20038815 
紙

739 l付札l 閏5月25日 格紙・小切 15.6x2.6 閏5月俵改 741(960818) 20038816 
紙

740 [付札l 閏5月26日 楕紙・小切 15.4x3.4 閏5月俵船 742 (960819) 20038817 
紙 積

741 I付札l 9月15日 梢紙・小切 9.3x4.1 743(960820) 20038818 
紙

742 [包紙] 9月19日 楕紙・小切 14.6X4.2 742-2号とー 744-1 20038819 
紙 括 (960821) 

742 [包紙ヵl 9月19日 楕紙・切紙 25.0x24.4 土代ヵ俵 744-2 20038820 
-2 改両端欠 (960822) 

損 「西町浜
佐賀屋藤吉J
とあり

743 [付札l 小峯左次平 格紙・小切 15.6 x 5.4 「ねりべL、-745(960823) 20038821 
紙 三ニ而尋る

事jとあり

744 [付札l 椿紙・小切 7.4X3.0 「正伝庵Jと 746(960824) 20038822 
紙 あり

745 I付札ヵl 楕紙・小切 15.1 x7.0 f毛利又左衛 747(96082日 20038823 
紙 門様御内斎

藤可助Jとあ
り

746 [付札l 楕紙・小切 23.0x 1.8 「鶏助jとあ 748(960826) 20038824 
紙 り

747 l付札] 楕紙・小切 26.9X2.2 749(960827) 20038825 
紙

」
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番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(1日備品番号) 備品番号

748 [付札l (文政7年11 梢紙・継紙 15.3x4.4 750(960828) 20038826 
月12日) (2枚)

749 l押紙l 椿紙・小切 3.4X 1.8 訂正紙「又 751 (960829) 20038827 
車氏 候jとあり

750 [断聞 御町御役所 楕紙・端紙 24.5X5.9 削欠 752(960830) 20038828 

751 [断簡l 椿紙・小切 15.3x2.7 後欠 753(960831) 20038829 
紙

752 [断簡l 楕紙・小切 15.7X9.0 包紙カ 「め 754(960832) 20038830 
紙 L づLJとあり

753 [断簡l (善兵衛ヵ) 楕紙・小切 15.2X2.3 前欠 「義兵 755(960833) 20038831 
紙 衛様jカ

754 l紙娃l 椿紙・紙娃 12本 756(960834) 20038832 

755 紀貫之朝臣墨 斐紙・端紙 23.6X8.3 包紙上書 757(960835) 20038833 
跡 「紀貫之朝臣

墨跡/島井俊

三郎J 色紙
lこ貼付

756 青蓮院尊鎖書 8月4日 尊鎮 楕紙・継紙 23.8x80.9 県64 天保 758(960836) 20038834 
状 (2枚)巻 2年5月1日

子装 寺井義永蔵

す(箱蓋裏

書)

757 [尊鎮法親王 楕紙・切紙 24.3X30.6 759(960837) 20038835 
系図l

758 庭訓往来 斐紙・継紙 極札あり 760(960838) 20038836 
(元冊子
装、10丁)
巻子装

759 江月宗玩墨跡 格紙・継紙 35.0X76目l 761 (960839) 20038837 
写 (2枚)

760 一切経千字文 巻子装 25.8X233.2 762(960840) 20038838 
(複製)

761 l和歌l 政次 短冊 34.8x5.7 761-1~7号 763-1 20038839 
包紙にてー (960841) 
括包紙2
点あり 外
包紙上書「古

短冊七葉J
裏紙7枚あ

り 「月に
雲.. . J 

761 l和歌] 益翁 短冊 36.4X5.7 「あや杉や香 763幽2 20038840 
ー2 椎の浦の嶋 (960842) 

ふとんj

761 l和歌l 重頼(服部大 短冊 36.5X5.7 題「歳暮Jf春 763-3 20038841 
-3 左衛門) まては我ら (960843) 

も椎心かなJ

761 [和歌l 短冊 35.6x5.9 「我心・・・J 763-4 20038842 
ー4 (960844) 
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番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(旧備品番号) 備品番号

761 |和歌l 元 11慎 短冊 36.7x5.9 「秋にけ 763-5 2003B843 
-5 り.. . J (960845) 

761 l和歌l つしま 短冊 35.5x5.7 「聞てせ 763-6 2003B844 
-6 lこ・・・J (960846) 

761 [和歌l (金吾中納言) 短冊 34.2X5.2 「口つつき 763-7 2003B845 
-7 の.. J (960847) 

762 l和歌l 古庭 短冊 35.2X5.8 元服の祝歌 764(960848) 2003B846 
「仰らる・・・」

763 [和歌l 短冊 35.0x5.5 「遠藤氏の若 765(960849) 2003B847 
子を祝しJと
あり「君が世
に.. . J 

764 l和歌l 直養 短冊 36.3X6.0 「元結の霜と 766(960850) 2003B848 
見ら・・・J

765 [和歌l 短冊 36.4X6.0 裏書「舟橋二 767(960851) 
位清原左賢
卿」 「君が
代・・・J

766 [和歌l 信敬 短冊 36.4x6.1 端翁宗室居 768(960852) 2003B850 
士二百七十
回忌の時に
詠む、「常磐
なる・・・j

767 I和歌l 短冊 36.0X6.0 題「元日J 769(960853) 2003B851 
「神祭日柏手
びぴく今朝
の春.. . J 

768 l和歌l 亀凱軒 短冊 36.4X6.0 還暦祝の歌 770(960854) 2003B852 
「おもかけ
も・・・j

769 l和歌l 口口 短冊 36.3x6.1 題「藤J 771 (960855) 2003B853 
「山里の・・・」

770 [和歌l 磯唐 短冊 36.3x6.2 題f曙国J 772(960856) 2003B854 
「山さと
に.. . J 

771 |和歌l 恒道 短冊 36.0X6.0 「ともにし 773(960857) 2003B855 
も.. . J 

772 l和歌l 磯唐 短冊 36.3x6.1 題「朝雪J 774(960858) 2003B856 
「くれ竹のふ

しみもあれ
ど稲荷

山一・J

773 l和歌l 東彦 短冊 36.6x6.0 調書に宗禅 775(960859) 2003B857 
居士の忌日
に墓に参つ
た時に詠ん
だと[ぬかっ
きて手向る
水に去年の
今日・・・J
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774 [和歌l 樗 短冊 36.4X6.0 詞書「還暦の 776(960860) 20038858 
御賀しリ
「六十鈴
里.. . J 

775 [和歌l 知慎 短冊 36.8X5.8 詞書に嶋井 777(960861) 20038859 
氏繁栄の祝

詞とある「今
はしも・・・J

776 [和歌l 短冊 34.9X6.0 I祖父が 778(960862) 20038860 
松.. . J 

777 [和歌l 短冊 36.2x6.0 「しつくの 779(960863) 20038861 
み.. . J 

778 I和歌l 重胤 短冊 36.6X6.1 I山めと 780(960864) 20038862 
も.. . J 

779 I和歌l 俊応 短冊 35.6X6.0 嶋井家を訪 781 (960865) 20038863 
れた時の祝
歌f往昔
も一.J 

780 l和歌l 茂援 短冊 35.8x5.5 「遠山雪H東 782(960866) 20038864 
路や雲ゐは
るかに見る
ものは・・・」

781 [和歌l 昭徳 短冊 36.3x6.0 f寄市雑Jf}， 783(960867) 20038865 
ちまたにか
けてそおも
ふ市人
の.. . J 

782 !和歌l 茂雀 短冊 35.1 X5.8 「賞有慶音j 784(960868) 20038866 
「もっとせ
は.. . J 

783 [和歌l 短冊 35.9x6.0 「タされは雪 785(960869) 20038867 
ともみなん
梨の花・・・J

784 [和歌l 恒道 短冊 36.3x6.0 裏書「七十七 786(960870) 20038868 
翁石川口
口J 題「寄
海祝日もの
のふの・・・」

785 [和歌l 茂 短冊 35.2X5.8 題「梅有喜 787(960871) 20038869 
色Jr咲そむ
る年のはし
めの梅の国

にほふや千
代のためし
なるらん」

786 l和歌l 短冊 35.2x5.8 初春の祝歌 788(960872) 20038870 
「雲ゐに
は.. . J 

圃戸ーーー........... 
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787 [和歌l 茂崖 短冊 36.3X6.1 題「遠山雪J 789(960873) 20038871 
「東路や雲ゐ
はるかに見
るもの
は.. . J 

788 [和歌l 茂雀 短冊 35.2x5.8 題は「梅有喜 790(960874) 20038872 
色Jr咲そむ
る年のはし
めの梅の
国.. . J 

789 [和歌l 直陳 短冊 35.7x5.9 「短夜も・・・J791 (960875) 20038873 
裏書「川越又
右衛門殿j

790 l和歌l 短冊 30.8x5.7 「端翁宗室居 792(960876) 20038874 
士弐百五拾
年忌にあた
らせ謡けるj

「仰見る・・・J

791 [和歌l 東彦 短冊 36.3x6.1 「けふよりは 793(960877) 20038875 
立のほるら
む勇山・・・J

792 [和歌l 短冊 35.2x5.8 七夕 794(960878) 20038876 

793 抑制 宗哲 短冊 35.0X5.8 795(960879) 20038877 

794 l和歌l 言道 短冊 36.2X5.9 796(960880) 20038878 

795 [和歌l 茂雀 短冊 36.4X6.0 797 (960881) 20038879 

796 [和歌l 重胤 短冊 36.4X6.0 題「雪nみ山 798(960882) 20038880 
本になべて
も雪はつも
らぬど・・・J

797 l和歌l 樗 短冊 36.3x6.0 題「賀n隣た 799(960883) 20038881 
るちょの松
はら幾ょせ
の.. . J 

798 !和歌l 徳然 短冊 36.5X6.1 題f郭公n露 800(960884) 20038882 I 
ふかき.. . J 

799 [和歌l 東彦 短冊 36.3X6.2 調書に嶋井 801 (960885) 20038883 
氏遠祖の
250年忌と
あり「こま
綿.. . J 

800 [和歌l 短冊 35.2X5.8 「よひまちて 802(960886) 20038884 
浮世の・・・」

801 I和歌i 高口 短冊 36.5x6.1 題「立春日け 803(960887) 20038885 
ふきけ
や・・・」

802 l和歌l 短冊 36.5x6.1 題「花nさく 804(960888) 20038886 
ら花・・・J

803 [和歌l 正近 短冊 36.4x6.1 題「旅腐n人 805(960889) 20038887 
ならず・・・J
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804 I和歌l 口口 短冊 36.4X6.0 「七夕有感J 806(960890) 20038888 
「契りお

805 [和歌l 正隣 短冊 36.0X6.0 「鴫声八雲ゐ 807(960891) 20038889 
にきん
ゆ・・・」

806 [和歌l 短冊 36.2x6.0 裏書「関東御 808(960892) 20038890 
目付小林甚

六郎殿筆磯
唐nいつ八
あれ登燥の
半の秋の
月一・j

807 [和歌l 吾国 短冊 36.4x6.0 題「閑居落 809(960893) 20038891 
葉nr宅便
り・・・j

808 [和歌l 短冊 35.9x6.1 「梨の花人乃 810(960894) 20038892 
襟見す散り
けるJ

809 l和歌l (姫小路中納 楕紙・竪紙 33.0X43.5 809・2号と包 811-1 20038893 
言公文卿) 紙にて一括 (960895) 

809 [和歌l 直養 梢紙・竪紙 31.8X43.2 「箱崎の二葉 811-2 20038894 
-2 の松の雲ゐ (960896) 

まで・・・J

810 [和歌l 大綱 楕紙・竪紙 37.2X44.l 「今上皇帝御 812(960897) 
即位の日J
r~ 、はふと
て.. . J 

811 [和歌l 斐紙・継紙 29.2X216.0 前欠 813 (960898) 20038896 
(5枚)巻
子装

812 I和歌l 槽紙・継紙 31.8x216.5 小野小町等 814(960899) 20038897 
(5枚)巻 和歌抜粋
子装

813 [和歌l 斐紙・継紙 32.0X390.0 815(960900) 20038898 
(9枚)巻
子装

814 京極前中納言 元文5年8月 椿紙・折紙 31.9X45.7 宗家勧進 816(960901) 20038899 
定家卿五百回 20日
忌勧進和歌

815 松御会連歌 安政5年l月 信全(他13名) 楕紙・折紙 各31.8x 2枚包紙 817(960902) 20038900 
13日 44.0 あり

816 [詠草l 直養 椿紙・継紙 21.8X59.6 818(960903) 20038901 
(3枚)

817 [漢詩l 張一二英 斐紙・竪切 30.9X24.2 「実将隠矢文 819(960904) 20038902 
車氏 伊.. . J 

818 l勘定書l 明治16年8 博多港代理屈 汽船名草丸 罫紙 26.3X33.7 820(960905) 20038903 
月30日 (印) 会計御中
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819 通信料確受証 明治16年9 末松 福永 専用紙 13.0X9.2 821 (960906) 2003B904 
月24日

820 l書簡l 明治16年9 川崎鶴吉 高島次良吉 椿紙・切紙 16.3xI8.2 820-1 ~3号 822-1 2003B905 
月25日 一括封筒 (960907) 

あり

820 [葉書l (明治16年)9川崎鶴吉 末松商社高 葉書 14.2x9.0 蒸気船取扱 822-2 2003B906 
ー2 月26日 烏次良吉 所川崎屋卯 (960908) 

八印あり

820 l書 聞 (明治16年)9今西林三郎 賀川栄(他8 罫紙綴 22.7XI5.6 「大阪同盟汽 822-3 2003B907 
-3 月5日 (印)・石原市 名) 船取扱会社j (960909) 

松・大森栄助 用筆使用
(印)

821 l電報l 明治16年12 ホンニトミヲ イトクンイ 専用紙 23.6X 17.4 封筒あり 823-1 
月13日 カシテン ワモトムラ (960910) 

ウシハラト
ウソウ

821 l書簡l (明治16年) 冨岡支庖 牛原藤造 罫紙 23.9x32.2 823-1号と同 823-2 2003B909 
ー2 12月 封 (960911) 

822 [書簡l 9月13日 末まつ貞次郎 藤田・高し 楕紙・切紙 26.6X39.6 824(960912) 2003B910 
ま(汽船取
扱会社)

823 l通知l (明治21年)9第十七国立銀 藤田藤太 罫紙 28.0x 19.6 封筒あり 825(960913) 2003B911 
月12日 行預金係(朱

印)

824 I借用書返付 明治40年3 東京帝室博物 島井俊三郎 罫紙 28.0x 19.8 印紙あり 826(960914) 2003B912 
額l 月2日 館

825 資料写真撮影 明治40年3 帝室博物館総 嶋井俊三郎 罫紙綴 28.0x20.0 2丁 827 (960915) 2003B913 
許可願 月2日 長股野琢(印)

826 石城託、 自巻 大正9年5月 津田元顧校定 冊子印 22.0x 15.1 筑紫史談附 828-1 2003B914 
之六至巻之八 -元貫編録 席リ 録 (960916) 

826 石城志白巻 (大正) 津田元顧校正 冊子印 22.6x 15.1 筑紫史談附 828-2 2003B915 
-2 之九至巻之十 -元貫編録 原1 録 (960917) 

826 石城志自巻 (大正) 津閏元顧校定 冊子印 22.6X 15.1 筑紫史談阿 828-3 2003B916 
ー3 之九至巻之十 -元貫編録 帰リ 録 (960918) 

826 石城志自巻 大正10年6 津田元顧校定 冊子印 22.6x 15.1 筑紫史談附 828-4 2003B917 
-4 之十一至巻之 月20日 -元貫編録 聞1 録 (960919) 

十ニ

826 石城志自巻 大正10年6 津田元顧校定 冊子印 22.6X 15.1 筑紫史談附 828-5 2003B918 
-5 之十一至巻之 月20日 -元貫編録 開1 録 (960920) 

十ニ

827 記 罫紙綴 24.4X 17.2 嶋井家文書 829(960921 ) 2003B919 
目録

828 目録 西洋紙・折 39.8X54.7 ぺン書・嶋井 830(960922) 2003B920 
京氏 家所蔵文書

目録

829 証 9月18日 古賀支庖光太 会社末吉 楕紙・切紙 16.1 x 14.8 端一部破損 831 (960923) 2003B921 
~~ 
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830 売護証 立石長平 奥村彦一 罫紙 23.4X29.7 832(960924) 20038922 

831 [書簡l 1月29日 小本(作五郎) 嶋井(宗哲) 椿紙・切紙 16.2X47.2 833(960925) 20038923 

832 l書間 5月21日 笠井与八 嶋井俊三郎 楕紙・切紙 15.9X35.0 834(960926) 2003B924 

833 [書聞 9月23日 横井理吉 高島(次郎 椿紙・切紙 27.2x38.2 835(960927) 20038925 

834 [書簡l 9月2日 嶋井俊三郎 楕紙・切紙 16.2X21.5 836(960928) 20038926 

835 記 9月13日 高島 松崎・嶋井 罫紙 26.2x38.5 金証書 2丁 837(960929) 20038927 

836 記 格紙・竪切 16.3 x 12.5 金銭書上(円 838(960930) 20038928 
紙 建)

837 l書簡l 9月6日 ひし長 八十・高嶋 楕紙・切紙 13.3x 12.1 837-1-13号 839-1 20038929 
一括 (960931) 

837 [人名一覧l 楕紙・切紙 16.5x25.3 内村孫三郎 839-2 20038930 
ー2 他10名 (960932) 

837 l金銭書上l 楕紙・罫紙 24.0x 11.2 前欠金2円 839-3 20038931 
-3 前払 (960933) 

837 I金銭書上l 楕紙・罫紙 24.0x 12.7 前後欠大 839-4 20038932 
-4 坂下l名・ (960934) 

中l名他代
金書上

837 [金銭書上l 罫紙 23.7x 10.3 前後欠 839-5 20038933 
-5 (960935) 

837 [人名・金銭書 罫紙 23.9x32.4 訂正に高嶋 839-6 20038934 
明6 上l 印使用 (960936) 

837 旧録l (3月29日) 罫紙 23.9x23.9 後欠 839-7 20038935 
ー7 (960937) 

837 l人名一覧l 罫紙 23.9x32.4 839司8 20038936 
-8 (960938) 

837 [人名一覧l 罫紙 23.9x32.4 839-9 
-9 (960939) 

837 l勘定書l 罫紙 23.9x32.4 839-10 20038938 
-10 (960940) 

837 [付札ヵl 汽船取扱会社 椿紙・継紙 16.2x2.5 f神ノ港行J 839-11 20038939 
-11 (2枚) とあり (960941) 

837 [人名一覧l 罫紙 23目9X32.4 「三月六日 839-12 20038940 
-12 号Jとあり (960942) 

837 l勘定書l 罫紙 23.9X32.4 839-13 20038941 
曲 13 (960943) 

838 [勘定書l (9月13日) 罫紙 24.4X30目99月13日来 840(960944) 20038942 
客、積荷勘
定 「博多港
汽船取扱会
社用紙J使用

839 [書簡l (9月17日) ひし長 藤田・高嶋 専用紙 23.8XI7.4 封筒あり 841 (960945) 20038943 

一」
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840 [書簡l 9月24日 長野 嶋井 梢紙・継紙 14.8x34.7 842(960946) 2003B944 
(2枚)

841 l書簡l 10月l日 すへまつ孫次 嶋井周造 椅紙・切紙 各16目8x 封筒あり 843(960947) 2003B945 
Il~ (2枚) 43.3 

842 [書簡] 10月12日 すへまつ孫次 島井(周造) 楕紙・継紙 15.6X57.2 包紙あり 844(960948) 2003B946 
良日 (2枚)

843 l書簡] 10月14日 末松孫次郎 崎井(周造) 楕紙・継紙 16.4X63.3 845(960949) 2003B947 
(2枚)

844 [書簡] 10月22日 原田則也 高嶋次郎吉 楕紙・切紙 24.6X34.3 846(960950) 2003B948 

845 l書問 12月17日 藤田 嶋井 椅紙・切紙 16.5x32.2 847(960951) 2003B949 

846 保証書(控) 博多汽船取扱 第十七国立 罫紙 23.8X32.7 848(960952) 2003B950 
会社高嶋次郎 銀行荷為替
=口t 係

847 [書簡l 珂庖 博丹会社 楕紙・継紙 15.6x30.2 849(960953) 2003B951 
(2枚)

848 記 10月l日 困 博丹会社 梢紙・切紙 16.4X 17.0 850(960954) 2003B952 

849 l人名書上l 椅紙・切紙 16.0X20.0 849-2号とー 851-1 2003B953 
括前欠ヵ (960955) 

849 l人名書上l 格紙・切紙 16.0x25.6 前欠ヵ 851-2 2003B954 
-2 (960956) 

850 l書簡l 松崎 嶋井 罫紙 24.0X 12.0 852(960957) 2003B955 

851 記 罫紙 23.8x31.7 賃銭書上「博 853(960958) 2003B956 
多港汽船取
扱会社用紙J
使用

852 [書簡l 9月17日 一丸安永 嶋井 楕紙・切紙 16.3x39.8 854(960959) 2003B957 

853 l書簡] 12月17日 牛原 嶋井 楕紙・継紙 16.4X49.0 855(960960) 2003B958 
(2枚)

854 [嶋井精華堂 専用紙 20.4X 14.4 裏に法名書 856(960961) 2003B959 
領収証l 上あり

855 [包紙l (嶋井俊三郎) 梢紙・包紙 52.2 x 19.4 855-2号とー 857-1 2003B960 
括 「嶋井俊 (960962) 
コ郎所蔵」

855 l包紙l (島井俊三郎) 島井俊三郎 857-2 2003B961 
-2 所蔵宗義智 (960963) 

起請文等8
巻の包紙

856 [封筒l 汽船会社支 封筒 15.4x6.3 858(960964) 2003B962 
庖大坂セイ
リヨマル

857 [封筒l 牛原藤造 嶋井俊三郎 封筒 17.4x5.5 859(960965) 2003B963 

858 [書簡l 1月29日 小本 嶋井 楕紙・継紙 15.0x70.3 860(960966) 2003B964 
(3枚)

-139-



購入資料 1.嶋井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(1日備品番号) 備品番号

859 l書簡l 10月19日 自関 檀頭御同列 椅紙・横帳 16.4X42.0 861 (960967) 20038965 
閤下

860 !名刺l 名刺 9.0X5.4 文部省宗教 862(960968) 20038966 
局国宝建造
物調査室文
部技手工学

士津島英
太郎

861 l各俳優家紋l 端紙(6枚) 18.5x25.4 印刷奈良 863(960969) 20038967 
市持瀬より
福岡市嶋井
宛の封筒に

入る

862 l包紙l 妙楽時世話人 楕紙・包紙 24.7X33.5 上書「御茶 864(960970) 20038968 
代J嬰入

863 l祝儀袋l 子供衆 包紙 11.6X7.4 上書「進上 865(960971) 20038969 
薄謝J

864 [祝儀袋l 御社 包紙 11.6X7.4 上書「進上 866(960972) 20038970 
薄謝」

865 記 1脅紙・切紙 16.1 X20.5 勘定書 867(960973) 20038971 

866 記 格紙・切紙 16.3X 14.9 勘定書後 868(960974) 20038972 
欠ヵ

867 [覚l 椅紙・切紙 l1.7x 11.5 汽船会社関 869(960975) 20038973 
係ヵ

868 [付札] 梢紙・小切 15.6x6.3 「園音次郎・ 870(960976) 20038974 
紙 飯田松之輔j

とあり

869 [練習書l 梢紙・切紙 16.0x 14.0 人名書上 871 (960977) 20038975 

870 l付札l 楕紙・切紙 18.4X5.2 872(960978) 20038976 

871 汽船静岡丸此 猪飼徳兵衛 色刷 36.5x29.1 873(960979) 20038977 
花丸出港定日
一覧表

872 妙法蓮華経観 昭和27年3 虚白道人 巻子装 17.4X273.4 桐箱入実応 874(960980) 20038978 
世音普門品第 月25日 軒融厳義連
二十五 居士(安嬉)

追福のため

873 I包紙l (昭和48年) 奉書・包紙 21.8X30.8 印刷宗室 875(960981) 20038979 
他先祖遠忌
供養

874 随筆l 椅紙・活版 16.1 X6.4 c r第八十 876(960982) 20038980 
-墨書 四競ノ内秀

吉公御朱印
宗室宛/島井
安嬉殿J

875 随筆l 椅紙・活版 16.1 X6.4 c r第八十 877(960983) 20038981 
-墨書 四競ノ内秀

吉公御朱印
宗叱宛/島井
安嬉殿j
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購入賞料 1.嶋井家文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 備考 旧番号(1日備品番号) 備品番号

876 随筆l 椅紙・活版 16.1 x 6.4 c r第八十 878(960984) 20038982 
-墨書 四披ノ内秀

吉公軍令状/
島井安嬉殿j

877 [題筆l 椅紙・活版 16.1 x6.4 C r第八十 879(960985) 20038983 
-墨書 回線ノ内徳

川家康文書/
島井安嬉殿j

878 随筆l 格紙・活版 16.1 X6.4 c r第八十 880(960986) 20038984 
-墨書 四競ノ内水

戸中将文書/
島井安嬉殿j
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購入資料 2.絵画

E その他の購入資料

2.絵画

〈資料内訳〉絵画…・……… H ・H ・...・ H ・-…...・ H ・-…..，・ H ・-…14件14点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 落款・印章・備考 備品番号

唐獅子に牡丹 江戸時代 狩野昌運 絹本着色 116.8x49.2 l幅 落款「法橋昌運筆J朱文方印「釣深斎J 20038985 
図 掛幅装

2 剣渓訪戴図 江戸時代 狩野友元 絹本墨画 51.0x72.8 l幅 落款『守辰筆J 20038986 
掛幅装

3 神農図 江戸時代 石里洞秀 絹本着色 93.2X32.2 l幅 落款「法橋洞秀六十七歳画J朱文方印 20038987 
掛幅装 「美章J

4 仙人図 江戸時代 石里調秀 絹本着色 91.6X30.8 l幅 落款「調秀画J白文方印f美之之印」 20038988 
掛幅装

5 高士観月図 江戸時代 狩野探信 絹本墨画淡 54.2x26.5 l幅 落款「以馬遠図 探信写之j朱文方印 20038989 
彩掛幅装 「探信之印J

6 猿猿図 江戸時代 二谷等悦 紙本墨画淡 100.2x44.8 l幅 白文瓢印「雲津」朱文方印「等悦J 20038990 
彩掛幅装

7 達磨図 江戸時代 三谷等悦 紙本着色 124.5X45.1 l幅 落款「雪舟末流等悦筆」白文瓢印「雲 20038991 
掛幅装 津J朱文方印「等悦J

8 鷹図 江戸時代 コ谷等悦 紙本墨画 119.4X54.2 l幅 落款「雪舟四代等悦筆J白文瓢印「雲 20038992 
掛幅装 津J朱文方印「等悦J

9 黒田二十四騎 元文4 原種次 紙本着色 121.6 X45.5 l幅 黒田長政を加えた25人を描く。付属 20038993 
図 (1739)年 掛幅装 の書付によると、作者は黒田二十四

騎の一人原種良の孫にあたる人物。

10 黒田二十四騎 江戸時代 不詳 網本着色 101.5X43.0 l幅 20038994 
図 中期 掛幅装

11 諸大名江戸登 江戸時代 不詳 紙本着色 158目7x370.0 6曲 含まれる図は以下の通り。①内桜田 20038995 
城・市中名所 後期 扉風装 l隻 御門②坂下御門③外桜田御門④井伊
図扉風 様御屋敷⑤日吉山権現⑥黒田御屋敷

⑦霞ヶ関③安芸様御屋敷⑨老中御屋
敷⑩大伝馬町祇園天王御旅山⑪駿河
越後屋⑫呉服町・一石橋⑬山王御祭
干し(朝鮮通信使、象の仮装) 松平出羽
守(出雲)、松平薩摩守、松平因幡(烏
取)、有馬中務大輔松平美濃守、
松平安芸守、松平大膳太夫、上杉弾
正、松平内蔵頭

12 黒田長瀞竹図 安政年間 画/黒田長 絹本墨書 各 対幅 箱書「竹双幅書佐賀中将画 20038996 
-鍋島直正書 以降 湾、書/鍋 掛幅装 101.2X36目O 筑前少将J
跡 島直正

13 東都名所之内 文久3年 五雲亭貞 木版色摺 各 3枚 福岡藩と広島藩の上屋敷を描く 20038997 
霞ヶ関之勝景 秀 35.9X24.6 続

14 黒崎御宮絵図 幕末~明 不詳 木版墨摺 108.6x39.2 l幅 黒田二十四騎を杷る春日神社(北九 20038998 
治 掛幅装 州市八幡西区)を描く。
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暗入資料 3.染織

3.染織

〈資料内訳〉能装束………・………...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..……89件89点

番号 名 称 時 代 品質 法 量 員数 備品番号

白地紺茶格子厚板 江戸後期~明治時代(19世紀) 綾 丈144.0 桁69.5 l領 20038999 

2 白地茶格子厚板 江戸後期~明治時代(19世紀) 綾 丈153.0 桁69.0 l領 200381000 

3 白地花入七宝文摺箔 江戸後期~明治時代(19世紀) 平絹地掴箔 丈106.5 桁68.5 l領 200381001 

4 白地露芝文摺箔 江戸後期~明治時代(19世紀) 平絹地摺箔 丈112.0 桁69.0 l領 200381002 

5 白地桜文箔襟 明治時代(19世紀) 平絹地摺箔 丈60.0 桁40.5 l枚 200381003 

6 白地鳳風飛雲文箔襟 明治時代(19世紀) 麻地掴箔 丈61.0桁34.0 l枚 200381004 

7 白地立涌文箔襟 明治時代(19世紀) 麻地摺箔 丈59.0 桁33.5 l枚 200381005 

8 観世水文箔襟 明治時代(19世紀) 平絹地摺箔 丈61.0桁35.5 l枚 200381006 

9 納戸地檎垣文単狩衣 江戸後期~明治時代(19世紀) 品目 丈167.0 桁111.0 l領 200381007 

10 白地鳳風花唐草文単狩衣 江戸後期~明治時代(19世紀) 紗 丈146.0 桁95.5 l領 200381008 

11 金茶地龍丸文側次 江戸時代(18世紀) 古車 丈105.5 桁32.5 l領 200381009 

12 金茶地唐貴人楽人文錦側次 江戸後期~明治時代(19世紀) 錦 丈105.0 桁33.5 l領 200381010 

13 紫地毘沙門亀甲菊牡丹鳳風龍 江戸後期~明治時代(19世紀) 古車 丈97.5 桁30.0 l領 200381011 
丸文側次

14 紺地花入亀甲文側次 江戸時代(19世紀) 金欄 丈104.0 桁33.5 l領 200381012 

15 薄茶地織機飛雲文側次 江戸時代(19世紀) S自 丈105.5 桁34.0 l領 200381013 

16 萌葱地経水衣 江戸時代(19世紀) 平絹 丈92.0 桁72.0 l領 200381014 

17 納戸地経水衣 江戸時代(19世紀) 平絹 丈106.0 桁84.0 l領 200381015 

18 茶納戸縞水衣 江戸時代(19世紀) 平絹 丈109.0 桁80.0 l領 200381016 

19 紫地八藤文指貫 江戸後期~明治時代(19世紀) 浮織物 丈113.0 桁31.0 l腰 200381017 

20 紫地丁字立涌松向鶴文半切 江戸時代(19世紀) 金繍 丈108.5 後腰幅72.0 l腰 200381018 

21 白地青海波向翼龍文半切 江戸時代(19世紀) 金欄 丈107目O後腰幅74.0 l腰 200381019 

22 萌葱地輪宝文半切 江戸時代(19世紀) 金欄 丈106.0 後腰幅67.0 l腰 200381020 

23 紅地雲丸文半切 江戸後期~明治時代(19世紀) 嬬子地摺箔 丈97.0 後腰幅66.0 l腰 200381021 

24 濃萌葱地牡丹立涌文半切 江戸時代(19世紀) 金欄 丈112.0 後腰幅79.0 1腰 200381022 

25 濃萌葱地箱龍文尽半切 江戸後期~明治時代(19世紀) 錦 丈111.5後腹幅78.0 l腰 200381023 

26 紺地唐草文半切 江戸時代(19世紀) 金禰 丈112.0 後腰幅78.0 l腰 200381024 

27 萌葱地桐菊鳳風丸文半切 江戸時代(19世紀) 金欄 丈96.0 後腹幅66.0 l腰 200381025 

28 紅地檎垣牡丹獅子丸文半切 江戸時代(19世紀) 金禰 丈91.0後腰幅56.0 l腰 200381026 

29 赤地巴波千鳥文摺箔半切 江戸後期~明治時代(19世紀) 塩瀬地摺箔 丈103.0 後腰幅75.0 l腰 200381027 

30 白地花入亀甲文腰帯 江戸時代(19世紀) 平絹地繍 7.5X25.5(腰板部分) l筋 200381028 

31 赤地菊文腰帯 江戸時代(19世紀) 紅緩子地繍 7.0X26.0(腰板部分) l筋 200381029 
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購入賀料 3.染織

番号 名 称 時 代 品 質 法 量 員数 備品番号

32 赤地枝垂桜秋草文腰帯 江戸時代(19世紀) 菱文綾地繍 7.0X29.5(腰板部分) l筋 200381030 

33 白地輸宝文腰帯 江戸時代(19世車司 桜文紗綾地型 6.5X29.0(腰板部分) l筋 200381031 
染

34 白地渡丸文腰帯 江戸時代(19世紀) 福寿文紗綾地 7.0X28.5(腰板部分) l筋
型染

35 白地雲板文腰帯 江戸時代(19世紀) 塩瀬地繍 7.5X26.5(腰板部分) l筋 200381033 

36 白地桜文腰帯 江戸時代(19世紀) 鶴文紗綾地繍 6.5X28.5(腰板部分) l筋 200381034 

37 浅葱地蔦葉丸文腰帯 江戸時代(19世紀) 嬬子地繍 7.0X28.0(腰板部分) l筋

38 紅地木瓜崩文腰帯 江戸時代(19世紀) 嬬子地繍 7.0X29.0(腰板部分) l筋 200381036 

39 浅葱地輸宝文腰帯 江戸時代(19世車司 平絹地繍 6.5X27.0(腰板部分) l筋 200381037 

40 紅地波丸文腰帯 江戸時代(19世紀) 平絹地縫取織 7.0X30.5(腰板部分) l筋 200381038 

41 紺地瓢箪唐草鷺文腰帯 江戸時代(19世紀) 嬬珍 7.5X28.0(腰板部分) l筋 200381039 

42 濃茶地龍鳳風唐花唐草文嬬珍 江戸時代(19世紀) 嬬珍 7.0X26.5(腰板部分) l筋 200381040 
腰帯

43 紺地亀甲文腰帯 江戸時代(19世紀) 錦 7.5X26.5(腰板部分) l筋 200381041 

44 紺地菊文腰帯 江戸時代(19世紀) 嬬珍 6.5X26.5(腰板部分) l筋 200381042 

45 納戸地源氏車文腰帯 江戸時代(19世紀) 嬬子地繍 7.0X27.0(腰板部分) l筋 200381043 

46 紺地輸宝文腰帯 江戸時代(19世紀) 繕子地金糸繍 7.0X27.0(腰板部分) l筋 200381044 

47 紺地三ツ鱗文腰帯 江戸時代(19世紀) 縞子地繍 7.0X27.5(腰板部分) l筋 200381045 

48 黒地鱗文腰帯 江戸時代(19世紀) 嬬珍 6.5X27.5(腰板部分) l筋 200381046 

49 白地宝尽文腰帯 江戸時代(19世紀) 嬬子地繍 7.0X28.0(腰板部分) l筋 200381047 

50 白地紗綾形牡丹唐草文腰串 江戸時代(19世紀) 銀欄 6.5X26.5(腰板部分) l筋 200381048 

51 紺地飛雲文腰帯 江戸時代(19世紀) 嬬子地繍 7.0X26.5(腰板部分) 1筋 200381049 

52 白地紗綾形文腰帯 江戸時代(19世紀) 紗綾 7.5X27.0(腰板部分) l筋 200381050 

53 白地八手文腰帝 江戸時代(19世紀) 繍子地繍 7.0X27.0(腰板部分) l筋 200381051 

54 紺地藤文腰帯 江戸時代(19世紀) 嬬子地繍 7.5X31.5(腰板部分) l筋 200381052 

55 紺地白茶格子文腰帯 江戸時代(19世紀) 間道 7.5X28.0(腰板部分) l筋 200381053 

56 薄茶地調江錦文腰帯 江戸時代(19世紀) 錦 6.5X28.0(腰板部分) l筋 200381054 

57 紺地牡丹瑞鳥文腰帯 江戸時代(19世紀) 金欄 7.0X27.0(腰板部分) l筋 200381055 

58 白地鈎と宝袋/輪宝文腰帯 江戸時代(19世紀) 嬬子地繍 7.0X25.5(腰板部分) l筋 200381056 

59 白地括積/折鶴文腰帯 江戸時代(19世紀) 縞子地繍 7.0X26.0(腰板部分) l筋 200381057 

60 三つ葉葵/丸に松皮菱笹竜胆 江戸時代(19世紀) 紅地金欄/白紗 6.5x25β(腰板部分) l筋 200381058 
三盛亀甲文腰帯 綾地縫

61 白地波丸兎/国文腰帯 江戸時代(19世紀) 績予地繍 7.0x26.0(腰板部分) l筋 200381059 

62 白地雲板/花菱文腰帯 江戸時代(19世紀) 平絹地縫取織 7.0X27.0(腰板部分) l筋 200381060 
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63 白地丁字丸/揚羽蝶文腰帯 江戸時代(19世紀) 塩瀬地繍 6.0X22.0(腰板部分) l筋 2003Bl061 

64 白地千鳥/笹龍胆文腰帯 江戸時代(19世紀) 塩瀬地繍 6.0X21.5(腰板部分) l筋 2003Bl062 

65 白地紗綾形牡丹唐草文腰犠 江戸時代(19世紀) 銀欄 6.0X24.5(腰板部分) l筋 2003B1063 

66 紅地菊文腰帯 江戸時代(19世紀) 綾 6.0X23.0(腰板部分) l筋 2003Bl064 

67 白地小葵文腰帯 江戸時代(19世紀) 綾 18.5X4.5(腰板部分) l筋 2003Bl065 

68 更紗文腰帯 江戸時代(19世紀) 木 綿 地 型 染 5.0X20.0(腰板部分) l筋 2003Bl066 

69 更紗文腰帯 江戸時代(19世紀) 木綿地型染 5目OX20.0(腰板部分) l筋 2003B1067 

70 欝金地巴文腰帯 江戸時代(19世紀) 縞子地繍 6.5X27.0(腰板部分) l筋 2003Bl068 

71 紺地貝文聾帯 江戸時代(19世紀) 続子地繍 長271.0幅3.5 l筋 2003B1069 

72 萌葱地三ツ鱗文霊帯 江戸時代(19世紀) 金欄 長229.0 幅3.5 l筋 2003B1070 

73 白地菊文霊帯 江戸時代(19世紀) 塩瀬地縫取織 長238目O 幅3.0 l筋 2003Bl071 

74 紫地鱗文霊帯 江戸時代(19世紀) 綿子地繍 長242目O 幅4.0 l筋 2003Bl072 

75 茶地小葵文霊帯 江戸時代(19世紀) 綾 長246目O 幅4目。 l筋 2003B1073 

76 紫地宝尽寿文霊帯 江戸時代(19世紀) 金欄 長261.0幅4.3 l筋 2003Bl074 

77 茶地社丹唐草文角帽子 江戸時代(19世紀) 金欄 幅43.0 l枚 2003Bl075 

78 茶地幸菱文角帽子 江戸時代(19世紀) 綾 幅43.0 1枚 2003Bl076 

79 茶地金茶花格子文角帽子l 江戸時代(19世紀) 童市 幅43.0 l枚 2003BI077 

80 茶地金茶花格子文角帽子2 江戸時代(19世紀) 富市 幅44.0 l枚 2003Bl078 

81 濃萌葱毘沙門亀甲地角帽子 江戸時代(19世紀) 綾 幅43.5 l枚 2003Bl079 

82 納戸地花入亀甲文角帽子 江戸時代(19世紀) 錦 幅44.0 l枚 2003Bl080 

83 茶地蝶薬玉文様長範頭巾 江戸時代(19世紀) 富市 幅33.0(鉢まわり) l枚 2003Bl081 

84 紫地牡丹唐草文頼政頭巾 江戸時代(19世紀) 金欄、嬬珍など 幅30.0(鉢まわり) l枚 2003Bl082 

85 萌葱地笹竜胆唐草文掛絡 江戸時代(19世紀) 金欄 幅63.0 丈44.0 l枚 2003Bl083 

86 濃萌葱地箱龍文尽掛絡 江戸時代(19世紀) 錦、金禰など 幅49.0 丈33.0 l枚 2003Bl084 

87 白地五条袈裟頭巾、袈裟紐 江戸末~明治時代(19世紀) 麻 丈156.0 幅68.0 l枚 2003Bl085 

88 萌葱地袈裟 江戸末~明治時代(19世紀) 平網 長104.5 幅67.0 l枚 2003B1086 

89 紺地袈裟 江戸末~明治時代(19世紀) 平絹 長230.0 幅68.0 l枚 2003Bl087 
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購入資料 4.工芸品 5.古文書

4.工芸品

〈資料内訳〉近世工芸品…....・H ・.....・H ・..…...・H ・.......・H ・.，…5件5点

番号 名称 時代 作者等 品質・形状 法量

黒漆塗桃形水 江戸時代 黒田長薄 鉄革漆布 鉢高22.4
牛脇立兜紺 後期 所用 胴高39.0
糸威胴丸具足
小具足付

2 黒田家藤田紋 江戸時代 不詳 羅紗絹紺 長87.3 横

入陣羽織 染 65.5 肩長
51.0 

3 黒田家藤巴紋 江戸時代 不詳 木製布鉄 高39.5 幅
入館 銀彫り 14.5~15.0 

奥行9.5

員数 落款・印章・備考 備品番号

l領 附属の黒漆塗植は朱塗の石餅紋が付 200381088 
されているほか、貼紙に「武ノ十二
番ノ二長湾公胴J、栂金具に「鯛
二Jと朱書されている

l領 200381089 

l腰 銀の黒田藤巴紋高彫付皮製諜l 200381090 
(長23.5) 矢7本(長さ96.0、「代金九
円J)付属

4 茜地白餅紋旗 江戸時代 不詳 木綿茜染 108.0X88.5 l面 軍船の軍旗か 200381091 
革留額装

5 白地黒田藤巴 江戸時代 不詳 木綿紺染 129.1 X93.2 l面 200381092 
紋旗 革留額装

5.古文書

〈資料内訳>1 中世文書...・ H ・-………………...・H ・..8件 8点

2 近世文書....・ H ・......・H ・-…....・H ・...10件10点

1 中世文書

番号 名称 時代 差出 宛所

大友氏加判衆 (永禄10年)9 (吉弘)鑑理(花押)筑紫次郎(鎮
連署奉書 月11日 (臼杵)鑑速(花押)恒、後の広

(吉岡宗歓(花押) 門)
(戸次)鑑連(花押)

2 宗澄国知行充 応永7年6月 澄国(花押) 嶋山次郎
行状 3日

3 宗資茂知行充 応永11年4 資茂 嶋山次郎
行状案 月29日

4 満時書下 応永13年4 満時(花押) 打橋孫六
月10日

5 宗貞盛知行充 永享4年4月 貞盛(花押) (欠)
行状 22日

6 宗義智仮名井 慶長2年6月 義智(花押) (智正)
名字状 5日
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3 近代文書....・ H ・.....・ H ・.....・H ・-… H ・H ・..， 4件 4点

〈総計>22件22点

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

斐紙・切紙 16.6X42.9 l通 国立国会図書 200381093 
掛幅装 館蔵享和3年

(1803) 10月付
筑紫孝門目録
の2巻11号に
該当

椿紙・切紙 12.4X25.2 1通 200381094 

楕紙・継紙 11.3 x 37.3 1)直 200381095 
(元折紙)

楢紙・折紙 11.3 x 24.6 11m 200381096 
(下半欠)

椿紙・切紙 14.4x25.3 l通 200381097 

格紙・継紙 15.3x25.3 l通 200381098 
(元折紙)



購入資料 5.古文書

番号 名称 時代 差出 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

7 宗義成書状 (年未詳)3月 対馬義成(花押) 嶋尾才兵衛・ 椿紙・切紙 17.4X52.l l通 200381099 
26日 小川加々右衛 (元折紙)

門尉・内野数
左衛門

8 原田種直書状 寿永4年3月 筑前守種直(花 祝部宮内大夫 格紙・竪紙 28.0X40.8 l通 200381100 
(偽文書) 23日 押影)

2 近世文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

9 黒田長政書状 慶長15年6月28 長政(花押)→庄 切 紙 掛 幅 15.1 X49.0 l通 石切職人派遣について 200381101 
日 半太夫 装 10と同幅

10 黒田長政書状 慶長15年6月8日 長政(花押)→庄 切 紙 掛 幅 15.3x50.4 l通 石切職人派遣の人数につ 200381102 
半太夫 装 いて 9と同幅

11 黒団長薄書状 (安政年間)3月3 黒田長鴻→滝 切 継 紙 巻 16.6X 121.0 l通 11-14は同巻包紙に 200381103 
日 田茂吉 子装 f内用直披Jとあり

12 黒田長湾書状 (安政年間)4月18黒田長縛→滝 切 継 紙 巻 16.6x205.0 l通 11-14は同巻包紙に 200381104 
日 田茂吉 子装 f内用直披jとあり

13 黒田長樽書状 安政5年6月12日 黒田長縛→滝 切継紙巻 16.5X 103.0 l通 11-14は同巻包紙に 200381105 
田茂吉 子装 「内用直披」とあり

14 黒田長縛書状 (安政年間)6月28黒田長樽→滝 切継紙巻 16.6x98.4 l通 11-14は同巻包紙に 200381106 
日 田茂吉 子装 『内用直披Jとあり

15 広瀬淡窓書状 (江戸時代後期) 広瀬淡窓(求馬) 切継紙 16.6x74.0 l通 200381107 
→松永宗助

16 亀井南冥書状 (江戸時代後期) 亀井南冥→庖 切継紙 16.6x32.6 l通 200381108 
正月13日 屋町宗助

17 亀井幻庵書状 (江戸時代後期) 亀井幻庵→松 切継紙 16.8x40.0 l通 200381109 
5月29日 永雅伯

18 亀井幻庵書状 (江戸時代後期) 亀井幻庵→松 切継紙 16.4X32.0 l通 200381110 
9月25日 永宗助

3 近代文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

19 恰土志摩早良3郡連 明治時代 恰土志摩早良 印 刷 書 綴 20.8x 14.3 l綴 200381111 
合会議事細則 3郡連合会

20 恰土志摩早良3郡連 明治16年6月10 恰土志摩早良 印 刷 書 綴 20.8x 14.3 l綴 200381112 
合会決議録 日-14日開会 3郡連合会

21 恰土志摩早良3郡連 明治16年6月15 恰土志摩早良 印 刷 書 綴 20.8x 14.2 l績 200381113 
合会決議録 日開会 3郡連合会

22 福岡県養蚕諭 明治37年頃 不詳 墨書(一部彩 26.4X 18.8 l冊 題筆はがれ背に 200381114 
色) 書冊 「福岡県蚕業論Jと

あり
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購入資料 6.考古資料 7.地図・絵図 8.書籍

6.考古資料

〈資料内訳〉遺物復元品……………………...・ H ・-……...・ H ・..2件3点

番号 名称 時代 品質・形状 法量

歓喜天像鋳型レ (原資料)中世 アクリル樹脂 長10.5 幅5.6
プリカ 厚4.5

2 歓喜天像復元品 (原資料)中世 アクリル樹脂 像高9.0 像幅4.2

7.地図・絵図

員数 備考 備品番号号

2点 博多遺跡群(第80次調査) (博多 200381115 
区冷泉町304-1)出土品の複製

l点 歓喜天像鋳型レプリカから復元 200381116 

〈資料内訳)1 近世絵図...・ H ・-・……….，.・ H ・..…...・ H ・..2件3点 2 近代地図...・ H ・-…・…...・ H ・-・………・…l件l点

〈総計) 3件4点

1 近世絵図

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号 l

西海道筋海路図扉風 (江戸時代) 不詳 紙本着色、扉 各133.5x 6曲l双 (左隻)九州全図、(右隻)瀬戸 200381117 
風装 290.0 内海、上方 ~1118 

2 海道図絵 (江戸時代) 不詳 紙本着色折 縦65.0x総 l帖 小田原から長崎までの街道 200381119 
本装 長1560 図

2 近代地図

資料名 時代 作者

3 I福岡市街旅客案内図|明治32年6月22日|大河内亀松(福岡市因幡町)
発行 |著・編輯・発行

8.書籍

〈資料内訳〉近代書籍…………………...・H ・..…...・ H ・.....・H ・..23件23点

番号 資料名 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備品番号

博覧会品物録上下 明治8年4月刻 5 版元開化堂(熊本呉服町) 印刷書冊 21.0X 14.0 2冊 200381121 
月発行

2 福岡県地理要略完 明治13年5月刻成 編輯兼出版人沖鞠(洲崎土手町) 木版墨摺 21.8 x 15.0 l冊 200381122 
書冊

3 稲作法筆記 明治18年10月 鞍手郡役所勧業科員吉田寿作 印 刷 書 冊 20.5X 14.1 l冊 200381123 

4 産婆手引草 明治19年3月出版 木戸麟著 印刷書冊 22.5x 15.5 l冊 200381124 
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購入資料 8.書籍

番号 資料名 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備品番号

5 小学校教科用修正 明治30年3月30日 福岡県教育会編纂 印 刷 書 冊 22.7x 15.0 l冊 200381125 
福岡県地誌 訂正発行

6 小学校教科用修正福 明治30年3月30日 福岡県教育会編纂 印刷書冊 22.6x 14.8 l冊 200381126 
岡県地誌全 訂正発行

7 福博みやげ 明治35年3月30日 辻本卯競編輯・発行 印刷書冊 15.0Xl1.0 l冊 200381127 

8 筑紫郡是 明治35年11月序文 筑紫郡長広辻信二郎序文 印刷書冊 22.9x 15.3 l冊 200381128 

9 第5囲内国勧業博覧 明治36年2月28日 第五囲内国勧業博覧会事務局 印刷書冊 22.8x 15.1 l冊 200381129 
会出品目録第六部
染織工業第一

10 雪の曙義士銘伝 明治40年2月21日 桃中軒雲右衛門口演 印刷書冊 21.5x 14.3 l冊 200381130 
発行

11 和白村是 明治41年3月31日 和白村長安河内利三郎序文 印刷書冊 22.7x 15.1 l冊 200381131 
序文

12 福岡県案内 明治43年3月8日発 第十三回九州沖縄八県連合共進 印刷書冊 22.7x 16.2 l冊 200381132 
l'I 会福岡県協賛会編纂

13 明治44年陸軍特別 明治45年7月30日 福岡県 印刷書冊 22.4x 15.3 l冊 200381133 
大演習福岡県記録 発行

14 南満州鉄道案内 大正6年10月l日発 南満州鉄道株式会社発行 印刷(一部色 18.8x 12.8 l冊 200381134 
行 刷) 書冊

15 長政公三百年祭記念 会期大正11年3月 主催福岡市十日会・福岡市工芸 印刷書冊 18.6x26.7 l冊 200381135 
家庭博覧会写真帖 25日 ~5月 15日(会 団体

場西公園下)

16 九州旅行案内 7月 大正13年7月10日 編輯兼発行人坪内満(福岡市住吉 印刷(一部色 19.1x1O.8 l冊 200381136 
発行 新町) 発行所鉄道運輸協会(補岡 刷) 書冊

市住吉新町)

17 つはもの叢書川柳 昭和8年12月21日 陸軍省つはもの編集部編帝国 印刷書冊 15.0x 10.1 i冊 200381137 
漫画笑倒兵 発行 在郷軍人会つはもの発行所発行

18 つはもの叢書美談 昭和8年12月21日 陸軍省つはもの編集部編帝国 印刷書冊 15.0x 10.1 l冊 200381138 
皇軍の精華 発行 在郷軍人会つはもの発行所発行

19 非常時日本精神の発 昭和9年2月5日第9字原義豊著株式会社宝文館発 印刷書冊 15.1 x 11.0 l冊 200381139 
揚自力更正三十日 版発行 fI 

20 つはもの叢書史談 昭和9年3月20日発 陸軍省つはもの編集部編帝国 印刷書冊 15.0x 10目l l冊 200381140 
指話 日露戦役の思 行 在郷軍人会つはもの発行所発行

ひ出

21 つはもの叢書史実 昭和9年3月20日発 陸軍省つはもの編集部編帝国 印刷書冊 15.0x 10.1 l冊 200381141 
物語鴫呼六烈士 fI 在郷軍人会つはもの発行所発行

22 人参畑塾高場先生 昭和14年8月l日発 著者西川虎次郎(陸軍中将西川無 印刷書冊 18.9x 12.7 l冊 200381142 
伝 f丁- 崖福岡市西新町) 発行所大道

学館出版部(福岡市薬院堀端)

23 清香(幸祝女塾閉塾 昭和18年2月 幸祝女墾 印刷書冊 15.8x26.5 l冊 200381143 
記念誌)
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購入賞料 9.広告類

9.広告類

〈資料内訳)1 引札……...・H ・..…………………...・H ・..2件2点 2 ポスター………...・H ・..…………………33件33点

〈総計) 35件35点

1 引札

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備品番号

引札(~、ゃなが目薬) 明治時代 秋月弥永住久野氏 木版色摺 36.3X24.3 2枚l組 2003B1144 
36.3X24.2 

2 ヲ|札(万金物鉄鋼真鍬所) 明治時代 川人広太(博多掛町) 木版色摺 37.2x 16.6 l枚 2003B1145 

2 ポスター

番号 資 料名 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

医薬品・化魅晶のポス
ター

3 ポスター「家庭必備の防 近代 藤沢商庖発売精版 色刷 92.8x62.4 l点 図柄雪舟筆鍾埴 2003B1146 
虫料藤沢樟脳」 印刷株式会社印刷 1897年発売

4 ポスター「世界ーの虫よ 近代 藤沢商庖発売精版 色刷 92.9X62.4 l点 図柄箱根芦ノ湖 2003B1147 
け藤沢樟脳j 印刷株式会社印刷 藤沢棒脳は明治

30年発売

5 ポスター「掴虫駆除薬の 大正末~ 藤沢商庖発売精版 色刷 92.8x62.4 l点 図柄金沢兼六園 2003B1148 
権威マクニンj 昭和前期 印刷株式会社印刷 マクニンは大正

12年発売

6 ポスター「正しき補血強 大正末~ 藤沢商庖発売精版 色刷 92.9X62.4 l点 図柄月ヶ瀬梅渓 2003B1149 
壮増進剤ブルトーゼJ 昭和前期 印刷株式会社印刷 ブルトーゼは大

正6年発売

7 ポスター「強健なる心身 大正末~ 藤沢商店発売精版 色刷 92.8X62.4 l点 図柄木曽寝覚ノ 2003B1150 
を構成する ブルトー 昭和前期 印刷株式会社印刷 床

ゼJ

8 ポスター「一日一球体位 大正~昭 資生堂発売中村精 色刷 51.1 x37.7 l点 2003B1151 
向上 ピタミックス」 和前期 巧写真印刷所印刷

9 ポスター「クラブ煉歯磨」 大正~昭 中山太陽堂発売 布 製 色 刷 77.5X25.8 l点 2003B1152 
和

10 ポスター「銀粒仁丹J 昭和前期 森下仁丹株式会社発 色刷 63.0x31.0 l点 2003B1153 
売精版印刷株式会
社印刷

11 ポスター「ラクダ印窮香 近代 井上太兵衛 布 製 色 刷 73.9x35.5 l点 2003B1154 
石鹸J

12 ポスターIワヅマキ石鹸J近代 天野磯五郎ウヅマ 布製色刷 62.4x29.7 l点 2003B1155 
キ石鹸本舗印刷部印
用1

13 ポスター「清快丸J 近代 高橋盛大堂薬局ヵ 色刷 58.3X53.7 l点 下部欠 2003B1156 

14 ポスター「御香椿油J 近代 本舗昇英堂発売松 色刷 90.8x60.9 l枚 2003B1157 
回冨喬画

15 ポスター「煙草が嫌ひに 近代 不詳 色刷 62.0X30.4 l点 2003B1158 
なるクスリ スエナイ
ンJ

」ー
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購入資料 9.広告類

番号 資 料 名 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

16 ポスター「食が進まぬ人 近代 不詳 色刷 79.0X54.8 1)点 200381159 
に胃が弱い人に胃を
二ツ持ったと同じなス
パラシイ消化剤が出来ま
した。 J

17 ポスター「四十すぎての 近代 不詳 色刷 76.3x53.9 l点 200381160 
肩のこり楽になる薬あ
りJ

18 ポスター「エイセイ 健 近代 京都府 色刷 64.4X45.5 l点 200381161 
康は人生の宝庫J

19 ポスター「伊豆椿ポマー 近代 大槻彩芳園精版印 色刷 76.9x52.4 l枚 昭和26年発売 200381162 
ドJ 刷会社

着尺のポスター

20 ポスター『西陣御召j 近代 西陣織物開業組合着 色刷 91.8x62.0 l枚 200381163 
尺部 日清印刷株式
会社松田冨喬画

21 ポスター「秩父銘仙J(胸 昭和前期 秩父織物工業組合 色刷 92.2x61.2 l枚 200381164 
から上) 精版印刷株式会社

22 ポスター「秩父銘仙J(帯 昭和前期 秩父織物工業組合 色刷 92.3X61.2 l枚 200381165 
から上) 精版印刷株式会社

23 ポスター「秩父銘仙J(立 昭和前期 秩父織物工業組合 色刷 125.5X45.0 l枚 200381166 
ち姿) 精版印刷株式会社

Mitani画

食品のポスター

24 ポスター「金線メロンサ 近代 金線飲料株式会社 色刷 75.1 x 51.3 l枚 200381167 
イダーJ 株式会社精美堂(東

京)

25 ポスター「名実ともに第 近代 赤津酒造場 色刷 77.0x34.7 l枚 200381168 
一位J

通信関係のポスター

26 ポスター「日本電報通信 昭和8年 日本電報通信社 色刷 77.0X53.3 1枚 昭和8年竣工の 200381169 
社J 頃ヵ 本社ピルカ

27 ポスター「日本一の設計 昭和前期 瀧i肇電機製作所 色刷 78.4x35.0 l枚 200381170 
ピオン受信機J

観光関係のポスター

28 ポスター「鬼怒川温泉ホ 昭和前期 鬼怒川温泉ホテル 色刷 78.7X52.6 l枚 200381171 
テルj トシ坊画

戦時関係のポスター

29 ポスター「国債の購入に 昭和17年 大蔵省細川活版所 色刷 60.9X51.3 l点 上部欠ヵ 200381172 
代る新貯金国債貯金制 (東京)印行
度生るJ

30 ポスター「満鮮地図J 大正~昭 満鉄満鮮案内所東 色刷 77.7X52.8 l枚 200381173 
和初期 京印刷株式会社印行

戦後のポスター
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購入資料 9.広告類 10.双六

番号 資料 名 時代 作 者 品質・形状

31 ポスター「病虫害の防除 不詳 農業共済組合 色刷

をいたしませう」

32 ポスター「お年玉くじつ 昭和23年 郵政省信行社印刷 色刷
き年賀郵便J -25年頃

33 ポスター「動物愛護週間J昭和26年 不詳 色刷
-28年

34 ポスターf口腔衛生強調 昭和27年 日本歯科医師会・都 色刷
運動」 -30年 道府県歯科医師会

35 ポスター「住民登録届 昭和28年 法務省 色刷
出励行週間施行一周年
記念J

10.双六

〈資料内訳〉双六・……-………………...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・....1件l点

時代 作者

大正3年l月l日|星野水裏案川端龍子画|色刷
発行 |実業之日本社発行

-152 

法量

36.7X51.9 

74.1 X51.4 

37.4X52.9 

35.7x52.7 

74.5X52.1 

員数 備考

l点 f農業共済組合
はす〉んで病虫
害防除の対策を
いたします」

l点

l点 「動物をかわい
がりましょう!J

l点 よい歯で、よく
かみ、よいから
だ」

l点 「配給・入学・せ
んきょ・とう本・
抄本・証明書・
よぼうちゅうし
ゃなどのためぜ
びJ

備考

『少女の友』第7巻
第l号附録

備品番号

2003B1174 

2003B1175 

2003B1176 

2003BII77 

2003B1178 
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〈資料内訳〉書跡類・・・……・・・・……・…………-…・・・…......・ H ・147件147点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 整理番号 備品番号

二条西公傑和 室町時代 ニ条西公傍 紙本墨書 33.2X50.2 l幅 「大宰権師藤原公{~J 箱書(紙 215 93814621 
歌懐紙 後期 掛幅装 貼)r三保西公{際公詠松影浮水懐

紙J別添紙「三保西公係(キλダ)
実僚の子実校の父右大臣
に至りて天文十二年致仕、翌
年二尊院に入りて僧となり的
覚と号し、勝境を歴遊して風
雅を事とし、厨料匿しきに至
れども意とせず、紀行数種あ
り。永禄六J

2 陽光院誠仁親 天正3年 誠仁親王 紙本墨書 33.5X4.9 l幅 「誠仁J 箱書(紙貼)r天正二年 209 93814622 
王和歌短冊 11月 掛幅装 十一月春日社法楽陽光院展

翰」、表装裏面「天正三亥歳十一
月十四日 春日社法楽陽光院
御寝翰」

3 和歌書 天正19年 勧修寺光豊 墨書台紙 30.8X43.3 l枚 「光豊上Jr聖護院口口口口n天 81 93814623 
日占 正十九年二月廿五日北野御法

楽当座」 台紙「光豊口J

4 藤木敦直和歌 安土桃山 藤木敦直 紙本墨書 38.2X50.1 l幅 「敦直j 184 93814624 
懐紙 時代末期 掛幅装

5 妙法院宮常胤 安土桃山 妙法院宮常 紙本墨書 37.3x52.4 l幅 f常胤n詠織女雲為衣和歌J 箱 207 93814625 
法親王和歌懐 時代~江 胤法親王 掛幅装 書「妙法院常胤法親王七夕之御
紙 戸前期 '懐紙j

6 小早川隆景和 江戸時代 小早川隆景 紙本墨書 (右) l幅 「隆景J 短冊2枚貼付(右・馬泥 180 93814626 
歌短冊 初期 掛幅装 36.0X6.2 下絵、左f寄木懸j 箱書「小早

(左) 川隆景寄木態歌短冊馬泥下
33.5X5.2 絵短尺J

7 林羅山漢詩懐 江戸時代 林羅山 紙本墨書 37.8X51.0 l幅 「春日賦四海聖代春詩n民部卿 S-0043 93814627 
車正 初期 掛幅装 道春J 箱書f羅山先生詩懐紙j

8 今川氏真和歌 江戸時代 今川氏真 紙本墨書 34.0X5.1 l幅 「宗闇j 箱書「今川宗闇短冊題 205 93814628 
短冊 初期 掛幅装 鑑」 箱書(紙貼)r今川氏真題

蛍n子三十二口今川氏賞蛍
短尺夏n今川氏真短冊」

9 山本春正和歌 江戸時代 山本春正 紙本墨書 29.7X42.0 l幅 「法橋舟木J 山本春正に関す 246 
懐紙「新樹妨 前期 掛幅装 る説明書付属

月J

10 山本春正和歌 江戸時代 山本春正 紙本墨書 31.9X42.0 l幅 S-0005 93814630 
懐紙 前期 掛幅装

11 小西来山和歌 江戸時代 小西来山 紙本墨書 34.4X5.6 l巻 「来山J 箱書「小西来山秋 251 93814631 
短冊 前期 掛幅装 短冊J 箱書(紙貼)r小西来山短

冊秋勺J

12 下河辺長流和 江戸時代 下河辺長流 紙本墨書 35.4x5.7 l幅 「長流J S-0025 93814632 
歌短冊「朝か 前期 掛幅装
ほをみてj

13 習字手本 貞享3丙 不詳 墨書折本 32.1 X7.7 l帖 「貞享三丙寅年J 271 93814633 
寅年 装

」
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 整理番号 備品番号

14 元祖大師詠歌 正徳2年 滋野井公澄 紙本墨書 29.2X375.9 l巻 「百中納言藤公澄J箱書『苅祖 250 93814634 
巻 巻子装 大師御詠歌滋野井中納言公

澄卿筆J 葦裏墨書「永書竜住
物深替信徹代J 箱書(紙貼)
「公澄卿和歌書巻永蕎庵旧

蔵J

15 河井正勝九十 宝暦10年 中山栄親・ 紙本墨書 (各) l巻 S-0008 93814635 
賀和歌懐紙 綾小路俊宗 巻子装 34.8x49.l (7紙)

-風早通積・
岩倉恒具・
芝山重豊・
東久世通積
-柳原光綱・
大岡春卜

(奥書)

16 菅茶山七言絶 江戸時代 菅茶山 紙本墨書 112.0x34.l l幅 蓋表墨書「茶山扇遺墨七絶絹本 S-0003 93814636 
句 中期 掛幅装 立幅J 蓋裏墨書「正申之五月

華陽健史瀧観了題J 自文方印
二頼

17 深井志道軒狂 江戸時代 深井志道軒 墨書切紙 16.3x45.5 l枚 「一無堂志道軒J 67 93814637 
句 中期

18 賀茂真淵和歌 江戸時代 賀茂真淵 紙本墨書 14.4X42.1 l幅 「真淵J 箱書「真樹j三詠草一 199 93814638 
書 中期 掛幅装 軸j 箱書(紙貼)r加茂員淵詠草

五首海辺の早春外四首Jf賀
茂真淵詠草五首大阪藍川家
旧蔵J

19 賀茂真淵和歌 江戸時代 賀茂真淵 紙本墨書 30.1 X35.4 l幅 『真測J 箱書(紙貼)r賀茂真淵 239 93814639 
懐紙 中期 掛幅装 和歌懐紙鳩居堂高橋翁旧蔵J

20 荷回春満和歌 江戸時代 荷田春満 紙本墨書 29.4 x 41.7 11隔 「荷田東丸j 箱書「荷田東丸懐 238 93814640 
懐紙 中期 掛幅装 紙J 蓋裏墨書f雲脚休々斎(花

押)J

21 本居宣長和歌 江戸時代 本居宣長 紙本墨書 37.0X49目8 l幅 「宣長J 箱書(紙貼)r本居宣長 256 93814641 
懐紙「園々に 中期 掛幅装 和歌懐紙口空に道はあれ口
道はあれど もJ
もJ

22 松村呉春俳句 江戸時代 松村呉春 紙本墨書 36.4X5.9 l幅 「月渓J 箱書(紙貼)r松村呉春 253 93814642 
短冊 中期 掛幅装 驚の句短冊J

23 小津藍庵和歌 江戸時代 小津蓋庵 紙本墨書 32.0x44.7 l幅 「藍庵J 箱書「小沢芦庵松懐紙J202 93814643 
懐紙 中期 掛幅装 蓋裏墨書「文化九年壬申三月神

戸口口口田中文左衛門殿より
館別J 箱書(紙貼)r麗庵松有歌
聾懐紙J

24 小津草庵和歌 江戸時代 小津麗庵 紙本墨書 34.5x47.0 u百 「藍庵J 箱包紙「落葉ノ和歌 197 93814644 I 
懐紙 中期 掛幅装 芦庵筆J 箱書(紙貼)r落葉和歌

芦庵翁J

25 上田秋成和歌 江戸時代 上田秋成 紙本墨書 30.2X41.6 l幅 「鈴斉J 箱蓋表墨書I上田秋成 S-0018 93814645 
懐紙 中期 掛幅装 歌五首Jr陳翁」 箱書(紙貼)f上

田秋成 さくらの五首懐紙J

26 頼山陽書「方 江戸時代 頼山陽 紙本墨書 134.5X49.8 l幅 [裏J 朱文長方印「頼裏J、白文 193 93814646 
庚寺懐古J 後期 掛幅装 方印「山陽外史J

L-ーー
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 整理番号 備品番号

27 頼山陽詩書 江戸時代 頼山陽 紙本墨書 39.8x59.3 l幅 「山陽外史J 朱文方印「頼裏之 213 93814647 
後期 掛幅装 印Jf頼氏J 箱書「山陽先生書護

良親王詩員跡横幅J 蓋裏墨書
「是山陽先生員跡口晩年書瞳微
不同而其精神気…」 箱書(紙貼)
f山易網本横物書易安箱」

28 大塩平八郎書 江戸時代 大塩平八郎 紙本墨書 174.7X47.2 11隔 「後素J 朱文方印2頼(印文不 211 93814648 
後期 掛幅装 明) 箱書(紙貼)r大塩後素世拝

五J

29 香川景樹和歌 江戸時代 香川景樹 紙本墨書 31.7X44.5 l~i 「景樹J 箱書「桂園遺芳」 蓋裏 191 93814649 
懐紙 後期 掛幅装 墨書「うくひすのうた 昭和十

五年夏鈴井所三観J 箱書(紙
貼)r景樹うくひす懐紙俳譜
歌J

30 漢詩五首巻 寛政9年 高泉 紙本墨書 28.6X741.9 l巻 巻末「寛政九巳秋出来j S-0010 93814650 
巻子装

31 山陽先生文房 嘉永6年 江都須原屋 木版墨摺 28.9X7.0 l帖 292 93814651 
七詠詩帖完 歳在笑丑 茂兵衛、浪 折本装

夏4月 華河内屋喜
兵衛・河内
屋和助、京
師吉田治兵
衛(発免)

32 習字手本 嘉永年間 不詳 墨書・木版 31.7X7.2 l帖 「中 中夏Jr井上小次郎J所持 294 93814652 
色摺折本
装

33 習字手本 安政2年 不詳 墨書・木版 31.8X7.0 l帖 「菰池大三郎」所持 295 93814653 
10月 色摺折本

装

34 習字手本 安政2乙 墨書・木版 32.0x7.0 l帖 「菰池大三郎J所持 266 93814654 
卯歳3月 色摺折本

装

35 習字手本 安政3年 不詳 墨書折本 25.6X7.4 l帖 「菰池小次郎J所持 297 93814655 
装

36 遠山畠山先生 慶応丙寅 遠山慮山 墨書折本 27.3 x 11.3 l帖 「慶臆丙寅正月元旦試筆J 308 93814656 
手本 正月 装

37 和歌f歳暮J 江戸時代 忍所 墨書折紙 36.0X48.0 l枚 「忍所上Jr安政四年十二月…左 72 93814657 
「巌松」 末期 大臣・・・j

38 三条実高一行 江戸時代 三条実寓 絹本墨書 116.4X31.9 l幅 「貫高書j 白文方印「藤印貫蔦j 234 93814658 
書 末期 掛幅装 朱文方印rfl中休J 箱書「三練貫

高公筆J 蓋裏墨書「木村J

39 佐久間象山七 江戸時代 佐久間象山 紙本墨書 130.8X46.7 l幅 「象山J 白文方印I芦啓之章j 231 93814659 
言詩 末期 掛幅装 朱文方印「象山氏J 裏面f象山

先生Jf年歳勿々 七言絶句J

40 大田垣蓮月和 江戸時代 大田垣蓮月 紙本墨書 117.5X26.9 l幅 「蓮月七十五才j 箱書(紙目的 201 93814660 
歌書 末期 掛幅装 f蓮月尼嵐山和寄五首J

41 和歌「嵐J 江戸時代 高城(佐々 紙本墨書 134.9x27.4 l幅 「高城J 裏面「高城和歌嵐j 221 93814661 
末期 木只=郎) 掛幅装 包紙に「佐々木只三郎和寄嵐j

'---
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 整理番号 備品番号

42 和歌「春天象J (江戸時 資矩 墨書折紙 32.8X44.9 l枚 「御曾始Jf資矩Jr正十七返口 89 93814662 
代)正月 口日伺J
17日

43 和歌書 (江戸時 資矩 墨書折紙 32.1 X44.8 l枚 「資矩Jf六月廿七日御当座J 87 93814663 
代)6月27
日

44 和歌「雪透霞J 江戸時代 資矩 墨書折紙 33.7X45.1 l枚 「資矩Jf口中御曾始雪透霞J 85 93814664 

45 和歌「水遊萩J 江戸時代 資矩 墨書折紙 32.9x45.9 l枚 「資矩上Jr一品宝目次J 86 93814665 
「木間月Jf山
紅葉Jf池水
烏Jf夕時雨」
「連日雪」

46 和歌「水鳥j 江戸時代 資矩 墨書折紙 33.2x45.5 l枚 「資矩上Jr聖廟御法楽J 88 93814666 I 

47 和歌f庭松契 江戸時代 資矩 墨書折紙 33.1 X45.6 l枚 「資矩上j 90 93814667 
千年Jr松為
友Jf七十賀
を」

48 和歌「神祇j 江戸時代 資矩 墨書折紙 33.1 X45.1 1枚 「資矩Jf報恩院権僧正口口J 91 93814668 

49 短冊貼交扉風 江戸時代 月洲・暁雲・ 紙本墨書 36.0x5.9 17 書短冊17枚の貼交 327-1 93814669 
竹茂首主人 扉風装 ほカ込 枚
-楽山・連月
-月洲・真愛
-自見・しも
は他

50 和歌短冊「蛍J 江戸時代 今川宗闇 紙本墨書 33.8x5.1 l幅 「宗闇J S-0028 93814670 
掛幅装

51 観月賦 江戸時代 東皐書 紙本墨書 26.9x39.5 l幅 蓋表墨書「観月賦Jf東皐侍頓首 S-0015 93814671 
掛幅装 稿J

52 兼題二首和歌 江戸時代 重供 墨書切紙 15.4X32.1 l枚 「重供J 109 93814672 
「石竹Jf寄衣
恋j

53 和歌書 江戸時代 有功 墨書切紙 36.0X49.5 I枚 「正三位有功j 端に「有文J 97 93814673 

54 和歌書「五十 江戸時代 本胤 墨書切紙 33.3x22.5 l枚 「本胤J 129 93814674 
年満を賀し奉

りてJ

55 和歌懐紙「泉 江戸時代 松井泰幹 墨書切紙 32.5X44.5 l枚 「松井泰幹J 134 93814675 
寺の老上人に
奉るJ

56 和歌懐紙 江戸時代 家正秩 墨書切紙 29.4X32.3 l枚 「家正秩上J 白文方印f正秩J 135 93814676 
朱文方印「子口J

57 和歌懐紙「了 江戸時代 真光 墨書切紙 33.2X45.2 l枚 「真光J 2首「菊の匂ひ…Jrきく 136 93814677 
超上人の七十 の露・・・J
の賀によみて
まつるJ

58 漢詩書 江戸時代 恵川蔭 墨書切紙 22.8X30.5 l枚 f恵川蔭拝草J 朱書で添削あ 149 93814678 
り

59 「龍巌集雪中 江戸時代 不詳 墨書切紙 22.2x 18.1 l枚 白文方印2頼(印文不明) 150 93814679 
二首j
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60 七百詩「六月 江戸時代 楽間 墨書切紙 22.0x 19.0 l枚 「楽問J 白文方印「間蘭亭口J 151 93814680 
照楳花J

61 漢詩書「寒月 江戸時代 楽間 墨書切紙 22.5X 19.1 l枚 「楽間J 白文方印「間蘭亭口J 152 93814681 
照梅花J

62 七言詩 江戸時代 安斉 墨書切紙 19.5 x 14.3 l枚 「酒趣十首之一Jf委斉生J 白文 153 93814682 
方印「原口Jf胴翁J

63 七言詩「請雨」 江戸時代 闘仲 墨書切紙 24.4X 15.6 l枚 「見天龍智悦j 白文方印「闘仲J156 93814683 
白文方印「口楽口口J

64 七言詩「祝園 江戸時代 等院 墨書切紙 25.5X 18.3 l枚 「前固撃等院J 朱文方印「等院J157 93814684 
安家聖代人j 「口外J
云々

65 七言詩「全J 江戸時代 玄恰 墨書切紙 25.0X22.9 l枚 f前臨川玄恰奔J 朱文方印「玄 158 93814685 
恰Jf口巌J

66 七言詩 江戸時代 聡長 墨書切紙 32.3X44.1 l枚 「聡長Jf子規」 裏面紙貼付「高 163 93814686 
辻線、長長量の子、権中納言
寛保元年第年五十四 日本
人名章典」

67 和歌懐紙「残 江戸時代 内直 墨書切紙 35.4X44.4 l枚 「内直Jr残菊をよめるJ 95 93814687 
菊J

68 和歌懐紙「菊J 江戸時代 元輔 墨書台紙 35.5X49.0 l枚 「元輔Jf菊をよみ侍けるj 94 93814688 
目占

69 住吉社御法楽 江戸時代 不詳 墨書切紙 32.0X46.1 l枚 50首の題 92 93814689 
五十首

70 宣長添削大平 江戸時代 大平 墨書折紙 (洛陽月) 2枚 「大平上J包紙上書「宣長添削大 83 93814690 
詠州(r洛陽 (洛陽月)・ 24.0X34.3 平詠州J
月Jf月前菊J) 切紙(月前 (月前菊)

菊) 15.1 X22.0 
(包紙)28.7
x40.6 
(封筒)19.6
xlO.2 

71 和歌f冬暁月J 江戸時代 三係賓昭ヵ 墨書折紙 34.3X47.5 l枚 「公野J 台紙「={傑賓昭公御筆J82 93814691 
「野径雪Jf恨 台紙貼

久恋J

72 和歌書 江戸時代 忍向 墨書切紙 36.2X49.2 l枚 「忍向上J 96 93814692 

73 和歌「名所鶴J 江戸時代 不詳 紙本墨書 36.0X47.0 l枚 旭日鶴の画あり 73 93814693 
-墨画淡彩
メクリ

74 和歌書 (江戸時 間光 墨書切紙 16.5X46.0 l枚 「詔光上Jf七月十五日見水仙花J66 93814694 
代)7月15
日

75 和歌書 江戸時代 海口 墨書切紙 28.1 x40.3 i枚 「海口J 70 93814695 

76 聖廟御法典 江戸時代 直仁 墨書折紙 39.5X53.8 l枚 「聖廟御法典朝萩Jf直仁上J 24 93814696 
朝萩

77 和歌書 江戸時代 墨書切紙 27.5X46.1 l枚 (花押) 台紙鉛筆書「花山院j 65 93814697 

78 俳句書 江戸時代 芥舎 墨書切紙 17.0X36.7 l枚 「八十二芥舎代書j 261-9 93814698 

一 」
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79 七言詩『雪中 江戸時代 吉香 墨書切紙 16.2X26.9 l枚 「伏乞玉斧Jr吉香奔J 261-38 93814699 
宿山寺J

80 和歌書「こと 江戸時代 成美 墨書切紙 16.7X31.1 H邑 「成美J 和歌2首 261-46 93814700 
し東山の・・・j

81 和歌書「遠山 江戸時代 延義 墨書切紙 15.6x42.2 l枚 「延義j 和歌2首 261-58 93814701 
時鳥Jr寄草
恋j

82 和歌書 江戸時代 不詳 墨書切紙 15.9x58.7 l枚 261-64 93814702 

83 和歌書「初冬 江戸時代 不詳 墨書切紙 19.2x25.6 l枚 和歌2首 261-67 93814703 
山Jf寄雁恋J

84 和歌書(r霧中 江戸時代 清庵 墨書継紙 16.2xI95.3 l通 「清庵J 261-72 93814704 
腐j他) (5枚)

85 和歌書「村居J 江戸時代 墨書切紙 18.4X 100.7 l枚 「清口口口末二口口帰禅師」 261-79 93814705 

86 俳句書 江戸時代 正海他 墨書継紙 15.9X 114.8 l枚 261-84 93814706 
(2枚)

87 和歌書 江戸時代 墨書切紙 20.9X26.3 l枚 和歌2首『ゆふ日にうつる口口 261-85 93814707 
口口Jf山忠草口にまかりしに
はなの咲けりとみて思ひをの
ふるJ

88 和歌書(r春風 江戸時代 考察他 墨書継紙 16.1 X288.9 l枚 考紫・頼寛・義雄・芳之・千代子・ 261-86 93814708 
はJ他) (6枚) 口忠・延義等7名の和歌朱書の

添削あり

89 観月賦 江戸時代 東皐 紙本墨書 26.9X39.4 l幅 「東皐僑煩首稿J 箱書「観月賦 192 93814709 
掛幅装 東皐書j 箱書(紙貼)r東皐書

(朱印「改J)J 

90 鴨崖頼二樹五 江戸時代 鴨崖頼三樹 紙本墨書 104.8x54.8 l幅 「頼醇j 白文方印I頼之口醇J 186 93814710 
言律詩之番 掛幅装 朱文方印(印文不明) 裏面「頼

三樹先生州書長篇松前客中
乍Jf狼谷飯蔵J 箱書「鴨崖頼三
樹先生五言律詩之書壱軸J
紙貼「鴨崖頼三樹先生書幅狼
谷軒愛蔵J

91 下河辺長流和 江戸時代 下河辺長流 紙本墨書 35.3x5.6 l幅 I長流J 204 93814711 
歌短冊 掛幅装

92 和歌扇面 江戸時代 不詳 墨書扇面 16.5X43.0 l枚 朱文円印(印文不明) 12 93814712 
メクリ

93 書「填J 江戸時代 東屋 墨書切紙 23.3x29.4 l枚 「東屋口書J 朱文方印「糸斎J 61 93814713 

94 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 25.6x7.5 l帖 296 93814714 
装

95 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 31.0X7.7 l帖 f森しまかよJ所持 267 93814715 
装

96 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 30.8X7.0 l帖 268 93814716 
装

97 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 30.4X7.0 l帖 「森しま嘉代J所持 269 93814717 
装

-160-



平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 整理番号 備品番号

98 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 31.8 x 7.1 l帖 270 93814718 
装

99 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 31.8X7.6 l帖 272 93814719 
装

100 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・着色 30.7X8.0 1帖 rr金や梅」所持 273 93814720 
折本装

101 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・着色 31.5x8.2 l帖 「八はんJ 274 93814721 
折本装

102 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・木版 31.9X8.4 l帖 表紙「かりかねや もりJ 裏 275 93814722 
色摺折本 面「二はんj

装

103 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・木版 31.3x8.3 l帖 裏面fかりかねやむめよりJ 276 93814723 
色摺折本
装

104 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 30目9x8.7 l帖 300 93814724 
装

105 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 30.5x5.7 l帖 「午葉月七日J 「久米議見」所持 277 93814725 
装

106 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・木版 30.4X6.2 l帖 「森口つるJ所持 301 93814726 
色摺折本
装

107 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 29.1x6.2 l帖 I久米八重j所持 302 93814727 
装

108 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・木版 28.9X6.3 l帖 「森口鶴J所持 278 93814728 
色摺折本
装

109 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・木版 30.4x6.1 l帖 「森口つるJ所持 279 93814729 
色摺折本
装

110 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・木版 26.6x5.7 l帖 「井上かつJ所持 303 93814730 
色摺折本
装

111 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 29.4x6.2 l帖 「ゐの上ちうJ所持 304 93814731 
装

112 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 30.4X5.8 l帖 「巳極月十一日J 「久米末吉J所 305 93814732 
装 持

113 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 29.8X6.2 l帖 「井上高次郎J所持 306 93814733 
装

114 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 18.7X6.4 1帖 262 93814734 
装

115 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 30.6X5.8 l帖 「巳九月口口J 「久め毒見J所持 280 93814735 
装

116 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 30.5x5.7 l帖 「久米末吉」所持 281 93814736 
装

117 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 29.9x6.1 l帖 「松竹梅J 「久米徳太郎J所持 282 93814737 
装
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118 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 28.4x6.2 l帖 「井上高次郎J所持 283 93814738 
装

119 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 30.5X5.9 1帖 「口神楽月句ーJ 「小かは口女j 284 93814739 
装 所持

120 習字手本 江戸時代 不詳 皇室書折本 29.8x6.2 l帖 「井上高次郎J所持 307 93814740 
装

121 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 30.6X5.8 l帖 「巳五月口口口j 「久米すみJ所 285 93814741 
装 持

122 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・木版 29.1 X6.4 l帖 「皐月十二日J 「武田もとj所持 286 93814742 
色摺折本
装

123 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・木版 29.2X6.4 l帖 「大村竹J所持 287 93814743 
色摺折本
装

124 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・木版 30.3x6.1 I帖 「森口まつJ所持 288 93814744 
色摺折本
装

125 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 18.6X9.3 l帖 298 93814745 
装

126 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・木版 30.4X6.5 l帖 「大村竹J所持 289 93814746 
色摺

127 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・木版 32.1X7目l l帖 290 93814747 
色摺

128 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 30.1 X6.3 l帖 「中中夏J f北川孝吉J所持 293 93814748 
装

129 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 18.3X7.8 l帖 f中初秋J 「北JlI孝吉j所持 263 93814749 
装

130 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 18.8X7.7 l帖 「中梅月J 「北川孝吉J所持」 264 93814750 
装

131 習字手本 江戸時代 不詳 墨書・木版 36.6x8.7 l帖 299 93814751 
色摺折本
装

132 習字手本 江戸時代 不詳 墨書折本 32.9x7.7 l帖 265 93814752 
装

133 習字手本 江戸時代 不詳 書冊 27.2x20.1 l冊 314 93814753 
~近代

134 二{傑贈右丞相 明治3年 加藤県 墨書切紙 31.0X44.4 l枚 白文方印「陸照之印J I=f~贈 17 93814754 
貫高公 右丞相買高公Jf時明治三年庚

午南至日Ji常陸后撃榊陰加
藤県謹識J

135 一行書 明治9年 宇田川文海 紙本墨書 101.5X32.0 l枚 朱文方印「長口子j 白文方印 8 93814755 
掛幅装 「文海J 「明治九年首早暁四僚

橋上之口文海」
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136 書「禽寿J 明治時代 山本寛山 墨書切紙 40.0x55.1 l枚 白文方印「山本氏印」 朱文方 9 93814756 
印「寛山」 裏面「太夫道中、雛
避、蛍狩、手本大阪版かJ
「二一、七、二二j 朱文長方
印「吉川観方j

137 伊藤博文詩書 明治時代 伊藤博文 紙本墨書 134.7X49.。 l幅 白文方印「伊藤博文之印j 朱 185 93814757 
掛幅装 文方印「春畝j 箱書「治浪閤主

人春畝先生詩書J 紙貼「藤公
筆蹟J 裏面「第百廿八号伊
藤博文筆J

138 西郷隆盛七言 明治時代 西郷隆盛 紙本墨書 123.3X56.7 l幅 「南洲J 白文方印「藤氏隆永」 210 93814758 
詩 掛幅装 朱文方印「南洲J 箱書「南洲西

郷翁草書七絶{康幅j 蓋裏墨書
「甲寅首秋索居士観了J

139 弘法大師書巻 大正時代 紙本墨書 27.9xI04.8 l巻 「寛文十年桑門春深之証j S-0007 93814759 
複製 巻子装

140 七言詩 昭和6年 藤男 墨書切紙 31.8x23目。 l枚 「辛未春初書奮凡」 白文方印 16 93814760 
カ 「藤男之印J

141 和歌懐紙「う 近代 香川景樹 紙本墨書 31.9X44.3 l幅 S-0012 93814761 
くひすJ 掛幅装

142 七言詩「讃大 近代 湖山 紙本(便 19.6x 14.4 i枚 「湖山生J 白文方印、朱文楕 154 93814762 
石良雄侍」 筆)墨書 円印「九日J

メクリ

143 七言詩「同J 近代 前臨川元庸 墨書切紙 25.4 x 17.8 l枚 「前臨川元庸奔J 白文方印「元 159 93814763 
庸J 朱文方印(印文不明)

144 七言詩色紙 近代 不詳 墨書色紙 27.0X23.9 l枚 (花押) 168 93814764 

145 一行書 近代 鴻雪爪 紙本墨書 137.0x27目9 l幅 「雪爪書J 白文方印「樗霞口口JS0053 93814765 
掛幅装 朱文方印「出口闘漢」

146 一行書 近代 道明 紙本墨書 105目Ox27.0 l幅 「道明謹書J 朱文方印「源印楽 S0049 93814766 
掛幅装 口J 蓋表墨書「鶴西府君遺墨」

「至徳、要道n平井雅信蔵J

147 和歌「月前聞 近代 千春 墨書扇面 13.2x40.4 l枚 「月前聞初勝Jr作歌千春j 13 93814767 
初腐J扇面 メクリ
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