序
図書館には、従来所蔵している古文書等をはじめとする資料及び平成版『大
垣市史』編纂事業において収集・調査された資料が郷土資料として所蔵されて
います。
なかでも市史編纂過程において収集された資料については、整理作業が着々
と進み、
『収集資料目録』及び『資料集』として発刊され、郷土史を調査・研究
する方々に活用されつつあります。
平成 30 年（2018）、大垣市は大正７年（1918）4 月 1 日市制施行から数えて市
制 100 周年の節目の年にあたります。明治・大正・昭和戦前そして戦後復興期、
大垣市がどのように変わり、成長していったのかをみつめる時、先人たちが残
した記録や古写真をはじめとする映像などが重要な資料となっていきます。
昔を懐かしむとともに、先人たちがどのように立ち直ってきたのかを学び、
そして現在、未来へどのように進んでいくのかを考える糧になっていくことと
思います。
現在、市制 100 周年を記念するさまざまな事業が企画されています。当館が
所蔵する郷土資料が大垣市の歴史を振り返り、将来を考える一助となることを
祈念して、序とさせていただきます。

平成 30 年 3 月
大垣市立図書館長

凡

例

１．本目録は、当館に所蔵する近世、近代文書ならびに筆写資料のうち、清水
家文書（西条村文書）を収めたものである。
２．記載は、記号・分類番号・標題・数量・年次の順に記した。
３．分類は、巻末に記載の表を基準に、標題・年次は、原資料に従ったが、仮
の標題や推測年次を附記したものもある。
４．記載中、（

）・○・〔

〕は当館で附した。

５．横長帳は、
「長」、小さい帳は「小」、折帳は、
「折」という小文字を附した。
６．目録中、公開しない文書もある。

第 ３７ 集について
清水家文書(西条村文書)
清水義之氏寄贈文書中、美濃国安八郡楡俣村（現在の安八郡輪之内町楡俣）
の枝郷西条に関する文書 1,669 点である。西条村は、江戸時代、福束輪中東北
部に位置する楡俣村の枝郷として存在した。行政上独立した地域ではないため、
『輪之内町史』などの郷土史には「西条村」としての表記は出てこないが、文
書には「西条村」と表記されている。
楡俣村は、江戸時代、枝村として十連坊・西条を持ち福束輪中に属するおよ
そ 20 の村々と同じように本来、幕府直轄領で笠松陣屋の支配下にあった。宝暦
13 年(1763)に大垣藩の御預領となり、庄屋が 3 名置かれ、3 名の内 1 人は西条
の西松家が代々務めていた(成松佐恵子著『庄屋日記による江戸の世相と暮ら
し』、ミネルヴァ書房、2000 より)。
文書の多くは、嘉永期～明治期(1848～1911)の楡俣村西条庄屋 3 代目～4 代目
西松権兵衛に係るものである。ただし、文書収集の過程が不明のため、すべて
が西松家から出たものとはいいがたい。
1,669 点中、772 点は俳諧関係の資料で、全体の 46％を占める。明治 5 年(1872)、
獅子門(美濃派)第 17 世道統を継いだ棚橋碌翁関係のものが多くみられる。
この理由は、棚橋碌翁が「楡村」と号した若い頃、3 代目西松権兵衛(1802～
1862)も松栄舎故楽と号し、獅子門第 16 世道統大谷文寿坊のもとで一緒に学ん
だことによるものと推察される。
また、幕末から明治にかけて西条村庄屋を務めた 4 代目西松権兵衛(義敬・常
三郎)も俳句を学び、明治 32 年(1899)、獅子門第 21 世道統を継承し、積翠居吟
風を号した。そのため、吟風やその周囲の俳人たちとの俳句に関する資料も多
い。
ついで、西条村を主とした村政に関する文書(225 点)が多くあり、この中には、
幕末に起こった楡俣村を含む大垣藩御預領村々の「私領渡一件」に関する楡俣・
西条、その他福束輪中の村々の動きに関する資料がみられる。また、福束輪中
の村として、治水関係の文書も多い。
全体として、
一番古い文書は、
地検帳の慶長 14 年(1609)の 3 点、
元和 9 年(1623)
の 4 点、寛永 9 年(1632)の 1 点の合わせて 8 点あり、他は江戸時代後期から明
治時代の文書がほとんどである。
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西条村文書
(現在の輪之内町楡俣)
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(御初穂神納書)

1 通 －・5・吉
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白隠禅師「遠羅大釜」3巻中上巻のみ1冊を積翠居(西待
吟風)が書き写したものか

SING16-10-5

遠羅天釜続集未 荅念佛與公案優劣如何之問書

1綴

－・－・－

1包
1枚

－・3・15
－・－・－

白隠禅師「遠羅天釜」、
「荅 客難」を書写す

SING16-10-6
SING16-10-7

包紙(相州自徳寺高徳法岐首
州足近大慧寺會裡發)
(西濃の寺院名覚書)

襌師東ノ恒亮宛濃

長

SING16-10-8
(西濃の寺院名覚書)
SING16-10-9
(帖外和讃覚書)
SING16-10-10 三十三所御詠歌
SING16-10-11 奉修四國八拾八箇所

同行三人

1 綴 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

豊前企救郡 畑邨四郎兵衛

SING16-10-12

奉燈観音堂七月七日切・七月十八日灯六孔

1枚

－・－・－

1通

天保 12・8・28

12－寺院造営
SING16-12-1

覚(寺号代替ニ付助精寄附受取書)
普大寺役僧(印)→福東輪中西條村御役人中
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SING16-12-2

口上之覺(本堂再建ニ付受取書)

1通

蓮兆院(印)→西条村御同行衆中・同村御役衆中

SING16-12-3

寺入用勘定帳

巳・12・29

小

1冊

明治 27・7・－

1通

－・2・22

江翁寺納所(印)

SING16-12-4

(御忌御志受納書)

御村方志・権兵衛分、大垣太子堂蓮兆院(印)→西條村
権兵衛様

SING16-12-5

西上村御名主衆様宛大垣新町長勝寺書状

1通

－・8・－

当月20日より27日の間宝物弘通仕云々

SING16-12-6

覚(再建御志受取書)

1 通 申・正・6

大垣御坊肝煎(印)→西条村御名主様

13－人
SING16-13-1

事

安名(西松常三郎雅号梅坡居士)

1通

明治 14・5

西京相国寺大教正獨園(印)(印)

〔Ｓ I ＮＧ－２２
０－一
SING22-0-1

歴

史〕

般

銅刻大東寶鑑

1枚

明治 5・5・－

東京 北曽茂兵衛発兌(印)

〔Ｓ I ＮＧ－３１
00－一
SING31-00-1

戸口身分〕

般

(辞令 第弐號)

1通

明治 29・1・10

明治28年下半季賞与として分賦、三井工業部部長三井
武之助(印)→三等書記西松喬

SING31-00-2

(辞令 第壹號)

1通

明治30年上半季賞与として分賦、三井工業部部長三井
武之助(印)→西松喬
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明治 30・7・9

SING31-00-3

(辞令 第一四號)

1通

明治 31・12・20

明治31年下半季賞与として分賦、三井工業部部長三井
武之助(印)→西松喬

SING31-00-4

(辞令)

1通

明治 31・12・1

芝浦製作所事務所係長兼副支配人ヲ命ズ、三井鐄山合
名會社(印)→西松喬

SING31-00-5

(辞令)

1通

明治 31・12・1

1通

明治 32・2・8

月給金138円給与、三井鐄山合名會社(印)→西松喬

SING31-00-6

(特別賞与辞令)

明治31年下季事務勉励ニ付、三井鐄山合名會社(印)→
西松喬

SING31-00-7

(賞與辞令)

1通

明治 32・6・24

明治32年上季事務勉励ニ付、三井鐄山合名會社(印)→
西松喬

SING31-00-8

(賞与辞令)

1通

明治 32・6・24

芝浦製作所副支配人在職中事務格別勉励ニ付、三井鐄
山合名會社(印)→本部職員調係長西松喬

02－宗門人別送り
SING31-02-1

覚(勢州津領跡部村佐五右衛門方え縁付ニ付)(包紙共) 1 通

－・－・－

同村(跡部村)庄屋奥山直八→天台律宗同村(跡部村)東
光寺

SING31-02-2

御届(そで離婚復籍ニ付)

1通

明治 25・1・10

1綴

大正 14・10・1

西松権兵衛→安八郡御寿村長西松権兵衛

SING31-02-3

國勢調査申告書
西松きた・浅野勘吉・河合さかへ3人分

SING31-02-4

(中里ソデ移轉覚書)

1 枚 －・－・－

03－階級、格式
SING31-03-1

宗旨證文之事

1通

文久 3・3・－

日本橋小田原町2丁目忠右衛門地借請人山崎や庄次郎
(印)・霊岸嶋濱町人主家主治助(印)・御奉公人うら14
才→戸田采女正権御奥御役人衆中様

SING31-03-2

親類書

1通

新橋竹川町請人内田亀吉(印)・三拾間堀三町目市郎兵
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文久 3・3・－

衛地借人主内田増太郎(印)・御奉公人和歌12才→戸田
采女正様御奥御役人衆中様

10－藩政治
SING31-10-1

一般

来申四月日光御用御懸り

20－村政

1枚

－・－・－

1通

天保 3・3・4

一般

SING31-20-1-1 取極申一札之事(包紙共)

五右衛門一件立会申談候儀ニ付、文四郎(印)・儀右衛
門(印)・安左衛門(印)・弥助(印)・藤三郎(印)・喜多
助(印)

SING31-20-1-2 取極一札之事(包紙共)

1通

文政 10・11・－

安左衛門名代差留メ申候義ニ付、弥助(拇印)・左傳次
(拇印)・傳七(拇印)・作右衛門(拇印)・文次郎(拇印)・
藤三郎(拇印)・喜多助(拇印)、包紙裏面に「戸田采女
正御預所美濃国安八郡楡俣村亥御年頁米四升入郷蔵納
右通私立会吟味仕」とあり

SING31-20-1-3 (十五人名前覚書)

1 枚 －・－・－

以上、(SING31-20-1～3)は「取極一札入」の包紙入

SING31-20-2

覚(當年御割付御村當差引分請取書)

1通

天保 5・12・26

1綴

(安政 6)・文・25

海松新田与次兵衛→西松喜多助様

SING31-20-3

急廻章 御用向(包紙共)

別紙の通御用状ヲ以テ仰渡候間写差上申候云々、西松
権兵衛・古沢武左衛門→桑原八之丞様(印)・富田武左
衛門様(印)・樋口十郎兵衛様

SING31-20-4

西松権兵衛様宛川瀬彦内書状

1通

巳・12・25

1通

明治 17・9・29

1通

明治 21・3・24

1通

明治 24・4・24

当巳御領組合割村当り請取ニ付

SING31-20-5

(呼出状)
岐阜県安八郡役所→西松権兵衛殿

SING31-20-6

(呼出状)
岐阜県安八郡役所→西松權兵衛殿

SING31-20-7

(朱書)工第 197 号(呼出状)

岐阜県安八郡長鈴木徹(印)→安八郡御寿村楡俣徴兵参
事員西松権兵衛殿

SING31-20-8

西松権兵衛様宛棚橋武右衛門書状
常七殿御賄之儀ニ付
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1通

－・11・24

SING31-20-9

宛先差出不名書状

1 枚 －・3・17

諸金納仕訳御戻し被下慥ニ落手仕候云々

SING31-20-10

江戸出火(類焼武家屋敷名等書付)

1枚

－・2・8

1通

－・3・8

1通

－・3・21

1通

－・3・25

西條村御庄屋権兵衛様宛上大榑新田圓右衛門書状 1 通

－・3・28

当月5日己下刻麹町4丁目より出火云々

SING31-20-11

楡俣村西松権兵衛様宛楠藤三郎書状(包紙共)
先達て金子の儀ニ付

SING31-20-12

福束村御庄屋中様宛石原嘉平次書状
くるみ土一件ニ付

SING31-20-13

西松権兵衛様宛浅の半左衛門書状
3月22日墨俣宿御伝馬所廻文写の件ニ付

SING31-20-14

御村々自普請所私村より築立候人足数書付被成此もの
へ御渡シ被下候様云々

SING31-20-15 急御用 高橋九左衛門 西条庄屋権兵衛方(包紙共) 1 通

－・4・3

先達て被申聞候一件ニ付

SING31-20-16

急御用 酒井元右衛門・中村弥平 楡俣村西松権兵
衛方(包紙共)
1通

－・4・5

急御用、内々承度儀有之明6日御預役所え罷出可申候
云々

SING31-20-17

楡俣村御役人中様宛悲田院年寄書状

1通

－・4・9

近年凶作打続御村方御迷惑の趣ニ付御抱番人七兵衛休
役被成度思召ニ付云々

SING31-20-18

急廻文 西条持廻り 西条

1通

－・4・13

御同心様御廻村有之被仰聞候様子も御座候ニ付小前惣
代ニてなりとも今一応歎願書差上らセ候てハ如何御相
談申上候云々、西条権兵衛→本戸村・南波村・里村・
福束村右御村々御庄屋中様

SING31-20-19

西松権兵衛様宛五右衛門書状

1通

－・4・15

私身分の儀ニハ一昨年以来より段々御深切の御苦労被
成下千万千万難有仕合申上様も無御座候云々

SING31-20-20

西松権平衛様宛大薮村渡辺勘四郎書状

1通

－・4・19

金子10金欤15金御取替可申上旨被仰聞委細承知仕候
云々

SING31-20-21

急廻章 持廻り 大薮村 西条

1通

過日小前惣代連印の歎願書差上置候処云々、大薮村・
にし条→本戸村・南波村・福束村・里村・楡俣村右御
村々御庄屋衆中様
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－・4・21

SING31-20-22

西松権兵衛様宛楡俣役前共書状

1通

－・4・21

片山吉左衛門・西松権兵衛様宛加納儀左衛門書状 1 通

－・4・28

急用、兼々御噂御座候御鍬祭の義ニ付

SING31-20-23

明29日明6ッ時大垣徳介方へ向ヶ出張いたし候云々

SING31-20-24

西松兵衛様宛金三郎書状

1通

－・5・7

1通

－・5・8

友右衛門一件大キニ延引仕漸々取調候処云々

SING31-20-25

西権兵衛様宛棚橋策馬書状

休太夫子よりの御抜書の御書御見せ被下難有奉存候就
てハ御出府の御衆中も別て御心配と奉察候云々

SING31-20-26

廻文 持廻り 大薮村・楡俣村

1通

－・5・12

去年入水以来御役所様厚思召を以段々御手厚御苦労被
成下置候処云々、勘四郎・五郎右衛門→にし条・本戸
村・里村・南波村・福束村・同新田・藻池新田・海松
新田・楡俣村右村々御庄屋中様

SING31-20-27

西権兵衛宛渡辺八郎書状

1通

－・5・12

要用、御名代ニ罷出候心岩院様一条今日行違廉御役所
へ相伺候処云々

SING31-20-28

西松権兵衛様宛山本宇兵衛書状

1通

－・5・13

当駅善兵衛并下真桑村伴蔵と墨俣駅のもの一人差加へ
三州地鯉鮒駅において御隣郷中村三左衛門殿とか申人
の御親類の人へ理不尽ニ取かゝり金3・4両斗も取逃仕
候ニ付右中村三左衛門殿より御出訴云々

SING31-20-29

権兵衛様宛五郎右衛門書状

1通

－・5・22

此間ニ付御苦労千万御座候旦其節拝借金の内3分トセ
に23文御残り分慥ニ受取申候云々

SING31-20-30

(御預役所御達)

1 通 －・5・29

先達て差出候歎願書下別紙附紙の通相認早々差出可申
候云々、酒井元右衛門・中村孫平→楡俣村西松権兵衛方

SING31-20-31

西松権兵衛様宛田邉亀助書状

1通

－・5・晦

1通

－・6・朔

西条西松権兵衛様宛渡辺勘四郎・加納儀左衛門書状 1 通

－・6・25

毎度御無心奉恐入候金子都合の義ニ付

SING31-20-32

西松権兵衛様宛渡辺八郎書状
棚橋・川瀬帰国之儀ニ付

SING31-20-33

大急用、一件ニ付昨日於御白洲ニて被仰渡候廉の儀ニ
付火急の御相談申上度儀ニ付

SING31-20-34

楡俣村棚橋冨左衛門・西松権兵衛様宛平尾御坊役
寺中書(包紙共)
1通
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－・7・朔

用書、今般福束村福満寺同村浄光寺と差鍵致出来候ニ
付組合法中え内済取噯申付候然ル処云々

SING31-20-35

西権兵衛様宛棚橋五郎右衛門書状

1通

－・7・3

1綴

－・7・4

過銀有之由被仰下実以御気毒奉恐入候云々

SING31-20-36

急廻章 惣代(包紙共)

此間別紙の通御役所ニて被仰渡之候由廻文ヲ以申来候
間御通達申上候云々、惣代西条権兵衛→本戸村・南波
村・里村・福束村・福東新田・藻池新田・海松新田・
楡俣新田・大薮村・楡俣村右御村々御庄屋中様

SING31-20-37

急廻文 八幡村与惣治始南波村儀左衛門様(包紙共) 1 通

－・7・6

先達て伺書仕御内談申上候金子の儀ニ付、八幡村与惣
治(印)→南波村儀左衛門様・同村勘右衛門様・大薮村
利平治様・楡俣村冨右衛門様・同村半左衛門様・同村
喜多助様

SING31-20-38

西松権兵衛様宛石原嘉平次書状

1通

－・7・6

急用、今日御役所ニおゐて急御用被仰渡明後日参上仕
候事難相成然而此段御断申上候云々

SING31-20-39

権兵衛様宛五郎右衛門書状

1通

－・7・12

先刻被仰聞候惣代中へ知らせの儀委曲先程申上候処
云々

SING31-20-40

にし条西権兵衛様宛小寺清ニ郎書状

1通

－・7・13

私の病気ニ付テ御地ニも少々ツヽ取かへ置候処も御座
候へとも何分ニも病気ゆへ甚金子不都合云々

SING31-20-41

平村御庄屋中様宛牧村長右衛門書状

1通

－・7・19

1通

－・7・－

森部輪中諸勘定一件ニ付

SING31-20-42

急廻状 大垣御預所 綾野村始(包紙共)

其村々田方の様子為見分明後29日より役人令廻村候間
得其意例年の通田高反別相認尤水腐并病等有之分は其
訳も高反別書分廻村先え可差出云々、大垣御預役所
(印)→綾野村(印)他28ヶ村右村々庄屋・年寄

SING31-20-43

石原嘉平治様宛にし条西松権兵衛書状

1通

－・亥・8

1通

－・閏 8・7

御講の儀ニ付

SING31-20-44

西条権兵衛様宛中郷新田栄十郎書状

澪内小段取上ケ芝ふせの節欠所御座候て貴公様被仰付
直し申候賃銀の儀ニ付

SING31-20-45

急廻文 持参早く 惣代権兵衛

1通

殿様御巡見弥25日福東村迄乗船ニて渡船場より御上り
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－・8・22

同村御見分夫より切所ニて御床几にて御休云々、惣代
権兵衛→本戸村・南波村・里村・福束村・福束新田・
藻池新田・海松新田・楡俣新田・大薮村・楡俣村右御
村々御庄屋中様

SING31-20-46

御苗権兵衛様宛惣兵衛書状

1通

－・8・23

此度無拠義ニ付甚恐入候得共御内々御拝顔仕度私は罷
出相伺可申上候処云々

SING31-20-47

廻文 持廻り 西条

1 通 －・8・23

大垣殿様御預所御巡見ニ付、西条庄屋権兵衛→上大榑村・
五反郷村・下大榑村・下大榑新田右御村々御庄屋中様

SING31-20-48

西松権兵衛様宛棚橋冨右衛門書状

1通

－・8・24

先頃申上候仮井戸留方下郷より25日ニ相見候の様ニ被
申越候云々

SING31-20-49

西松権兵衛様宛吉田理兵次書状

1通

－・8・24

先境は大垣表御要用の御中重ね重ね御苦身被成下置難
有仕合ニも奉存候云々

SING31-20-50

廻文 権兵衛

1 通 －・8・25

殿様御通行の儀此項の天気合ニて御延引ニ相成27日早
天福束村御着ニて先達申上候通御巡村の由云々、西条
権兵衛→上大榑村、五反郷村、下大榑村、下大榑新田
右御村々御庄屋中様

SING31-20-51

西松権兵衛様宛加納儀左衛門書状

1通

－・8・25

1通

－・8・27

急用、渡金の儀当月28日迄ニ申遣下候様云々

SING31-20-52

西条西松権兵衛様宛福束新田高渕茂平書状

御廻文の趣承知奉畏候乍去当村小前取立相調イ不申候
ニ付云々

SING31-20-53

急廻文 持廻り 惣代権兵衛

1通

－・9・3

御廻状の写・諸金納壱番觸ニ付、権兵衛→大薮村・楡
俣村・楡俣新田・右御村々御庄屋中様

SING31-20-54

急廻文 持廻り 権兵衛

1通

－・9・3

別紙御廻状の通被仰渡候間御村々御手合可被下候様奉
頼上候云々、権兵衛→南波村・里村・福束村・福束新
田・藻池新田・海松新田右御村々御庄屋中様

SING31-20-55-1 西松権兵衛様宛棚橋五郎右衛門書状

1通

－・9・晦

其砌御願申上置候一条早速御聞済被成下万々難有仕合
ニ奉存候云々

SING31-20-55-2 覚(重硯代等借用ニ付)

1枚

五郎右衛門→権兵衛様、(SING31-20-55-1)に巻込
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－・9・晦

SING31-20-56

権兵衛様宛五郎右衛門書状

1通

－・10・25

楡俣村・大薮村・西條村御庄屋衆中様宛森部村庄
屋孫左衛門書状(封筒共)
1通

－・11・16

荒地改帳の儀ニ付

SING31-20-57

此頃は御用繁の御中え参上仕御無理なる御願奉申上候
段奉恐入候其義ニ付御一統御相談被成下置候趣否哉御
催促蒙り奉畏候へとも云々

SING31-20-58

西権兵衛様宛宮川弥助書状

1通

－・11・21

1通

－・12・3

1通

－・12・12

去冬拝借仕置候金子の義ニ付

SING31-20-59

西条村権兵衛様宛杉原為五郎書状(包紙共)
戸田治部左衛門殿方の義ニ付

SING31-20-60

西条會所御惣代中様宛豊喰新田名主書状

江戸御役人様方当村え御着の儀御尋被下候処今日以廻
文申上候云々

SING31-20-61-1 西条村西松喜多助様宛八幡村竹中与惣次書状(包紙共)1 通

－・12・12

要用急ぎ、当春御相談申上候御村方入組下用の儀ニ付

SING31-20-61-2 西松喜多助様宛竹中与惣次書状

1通

－・12・12

先達て愚妻相果候砌ハ遠路の所預御紙面殊ニ御香典被
下候段千万忝仕合奉存候云々、(SING31-20-61-1)に同封

SING31-20-62

にし条西松権兵衛様宛今ヶふ知村説田惣左衛門書状 1 通

－・12・3

江料米代金の儀ニ付

SING31-20-63

覚(二ヶ所の根杭ニ付)

1通

－・12・18

1通

－・12・21

1通

－・師走・24

1通

－・極・26

1通

巳・12・21

1通

巳・12・21

にれ又庄屋→権兵衛様

SING31-20-64

西権兵衛様宛棚橋五郎右衛門書状
御返事、六ヶ村拝借物と申義ニは無御座候ニて云々

SING31-20-65

西権兵衛様宛棚橋五郎右衛門書状
先達て御代被成下候帳面の義今日為持遣申候云々

SING31-20-66

西松権兵衛様宛冨士嶋屋小兵衛書状
お菊様ニも昨日天気宜敷無事ニ御帰宅仕候云々

SING31-20-67-1 権兵衛様宛儀左衛門書状
金20両差遣申候残金ハ取り次第遣可申候云々

SING31-20-67-2 権兵衛様宛儀左衛門書状

御城米の事ハ50俵斗り大積り座候御入用ニ御座候ハヽ取
りニ御遣し可被下候云々、(SING31-20-67-1)に巻入

SING31-20-68

御國御巡見様御通行の事 六月廿三之

1通

後欠、以廻文申上候今般御国御巡見様御通行ニ付左の
通御心得可被下候云々、綾野村元右衛門・根古地村儀
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－・－・－

左衛門・南村斧左衛門

SING31-20-69

西松権兵衛様宛坂八右衛門書状

1通

－・－・－

村方御役衆中宛差出不明書状
1枚
下書、此度稲荷祭りと申休日致度段半庵より村方へ願

－・－・－

先達て御内々被仰下候一件ニ付

SING31-20-70

出候ニ付出役咄合いたし候処云々

SING31-20-71

積送り申材木之事

1枚

－・－・－

1包

－・－・－

包紙(濃州安八郡西上村権兵衛様宛漆屋西左衛門)1 包

－・－・－

後欠、諸色丸太九拾五本運賃160文御渡し可被成候

SING31-20-72

包紙(楡俣村西条権兵衛様宛國枝忠兵衛)
無拠用事

SING31-20-73

湯嶋

SING31-20-74

包紙(西條村西枩権兵衛様宛くすや重太夫)

1包

－・10・14

1通

－・閏 9・11

1通

(文久元)・4・10

大急用書

SING31-20-75

楡俣村庄屋中宛渡部類右衛門・日比得之助書状
(包紙共)
御用、猪蔵枠浅次郎他2名明12日呼出ニ付

(文久元年私領渡一件関係)
SING31-20-76

西条西松権兵衛様宛鏡嶋村上松直市・上本田村
関谷宅平書状
前欠、大急用書、火急御相談申上度義有之候ニ付

SING31-20-77

西條村西松権兵衛様宛関谷宅平・上松直市書状

1 通 (文久元)・4・11

大急用、兼々御心配有之御私領渡の一件ニ付

SING31-20-78

差出宛名不明書状

1 通 (文久元)・4・－

御着府後種々御配慮被下御駕籠え取鎚り御歎訴被下思
召の処云々

SING31-20-79

権兵衛様他九名宛五郎太夫書状

1通

(文久元)・5・2

駕訴の義ニ付

SING31-20-80

西松権兵衛様宛日本橋数奇屋町近江屋市兵衛方ニ
て水谷直治郎書状

1通

(文久元)・5・7

段々御心配被成候水印一件ニ付

SING31-20-81

濃州安八郡楡俣村西松権兵衛様・大薮村渡辺八郎
様宛江戸小柳町伊勢屋傳次郎方より高橋助右衛門・
棚橋五郎太夫書状(包紙共)
4月23日出御役所へ御願書状当月5日到着拝見仕候云々
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1 通 (文久元)・5・12

SING31-20-82

急廻文 大藪村西条

1 通 (文久元)・5・17

別紙御出府人水谷御氏より申参御一覧被申候云々、大
薮村・にし条庄屋→楡俣村・里村・福束村・南波村・
本戸村右御村々庄屋中様

SING31-20-83

西松様宛渡辺八郎書状

1 通 (文久元)・5・晦

棚橋氏御帰国の由ニ付勘四郎1人にても金子状共差下
可申哉御尋の御状為御見被下委細承知仕候云々

SING31-20-84

御組合御一統様宛助右衛門・勘四郎書状

1 通 (文久元)・5・晦

当19日西松様より御仕出の御状同28夕方請取難有拝見
仕候云々

SING31-20-85

高橋九郎左衛門様・岡崎休太夫様・水谷本次郎様
宛差出不明書状

1 通 (文久元)・6・朔

御駕籠訴仕義ニ付

SING31-20-86

西松権兵衛様宛福束村・南波村・里村

1 通 (文久元)・6・21

江戸表御出府人より御書状到来仕候処云々

SING31-20-87

急廻章 持廻り 里村・西条

1 通 (文久元)・6・27

今般御私領渡差障有無可申上旨仰渡候ニ付云々、里村
彦内・にし条権兵衛→本戸村・南波村・福束村・里村・
福東新田・藻池新田・海松新田・楡俣新田・大薮村・
楡俣村右御村々御庄屋中様

SING31-20-88

西松権兵衛様宛川瀬彦内書状

1通

(文久元)・6・27

御私領渡り差障り有無御歎願御願申上候処御聞済被下
置暑中殊ニ用水一件ニて別て御繁用御中何共奉恐入候
云々

SING31-20-89

西松権兵衛様他六名宛渡邊勘四郎・高橋助右衛門
書状

1 通 (文久元)・7・朔

先月22日認メ猶又金之丞殿帰国ニ付右両使ニ申上候処
御被見も被成下候云々

SING31-20-90

西松権兵衛様宛棚橋五郎太夫・水谷本次郎・川瀬
彦内書状

1 通 (文久元)・8・23

急用、御心配被成下置候御私領渡り一件当月17日江戸
表におゐて御沙汰相成云々

SING31-20-91

宛名差出不明書状

1 枚 －・－・－

先月22日始ニて同27日迄ニ御老中様方へ御駕籠訴いた
し云々

SING31-20-92

包紙(美濃西条村西松権兵衛様宛江戸小日向吟嘯庵) 1 包
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－・－・－

SING31-20-93

(廻文)

1 綴 －・4・14

昨日御相談申上候小前―同より再歎願の義書面相認メ
可申候云々、西条庄や権兵衛→本戸村・南波村・里村・
福束村・大薮村・楡俣村右御村々御庄屋中様

SING31-20-94

大薮村渡邊八郎様西條西松権兵衛様宛江戸日本橋
数寄屋町近江屋市兵衛方ニて水谷本次郎書状(包
紙共)
1通

(文久元)・5・6

一件御駕籠訴度々ニ相成候へ共今以様子相別り不申
云々

SING31-20-95

西松権兵衛様宛棚橋策馬書状

1通

(文久元)・5・晦

歎願書調印可致様被仰聞奉畏候五郎太夫帰国の由云々

SING31-20-96

御組合御村役御一統様宛助右衛門・勘四郎書状

1通

(文久元)・6・9

一昨7日溜池御役所より俊司殿・三右衛門殿名当てニて
両3人可罷出様被仰越候ニ付右御両人被参候処極密被
仰聞候ハ云々

SING31-20-97

西松権兵衛様宛棚橋策馬書状

1通

(文久元)・6・1

昨夕春水公より被仰聞候ニて云々

SING31-20-98

西松権兵衛・棚橋民弥様外村役御衆中様宛差出人
不名書状
1 通 (文久元)・4・18
先般申上候御老中様并若年寄様方へ御越訴の義申上候
処今以其儀不行届訳柄ハ段々御役所へ御伺ひ申上候て
は云々

SING31-20-99

(小日向龍興寺隠居雄禅宛御賞美状)

1枚

－・－・－

SING31-20-100 包紙(美濃楡俣西松権兵衛様棚橋篤馬様宛江戸神田
小柳町伊勢傳方ニて棚橋五郎太夫）
1包

－・－・－

付紙に「御奉行ニて御申渡候書付之写」とあり

21－村政
SING31-21-1

村役人

(辞令)

1通

明治 8・1・－

第五大区九小区村々地価取調監定役申付ニ付、岐阜県
→西松權兵衛

SING31-21-2

書付冩

1通

明治 9・9・－

第5大区9小区地価取調監定役相解ニ付、岐阜県→高橋
助右衛門・西松權兵衛

SING31-21-3

(辞令)

1通

安八郡楡俣村兼楡俣新田戸長申付ニ付、岐阜県→西松
権兵衛
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明治 14・3・21

SING31-21-4

(辞令)

1通

明治 15・1・4

安八郡役所部内第11学区学務委員兼務申付ニ付、岐阜
県→安八郡楡俣村・楡俣新田戸長西松權兵衛

SING31-21-5

(辞令)

1通

明治 15・3・17

依頼職務差免ニ付、岐阜県→安八郡楡俣村楡俣新田戸
長兼学務委員西松權兵衛

SING31-21-6

(辞令)

1通

明治 17・4・16

任岐阜県美濃国安八郡楡俣村兼楡俣新田戸長ニ付、岐
阜県大書記官従六位白洲退蔵(印)→西松権兵衛

SING31-21-7

(辞令)

1通

明治 17・4・16

准17等ニ付、岐阜県→岐阜県美濃国安八郡楡俣村兼楡
俣新田戸長西松権兵衛

SING31-21-8

(辞令)

1通

明治 17・4・16

安八郡役所部内第11学区学務委員兼務申付ニ付、岐阜
県→安八郡楡俣村兼楡俣新田戸長西松權兵衛

SING31-21-9

(辞令)

1通

明治 17・10・1

任岐阜県美濃國安八郡本戸村外5ヶ村戸長、岐阜県大書
記官従六位白洲退蔵(印)→西松權兵衛

SING31-21-10

(辞令)

1通

明治 17・10・1

准15等ニ付、岐阜県→安八郡本戸村外五ヶ村戸長西松
權兵衛

SING31-21-11

(辞令)

1通

明治 17・10・1

安八郡役所内第11学区学務委員兼務申付ニ付、岐阜県
→安八郡本戸村外5ヶ村戸長西松權兵衛

SING31-21-12

(辞令)

1通

明治 18・12・23

事務特別勉励慰労手当下賜ニ付、岐阜県→安八郡本戸
村外5ヶ村戸長西松權兵衛、

SING31-21-13

(辞令)

1通

明治 19・11・10

准判仕官8等ニ付、(岐阜県印)→岐阜県美濃国安八郡中
郷村外5ヶ村戸長西松權兵衛

SING31-21-14

(譴責書)

1通

明治 20・4・25

国民兵入籍届又ハ異動届ノ進達ヲ遺忘ニ付、岐阜県知
事小﨑利準→岐阜県美濃国安八郡中郷村外5ヶ村戸長
西松權兵衛

SING31-21-15

(辞令)

1通

任岐阜県美濃国安八郡南條村外5ケ村戸長ニ付、(岐阜
県印) → 岐阜県美濃国安八郡中郷村外5ヶ村戸長西松
權兵衛
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明治 21・2・23

SING31-21-16

(辞令)

1通

明治 21・3・23

准判任官八等ニ付、(岐阜県印)→岐阜県美濃国安八郡
南條村外5ヶ村戸長西松權兵衛

SING31-21-17

(辞令)

1通

明治 21・12・22

事務特別勉励金賞賜ニ付、岐阜県→安八郡南條村外5
ケ村戸長西松權兵衛

SING31-21-18

(辞令)

1通

明治 21・12・28

土地整理ニ関シ事務特別勉励金下賜ニ付、岐阜県→岐
阜県安八郡南條村外5ケ村戸長西松權兵衛

SING31-21-19

(辞令)

1通

明治 22・1・31

准判任官7等ニ付、(岐阜県印)→岐阜県安八郡南條村
外5ヶ村戸長西松權兵衛

SING31-21-20

(朱書)甲庶第一一一五号

1通

明治 22・7・1

安八郡大野村外10ヶ村組合ニ係ル議員撰挙ノ件ニ付、
岐阜県安八郡長鈴木徹(書印)→元安八郡南今ヶ渕村外
4ヶ村戸長後藤宏一殿・元安八郡南條村外5ヶ村戸長西
松權兵衛殿

SING31-21-21

(辞令)

1通

明治 22・7・20

満5年以上奉職俸給3ケ月分金下賜ニ付、岐阜県→元岐
阜県安八郡南條村外5ヶ村戸長西松權兵衛

SING31-21-22

(請書)

1通

明治 22・7・24

満5年以上奉職俸給3ヶ月分金下賜ニ付、西松權兵衛→
岐阜知事小﨑利準殿

SING31-21-23

(朱書)乙学第 396 號

1通

明治 22・11・9

斯立尋常小学校・斯立簡易小学校経費収支取扱ノ件嘱
托ニ付、岐阜県安八郡長鈴木徹(印)→三里村長西松権
兵衛殿

SING31-21-24-1 (辞令)(包紙共)

1通

明治 23・11・4

岐阜県会議員選挙分会書記任命ニ付、岐阜県安八郡役
所→岐阜県安八郡御寿村村長西松権兵衛殿

SING31-21-24-2 (辞令)

1通

明治 23・11・11

岐阜県安八郡徴兵参事員選挙分会書記任命ニ付、岐阜
県安八郡役所→岐阜県安八郡御寿村村長西松権兵衛、
(SING31-21-24-1)と同封

SING31-21-25

(朱書)甲庶第二二五二号

1通

安八郡徴兵参事員当選告知ニ付、岐阜県安八郡郡長鈴
木徹(印)→安八郡御寿村村長西松権兵衛殿
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明治 23・11・18

SING31-21-26

(日本赤十字社正社員締盟状)(封筒共)

1通

明治 24・11・30

1通

明治 25・7・6

1綴

明治 25・10・7

日本赤十字社総裁大勲彰仁親王(印)・日本赤十字社長
正三位勲一等子爵佐野常民(印)→西松權兵衛殿氏

SING31-21-27

(告知書)
御寿村会々議員第1級選挙当選ニ付、安八郡御寿村長
権兵衛(印)→安八郡御寿村西松權兵衛

SING31-21-28

哀願書

御寿村村長西松権兵衛辞職願ニ付、有志総代渡辺與右
衛門・田中文右衛門・古田合次郎他16名連名

SING31-21-29

(安八郡御寿村長選擧ノ件認可通知書)(封筒共)

1綴

明治 25・11・9

安八郡御寿村役場(印)→村長西松権兵衛殿、(朱書)岐
阜県指令己第一〇八三七号添付

SING31-21-30

庶第一〇三〇號

1通

明治 25・12・28

安八郡役所部内第19学区連合村会議員当選ニ付告知、
岐阜県安八郡長鈴木徹(印)→安八郡御寿村楡俣西松権
兵衛殿

SING31-21-31-1 (通知書)

1通

明治 26・1・4

安八郡役所部内第19学区聯合村会議員当撰ニ付、安八
郡御寿村役場(印)→西松権兵衛殿

SING31-21-31-2 請書

1通

明治 26・1・4

安八郡御寿村楡俣西松権兵衛→安八郡長鈴木徹殿、
(SING31-21-31-1)に添付

SING31-21-32

西松權兵衛様宛棚橋五郎右衛門書状(封筒共)

1通

－・7・7

1枚

－・－・－

1通

辰(天明 4)・閏正・10

拙生辞職の義昨6日田中助役へ事務引継相済し候云々

22－村政
SING31-22-1

村明細

覚(安八郡楡村明細)
名有山・位置・産物等

23－村政
SING31-23-1

村入用

覚(代金受取書)
材木屋甚吉→西條村権兵衛様

SING31-23-2

覚(代金受取書)

1 通 辰(天明 4)・5・－

ささや札右衛門(印)→西条村権兵衛様
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SING31-23-3

覚(そうめん代受取書)

1通

辰(天明 4)・6・12

1通

(天明 4)・7・14

1通

(天明 4)・8・15

ささや→西条様

SING31-23-4

覚(酒代等受取書)
甚右衛門→権兵衛様

SING31-23-5

覚(代金請求書)
平野屋新次→西条村西松権兵衛様

SING31-23-6

覚(遠所金西条村割当り分請求書)

1通

(天明 4)・8・24

SING31-23-7

覚(たこ代等請求書)

1通

(天明 4)・9・13

魚や又兵衛→西松権兵衛

SING31-23-8

覚(諸金納)

1 通 辰(天明 4)・10・3

楡俣村

SING31-23-9

覚(宗門割金・用水潰地植木代金納入書)

1通

辰(天明 4)・12・24

1枚

－・－・－

南波村庄や斧右衛門→西条村権兵衛様

SING31-23-10

(楡俣村去卯年分諸金納覚)

以上、(SING31-23-1～10)は、「天明四年 辰年切手入正
月権兵衛」の包紙入

SING31-23-11

覚(代金請求書)

1 通 辰(天明 4)・12・－

材木屋文四郎→西条村西松権兵衛様

SING31-23-12

覚(油代請取書)

1 通 辰(天明 4)・10・－

弥三右衛門→西条権兵衛様

SING31-23-13

覚(代金請求書)

1 通 辰(天明 4)・7・－

材木ヤ文四郎→西條西松権兵衛様

SING31-23-14

覚(酒代請求書)

1 通 辰(天明 4)・12・－

宇兵衛→西条権兵衛様

SING31-23-15

覚(大かま代等請求書)

1通

辰(天明 4)・極・－

1通

辰(天明 4)・12・－

1通

辰(天明 4)・12・24

1通

辰(天明 4)・12・－

1通

辰(天明 4)・12・－

1通

辰(天明 4)・極・－

1通

辰(天明 4)・極・－

鍛冶佐吉→西松権兵衛様

SING31-23-16

覚(下酒代等請求書)
南波村金左衛門→西条権兵衛様

SING31-23-17 覚(小袖一ツかへ代受取書)
荒尾屋長助→西条村西松権兵衛様

SING31-23-18

覚(浅きこもん等請求書)
紺や惣内→西条村西松権兵衛様

SING31-23-19

覚(検見宗門割金納入書)
福束新田庄屋新十郎→西條村御庄屋中様

SING31-23-20

覚(代金請求書)
後欠、材木や藤七

SING31-23-21

覚(材木代等受取書)
材木屋藤七→西条村西松権兵衛様
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長

SING31-23-22

(楡俣村去子年七月より六月迄諸御用ニ遣り人足覚) 1 綴

寛政 5・7・－

本戸村行・楡俣新田行・福束新田行・塩喰新田行・海
松新田行・福束村行・直江村行、以上(SING31-23-11
～22)は「天明四年 辰暮切手書出 十二月庄屋権兵衛」
の包紙入

SING31-23-23

覚(くわ先代等請求書)

1通

巳(天明 5)・12・－

1通

巳(天明 5)・12・23

1通

巳(天明 5)・12・－

1通

巳(天明 5)・極・－

1通

巳(天明 5)・極・－

1通

巳(天明 5)・12・－

1通

巳(天明 5)・極・28

1通

巳(天明 5)・12・－

1通

巳・12・－

鍛冶直左衛門→西松権兵衛様

SING31-23-24

覚(御預り割不足銀・輪中割金納入書)
福束村九郎左衛門→西条権兵衛様

SING31-23-25

覚(材木代等受取書)
材木屋藤七→西条西松権兵衛様

SING31-23-26

覚(惣右衛門分酒代等請求書)
圓八→西条村権兵衛様

SING31-23-27

覚(兔丸代等受取書)
亀屋忠兵衛→西條村権兵衛様

SING31-23-28

覚(みそ代等受取書)
魚屋松兵衛→西条村西松権兵衛様

SING31-23-29

覚(紺紋羽代等受取書)
そねや半兵衛→西條村幸助様

SING31-23-30

覚(さば代等請取書)
なや伝兵衛→西条村権兵衛

SING31-23-31

覚(木綿帯代等請求書)

かぎ屋儀助→西条村権兵衛様、以上(SING31-23-23～
31)は「巳歳極月切手入」の包紙入

SING31-23-32-1 記(明治十八年度第十一學區教育費残余金等ニ付) 1 通

明治 23・5・5

里村組合村長渡辺時哉(印)→西枩村長殿

SING31-23-32-2 請取證(農事改良員給料両月分ニ付)

1通

明治 24・1・10

安八郡林中村安田磯右衛門(印)・代判小寺喜兵衛→安
八郡御寿村西松権兵衛殿・渡辺時哉殿、(SING31-32-1、
2)は「岐阜県安八郡里村外四ヶ村組合役場渡邉時哉→
御寿村字楡俣西松権兵殿」の封筒入

SING31-23-33

内申書

1通

明治 23・9・22

里村村長渡邉時哉ヨリ精算残り金引継ニ付、安八郡御
寿村長西松権兵衛(印)→安八郡書記中村賢三殿

SING31-23-34

記(添約定証受取証)

1通

朝倉研三(印)→御寿村役場西松権兵衛様
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明治 23・10・8

SING31-23-35

記(代金受取書)

1通

明治 25・1・19

1通

(明治)25・7・16

1通

明治 25・9・12

片野喬ニ(印)→西松権兵衛様

SING31-23-36

仮請取(学校建築費用金之内ニ付)
学校工事掛渡辺勘四郎→御寿村長西松権兵衛殿

SING31-23-37

證(明治廿五年特別處分法ノ件ニ付)

運動費金ノ内南部負担分、北部会計掛村長宮川小右衛
門(印)→南部会計掛村長西松権兵衛殿

SING31-23-38

領収證(同志會費過金・収支支出簿壱冊・領収書
壱括引継ニ付)

1通

明治 25・10・20

安八郡同志会々計掛村長杉野相平(印)→安八郡同志
会々計掛村長西松権兵衛殿

SING31-23-39

(同志會支出一覧報告書)

1枚

－・－・－

以上、(SING31-23-33～39)は「領収書其外必要書類入
用書入 西松」の封筒入

SING31-23-40

請求書(旅費・人足賃等ニ付)

1通

明治 26・4・4

安八郡御寿村西松権兵衛(消印)→安八郡御寿村長棚橋
五郎殿

SING31-23-41

精求書(多良街道第二工事追加願ノ節ノ旅費ニ付) 1 通

明治 26・4・4

下書、御寿村西松権兵衛(消印)→大薮御惣代渡邉勘四
郎殿・楡俣新田御惣代稲葉三郎右衛門殿

SING31-23-42

(村帳簿断簡)

1 枚 －・－・－

諸金納利斗、庄左衛門方納所下用、夫食貰切村高より
返納分、寅割後入用等

SING31-23-43

おぼへ(御村方下用代請取書)

1通

未・7・－

1通

未・2・25

小川屋初平→モイけ村安左衛門様

SING31-23-44

覚(拝借物返納石代二ヶ年分出金受取書)
高橋助右衛門(印)→藻池新田御庄屋中様

SING31-23-45

覚(去年十月仮割并寅年拝借米三ヶ年済の内二ヶ年
分御村当り代金受取書)

1通

未・2・23

惣代福束村高橋助右衛門(印)→藻池新田御庄屋衆中様

SING31-23-46

覚(花代受取書)

1 通 －・－・－

はなや長右衛門

SING31-23-47

覚(黒鯛代等受取書)

1 通 －・5・21

御肴屋又兵衛→西條村権兵衛様

SING31-23-48

覚(長生代受取書)

1 通 －・5・21

萬屋勝助→西松様

- 18 -

長

SING31-23-49

覚(御通悵)

1 綴 辛未・7・－

玉井傳兵衛→藻池新田御村役人中様

SING31-23-50

明治三年極日御通

1枚

明治 3・12・－

御助郷宿亀屋八右衛門(印)→御苗権兵衛様

SING31-23-51

覚(代金受取書)

1 通 未・7・2

東屋半兵衛(印)→モイケ庄屋衆中様

SING31-23-52

覺(郡中諸入用仮割御村当り納入書)

1通

未・7・10

1通

酉・1・12

福束村助右衛門→藻池新田伊藤七左衛門様

SING31-23-53

(代金請取書)
金三郎→七左右衛門様

SING31-23-54

長

覚(御酒肴代等請求書)

1綴

未・7・－

小川屋まさ(印)→藻池新田御庄屋衆様

SING31-23-55

包紙(楡俣村西条西松権兵衛様・川瀬彦内様他一
名宛江戸神田小柳町伊勢屋傳次郎方渡辺勘四郎・
高橋助右衛門書)

1包

－・6・18

1包

－・－・－

裏美江寺村文助殿衛相渡賃銭300文御渡し可被下候

SING31-23-56

包紙(ミノ楡俣村西松権兵衛様棚橋民弥様宛神田
小柳丁伊勢屋傳次郎棚橋五以下欠)
急用事

SING31-23-57

包紙(濃洲安八郡楡俣村西松権兵衛様宛江戸小柳
町伊勢屋伝次郎方ニて棚橋五郎以下欠)
1枚
急用、(裏面)5月7日出 尾州宮迄賃済夫より大垣迄先

－・5・7

払、以上(SING31-23-43～57)はこよりにて1括

SING31-23-58

西松権兵衛殿宛御寿村役場(印)書状(封筒共)

1通

－・4・6

報酬・筆墨料并旅費人足賃代ニ付、
「安八郡精算領収証
同郡御寿役場引継書類写入」の封筒入

SING31-23-59

(金銭支出覚書)

長

1括

－・－・－

1通

子・8・25

1通

寅・12・26

1通

巳・1・10

1通

酉・12・25

5枚

SING31-23-60

覚(御村方え出金の分延引分納入書)
下大榑新田只右衛門→西条権兵様

SING31-23-61

覚(寅年井戸諸入用定例割金請取書)
儀左衛門→にし条喜多助様

SING31-23-62

覚(村役出勤費請取書)
笠松笹屋松右衛門(印)→西条権兵衛様

SING31-23-63

覚(立會所不足分・井戸割不足分等勘定相済ニ付)
五郎右衛門→権兵衛様
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長

SING31-23-64

覺(たばこ代等請求書)

1綴

酉・極・－

1枚

戌・11・－

1通

－・3・2

1通

－・4・朔

1通

－・6・28

大がき平野屋新蔵→西条邑西枩権兵衛様

SING31-23-65

覚(御納所費・人足費勘定ニ付)
西条

SING31-23-66

覚(下埋御割合御勘定金納入書)
中郷新田庄屋銀次→西条村御庄屋権兵衛様

SING31-23-67

覚(里村分澪下埋人足賃・傘壱本納入書)
里村安右衛門→にし条御庄屋権兵衛様

SING31-23-68

廻文 西改田村始 西早野村新兵衛(包紙共)

請割勘定の儀来7月朔日大垣平野屋にて御出会仕度奉
存候云々、長屋村直右衛門・西早野村新兵衛→西改田
村・十四条村・塩田村・楡俣村右村々御割元中様

SING31-23-69

覚(澪弁金割不足金請取書)

1綴

－・8・－

にし条権兵衛→下大榑村御庄屋衆中様、他2枚

SING31-23-70

廻章 持廻り 惣代権兵衛

1 通 －・9・8

郡中請勘定相済候ニ付御組合請勘定御苦身に預り度奉
存候得共云々、惣代権兵衛→福束村・福束新田・梅松
新田・藻池新田・大薮村・楡俣新田・楡俣村・南波村・
本戸村・里村右御村村々御庄屋中様

SING31-23-71

覚(金銭勘定書付)

1 綴 －・－・－

2枚

SING31-23-72

(村別人足数・賃金勘定覚書)

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

西条村

SING31-23-73

覚(役人出役人足賃等勘定書付)
西条

SING31-23-74

覚(買上先請取金等勘定書付)

1枚

－・－・－

SING31-23-75

銭割覚(人数・代金書付)

1枚

－・－・－

SING31-23-76

(代金・村名覚書)

1 枚 －・－・－

SING31-23-77

覚(代金・人名書付)

1 枚 －・－・－

前欠・上下欠

SING31-23-78

覚(辰巳西福寺一件代等勘定書付)

24－村政
SING31-24-1

1枚

－・5・3

1通

嘉永 4・7・－

村方帳簿

覚(銀札所持者名前ニ付)
安八郡梅松新田庄屋鉄九郎(印)→大垣御預御役所
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SING31-24-2

引継目録

1綴

明治 25・11・22

安八郡御寿村旧村長西松權兵衛→安八郡御寿村棚橋五
郎殿、他3件

SING31-24-3

引継目録

1綴

明治 25・11・22

安八郡御寿村長棚橋五郎(印)→元安八郡御寿村長西松
權兵衛殿、他2件

SING31-24-4

御預割順番・宗門請判寄村順番

1枚

－・－・－

SING31-24-5

(大垣御預所各村庄屋・代兼者名覚書)

1枚

－・－・－

1通

(寛文 11 か)・3・－

前欠

SING31-24-6

(書状断簡)

前欠、西条村庄屋孫七(印)・同年寄藤八(印)・同組頭
甚右衛門(印)・同次郎右衛門(印)・同庄七(印)→杦田
九郎兵衛様

〔Ｓ I ＮＧ－３２
０－一
SING32-0-1

法

令〕

般

呼出状

1通

明治 22・3・18

大垣治安裁判所(印)→安八郡楡俣村四番地西松権兵衛

１－法

度

SING32-1-1

(禁制・放火之事写)

1枚

SING32-1-2

書付 御用急・小池川五郎・赤生祐左衛門 楡俣村
始二名(包紙共)

1通

－・－・－
亥・12・晦

申談御用の儀ニ付、赤生祐左衛門・小池川五郎(印)→
楡俣村庄屋権兵衛(印)・海松新田庄屋治兵衛・下大榑
新田庄屋只左衛門(印)

SING32-1-3

急御用廻状 可児森助・丸井金太郎 福束村始(包紙共) 1 通

－・4・7

鏡嶋村より引請有之御廻米納所ニ付、丸井金太郎・可
児森助→福束村(印)・楡俣村右庄屋中

SING32-1-4

御用廻状 早川助左衛門 楡俣村西条始(包紙共)

1通

当宗門請判の儀ニ付、早川助左衛門→楡俣村西条庄屋
喜多助方・西結村庄屋佐之右衛門方(印)
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－・5・14

SING32-1-5-1

急御用 大垣御預役所 南波村(包紙共)

1通

－・7・9

溺死人2名の年齢ニ付、大垣御領役所(印)→楡俣村西
条・南波村右村々庄屋

SING32-1-5-2

御用状

1通

－・7・9

刻附順達ニ付、(大垣御領役所印)→今村・川口村・福
束村より右村々庄屋、(SING32-1-5-1)に同封

SING32-1-6

廻状 大垣御預役所 綾野村始(包紙共)

1通

－・7・9

躍辻相撲停止并花火揚候儀ニ付、大垣御領役所(印)→
綾野(印)他30ヶ村右村々庄屋・年寄

SING32-1-7

廻文 壱番西組惣代 八幡村始メ(包紙共)

1通

－・7・21

御廻文写、当田方生立の様子田高反別例年の振合ニ認
尤痛有之分は其訳ニも高反別認村々より差出候の様
云々、大垣御預役所→上下村々惣代、他1件

SING32-1-8-1

至急御用 大垣藩御預役所 馬瀬村(包紙共)

1通

－・－・－

別紙の通夫々可被相触事、大垣藩御預役所→楡俣村権
兵衛・馬瀬村平左衛門

SING32-1-8-2

(大垣藩御達)

1 通 －・9・23

菊御紋使用御改正相成処伊勢八幡上下加茂等寺ハ泉涌
寺・般舟院等の外は一切被差止候云々、他1件、太政官
→大垣藩、(SING32-1-8-1)に同封

SING32-1-9-1

至急御用 大垣藩御預役所 楡俣村権兵衛・馬瀬村
平左之門(包紙共)

1通

－・9・－

別紙の通組合中え相触可申事、大垣藩御預役所(印)→
楡俣村権兵衛・馬瀬村平左衛門

SING32-1-9-2

(大垣藩民政寮御達)

1 通 －・9・2

贋金所持者員数当月中ニ可届旨御達ニ付来ル15日迄ニ
可差出、大垣藩民政寮(印)

SING32-1-10

御用廻章 惣代西条西松権兵衛

1通

－・9・9

御用廻状4通御順達ニ付、総代西条西松権兵衛→本戸村
他9ヶ村右御村々御庄屋御衆中

SING32-1-11-1 (大垣藩御預所御觸)

1 通 －・9・19

大垣藩御預役所(印)→楡俣村権兵衛・馬瀬村平左衛門

SING32-1-11-2 別紙之通相触可申事

1 通 －・9・－

伊勢太神宮北御門新火除地ニ先年建立の常夜燈年経及
破損候ニ付云々、大垣藩民政寮(印)、(SING32-1-11-1)
の関連文書か
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SING32-1-12

御用 大垣藩御預役所 馬瀬村平左衛門(包紙共)

1通

－・9・－

濃州方県郡上城田寺村河田佐八郎人相書、見当り次第
召捕可届出、大垣藩民政寮(印)

SING32-1-13

(大垣藩民政寮御達)

1通

－・9・－

昨春以来連々の出兵其上水害ニて御蔵米多分の不足相
立候ニ付云々、大垣藩民政寮(印)

SING32-1-14

(大垣藩民政寮御達)

1 通 －・9・－

別紙の通被仰出之候間御主意の程奉礼認弥職業可相励
事、大垣藩民政寮(印)

SING32-1-15

(大垣藩觸達)

1 通 －・11・2

当巳年御蔵納ニ付、大垣藩

SING32-1-16

(呼出状)

1 通 －・11・22

立木喜兵衛・山田話左衛門→楡俣村権兵衛方五郎右衛門

SING32-1-17

御用 大垣御預役所 楡俣村(包紙共)

1通

－・正・25

其村権八酒造冥加永今以不相納等閑ニ相心得不埒の事
ニ候云々、大垣御預御役所(印)→楡俣村役人

SING32-1-18

水戸殿家来

1枚

－・－・－

桜田門外の変関係者処分方書付

３－取
SING32-3-1

締

長

加納氏事件ニ付人足諸留帳

〔Ｓ I ＮＧ－３３
０－一
SING33-0-1

1冊

金

－・－・－

融〕

般

安八郡御寿村西松権兵衛殿宛大垣御町大垣銀行書状
(封筒共)
1通

明治 23・12・23

片野篤ニ殿御家御整理上ノ都合ニヨリ御貸金日共元利
来一日迄御猶予御申込御頼ニ候得共云々、大垣銀行
(印)→西松権兵衛殿・青木熊太郎殿

SING33-0-2

當座金銀出納帳

1冊

西松姓

SING33-0-3

長

明治 33・2・1

長

當座金銀出納帳

1冊

西松姓
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明治 34・2・1

SING33-0-4

御届(特別当座預金通帳第参百六拾六号)

1通

明治 34・6・－

代理人西松利吉治の届、西松勢以(印)・代理人西松利
喜治→株式会社大垣共立銀行大薮支店御中

SING33-0-5

當座金銀出納帳

長

1冊

明治 35・2・吉晨

1通

－・12・27

1通

－・7・11

西松姓

SING33-0-6

西松権兵衛様宛野村順覚欲斎書状
熊膽代として金三朱被仰付慥ニ落手仕候云々

SING33-0-7

西条村西松権兵衛様宛大垣飯沼欲斎書状

為御謝答金1両并御菓子料金300疋等御恵投被下御厚情
千万厚受納仕候右御礼申上度草々如此御座候己上

SING33-0-8

(美濃実業銀行大薮支店野寺派出所開始廣告)

１－無
SING33-1-1

1枚

明治 31・12・23

1通

－・－・－

1通

－・－・－

1通

－・－・－

1通

－・4・6

1枚
1枚

未・8・27
－・－・－

尽

十口五十人講壱口分懸金御通
掘津村傳徳寺(印)→西条権兵衛様

SING33-1-2

十口五拾人講壱口分懸金御通
掘津むら傳徳寺(印)→西条村太兵衛様・藤三郎様

SING33-1-3

五拾人十口講壱口分懸金御通
講元傳徳寺(印)→西条村西福寺様

SING33-1-4

西権兵様宛浅野半左衛門・棚橋五郎右衛門書状
兼て御咄御座候弥重郎様頼母子の義ニ付

SING33-1-5
SING33-1-6

桑名多度神楽講
(口上断簡)

後欠、11月9日ハ常八講金の儀御取立被成被下候様以下
欠

２－御用金
SING33-2-1

覚(組合村々当申年分献金請取ニ付)

1通

申・正・19

御預御代官役所(印)→楡俣村権兵衛・里村彦内

SING33-2-2

急御用廻状 中村孫平・酒井元之丞 里村彦内始
（包紙共）

1 通 －・10・10

当月6日上金一件ニ付、酒井元之丞・中村孫平→里村彦
内(印)・楡俣村権兵衛方(印)

SING33-2-3

(木盃壱個下賜状)

1通

安八郡大薮村真霊学校え十ヶ年賦寄附申出ニ付、岐阜
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明治 7・12・－

県(印)→西松権兵衛

SING33-2-4

(木盃壱個下賜状)

1通

明治 14・12・－

本年9月13日夜多芸郡牧田川洪水の節被害の窮民へ施
与ニ付、岐阜県(印)→安八郡楡俣村平民西松権兵衛

SING33-2-5

(岐阜県譽置状)

1通

明治 14・12・－

本県農学校新築費の内へ寄附ニ付、岐阜県(印)→西松
權兵衛

SING33-2-6

(銀盃壱個下賜状)

1通

明治 15・3・－

公立斯立学校へ年賦寄附ニ付、岐阜県(印)→西松権兵衛

SING33-2-7

領収書(華陽学校附属小学校建築費義損金ニ付)

1通

明治 19・8・5

1通

明治 21・3・30

1通

明治 22・6・30

小宮山弘道(印)→西松権兵衛殿

SING33-2-8

領収書(故長谷部懸令紀巧碑義損金ニ付)
小原迪(印)→西松権兵衛殿

SING33-2-9

(木盃壱個賞賜状)

明治21年7月中県下美濃国安八郡其他地方洪水ノ際罹
災ノ窮民救恤トシテ白米5俵差出ニ付、岐阜県知事従二
位勲三等小﨑利準(印)→岐阜県美濃国安八郡楡俣村西
松權兵衛

SING33-2-10-1 第二三〇一二五號 承認状

1通

明治 28・1・12

軍資金ノ内へ献納ニ付、陸軍恤兵監陸軍騎兵中佐正六
位勲四等大蔵平三(印)→西松喜多殿

SING33-2-10-2 第二三〇一二四號 承認状

1通

明治 28・1・12

軍資金ノ内へ献納ニ付、陸軍恤兵監陸軍騎兵中佐正六
位勲四等大蔵平三(印)→西松權兵衛殿

SING33-2-11

謝状(封筒共)

1通

明治 29・11・1

岐阜県委員部第1回社員総会費ノ内へ寄贈ニ付、日本赤
十字社総裁大勲位功二級彰仁親王(印)・日本赤十字社
長従二位勲一等伯爵佐野常民(印)→西松権兵衛氏

SING33-2-12

(謝状)

1通

明治 30・6・1

明治27・8年戦没ノ際軍資ノ内へ献納ニ付、岐阜県知事
正五位湯本義憲(印)→西松権兵衛

SING33-2-13

(謝状)

1通

明治27・8年戦没軍資ノ内へ献納ニ付、岐阜県知事正五
位湯本義憲(印)→西松きた、以上(SING33-2-3～13)は
「辞令書類并賞状類入 西松権兵衛義敬」の袋入
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明治 30・6・1

３－貸借、売買
SING33-3-1

預り申金子之事

1通

文化 3・5・－

安八郡楡俣村西条弥忠次(消印)→大牧村関戸庄兵衛殿

SING33-3-2

質流ニ相渡申畑地之事

1通

文化 7・3・－

本戸村畑地渡主清右衛門(書印)・親類證人善左衛門(書
印)・年寄久左衛門(書印)→中郷村丈八殿

SING33-3-3

覚(前借之分ニ付)

1綴

天保 12・閏正・10

当丑より来ル戌年迄10ヶ年賦、大垣出張所役僧(印)→
福束輪中御割元中、他1件

SING33-3-4

覚(五月麦廻り・朱秋廻り)

1通

天保 12・閏正・10

1通

天保 15・12・－

遠州普大寺大垣出張所役僧旭英(印)→福束輪中御割元中

SING33-3-5

借用申金子證文之事

年々御年貢諸役金ニ差詰候ニ付、西条金子借主権兵衛
(印)・證人藤三郎(印)→大薮村与兵殿

SING33-3-6

借用申金子證文之事

1通

嘉永 6・12・－

要用ニ付、金子拝借主西条村権兵衛(印)・證人藤三郎
(印)→小寺直治郎様

SING33-3-7

権兵衛様宛直次郎書状

1通

－・2・晦

1通

－・6・25

1通

－・8・18

1通

嘉永 3・7・－

元利都て15両1歩2朱正ニ落手仕候云々

SING33-3-8

金森藤兵衛様宛宇野民右衛門書状
下欠、御用達申上候金子返金受領ニ付

SING33-3-9-1

ニシ条西枩権兵衛様宛ノバク森兼治書状
先達願入候積金講説田掛金納借の儀ニ付

SING33-3-9-2

借用申金子之事(包紙共)

要用有之候ニ付積金講御役所へ御預被成候金子の内書
面の通借用申処実正也云々、借主牛牧村順達(印)・請
人野白新田兼治(印)→西條村権兵衛殿

SING33-3-9-3

松倉御隠居殿宛権兵衛書状(包紙共)

1通

－・7・14

1通

文化 10・6・－

御引合の金子4両被遣被下慥ニ請取申候云々

SING33-3-9-4

覚(預書)

右の通慥ニ御預り置申候云々、権兵衛(印)→おあい殿、
(SING33-3-9-1-3)の包紙に同封、以上、(SING33-9-1
～4)は包紙に同封

SING33-3-10

権兵衛様宛五郎太夫書状

1通

金子10両はかり当用達可仕様御座候積り合も不宜候得
共云々
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－・8・22

SING33-3-11

西権兵衛様宛加儀左衛門書状

1通

－・9・16

昨日御願申候儀ニ付

SING33-3-12

覚(廻状)

1 通 －・10・－

其村々5ヶ年済拝借当丑年可相納分ニ付、大垣御預役所
(印)→馬瀬村(印)他10村右村々庄屋・年寄

SING33-3-13

西条村権兵衛様宛江崎谷助・近藤為右衛門書状

1通

－・10・21

右一件貴殿御帰り後借財方尚不精誠御勘弁ニ預り御積り
ニて取調らへ無拠分は鍋次郎借り分ニ致置年賦金の内ヲ
以少々ツヽ返済の積りニいたし差引勘定仕見候の処云々

SING33-3-14

西まつ様棚橋書状

1 通 －・10・29

兼て御相談申上置候金子の儀ニ付

SING33-3-15

覺(金銭受取ニ付)

1 通 －・11・2

片野民右衛門(印)→西枩権兵衛様

SING33-3-16

西松弥忠次様宛蒲生栄書状(包紙共)

1通

－・11・13

去春庄右衛門を以無拠無心申借用仕置候15金の義ニ付

SING33-3-17-1 西松様宛楠書状

1通

－・12・22

1通

－・12・24

先境御内々御咄の一条ニ付

SING33-3-17-2 西条村西権兵衛様宛平賀新蔵書状

大急用事、かねて金子の義此間先方より御出被成候来
春迄御まち被下候様云々

SING33-3-18

西枩権兵衛様宛山田安悦書状

1通

－・12・24

亡父より借用仕置御金子の義段々返済延引ニ相成何等
も申訳無御座奉恐入候云々

SING33-3-19

西松様宛慶蔵書状

1 通 －・12・大晦

金子3分無之候てハ難行立候間何卒御助ケと思召右金3
分御かし被下候様云々

SING33-3-20

西條邨西松権兵衛様宛大垣松庵亭山田安悦書状

1通

－・－・－

1通

－・－・－

借用金の義ニ付

SING33-3-21

西松権兵衛様宛山崎平吉書状

甚申兼候仕合ニ御座候へ共何卒来年壱ヶ年分金100疋
拝借仕候義相成り申間敷哉云々

SING33-3-22
SING33-3-23
SING33-3-24

(金銭勘定覚書)
(金銭勘定覚書断簡)
西松様宛小久江書状

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 通 －・7・22

例の儀左衛門罷越候ニは去ル12日ニ同人姉むこ舟原村
ニ罷在候云々
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〔Ｓ I ＮＧ－３５
１－検
SING35-1-1

土

地〕

地

加藤平内知行濃州安八郡楡俣邨村御縄打水帳

1冊

慶長 14・10・9

1冊

慶長 14・10・10

1冊

慶長 14・10・11

1冊

元和 9・10・－

1冊

元和 9・10・4

井伊兵部少輔内斎藤半兵衛案内者惣右衛門、9冊之内

SING35-1-2

加藤平内知行濃州安八郡楡俣村御縄打水帳
井伊兵部少輔内斎藤半兵衛案内者惣右衛門、9冊之内

SING35-1-3

加藤平内知行濃州安八郡楡俣村御縄打水帳
井伊兵部少輔内斎藤半兵衛案内者宗右衛門、9冊之内

SING35-1-4

濃州安八郡楡俣村之内西条村御検地帳
岡田伊勢守様御検地、2冊之内

SING35-1-5

にれ又村検地帳

佐藤兵左衛門・岩田久左衛門・小介、5冊之内、16冊之
内、再見

SING35-1-6

にれ又村検地帳

1冊

元和 9・10・4

佐藤兵左衛門・岩田久左衛門・小助・権七、5冊之内、
16冊之内、再見

SING35-1-7

西庄検地帳

1冊

元和 9・10・4

岸太右衛門・高橋久兵へ・竿取清右衛門・作蔵、5冊之
内、再見

SING35-1-8

一楡俣より参候荒高々帳有之ニ・一寺連坊田畑
にれ又内ニ有之帳有・一本堂境楡俣分帳在之ニ

1綴

寛永 9・－・－

1枚

明暦 4・－・－

1冊

天明 3・4・－

1冊

天明 3・10・－

1冊

文化 1・9・3

2冊

SING35-1-9

(岡田将監様御検地内訳覚)
本戸村

SING35-1-10

安八郡楡俣村永引高反別仕訳帳
下書

SING35-1-11

當卯年田方名田訳毛揃帳
下書、安八郡楡俣村

SING35-1-12

濃州安八郡楡俣村高反別帳

御勘定平岩左膳様御普請役・増井右門太様御料所村々
田方立毛御見分として御越被遊候ニ付・絵図面と一緒
ニ大垣御役所へ上ル

SING35-1-13

被下場小前帳

1冊

文化 8・7・－

1冊

文化 9・12・－

みの横帳2冊可差出事、濃州安八郡楡俣村

SING35-1-14

濃州安八郡村高反別帳
御預役所焼失ニ付上ル

- 28 -

SING35-1-15

安八郡楡俣村當申田方毛揃帳

1冊

天保 7・10・－

庄屋喜多助扣

SING35-1-16

被下小前帳案

1 冊 －・－・－

荒地小前帳案、他1件

SING35-1-17

土取道細検帳

1 枚 －・4・16

与平次立会

３－土地台帳
SING35-3-1

覚(砂入荒ニ付)

1枚

天保 8・12・朔

8ヶ年以前寅年引入間違ニ付此度相改荒高引入可申候
事云々

SING35-3-2

(高反別覚書)

1 枚 －・－・－

寅年祐蔵より入候田地ニ付て荒高間違有之当酉起返高
有之ニ付引合書付荒高引入候訳有之

SING35-3-3

(廻文)

1通

－・8・11

去戌年畑方御引方別紙の通被仰渡候ニ付写を以申上候
云々、惣代権兵衛→本戸村・南波村・里村・福束村・
福束新田・藻池新田・海松新田・楡俣新田・大藪村・
楡俣村右御村々御庄屋中様

４－土地売買
SING35-4-1

質物流ニ相渡申田地之事

1通

寛政 10・12・－

年々御年貢諸役金ニ指詰りニ付、五右衛門(印)・五兵
衛(印)・権兵衛(消印)、×印あり

〔Ｓ I ＮＧ－３６
０－一
SING36-0-1

租

税〕

般

戸田采女正御預所濃州安八郡楡俣村卯御年貢米
四斗入(入米証)

1綴

米主(印)・米見八右衛門(印)・升取藤三郎(印)・庄屋
権兵衛(印)・戸田采女正家来佐藤鉄蔵(印)
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天保 14・11・－

SING36-0-2

戸田采女正御預所濃州安八郡楡俣村夘御年貢米
四斗入(入米証)

1綴

天保 14・11・－

米主(印)・米見八右衛門(印)・升取藤三郎(印)・庄屋
権兵衛(印)・戸田采女正家来

SING36-0-3

戸田采女正御預所濃州不破郡今須村夘御年貢米
四斗入(入米証)

1枚

天保 14・11・－

米主文右衛門(印)・米見嘉兵衛(印)・升取市郎兵衛(印)・
庄屋藤右衛門(印)→戸田采女正家来河合官太夫(印)

SING36-0-4

(大垣御預御役所御達控)

長

1綴

寅・7・－

御預所村々御廻米前ニハ格別御撰出等も無之御蔵納相
済候所云々

SING36-0-5

御用 大垣御預役所 楡俣村(包紙共)

1通

未・3・16

其村定免当未の年季明ニ付多分増米の上季継之儀近日
の内書付を以願出可申事、大垣御預役所(印)→楡俣村
庄屋・年寄

SING36-0-6

御用 大垣御預役所 直江村(包紙共)

1通

－・8・－

酒造御貸株の儀高100石ニ付冥加永3分宛申年以後稼中
年々相納可申処云々、大垣御預役所(印)→直江村又兵
衛(印)・澤田村市郎左衛門(印)・楡俣村勘左衛門

SING36-0-7

御用 大垣藩御預役所 楡俣村権兵衛・馬瀬村平左
衛門(包紙共)
1通

－・10・－

金札拝借村々当巳1割上納高書面の通候条金見役所え
相納云々、大垣藩御預役所(印)→楡俣村権兵衛・馬瀬
村平左衛門(印)

SING36-0-8

御用 大垣藩御預役所 楡俣村権兵衛(包紙共)

1通

－・10・24

当巳諸金納壱番触四番の内安八、大垣藩御預所(印)→
楡俣村権兵衛

SING36-0-9

急御用 増田庄太郎 南波村より右村々庄屋中 (包紙共)1 通 －・11・5
其村々御廻米郷蔵預申渡置候納所済の分ニ付、増田庄
太郎→南波村(印)・本戸村(印)・楡俣村にて西条村右
村々庄屋中

SING36-0-10

(楡俣村権兵衛宛大垣藩御預役所書状)

1通

－・11・20

1通

－・12・26

其組合村々宿助郷相勤候ニ付

SING36-0-11

御用 大垣御預役所 南波村(包紙共)

廻状、其村々御廻米納所蔵預の分ニ付、大垣藩御預役
所(印)→南波村・本戸村・楡俣村右村々庄屋・年寄

SING36-0-12

廻章 惣代

1通
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亥・9・4

当亥諸金納一番触上納ニ付、惣代権兵衛→福束村他9
ヶ村右御村々御庄屋中様

SING36-0-13

急廻文 割元 大薮村始り(包紙共)

1通

－・8・17

私領国役金御割賦ニ付、楡俣村西条権兵衛(印)→大薮
他9ヶ村右御村々御庄屋中様

SING36-0-14

(大垣御預役所御達)

1 通 －・7・－

諸御用役人出郷の節支度木銭手形并御用ニ遺ひ候村継
人足員数丁数書訳云々

SING36-0-15

(大垣御預役所御達)

1通

－・9・－

(楡俣村権兵衛・馬瀬平左衛門宛大垣御預役所書状) 1 通

－・9・25

江戸浅草御蔵御膳方より被仰渡候ニ付

SING36-0-16

其村々御廻米為納所近々より役人廻村ニ付

SING36-0-17

廻章 持廻り 里村彦内・にし条権兵衛

1通

－・10・8

今般御国恩御冥加上金可致旨御内沙汰有之趣ニ付、に
し条権兵衛・里村彦内→棚橋民弥様他15名

SING36-0-18

(廻章写)

1 綴 －・11・5

別紙の通組合村々至急相触可申事、大垣藩御預役所(書
印)→楡俣村権兵衛・馬瀬村平左衛門

SING36-0-19

小林善太郎・同善内様宛儀左衛門書状

1通

－・12・27

先日にし条武兵衛殿勘定ニ御出被下其節御咄しニハ向
後右畑の世話得不致との事云々

SING36-0-20

覚(其村納過の分ニ付)

1通

－・2・5

1通

－・2・6

大垣御預役所(印)→福束村庄屋

SING36-0-21

覚(納所郷蔵預ヶの分ニ付)

大垣御預役所(印)→福束村・本戸村・楡俣村右村々庄
屋・年寄

SING36-0-22

覚(両度ニ相納候ニ付)

1通

－・12・8

1綴

－・－・－

1通

安政 4・11・－

にれ又庄屋→喜多介様

SING36-0-23

送り状之事(明俵ニ付)
吹原勘兵衛(印)→大薮村勘四郎殿、他2件

１－本年貢
SING36-1-1

巳御年貢可納割付之事

桑原善右衛門(書印)・吉川彦五郎(書印)・大沢治兵衛
(書印)河嶋八右衛門(書印)→右村(濃州安八郡楡俣村)
庄屋・年寄・惣百姓
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長

SING36-1-2

(納所納分人別覚書)

1 綴 －・12・13

12月13日八右衛門方納所

SING36-1-3

(納所納分人別覚書)

1 枚 －・－・－

松右衛門・庄八・周平他5名

SING36-1-4

長

(御渡シ米村々割付覚書)

1綴

－・－・－

南波村他9ヶ村、他2件

SING36-1-5

(川並畑取米覚書)

1 枚 －・－・－
長

SING36-1-6

(明治廿八年度小作掟米取調書)
他19件

SING36-1-7

－・－・－

長

(明治廿九年度本戸村仲間地小作掟米取調書)
他3件

SING36-1-8

1綴
1綴

－・－・－

長

(明治三十一年度里村引入記)

1綴

明治 31・1・26

西松義夫殿、元里村米掛り担当人野村奥正→西松權兵
衛殿他4名、他7件

SING36-1-9

小

受取米記入簿

1冊

西松氏

SING36-1-10

長

(明治三十一年度引入米記)
引入米掛棚橋五郎・西松孫助→西松喬殿、他 20 件

SING36-1-11

長

長

(明治三十二年度掟米引入記)
(明治三十六年度本戸村仲間地掟米勘定)
西松逸蔵（印）→西松三郎殿、他26件

SING36-1-14

－・－・－

1 綴 (明治)32・1・31

渡邉一造(印)→西松義夫殿、他16件

SING36-1-13

1綴

(引入米記)
西松弥助(印)→西松喬殿、他4件

SING36-1-12

明治 32・11・－

(明治丗五年度本戸村仲間地勘定)

1綴

明治 33・1・－

1綴

明治 37・2・－

長

長

1綴

明治 36・2・－

1通

文化 7・9・－

西松逸蔵(印)→西松三郎殿、他19件

２－附加税
SING36-2-1

取極申書付之事

御預所下五郡村々へ御割賦の両御籾選立方之儀ニ付、
御預所下五郡惣代宮代村増右衛門・根古地村甚兵衛
(印)・楡俣村権兵衛・西結村領八・綾野村元右衛門→
八ヶ村御惣代中

SING36-2-2

取極申書付之事

1通

私共組合47ヶ村へ御割賦の両御籾選立方の儀ニ付、御
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文化 7・9・－

預所下五郡惣代宮代村増右衛門(印)・根古地村甚兵衛
(印)・楡俣村権兵衛(印)・西結村領八(印)・綾野村元
右衛門→八ヶ村御惣代衆中

SING36-2-3

乍恐書付を以奉申上候

1綴

午・9・6

大垣御預所下五郡え御割賦の両御籾去寅年より私共8
ヶ村ニて引請相納来候処云々、山県郡千疋村他2村・武
儀郡山田村・各務郡大洞村他3村右8ヶ村惣代古市場村
年寄七兵衛(書印)、次原村年寄佐右衛門(書印)→笠松
御役所

SING36-2-4

取極申書付之事(雛形)

1通

－・－・－

後欠、私共組合何拾何ヶ村え御割賦の両御籾選立の儀
云々

SING36-2-5

(御籾六ヶ村割付覚書)

1枚

－・－・－

1通

申・正・－

1冊

天保 5・12・吉

1通

－・2・23

福束村・楡俣村・本戸村・南波村・大藪村・里村

SING36-2-6

覚(私共組合村々献金上納当年分ニ付)
献金惣代中嶋村加太夫他6名→大垣御預役所

３－免
SING36-3-1

付

午年免割仕訳帳
庄屋喜多助

SING36-3-2

(大垣御預役所廻状)

其村々定免当巳年季明ニ付多分増米の上年継の義ニ付、
大垣御預役所(印)→福束村(印)・南波村(印)・里村
(印)・楡俣村・大藪村(印)右村々5ヶ村庄屋・年寄

４－上
SING36-4-1

納

覚(私領国役金御割賦上納ニ付)

1通

未・8・－

生津村割元徳右衛門(印)、楡俣村同断権兵衛(印)→御
預役所

SING36-4-2
SING36-4-3

(取米書付)
覚(楡俣村諸金納受取書)

1 枚 －・－・－
1 通 子・7・14

金見役所

SING36-4-4

覚(楡俣村新田諸金納受取書)

1通

寅・6・4

1通

巳・3・30

金見役所

SING36-4-5

覚(楡俣村諸金納請取書)
金見役所
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SING36-4-6

覚(楡俣村権八丑年酒造株代受取書)

1通

寅・8・6

1通

巳・8・29

1通

午・3・2

1通

申・9・12

1通

申・9・2

1通

酉・9・10

1通

酉・9・14

1通
1通

(明治)10・1・31
(明治)10・3・15

1通

(明治)10・10・10

1通

(明治)10・10・22

1通

(明治)10・12・5

1通

明治 11・1・25

1通

明治 11・1・25

金見役所

SING36-4-7

覚(楡俣村辰買納米代受取書)
御金見役所

SING36-4-8

覚(楡俣村諸金納受取書)
御金見役所

SING36-4-9

覚(楡俣村諸金納受取書)
金見役所

SING36-4-10

覚(楡俣村人足賃受取書)
金見役所

SING36-4-11

覚(楡俣村人足賃受取書)
金見役所

SING36-4-12

覚(楡俣村諸金納受取書)
御金見役所

７－地租改正
SING36-7-1
SING36-7-2

記(西松権兵衛民費・地價割等請取書)
記(堤道江敷地年貢米買上ヶ代割当り受取書)
南波邨戸長(印)→西松權兵エ様

SING36-7-3

(畑・宅地租税区分納取集書)
南波邨戸長(印)→楡俣村西松權兵エ殿

SING36-7-4

記(畑宅地地券税十年分五歩金受取書)
南波村戸長(印)→楡俣村西松權兵衛殿

SING36-7-5

(十年畑・宅正税三分納取集書)
南波村戸長(印)→楡俣村西松權兵衛殿

SING36-7-6

(明治十一年一月廿五日取立書)
畑方八月取立・民費、南波村戸長(印)→西松權兵衛殿

SING36-7-7

(明治十一年一月廿五日取立書)

田方一期・民費、南波村戸長(印)→楡俣村西松權兵衛殿

SING36-7-8

(昨十一年田方租税取立書)

1通

(明治 12)・4・28

1通

(明治)11・4・28

南波村戸長(印)→西松権兵衛殿

SING36-7-9

記(昨十年引入米ニ付)
南波邨戸長(印)→西松権兵衛様

SING36-7-10

記(去明治十一年小前引入金残り代金納入書)

1 通 (明治)11・8・20

南波邨三浦寛三(印)→西松権兵衛様

SING36-7-11

記(本年民費仮割受取書)

1通

南波邨戸長代理三浦寛三(印)→楡俣村西松権兵衛殿

- 34 -

(明治)11・8・20

SING36-7-12

(明治十一年畑方第ニ期券税取立書)

1通

明治 11・10・11

1通

(明治)11・10・21

1通

(明治)11・11・19

1通

(明治)11・12・29

南波邨船扱所(印)→楡俣村西松権兵衛殿

SING36-7-13

記(十一年畑方第ニ期代金受取書)
南波邨(印)→西松様

SING36-7-14

(改正地券用紙代拾弐通分請求書)
南波邨戸長(印)→楡俣村西松権兵衛様

SING36-7-15

(十一年畑宅地地券税第三期取立書)

(朱書)12月29日取立、(安八郡南波村戸長印)→西松権
兵衛殿

SING36-7-16

記(田方地券税第一期五歩金・民費割受取書)

1通

明治 12・1・29

1通

(明治)12・4・7

南波村三浦寛三(印)→楡俣村西松権兵衛様

SING36-7-17

記(地方税本年三月より六月迄分請取書)
ニレ又上西松権兵衛(印)→南波村下戸長御中

SING36-7-18

記(八月取立請取書)

1 通 －・1・24

南波村戸長(印)→西松権兵衛様

SING36-7-19

(田方代取立書)

1 通 －・3・16

3月16日取立、南波村戸長→西松権兵衛殿

SING36-7-20-1 (南波村地所反別・地価等勘定覚書)
SING36-7-20-2 記(地所・反別・地価勘定書付)
SING36-7-21
記(提防費受取書)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 括 明治 16・1・29

戸長役場→西松権兵エ殿、他35件、こよりにて1括、以
上(SING36-7-1～21)は「大垣船町美濃屋重助の金米糖
袋を利用した南波村地所附書類入」の袋入

SING36-7-22

記(田反別並地面所在地字名・書付届)

長

1綴

明治 15・11・29

持主加納精一・保証人西松権兵衛→濃厚会社正副社長
御中、(朱書)第29号、(奥印)宮川僲二

SING36-7-23

尾張國愛知郡東熱田村之内反別帳

1冊

明治 17・12・5

1通

明治 17・12・3

美濃国安八郡楡俣村西松権兵衛(印)

SING36-7-24

証(明治十七年田租第三期中村分楡俣村ニ付)

安八郡南条村外五箇村戸長役場(印)→納人西松權兵衛
(印)、12月9日領収の證

SING36-7-25

証(明治十七年田租第三期中村分楡俣村ニ付)

1通

明治 17・12・3

安八郡南条村外五箇村戸長役場(印)→納人西松しな
(印)、12月9日領収の證

SING36-7-26

証(十七年分田租第三期中村分楡俣村ニ付)
1通
安八郡南条村外五箇村戸長役場(印) → 納人西松権兵
衛、12月22日領収の證
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明治 17・12・23

SING36-7-27

(朱書)第六〇號(十九年第六期田租中村分領収書) 1 通

明治 20・4・13

安八郡南條村外五ヶ村戸長後藤辡次郎(印)→西松孫助
殿・他1人

SING36-7-28

(朱書)第一六號(十九年第六期田租中村分領収書) 1 通

明治 20・4・13

安八郡南條村外五ヶ村戸長後藤辧次郎(印)→西松孫助殿

SING36-7-29-1 記(十六年分納所費不足分ニ付)

1通

明治 18・2・10

1通

明治 8・2・10

中村旧戸長役場→西松権兵衛様

SING36-7-29-2 記(納所費等ニ付)
旧戸長役場→西松孫助様、他1件

SING36-7-30

(提防費仮割受取書)

1 枚 (明治)17・7・20

西松権兵衛殿、(朱書)神田分漂留入費

SING36-7-31-1 記(苗代国ひ方入費割賦金受取書)

1通

明治 18・8・31

1通

明治 18・8・31

1通

明治 18・7・9

1通

明治 18・2・11

金森與平治(印)→西松しな殿

SING36-7-31-2 記(苗代水防国ひ方入費割賦金受取書)
中村担当人金森與平治(印)→西松権兵衛殿

SING36-7-31-3 受取書(中村苗場国費豫算金ニ付)
苗場園担当人浅野齢之助(印)→西枩権兵衛様

SING36-7-32

記(十六年度納所費請取書)
中村旧戸長坂為三郎(印)→西松権兵衛殿

SING36-7-33

証(十九年分地券証印税中村分請取ニ付)

1 通 (明治)19・7・30

安八郡南條村外5ヶ村戸長役場(印)→楡俣村西松権兵
衛殿

SING36-7-34

証(十九年分地券証印税中村分請取ニ付)

1 通 (明治)19・7・30

安八郡南條村外 5 ヶ村戸長役場(印)→楡俣村西松権兵
衛殿・中村坂初衛殿

SING36-7-35

証(十九年分地券証印税中村分請取ニ付)

1 通 (明治)19・7・30

安八郡南條村外5ヶ村戸長役場(印)→楡俣村西松しな殿

SING36-7-36

記(中村戸長坂初衛へ小作入米十三年ヨリ十五年
迄差引不足米代十五年村費仮割并堤普請金田方
地租金出金差引勘定ニ付)
1通

(明治)16・12・19

西松孫助→西松権兵衛様

８－諸
SING36-8-1

税

小

公租諸書留帳

1冊

明治27年調製之、望洋、堤塘
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明治 27・－・－

〔Ｓ I ＮＧ－３７
０－一
SING37-0-1
SING37-0-2

教

育〕

般

實際禅師碑文
用文章

1枚
1冊

－・－・－
文化 12・卯・21

卯月廿一日写之

SING37-0-3
SING37-0-4

(霞山散人書)
近邊郷の名はる秋詩歌

1 冊 嘉永 3・－・－
1 冊 安政 6・3・吉

にしまつ喜多

SING37-0-5

小長

日用文字及日用書類

1冊

松石香川筆書(印)

SING37-0-6

－・－・－

小長

(仮名手紙文手本)

1冊

－・－・－

小

SING37-0-7

女教百人一首合鏡

1冊

－・－・－

SING37-0-8

女子用文教草

1冊

－・－・－

西松志け子

SING37-0-9

夏の御文四通全

２－藩
SING37-2-1

小

1冊

校

－・－・－

小

通告簿

1冊

明治 21・4・30

自明治21年4月30日至明治21年10月31日、岐阜県美濃国
安八郡斯立尋常小学校第一年生西松友吉

SING37-2-2

(招待状)

1 通 (明治)24・4・28

来ル5月1日午前9時福束村謹節小学校開校式執行ニ付、
安八郡里村外4ヶ村組合村長渡辺明哉→安八郡御寿村
長西松権兵衛殿

SING37-2-3

小

小寺源吾氏留學入費立替記
慶應義塾留学ニ付、西松喬

SING37-2-4

1冊

明治 27・8・29

小

友吉学費

1冊

明治 28・4・－

西松氏
小

SING37-2-5

日課表 一學期即六ヶ月分

1冊

明治・－・－

1枚
1通

－・－・－
明治 16・5・16

出版人安八郡大垣東船町安田杢左衛門

SING37-2-6
SING37-2-7

(安八郡勝賀村暁文學校閉校報知書)
記(戸長役場へ立替金学校給料借用ニ付)
安八郡中村戸長御代理用係富田貞助(印)→西松権兵衛殿
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３－儒
SING37-3-1

学

小

新刻改正年數早見(包紙共)

1枚

－・－・－

和泉屋市兵衛、棚橋印

SING37-3-2
SING37-3-3

土用中汎時
墨色考(封筒共)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

当年36才の占い、平沢紫峰

〔Ｓ I ＮＧ－３８
０－一
SING38-0-1

祭礼習俗〕

般

小

片野家関係備録

1冊

明治 23・12・－

1綴

明治 23・－・－

1括

明治 24・－・－

西松

SING38-0-2-1

廿三年十月分支出豫算
他3件

SING38-0-2-2

明治廿四年自一月至十二月歳入豫算
2枚、以上(SING38-0-2-1)に同封

SING38-0-3

片野家維持規程

1 綴 －・－・－

第1条～第8条

SING38-0-4

片野家維持規程

1 綴 －・－・－

第1条～第8条

SING38-0-5

西松権兵衛様宛古木熊太郎書状

1通

－・9・27

藤井都三郎氏より片野へ取換金当1月迄の精算高500円
云々

SING38-0-6

西松権兵衛様宛古木熊太郎書状(封筒共)

1通

－・1・17

1通

－・1・23

1通

－・2・1

1通

－・2・23

1通

－・3・8

1通

－・3・30

片野上京の由ニ付

SING38-0-7

西松権兵衛様宛片野篤二書状(封筒共)
金6万円の儀28日迄延引候哉云々

SING38-0-8

西松権兵衛様宛片野篤二書状(封筒共)
地所の義二付

SING38-0-9

西松権兵衛様宛片野篤二書状(封筒共)
来ル2日御集会の儀ニ付

SING38-0-10

西松権兵衛様宛片野篤二書状(封筒共)
明後同氏申上候ニハ本月中ハ到底六ケ敷と申来云々

SING38-0-11

西松権兵衛様宛片野篤二書状(封筒共)
談金の儀ニ付
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SING38-0-12

西松権兵衛様宛片野篤二書状(封筒共)

1通

－・7・23

1通

－・8・3

1通

－・8・7

1通

－・8・11

1通

－・9・24

兼々御依頼金件ニ付

SING38-0-13

西松権兵衛様宛片野篤二書状(封筒共)
此頃中ハ種々御厚配を蒙り時々ニ上松氏云々

SING38-0-14

西松権兵衛様宛片野篤二書状(封筒共)
延行共アレ青木氏よりの返紙廻送候の間御返納申上候
云々

SING38-0-15

西松権兵衛様宛片野篤二書状(封筒共)
御申渡の儀ニ付

SING38-0-16

西松権兵衛様宛古木熊太郎書状(封筒共)
昨日相揃中島ヨリ御願ニ罷在候儀ニ付

SING38-0-17

西松様宛古木書状

1 通 －・10・6

生儀旅行罷在候処昨日帰宅候ニ付一度参上致し度とは
存候得共云々

SING38-0-18

西松権衛様宛片野篤二書状

1通

－・10・12

西条村西松権兵衛様宛里村野村順是書状(封筒共) 1 通

－・10・26

兼て松木証券仕換分ニ付

SING38-0-19

此頃御華墨拝御詠候儀追々探貞候処云々

SING38-0-20

西松権兵衛様宛古木熊太郎書状(封筒共)

1通

－・11・22

昨日岐阜銀行へ相越候処片野より6月迄の利子勘定無
之て同利子延期の通信有之候云々

SING38-0-21

西松権兵衛様宛古木熊太郎書状(封筒共)

1通

－・11・23

1通

－・11・27

1通

－・11・30

1通

－11・30

岐阜銀行利金人ニ託し差出候儀ニ付

SING38-0-22

西松権兵衛様宛古木熊太郎書状
岐阜銀行6日迄利子領収書云々

SING38-0-23

西松権衛様宛片野篤二書状(封筒共)
此頃可申遣候金100円ニ付

SING38-0-24

西松権兵衛様宛古木熊太郎書状(封筒共)

片野より岐阜銀行6月迄の利金100円本日為御持被下正
ニ領収仕候云々

SING38-0-25

西松権衛様宛片野篤二書状(封筒共)

1通

－・11・28

来ル4日集会の儀御願候処唯今青木氏よりハ4日5日差
支候ニ付云々

SING38-0-26

西松権衛様宛片野篤二書状(封筒共)

1通

－・12・10

1通

－・12・10

兼て入用斗清算の儀ニ付

SING38-0-27

西松権衛様宛古木熊太郎書状
片野米売却の儀ニ付

- 39 -

SING38-0-28-1 西松権衛様宛古木熊太郎書状(封筒共)

1通

－・12・15

古橋氏名古屋表ニ不在因て東条へ相越候処津島へ出張
相成居候ニ付云々

SING38-0-28-2 片野家維持規程

1 綴 －・－・－

第1条～第6条、(SING38-0-28-1)に同封

SING38-0-29-1 西松権兵衛様宛片野篤二書状

1通

－・12・23

1通

明治 23・12・26

大垣銀行の義ニ付

SING38-0-29-2 約定書冩

安八郡四郷村片野篤ニヨリ明治23年12月26日附振出シ
小切手ヲ以テ金員ヲ引出シ候都合ニ相成候処云々、片
野篤二方取締人安八郡御寿村楡俣西松権兵衛→大垣銀
行頭取・支配人御中、(SING38-0-29-1)に同封

SING38-0-30

西松権兵衛様宛上松治郎書状(封筒共)

1通

－・12・28

片野氏へ貸候利子御年公成利金45円也云々、片野氏方
御世話係り西松権兵衛

SING38-0-31

西松権兵衛様宛片野篤二書状(封筒共)

1通

－・12・27

1通

－・3・24

此頃御申遣候義ニ付

SING38-0-32

西松権兵衛様宛片野篤二書状(封筒共)
棚橋氏金員の儀御不用被下候よし依テ利子の義云々

SING38-0-33
SING38-0-34

(分茂の俳句十句)
西松権兵衛様宛水谷平次良書状

1 枚 －・－・－
1 通 －・－・25

急用書、其節御咄し申上候御役所様え私共帰国御届今
25日可罷出と申上置候処云々

SING38-0-35

おぼヘ(しぼり代等相渡ニ付)

1通

卯・7・9

1枚

－・－・－

重右衛門→西上権平様

SING38-0-36

河合氏挙男子有詩次其親名繁穂
漢詩

SING38-0-37

(経典覚書)

1 綴 －・－・－

6枚、コトモ追々弁スルコト説略ス云々

SING38-0-38

(通知書)

1 枚 －・－・－

以上、(SING38-0-1～38)は「片野事件書類入」の袋入

SING38-0-39-1 相撲番附表
SING38-0-39-2 相撲番附表

１－祭
SING38-1-1

1 枚 文化 7・5・吉
1 枚 －・－・－

事

揚火順番記

1 括 -・10・19

会元大薮村3ヶ寺、2枚
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２－風俗習慣
SING38-2-1

不成就日

1枚

寛政 9・11・吉

長

SING38-2-2

葬儀費假出納帳

1冊

西松脩輔

SING38-2-3

長

準備扣

1冊

西松脩輔

SING38-2-4

明治 38・3・17
(明治 38)・3・19

長

覚(婚礼用品ニ付)

1 綴 丑・2・－

持添十太夫→西松権兵衛様

SING38-2-5

(神事等覚書)

1 枚 －・－・－

御神事の節ハ参上御取込中御厄介難有奉拝謝候云々

SING38-2-6

覚(財産分与ニ付)

1 綴 申・6・－

2枚

〔Ｓ I ＮＧ－３９
０－一
SING39-0-1

軍

事〕

般

對州より長崎奉行え差出之写

1綴

－・4・13

奉差上御受書之覚(海岸防備上納金御ほうびニ付) 1 綴

未・4・－

渡辺勘四郎・高橋助右衛門→御組合御一統様、他1件

SING39-0-2

宮代神領惣代右兵衛病気ニ付代勘左衛門・御領所村々
惣代西結村武左衛門・里村彦内・大場村長平病気ニ付
枠善之助、他1件

３－砦
SING39-3-1

(淀城下図)

1枚

－・－・－

中央部欠損

〔Ｓ I ＮＧ－４０
２－災害救済
SING40-2-1

博

物〕
長

潰家書上帳

1綴
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寛政 3・8・－

SING40-2-2

四月十二日郡中割元共御白洲の御召出の上被仰
渡書写し

長

1綴

－・4・12

楡俣村、他5件

SING40-2-3

夘夫食拝借金割符

1 枚 卯・－・－

〔Ｓ I ＮＧ－４９
２－洋
SING49-2-1

医

学〕

学

医師研究會

1枚

－・1・22

1月22日、雑報調内々、安八郡里村野村順道氏に係る報
告書

〔Ｓ I ＮＧ－５１
０－一
SING51-0-1

建

築〕

般

送り状事(杉・杭木等納入書)

1通

亥・7・17

材木屋藤七・安兵衛→西松権兵衛様

SING51-0-2

覚(松杉杭木ニ付)

1 通 亥・7・20

材木屋与三右衛門(印)→西条村権兵衛様

SING51-0-3

送り状之事(丸太等納品書)

1通

卯・7・26

白木屋武右衛門(印)→濃州西条村上り西松権兵衛様行

SING51-0-4

覚(入札之事)

1 通 －・11・21

豊喰新田舟大工与右衛門

SING51-0-5
SING51-0-6

覚(莚・明俵・縄数等ニ付)
記(人夫賃等受取書)(封筒共)

1 枚 －・7・23
1 通 子・8・－

庭重→西松喬様

SING51-0-7

記(人夫賃受取書)

1通

丑・2・－

1通

丑・8・－

庭重→西松喬様

SING51-0-8

記(人夫賃等受取書)
庭重→西松喬様
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SING51-0-9

記(人夫賃等受取書)

1通

寅・1・－

庭重→西松喬様、以上(SING50-0-6～9)は「西松きた殿
宛岐阜県安八郡大藪町役場、(朱書)庭重人夫賃書出入
り」封筒入

SING51-0-10

外座敷茶席ニ白蟻發生ニ付取替材木

1枚

(大正 2)・11・27

1通

(大正 2)・11・28

1通

(大正 2)・11・29

1通

(大正 2)・12・3

1通

(大正 2)・12・27

1通

(大正 2)・12・29

堀津材木屋浅野弥七方

SING51-0-11

記(材木納品書)
材弥商店→西松喬殿

SING51-0-12

西松喬殿宛材弥商店書状
注文の物品ニ付

SING51-0-13

記(材木納品書)
材弥商店→西松喬様

SING51-0-14

記(備後代等請取書)
畳屋孫七→西松喬様

SING51-0-15

記(材木代金受取書)

材弥浅野秀三→西松喬殿、以上(SING50-0-10～15)は
「西松喬殿宛材木商浅野弥七、(朱書)茶席修繕ニ付書
類入」封筒に入

〔Ｓ I ＮＧ－５２
０－一
SING52-0-1

治水土木〕

般

西条西松権兵衛様宛大薮吉田利兵次書状

1通

－・正・12

要用、去冬一件五郎右衛門殿より上輪中より江代銀4
両2分2匁3厘受取申候所少し当村分不足相見へ申候間
云々

SING52-0-2

大急廻状 御普請 惣代

1通

－・2・5

今夕叺築立人足左の通御村々御出シ可被下候云々、下
大榑新田他9ヶ村御村々御庄屋中様

SING52-0-3

御堤通廻文 持廻り 惣代

1通

－・3・6

兼て申上候堤内地走り出水の節見廻り差支無之様御取
払被下候儀云々、惣代共→御堤通り御村々御庄屋中様

SING52-0-4

西松権兵衛様宛新田仙右衛門書状

1通

昨日別紙の通下郷惣代より手紙遣し申候何卒乍御身苦
労南波村取調の趣御尋被成下云々
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－・3・13

SING52-0-5

(大垣御預役所御達)

1 通 －・3・21

国役御普請金別紙割合の通来ル26日迄割元庄屋え可相
納候、大垣御預役所(印)→割元楡俣村組合村々庄屋・
年寄

SING52-0-6

覚(土俵・なわ請取ニ付)

1通

－・7・12

1通

－・10・10

海松新田直左衛門→庄兵衛様

SING52-0-7

廻状 大薮村・海松新田・楡俣村・にし条

西条・海松新田急破御普請金〆22両御渡被成則両村よ
り罷出請取申候云々、西条喜多助・楡俣村五郎右衛門・
大薮村勘四郎・海松新田治兵衛→楡俣村他18ヶ村右御
村々御庄屋中様

SING52-0-8

廻章持廻り 井戸惣代

1 通 －・12・6

御組合井戸諸入用御割付の儀来ル八日洗堰会所ニおゐ
て云々、井戸惣代権兵衛・仙右衛門→大薮村他8ヶ村

SING52-0-9

にし条西松権兵衛様宛中村坂三右衛門書状

1通

－・12・7

1通

－・12・26

森部輪中江料一条昨日ニ懸合仕候処云々

SING52-0-10

西条権兵衛様宛大薮利平次書状

輪中割金取ニ遣申候間何卒此のものニ御渡し可被下候云々

SING52-0-11

覚(筵数・人名書付)

1 枚 －・－・－

１－川譜請
SING52-1-1

寛政元年御手傳御普請金付

1枚

寛政元・－・－

1通

寛政 5・11・-

西松権兵衛所持(花押)

SING52-1-2

丑春役御普請配賦 福束輪中(包紙共)

水野庄蔵(印)・赤生斎右衛門(印)→上大槫村他17ヶ村
右村庄屋・年寄・百姓代中

SING52-1-3

小

手鑑

1冊

文化 13・正・8

西松権兵衛

SING52-1-4

廻章 持廻り 自普請惣代

1 通 卯・3・6

当月普請請勘定取調割符仕別紙配符差上申候御覧被成
下当10日限御出金の程奉願上候云々、本戸村他16ヶ村
右御村々御庄屋中様

SING52-1-5

覚(當卯叺諸入用後割不足自普請中郷新田分間違
分江代米銀并五番先二重叺切組代金御人足賃仮割
御取替被下分納入書)
1通
海松新田与治兵衛→西松権兵衛様
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卯・12・24

SING52-1-6

覚(去寅十二月廿一日より当夘十一月廿日迄定式
人馬船賃請取書)
1通

卯・12・－

笠松堤方御役所(印)→右村(楡俣村)庄屋

SING52-1-7

覚(惣請取書)

1 通 申・12・27

漂惣代助右衛門(印)→西条御庄屋中様

SING52-1-8

覚(御預割不足銀請取書)

1通

酉・12・25

1通

戌・3・22

大薮村庄や勘四郎→にし条御庄や権兵衛様

SING52-1-9

急ギ廻文 楡俣村始り 割元

国役御普請金割符の通り当月24日限取立差上候様被仰
付候云々、楡俣村割元権兵衛・塩田村同断角助(印)→
楡俣村外7ヶ村右村々御庄屋中様

SING52-1-10

覚(去ル酉より去々寅迄六ヶ年分川通人馬賃銭請取書)1 通

辰・8・4

笠松堤方御役所(印)→右村(西条村)庄屋

SING52-1-11

記(普請金かり割并地価價割金請取書)

1 通 (明治)16・8・31

中村役場代金森平左衛門(印)・坂告右衛門(印)→西松
権兵衛殿

SING52-1-12

覚(囲明俵代受取書)

1 通 酉・5・2

御番所にて次兵衛(印)→御庄屋中様

SING52-1-13

覚(西条分当り金納入書)

1通

－・1・11

1通

－・2・26

新右衛門→権兵衛様

SING52-1-14

西松権兵衛様宛新田西脇儀右衛門書状
下郷惣代より手紙遣シ申候使の者拙宅ニ為待置候云々

SING52-1-15

西条御庄屋権兵衛様宛福束村庄屋助右衛門書状

1通

－・3・9

1枚

－・4・3

1通

－・4・13

1通

－・8・10

1通

－・8・20

1通

－・8・25

1通

酉・3・19

1枚

－・3・14

当村中堤大搦築立出来仕候云々

SING52-1-16

(御勘定様・御普請役様御小休覚書)
2月3日～4月5日まで

SING52-1-17

西条権兵衛様宛福束助右衛門書状
土取代別紙の通ニ御座候云々

SING52-1-18

覚(漂弁金并自普請不足銀納入書)
上大榑新田庄屋圓右衛門→西条村御庄屋権兵衛様

SING52-1-19

西松権兵衛様宛富田貞助書状(封筒共)
村費割并堤防費出金方ニ付

SING52-1-20

覚(御普請弁金村当りの分納入書)
中郷新田庄屋銀次→西条村御庄屋権兵衛様

SING52-1-21

覚(当村中堤御普請金之内請取書)
福束村請負人孫八・同断礒右衛門(印)→西条御庄中

SING52-1-22

覚(西条分代金内訳ニ付)
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SING52-1-23

覚(中堤御普請人足賃銭請取書)

1通

－・4・28

1枚

－・2・15

留助(印)・磯右衛門(印)→西条御庄屋中

SING52-1-24

二月十五日御高請切手
西条

SING52-1-25
SING52-1-26

(西条分代金内訳覚書)
四月六日切手

1 枚 －・－・－
1 枚 －・4・6

西条

SING52-1-27

覚(代金内訳ニ付)

1 通 －・11・16

西条御庄屋衆中

SING52-1-28

覚(代金内訳ニ付)

1 枚 －・－・－

西条

SING52-1-29

澪請割 西条

1 枚 －・－・－

取替金

SING52-1-30
SING52-1-31

長

(西条分代金内訳覚書)
小屋料引訳

1 綴 －・－・－
1 枚 －・－・－

楡俣・西條

SING52-1-32
SING52-1-33
SING52-1-34

覚(高諸拝借代等内訳ニ付)
(西条分代金内訳覚書)
髙請金割賦切手

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

楡俣村

SING52-1-35
SING52-1-36

(西条金高割代等内訳覚書)
覚(豊喰土等ニ付)

1 枚 －・－・－
1 通 －・4・13

ふく束兵衛門→西条権兵衛様

SING52-1-37

(一色浦新切所諸入用楡俣村分覚書)

1綴

－・－・－

覚(蓮池新田・海松新田地内中堤切所諸入用ニ付) 1 枚

－・－・－

人足・明俵・縄・雑木

SING52-1-38

人足・明俵・縄・雑木

SING52-1-39
SING52-1-40

大藪村より割合高請割
壱番(太兵衛浦ニ付)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

川表西之丁張高・横、同中之丁張高横・同東丁張高横

SING52-1-41

(太兵衛浦・宮浦ニ付)

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

坪数・人足賃

SING52-1-42

(太兵へ浦・又吉浦・宮西ニ付)
坪数・横・高

SING52-1-43

覚(畑八右衛門分ニ付)
坪数

SING52-1-44

(十連坊浦・宮浦土代等覚書)
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SING52-1-45
SING52-1-46
SING52-1-47
SING52-1-48

五番(十連坊引続東坪数・法・厚・代金覚書)
(五番十連坊東坪数・法・厚覚書)
(宮浦・弐番又吉浦坪数・高・法・厚・代金覚書)
(西条・本戸村・南波村土地価格覚書)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

西條1番～5番、本戸村1番～3番、南波村1番～3番

SING52-1-49

(当村武左衛門覚書)

1 枚 －・－・－

1番～3番、人名・代金

SING52-1-50

(中郷村分負担金覚書)

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

1番～3番、代金

SING52-1-51

(本戸村分負担金覚書)
1番～3番、代金

SING52-1-52

(西条村分負担金覚書)
1番～5番、代金

SING52-1-53

(南波村分負担金覚書)
前上部欠、地名・代金

SING52-1-54

(里村分負担金覚書)

1 枚 －・－・－

地名・代金、以上(SING52-1-40～54)はこよりで1括

SING52-1-55

(代金内訳覚書)

1 枚 －・－・－

西組・東組・中組・十連坊

SING52-1-56

記(割込ニ付)

1通

－・－・－

1通

－・－・－

1通

－・－・－

1冊

寛政 8・10・－

潰地連中→西松大君様

SING52-1-57

(役場調細帳表写し覚書)
潰地連中→西松大君様

SING52-1-58

覚(竹・かなわ・人足・木材代等勘定ニ付)
連中中村→西松権兵衛様

２－治水一般
SING52-2-1

仮證文之事

福束新田・藻池新田・中郷新田・海松新田・五反郷新
田・上大榑新田・下大榑新田・豊喰新田・大吉新田、
右九ヶ村全躰地面低ク年毎致水損候ニ付云々、福束新
田庄屋甚左衛門(書印)他13名→大吉新田御庄屋新左衛
門殿・同断御庄屋兵右衛門殿、同断御庄屋和吉殿

SING52-2-2

江通り模様替ニ付取極之事

1通

先達て御引合の江通ハ1反分ニ付代米1石7斗ニ相極メ
申候処云々、小源次(印)他13名→村役人衆中
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享和 3・閏正・－

SING52-2-3

内済定證文之事

1通

文化 9・7・－

安八郡福束輪中上郷本田方10ヶ村の儀地高ニて田方旱
損致候ニ付近年掘抜井戸を以用水ニ相用候処下郷新田
方6ヶ村低地ニて溜り水相湛候村柄の儀ニ付云々、多羅
尾四郎次郎様御代官所安八郡中郷新田庄屋銀次(印)他
5名・右同断同郡下大槫新田庄屋十右衛門(印)他6名・
右同断同郡五反郷新田庄屋甚兵衛(印)他2名・戸田采女
正様御預所同郡福束新田庄屋茂平(印)他2名・右同断同
郡藻池新田庄屋又左衛門(印)他2名・右同断同郡海松新
田庄屋八十郎(印)他2名・多羅尾四郎次郎様御代官所同
郡上大槫村庄屋忠左衛門(印)他2名・右同断同郡中郷村
庄屋杢右衛門他2名・戸田采女正様御預所同郡福束村庄
屋伊右衛門(印)他2名・右同断同郡里村庄屋安右衛門
(印)他2名・右同断同郡南波村庄屋儀左衛門(印)他3名、
右同断同郡本戸村庄屋久左衛門(印)他2名・右同断同郡
楡俣村庄屋五郎右衛門(印)他5名・同村西条庄屋権兵衛
(印)他2名・右同断同郡大薮村庄屋勘四郎(印)他3名・
右同断同郡楡俣新田兼帯庄屋五郎右衛門(印)他2名・多
羅尾四郎次郎様御代官所同郡五反郷村庄屋民右衛門
(印)他2名、(奥印)飯木村庄屋新五兵衛(印)・上ノ郷村
庄屋藤太夫(印)

SING52-2-4

取極申一札之事

1通

文化 13・正・－

此度伏越桶大破ニ相成候ニ付、西条村庄屋権兵衛・年
寄勝五郎→森部輪中御庄屋中

SING52-2-5

入水御普請ニ付諸御触并御掛御役人名前旦願書請書
御救金米之類一切書留帳
1冊

嘉永 3・8・－

繁枝園扣

SING52-2-6

西松権兵衛様西脇作右衛門様宛中郷新田国枝小右
衛門書状
1 通 －・1・13
御紙面の趣近藤氏へも早速申遣候当下郷相談の上御返
事可申上候間暫ク御見合被下候云々

SING52-2-7

西松権兵衛様宛新田仙右衛門書状

1通

－・2・26

先刻申越被成下候尤日限の儀来2日申遣し候間左様ニ
御承知可被下候て右日限ニは福束新田へ御出勤被成下
候様奉願上候云々

SING52-2-8

大急回章 持廻り 上郷井戸惣代共

1通

昨日私共と下郷村々福束新田ニて集会仕昨冬下郷小前
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－・3・3

の者共上郷へ井戸の儀ニ付種々難題申懸り候儀ニ付大
急御相談申上度義出来候間何卒明4日不抱晴雨楡俣新田
江翁寺へ御集会ニ預り度云々、井戸惣代西松権兵衛・西
脇仙右衛門→大薮村他8ヶ村右御村々御庄屋衆中様

SING52-2-9

西松権兵衛様宛高橋助右衛門・三浦寛之丞書状

1通

－・3・18

此頃被仰聞候井戸一件の儀昨日福束村不用井戸潰方ニ
付下郷新古惣代勘右衛門・小左衛門・利三郎・孫六右4
人相見へ候ニ付云々

SING52-2-10

西条西松権兵衛様・西脇仙右衛門様宛福束村庄屋
書状
1通

－・4・2

明後4日井戸御廻り御苦労被成下就ては当村御揃と被
仰聞承知仕猶又御揃宿の義御尋被下休太夫方へ御揃被
下度云々

SING52-2-11

西松権兵衛様宛西脇仙右衛門書状

1通

－・4・9

昨日下郷惣代参り候へ共折悪敷国枝留主ニて咄合も不
出来明10日早朝ニ可参様申置帰村仕候右一件ニ付云々

SING52-2-12

回章持廻り上郷井戸惣代

1通

－・4・12

当年上郷井戸惣代私共両人ニ御座候間万事冝敷御頼奉
申上候就ては定例下郷より井戸惣廻りの儀明後4日よ
り相始候様申参り候ニ付云々、楡俣新田仙右衛門・西
条権兵衛→福束村他7ヶ村右御村々御庄屋衆中様

SING52-2-13

西脇仙右衛門様・西松権兵衛様宛近藤利三郎・國枝
小左衛門書状
1 通 卯・花・2
当年井戸御惣代御当番の由承り下郷儀ハ拙共両人ニ御
座候間何卒冝敷御頼申上候就いては例年の惣廻り儀明
後4日始ニ被成下ては如何ニ御座哉云々

SING52-2-14

西松権兵衛様・西脇仙右衛門様宛南波村三浦寛之
丞・高橋助右衛門書状
1通

－・卯・9

井戸鍵箱の鍵御尋被成下候処井戸鍵箱の儀は上郷惣代
大薮村勘四郎殿より昨春受取候得共別ニ右鍵箱の鍵受
取不申候ニ付私方ニは無御座候間此段御承知可被下候
云々

SING52-2-15

西松権兵衛様宛西脇仙右衛門書状

1通

－・5・23

1通

－・7・18

井戸入組一件ニ付

SING52-2-16

西松権兵衛様宛片野民右衛門書状

井戸一件昨日東三様へ委細申上定て御承知被下候と奉
存候下郷も暫時日延の儀引合置申候云々
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SING52-2-17

西松権兵衛様宛三浦寛之丞・片野民右衛門書状

1通

－・7・24

御村方井戸一件別紙の通下郷より申来り候ニ付2・3日
日延相頼遣し申候如何御勘考相成候哉云々

SING52-2-18

西脇仙右衛門様・西松権兵衛様宛近藤利三郎・國枝
小左衛門書状

1 通 －・8・11

西条井戸一件取噯破談ニ相成候間明12日西松御氏へ下
郷役前罷越及引合度云々、下郷井戸惣代→上郷井戸御
惣代中様

SING52-2-19

西松権兵衛様宛新田西脇仙右衛門書状

1通

－・8・11

急用事、只今下郷惣代紙面遣し申候何分拝見被成下御
勘考可被下候云々

SING52-2-20

急廻文 持廻り 西条

1 通 －・8・11

当村井戸一件御取噯の衆より段々下郷へ御入渡被下候
得共不行届候就ては下郷惣代両人より上郷惣代両人名
当ニて書状差越明12日西条へ及引合候間云々、西松藤
三郎→加納儀左衛門様他14名

SING52-2-21

西松権兵衛様宛三浦寛之丞・片野民右衛門書状

1通

－・8・11

御村方井戸一件書面取直し可申の儀去ル5日両人國枝
氏え罷出御村方より御附紙の処種々申談し相承候処組
合相談の上返答可致旨被申聞候ニ付云々

SING52-2-22

西脇仙右衛門様宛近藤利三郎・國枝小左衛門書状 1 通

－・8・12

昨夕西条一件乍御苦労被下置度段申上候処西松御氏御
他行ニ付両3日日延可仕旨御返事御座候へ共尚又使の
者是非明日罷越候ハバ呼ニ被遣候ニ付早朝可申上旨御
伝言の由云々

SING52-2-23

西松御氏様宛仙右衛門書状

1通

－・8・12

御留主の趣も申達2・3日日延致呉候様ニ申遣し候へと
も昨夜使来り候故セヒ明日御出ニ相成候ハヽ呼ニ不行
ば不相成候様ト急渡口上ニて申遣し候処只今右様の手
紙参り候間如何申遣し候哉云々

SING52-2-24

西松権兵衛様宛新田西脇仙右衛門書状

1通

－・8・15

井戸入組下郷ト破談成候ニ付御役所えも相成候哉此儀
ニ付云々

SING52-2-25

大急廻章 持廻り 西条

1通

井戸一件ニ付暫く振合の替り候義出来仕候ニ云々、西
条→本戸村他8ヶ村右御庄屋衆中
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－・8・17

SING52-2-26

西松権兵衛様宛三浦寛之丞・片野民右衛門書状

1通

－・8・21

先刻寛之丞公御来駕委曲承知仕候下郷も只今相見へ左
ニ付貴面の通御相談申上度奉存候云々

SING52-2-27

西松権兵衛様宛片野十三郎書状

1通

－・8・22

其節御相談申上候井戸一件ニ付出笠の義民右衛門只今
帰宅致し篤と相尋候處明23日泊り込ニ出笠の積り昨日
下郷えも引合ニ相成候間此段御承知可被下候云々

SING52-2-28

片野民右衛門様宛田中金三郎・山北実兵へ・國枝
小左門書状
1通

－・8・23

西条へ御苦身被下廻見候処一応笠松へ相伺呉候様申来
候ニ付明日出笠可仕旨被仰下承知仕候処云々

SING52-2-29

権兵衛様宛五郎太夫書状

1通

－・8・23

井戸一件ニ付承り候得は昨日御出笠相成候よし然ル処
別紙の通片野氏より申来国枝氏よりの状写とも心切ニ
被申右状の振合ニては笠松御懸り様ニて片野氏ニ委し
き義を不申上様えふた被察入候云々

SING52-2-30

棚橋五郎太夫様宛片野民右衛門書状

1通

－・8・23

昨日東三郎より御談し申上候井戸一件の儀笠松伺方下
郷え申遣しの処別紙の通申来り如何可仕哉御勘考被下
候云々

SING52-2-31

大急廻文 持廻り 西条

1通

－・8・28

井戸一件ニ付此頃中権兵衛笠松へ罷出種々片野氏より
御渡り被成下候処甚以六ヶ敷夫ニ付棚橋氏・渡辺氏御
出笠被下猶又彼是心配被成下候得共頓と引届不申云々、
西条役前→本戸村小林彦右衛門様他11名

SING52-2-32-1 笠松笹屋ニて西松権兵衛様宛西条西枩藤三郎・
衣斐庄左衛門書状(包紙共)
1通

－・8・28

井戸一件五郎太夫殿被引取委細承り早速村方夫々え
種々談示候処云々

SING52-2-32-2 藤三郎様宛笠松ニて権兵衛書状

1通

－・8・28

急用事、井戸一件大六ヶ敷ニて手前もとりこ同様の次
第夫ニ付此頃五郎太夫様・勘四郎様御出笠被下種々御
相談申上下郷へいろいろと示談いたし候処中々行届不
申云々、(SING52-2-32-1)に同封

SING52-2-33

西松権兵衛様宛片野民右衛門書状

1通

誠ニ此頃は笠松表御苦労千万奉存候右ニ付井戸埋立の
儀明ニ日御取成被下度段下郷より申越候ニ付云々
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－・9・1

SING52-2-34

西松権兵衛様宛南波村三浦寛之丞書状

1通

－・9・10

井戸一件も先々御済口相成御同慶奉存候誠ニ其後風邪
ニて引籠罷在御見舞不申上失敬奉存候云々

SING52-2-35

西松権兵衛様宛片野民右衛門書状

1通

－・9・15

過刻貴状拝見先方へ引合候処別紙の通申来候ニ付又候
申上候云々

SING52-2-36

西松権兵衛様宛片野民右衛門書状

1通

－・9・15

埋立ニ付委曲御申越被下承知仕候右は今日愚父も留主
中ニて困入候云々

SING52-2-37

加納儀左衛門様宛にし条西松権兵衛書状

1通

－・9・16

一昨日は井戸埋立の儀ニ付御苦身被成下難有奉存候扨
其節御引合ニ相成然ニ今日又候御苦身ニ相成候筈の処
井戸堀引合仕候処中々早速難行届ニ付云々

SING52-2-38

西松権兵衛様宛中郷新田ニて片野民右衛門書状

1通

－・9・16

只今我ら方へ罷出下郷へ日延の儀相頼候処差延候ても
色々差支有之候間團平井戸丈ヶ埋立可申十連坊外へ罷
出御相談可申旨被申聞候間左様御承知被下候云々

SING52-2-39

西松権兵衛様宛片野民右衛門書状

1通

－・9・18

昨夕申上候井戸埋方一条今朝下郷惣代より引延の儀尚
又相頼候処別紙の通り申来何分困入申候只今より銀ニ
方へ罷出一応日延相頼可申積りニ候へ共云々

SING52-2-40

西松権兵衛様宛中郷新田國枝小左衛門書状

1通

－・9・19

井戸桶御拵被成下候ニ付明後21日出勤可致由被仰聞委
曲承知仕候組合申通明後21日早朝より地帳仕旨何卒冝
敷御頼申上候

SING52-2-41

上郷井戸御惣代中様宛下郷井戸惣代共書状

1通

－・12・18

此頃上郷村々の内え下郷小前とも罷出井戸の儀ニ付彼
是申込候趣御沙汰ニ付云々

SING52-2-42-1 (差出申證文之事)

1 枚 －・－・－

当村團平屋敷内ニ隠井戸有之趣下郷人足相見付御差当
ヲ請一言の申訳無御座右ハ全ク先年の崩井戸寄水いた
し候義ニ御座候云々

SING52-2-42-2 (絵図面)

1 枚 －・－・－

(SING52-2-42-1)に折込

SING52-2-43

覚(御預割金・清勘定差引不足金勘定納入書)
楡俣新田庄屋与平次→西条村権兵衛様
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1通

巳・12・28

SING52-2-44

覚(手拭代等受取書)

1 通 巳・12・－

茂右衛門→権兵衛様

SING52-2-45

覚(酒・肴代等村方分ニ付)

1枚

－・12・6

SING52-2-46

覚(酒・くすり・とふ代等受取書)

1通

－・12・－

伊右衛門→権兵衛様、以上(SING52-2-6～46)は「丑年
并寅年慶応元年井戸一件書類入 惣代」の包紙に入

SING52-2-47

福合村國枝小左衛門様宛大野村脇坂文助書状(封筒共)1 通

－・4・10

右一事如何相成候哉其景勢承り度云々

SING52-2-48-1 下郷井戸御惣代中様宛上郷井戸惣代共書状

1通

－・5・2

2日大薮村正副戸長出岐差支ニ付楡俣村于初メ可致旨
被仰越候処是も大薮村同様正副戸長出県罷在候故打合
セ方不行届候間此段御承諾被下候云々

SING52-2-48-2 下郷井戸御惣代早藤覚左衛門様・田中金三郎様宛
上郷井戸惣代書状

1綴

－・5・1

御返事難有拝見仕候其趣大薮村へ引合ニ及候処同村よ
り申越候ニハ戸長組長明早天出県并副長ハ警察署へ今
午後出垣候ニ付今暫くの処御猶予御頼呉ト申参り候ニ
付云々、他1件、(SING52-2-48-1)に巻込

SING52-2-49-1 井戸御惣代早藤覚左衛門様・田中金三郎様宛片山
甚三郎書状

1通

－・5・1

只今大薮ヨリ申越候は御庁より御召ニ付戸長出県仕候
ニ付下郷え御延し被下候様御引合被下候様申来り何卒
御延し可被成下候様御取斗奉頼上候早々已上

SING52-2-49-2 上郷井戸御惣代中様宛下郷井戸惣代代筆書状

1通

－・5・1

明2日大藪村儀正副戸長衆出県云々、(SING52-2-49-1)
に巻込

SING52-2-50

片山甚三郎様・棚橋五郎様宛田中・早藤書状

1通

－・5・1

大藪村戸長御召ニ付井戸埋方日延の儀被仰下候処何分
昨日も御存の通下郷麦畑へ水乗候ニ付云々、以上
(SING52-2-48～50)はこよりで1括

SING52-2-51

國枝・渡邊両老宛巖田弾之丞書状

1通

－・5・26

1通

－・6・10

1通

－・6・28

閑談の事件ニ付

SING52-2-52

國枝小左衛門様宛脇坂文助書状(封筒共)
御痛慮の井戸一条ニ付

SING52-2-53

渡邊勘四郎様宛國枝小左衛門書状
過日巖田氏始ヨリ今回岐阜ニテ取扱方可致ニ付云々
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SING52-2-54

大薮村渡邊勘四郎様・中郷村國枝小左衛門様宛
大野村脇坂文助書状(封筒共)

1通

－・6・27

過般井戸一件ニ付再会来7月2日頃ニ御約諾いたし御別
離いたし置候云々

SING52-2-55

國枝小左衛門様宛脇坂文助書状

1通

－・6・27

午前中申上候次第ニ付片野氏え伺打合被成下候処同氏
ヨリの返翰御使拙宅え持込候ニ付云々

SING52-2-56

國枝小左衛門様宛脇坂文助書状

1通

－・6・27

1通

－・6・30

1通

－・7・2

1通

－・7・2

1通

－・7・2

出岐の儀ニ付

SING52-2-57

國枝小左衛門様宛文助書状(封筒共)
明日は彼地え出頭可参高儀候処云々

SING52-2-58

國枝小左衛門様宛脇坂文助書状(封筒共)
御懇為被候面いさゑ承諾いたし候云々

SING52-2-59

片野龍蔵様宛脇坂文助書状
御区内井論の儀ニ付

SING52-2-60

國枝様宛片野龍蔵書状

只今脇坂氏より別紙の通り申来り候ニ付小生より御答
候は云々

SING52-2-61

國枝小左衛門様宛脇坂文助書状(封筒共)

1通

－・7・23

客日巖田子え御照会の処同生1人ニテ差支ニ相成候テ
ハ云々

SING52-2-62

國枝小左衛門様宛田中金三郎書状

1通

－・7・14

昨日御申越の条片野氏え返事承罷出候処実道公此節長
沢村エ説教に参り居り同人引取ならてハ出役難出来趣
ニ付云々

SING52-2-63

國枝小左衛門様宛脇坂文助書状(封筒共)

1通

－・7・20

今日巖田子え照会候処同子返翰ニハ本月中ハ甚以公暇
無之趣当惑罷在候得共云々

SING52-2-64

國枝小左衛門様宛巖田弾之丞書状(封筒共)

1通

10・7・22

1通

－・7・22

脇坂君より御照会の趣有之ニ付

SING52-2-65

巖田弾之丞様宛国枝書状

一昨日脇坂氏より近々同氏の同限ヲ以照会被致候処
云々

SING52-2-66

國枝小左衛門様宛鈴木重三郎書状(封筒共)

1通

兼て御心痛ニ相成居候一事御細書逐一相承仕候云々、
以上 (SING52-2-64～66)はこよりで1括
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－・7・27

SING52-2-67

福合村國枝小左衛門様宛大野村脇坂文助書状(封筒共)1 通

－・7・27

明26日今尾ニ於テ集頭可致筈片野・伊藤・早川3子ト約
し置候処云々

SING52-2-68

上下御惣代國枝小左衛門様・浅野半蔵様宛大野村
脇坂文助書状(封筒共)
1通

－・7・29

兼々井論一条過般岐地ニ於テ追テ出頭可致旨ヲ以御分
襟致置候処云々

SING52-2-69

福束輪中國枝小左衛門様・森嶋勘右衛門様宛三喜
村伊藤又吉代理服部丈平書状(封筒共)
1通

－・7・30

今般堀抜井戸一件ニ付来ル8月8日出願の義被仰付候処
今日他行仕候間右日限ニは操替出頭可仕候様申聞候間
云々

SING52-2-70

元中郷新田國枝小左衛門様宛脇坂文助書御代筆状 1 通 －・8・3
御書状壱封正ニ請取可申候云々

SING52-2-71

元中郷新田國枝小左衛門様宛今尾藤島屋ニテ脇坂
文助書状
1 通 －・8・4
来8日ヨリ兼々水行事件着手宿所の儀ニ付

SING52-2-72

國枝様宛鈴木書状(封筒共)

1通

－・8・14

兼て水議の儀ニ付

SING52-2-73

國枝様宛両生書状

1 通 －・－・7

只今は西瓜四ツ御贈り被下是亦奉謝候云々、以上(SING
52-2-47～73)は「明治10年 井戸関係諸書入ル 1月以
来」の袋に包まれてあり

SING52-2-74
SING52-2-75
SING52-2-76

掘貫井戸規則水路變換方法之約定
(水位日々調査記録)
覚(壱番樋割賦金請取書)

1 冊 明治 11・12・－
1 枚 明治 18・6・－
1 通 辰・11・晦

海松新田庄屋金三郎(印)→西條庄屋権兵衛殿

SING52-2-77

覚(壱番叺修覆叺御買入人足ちん請取書)

1通

辰・12・27

海松新田治兵衛(印)→西条御庄屋中様

SING52-2-78

覚(土地代納入書)

1 通 戌・3・25

森部輪中惣代孫左衛門→御庄屋西枩喜多助様

SING52-2-79

西条御庄屋権平衛様宛海松新田治兵衛書状

1通

－・4・晦

3番叺繕代金御取かへ被成可被下候様ニ御願申上候処
云々

SING52-2-80

廻章 持廻り 勘四郎・権兵衛

1通

当輪中御普請人足賃諸色代金渡方差支候ニ付御拝借奉
願候処云々、惣代大薮村勘四郎・同にし条権兵衛→本
戸村他6ヶ村右御村々御庄屋中様
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－・4・－

SING52-2-81

覚(用水入用金請取書)

1通

－・6・11

1通

－・9・27

南波村会所→西条御庄屋中様

SING52-2-82-1 御用 大垣御預役所 楡俣村(包紙共)

昨日致返納候水留金100両金見上田庄右衛門方ニて相
改候処疵金29両有之候間右替金持参明28日4時可罷出
事、御預御役所(印)→楡俣村庄屋・年寄

SING52-2-82-2 覚(水留金弐百両の内百両請取書)

1通

亥・9・26

御預役所(印)→楡俣村庄屋、(SING52-2-82-1)に同封

SING52-2-83

差入申御改書之事

1 枚 －・－・－

当村團平屋敷内ニ隠井戸有之趣下郷人足相見付御差当
ヲ請一言の申訳無御座云々、他 1 件

SING52-2-84
SING52-2-85
SING52-2-86
SING52-2-87

覚(西条・楡俣村・大薮村の江通道敷・橋叺修覆料
等ニ付)
1 枚 －・－・－
覚(八右衛門土場等ニ付)
1 枚 －・－・－
同廿四日水行差障之見分
1 枚 －・－・24
(治水関係綴)
1 綴 －・－・－
7件

SING52-2-88

西條村西松喜多助様宛森部村山田繁右衛門書状

1通

－・極・19

1通

－・12・27

1枚

－・－・－

江料代残金延引分納入ニ付

SING52-2-89

覚(壱番叺修覆叺出人足賃銀請求書)
新田治兵衛→西条御庄屋中様

SING52-2-90

治水ノ大工事ヲ聞テ一度ハ喜ヒ一度ハ歎ク

加茂郡肥田瀬村武藤由太郎・大野郡西方村所清之助慨
嘆書

SING52-2-91

平水位調査表用紙

1 枚 大正・－・－

岐阜県

SING52-2-92

い號量水標用紙

2 枚 －・－・－

内務省名古屋木木出張所

SING52-2-93

水位日表用紙

3枚

－・－・－

岐阜県測候所

SING52-2-94
SING52-2-95

岐阜県土木課物品仕拂請求書用紙
2 枚 －・－・－
内務省大阪土木出張所物品請求領収證用紙(包紙共) 2 枚 －・－・－

５－願
SING52-5-1

書

乍恐書付を以御届奉申上候

1通

尾州様御分領森部輪中悪水江下の儀ニ付、楡俣村庄屋
権兵衛(印)・同断庄右衛門(印)→大垣御預御役所
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享和 3・閏正・－

SING52-5-2

御模様替門樋願書写 福束輪中

1冊

安政 4・7・－

1通

丑・6・－

福束輪中18ヶ村両御支配村々庄屋連印→江戸御役人中様

SING52-5-3

乍恐書付を以奉願上候

森部輪中悪水落江下一件江代米橋圦修覆料米其外諸勘
定相済不申候ニ付、戸田采女正御預所安八郡楡俣村庄
屋半左衛門(印)他4名・大薮村村庄屋勘四郎(印)他3名
→大垣御預御役所

SING52-5-4

乍恐書付を以奉願上候

1枚

－・－・－

安八郡森部輪中悪水落江下自普請の儀ニ付、(端裏書)
添翰願、楡俣村・大薮村

SING52-5-5

乍恐書付を以奉願上候

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

後欠、安八郡森部輪中悪水落江下自普請の儀ニ付

SING52-5-6

請願書

当福束わ中予備金と申ハ明治6年以来大野中村納得金
并中堤廃場代金等ニて云々

SING52-5-7

(書状断簡)

1枚

－・－・－

西松氏→権兵衛様

〔Ｓ I ＮＧ－６０
１－農業、漁業
SING60-1-1

業〕
小

亥種年貢受取帳

1折

西松権兵衛

SING60-1-2

産

嘉永 4・5・21

小

幾久農花

1冊

明治 10・6・10

白沙翠竹、江邨(西松印）、6月10日植込 明治10年花檀
～27年実生

SING60-1-3

安八郡御寿村西松権兵衛様宛安八郡役所内美濃
米品評會長鈴木徹書状(封筒共)
1通

－・3・2

本年度初回の開会ニ付

SING60-1-4

御寿村長西松権兵衛殿宛岐阜縣安八郡大垣町第一
回美濃米品評會副會長鈴木徹書状(封筒共)
1通

明治 24・3・16

本会褒章式授与式ニ付

SING60-1-5

趣意書

1通

我県下特産物タル美濃米ノ声価ヲ得タルハ云々、大垣
米商組合事務所(印)
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明治 28・9・1

SING60-1-6
SING60-1-7

早稲方より晩田ニ入
(利足〆年貢方〆等覚書)

３－商
SING60-3-1

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

業

口演(御地杭木受取代金請求書)

1通

子・8・21

今尾材木屋藤七(印)・安兵衛(印)→西条西松権兵衛様

SING60-3-2

覚(石州代等受領書)

1 通 寅・12・－

紙屋伊左衛門→西松権兵衛様

SING60-3-3

覚(はつの井代等受取書)

1通

夘・3・28

1通

卯・7・－

兵庫屋平吉(印)→西松權兵衛様

SING60-3-4

覚(きぬ糸代等受取書)
富田や栄助→西松権兵衛様

SING60-3-5

覚(下用代受取書)

1 通 卯・7・－

御肴屋又一兵衛→西條村西松権兵衛様

SING60-3-6

覚(代金受取書)

1通

卯・7・－

1通

卯・7・－

1通

卯・盆前・－

1通

卯・7・－

1通

卯・7・－

1通

卯・7・－

1通

卯・7・－

1通

卯・7・－

1通

卯・7・－

1通

卯・7・－

1通

卯・4・25

志満や三右衛門→西松権兵衛様

SING60-3-7

覚(酒代等請取書)
中村浅右衛門→西条西松権兵衛様

SING60-3-8

覚(本代受取書)
大ガキ平流軒→西条村西松権兵衛様

SING60-3-9

覚(拾金物代等受取書)
尾張や長左衛門→西条西松権兵衛様

SING60-3-10

覚(正木屋清三郎方糸代かり分納入書)
結屋善蔵(印)→鉄屋勘左衛門様

SING60-3-11

覚(染代請取書)
京屋正八→西条村西松権兵衛様

SING60-3-12

覚(代金請取書)
當鳳山→西松権兵衛様

SING60-3-13

覚(紬代等受取書)
亀甲屋長兵衛→西松権兵衛様

SING60-3-14

覚(染代受取書)
紺屋栄蔵→西松権兵衛様

SING60-3-15

覚(枝張代等受取書)
紙屋伊左衛門(印)→西松権兵衛様

SING60-3-16

覚(代金受取書)
よしや吉蔵→西條村西松権兵衛様
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SING60-3-17
(新諸白五升等覚書)
SING60-3-18-1 覚(とうふ・す代ニ付)

1通
1通

卯・11・20
辰・12・－

1通

－・－・－

1通

辰 12・－

伊兵衛→権兵衛様

SING60-3-18-2 覚(とうふ代ニ付)
猪兵衛→権兵衛様、(SING60-3-18-1)に巻込

SING60-3-19

覚(とうふ・酒代等ニ付)
惣兵衛→権兵衛様

SING60-3-20

覚(油代受取書)

1 通 巳・12・－

油屋新兵衛→西条村西松権兵衛様

SING60-3-21

賣仕切(古木等相渡ニ付)

1通

午・8・25

1通

申・12・－

田嶋屋与吉(印)→米屋惣次郎殿

SING60-3-22

覚(あぶら代等受取書)
たつのや新蔵(印)→西条むら西枩権兵衛様

SING60-3-23

覚(代金受取書)

1 通 戌・2・7

材木屋喜助→西枩権兵衛様

SING60-3-24

覚(材木等納入書)

1 通 戌・9・16

材木屋与右衛門→西條むら権兵衛様

SING60-3-25

覚(代金請取書)

1 通 亥・1・5

きのくに屋万蔵(印)→西松権兵衛様

SING60-3-26

記(本代等請取書)

1 通 亥・7・－

大ガキ平流軒→西条村西松権兵衛様

SING60-3-27

覚(御買物代ニ付)

1 通 亥・7・－

十一屋庄兵衛→西松権兵衛様

SING60-3-28

(来酉年暦代金一覧)

1 枚 壬申・10・－

弘通所 大垣俵町平流軒利兵衛・同岐阜町岡安慶介・笠
松玉井忠造

SING60-3-29

覚(くわ代等受取書)

1 通 －・2・27

かじや庄二(印)→西条村西松権兵衛様

SING60-3-30

覚(上酒代等ニ付)

1 通 －・3・2

丸子宿米屋市郎右衛門

SING60-3-31

覚(まん中・白玉等受取書)

1通

－・3・24

西條村ニテ西松権兵衛様宛大垣より名和将三郎書状
(包紙共)
1通

－・3・29

の村や金三郎→西条御苗権兵衛様

SING60-3-32

かじや直右衛門へ代金落手ニ付

SING60-3-33

覚(かうし代受取書)

1 通 －・4・朔

茶十→上
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SING60-3-34

(西松権兵衛様宛高橋九郎左衛門書状)

1通

－・4・6

今度塩竃元より直積の塩御当地船町新八貸家ニおゐて
塩問屋相始メ直段相働升ノ減方等之儀無之旨云々

SING60-3-35

記(せきたふ半箱代金落手書)

1通

－・5・17

1通

－・5・23

清水屋(印)→上

SING60-3-36

覚(目方五匁二分代受取書)
宝来屋従治→上

SING60-3-37

覚(代金受取書)

1 通 －・6・8

藤や孫市→上

SING60-3-38

覚(煉ようかん代受取書)

1通

－・6・13

大野屋平左衛門(印)→上様

SING60-3-39

覚(代金受取書)

1 通 －・6・21

材木屋甚九郎(印)→西条村西松権兵衛様

SING60-3-40

濃州西条御苗権兵衛様宛名古屋より田嶋屋喜兵衛
書状(包紙共)
1通

－・7・5

其砌御預ヶ申上参り候云々

SING60-3-41

西権兵衛様宛海松新田牧野鉄九郎書状

1通

－・7・9

1通

－・10・19

1通

－・10・24

兼て差上置候丼拾ヲ右ニ及延引無申訳奉縮入候云々

SING60-3-42

西条村西松権兵衛様宛作兵衛書状
御作の花台の儀ニ付、作兵衛→西松権兵衛

SING60-3-43

西松権兵衛様宛楠屋十太夫書状

右御注文の御道具類一両日の内無相違出来可仕候云々

SING60-3-44

西松弥忠次様宛舟屋浅野勘平書状

1通

－・11・10

米の儀左巳不相替買入候上もの33俵少々くらいニ御座
候云々

SING60-3-45

西條村西松権兵衛様宛大垣表具や和右衛門書状

1通

－・12・15

1通

－・12・17

御約束の御表具并ニ6枚折の義ニ付

SING60-3-46

西條村西松権兵衛様宛大垣表具や和右衛門書状

下拙義先達てより長々痛中ニ付大きニ延引ニ相成候段
御断り申上候此間太平様御入来被成下其節御引合申上
候云々

SING60-3-47

覚(代金受取書)

1通

－・12・21

1通

－・－・－

うおや喜二郎→西条村権兵衛様

SING60-3-48

覚(白八升代受取書)
下笠村上金→西上村権兵衛様

SING60-3-49

上野国前橋北曲輪町前橋養鶏所西松篤様宛東京芝区
三田豊岡町七番地飯田平作書状
1 通 (明治)22・7・26
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鶏雄の方他よりの望みも有之2羽御入用のよしニて廉
価ニ御買入相成度御来意之趣承知仕候云々

SING60-3-50

御繪相表具共極本金請合(印)

1枚

－・－・－

小山(印)

SING60-3-51

覚(御買物代ニ付)

1 通 亥・極・－

十一屋庄兵衛→西松権兵衛様

SING60-3-52

上々様御上り御白粉

1 枚 －・－・－

釜元大阪備後町心斎橋西へ入堺屋吉次郎(印)

〔Ｓ I ＮＧ－６８
３－助
SING68-3-1

通〕

郷

覚(助郷高等雛形)

４－海
SING68-4-1

交

1枚

－・－・－

運

覚(去ル子年より去午年迄七ヶ年分川通人馬船賃
村割賦金受取書)
1通

文化 8・12・19

笠松堤方御役所(印)→右村(西条村)庄屋

SING68-4-2

覚(去ル子年より去巳年迄六ヶ年分川通人馬船賃
割賦金請取書)
1通

文政 5・12・3

笠松堤方御役所→右村(西条村)庄屋

SING68-4-3

覚(去巳十一月廿一日より当午十一月廿日迄定式
人馬船賃割賦金受取書)
1通

文政 5・12・18

笠松堤方御役所(印)→右村(本戸村)庄屋

SING68-4-4

覚(去巳十一月廿一日より当午十一月廿日迄定式
人馬船賃割賦金受取書)
1通

安政 5・12・18

笠松堤方御役所(印)→右村(楡俣村)庄屋

SING68-4-5

覚(御籾運賃請求書)

1通

－・8・朔

今日笠松より津出候間宿舩仕候以上云々、笠松より吉
左衛門・八十郎→楡俣村西条御庄屋権兵衛様

SING68-4-6

記(黒炭代等受取書)

1 通 －・4・4

烏江会社(印)→西丈村西松権兵衛様

SING68-4-7

河岸場船舶出入表 三月分
岐阜・笠松・大垣・上有知
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1枚

－・－・－

５－陸
SING68-5-1

運

覚(金入封受取(預り)證)

1通

子・3・7

1通

子・3・12

西松脩安様行、美濃屋傳右衛門(印)→西松権兵衛様

SING68-5-2

覺(紙包壱ツ請取(預り)證)

京東洞院六角小山敬助様御内西松脩安様行、桑名屋六
右衛門(印)→西条西枩権兵衛様

SING68-5-3

覚(金入壱封受取(預り)證)

1通

卯・2・15

1通

未・4・12

1通

未・6・7

西松脩安様行、美濃屋傳右衛門(印)→西松権兵衛様

SING68-5-4

覺(紙包壱ツ請取(預り)證)
小山敬助様行、桑名屋六右衛門(印)→西松権兵衛様

SING68-5-5

覚(金入一封請取(預り)證)

簗瀬長門様行、美濃屋傳右衛門(印)→棚橋五郎右衛門
様

SING68-5-6

覚(金入一封請取(預り)證)

1通

酉・閏 4・27

1通

亥・11・2

橋本治兵衛様行、美濃屋傳右衛門(印)→西松権兵衛様

SING68-5-7

覚(金入紙封箱壱ツ請取(預り)證)

疋田九左衛門様行、桑名屋六右衛門(印)→西松権兵衛様

SING68-5-8

御着(時刻表)

1 枚 －・－・－

豊橋停車場前 旅舎いとう正助

〔Ｓ I ＮＧ－７０
０－一
SING70-0-1

美

術〕

般

葉書帖

1冊

－・－・－

1通

－・4・23

木會躍・大垣駅・長良川の鵜飼等絵葉書43枚

SING70-0-2

(亡兄築田正周追善書画会案内状)
4月23日於専念寺、会主美濃高田築田氏由布子

１－絵
SING70-1-1

画

小

日本画々家系統抜萃

1帳

昭和 33・4・吉

1枚

－・－・－

古美術商聚雲堂吉田茂

SING70-1-2

(俳画)
草葉にもこころとめずや飛ほたる
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SING70-1-3

(風景画)

1枚

－・－・－

松・竹・家・橋等

３－茶道、華道、香道
SING70-3-1

覚(茶道具十七品書付)

1枚

－・－・－

SING70-3-2

覚(茶道具売代金・売主書付)

1枚

－・－・－

SING70-3-3-1

惣目代職弘大會 席列

1枚

文政 8・2・14

1枚

文政 8・2・15

1枚

文政 11・－・－

1通

(天保 2)・正・11

文政8年酉2月14・15日御家元ニおゐて、14日分

SING70-3-3-2

惣目代職弘大會 席列
文政8年酉2月14・15日御家元ニおゐて、15日分

SING70-3-4

表佐村冨田喜作追善会
於宝光寺、会場見取図及び生花種類

SING70-3-5-1

廻章 御用 楡俣村

去冬(天保元年12月)ハ池坊様へ地震御見舞被下添奉存
候云々、弄友軒→水谷祐平様他5名

SING70-3-5-2

證(當七月地震ニ付)

1 通 天保元・12・－

家元(印)→濃州棚橋五郎右衛門殿社中祐平殿他5名、
(SING70-3-5-1)に同封

SING70-3-6

(総會頭職弘會興行案内状)

1枚

天保 4・6・－

天保4巳年8月19日御家元ニおゐて、播州魚崎常念寺稲
波房義鳳、池坊花方役人→諸国御門弟中

SING70-3-7

(定紋橘紫幕免許状)(包紙共)

1通

弘化 4・7・－

1通

嘉永 3・4・19

1通

－・5・5

1通

－・皐・6

洛陽六角堂池坊専明花押(印)→濃州西松権兵衛殿

SING70-3-8

濃州棚橋逸作様宛簗瀬長門書状
西松謙介様花道御入門謝礼等受取ニ付

SING70-3-9-1

弄竹軒様宛三枝軒書状(包紙共)
其砌御相談申上置候御家元稽古所の残金割賦の件ニ付

SING70-3-9-2

簗瀬長門様宛西松権兵衛・棚橋五郎右衛門書状

稽古所御割賦ニ付、他1件、(SING70-3-9-1)に巻込、「棚
橋五郎右衛門様宛池坊内簗瀬長門」の封筒入

SING70-3-10

(先人一齢坊追善会案内状)

1枚

卯・2・－

御家元御出席、4月16日指上正5ツ時、会席江州伊庭法
光寺、会元一英房・行司社中→花道御社中

SING70-3-11

西松喜多助様宛池坊専(花押)書状
遺物花形進入申候ニ付

- 63 -

1通

－・7・－

SING70-3-12

(家元四拾一世知春院法印専明師供華會開催趣意書) 1 枚

明治 15・仲夏・－

梧樓識

SING70-3-13

花鳳軒先生追福一會

６－謡
SING70-6-1

1枚

－・－・－

1通

－・10・－

1枚

未・3・－

曲

西条村西枩権兵衛様宛福束新田伊右衛門書状
狂言芝居興行ニ付

SING70-6-2

(狂言番組表)

〔Ｓ I ＮＧ－９０
０－一
SING90-0-1-1

文

学〕

般

安八郡御寿村西松権兵衛殿宛岐阜懸大垣野村煥・
田中清兵衛・金森吉次郎書状(封筒共)
1通

明治 24・5・－

故梁川星巌翁正四位被贈候ニ付、集咏所祭典仮事務所

SING90-0-1-2

餘興

1枚

(明治 24)・(5)・－

1通

大正 8・3・30

第1席～第5席、(SING90-0-1-1)に同封

SING90-0-2

(宛先差出不明書状)(封筒共)

伊藤・山縣両公及山田顕義・鍋嶋直彬公ノ尺蹟入手ニ付

SING90-0-3

西条村西松権兵衛様宛きのくにや万蔵書状(包紙共) 1 通

－・正・2

年始の御祝詞ニ付

SING90-0-4

楡俣村西條西松権兵衛様宛三好屋宗次書状(包紙共) 1 通

－・正・2

年当の御祝詞ニ付

SING90-0-5

西松権兵衛様宛雄禅書状

1通

－・3・12

明日被仰其年中楡俣庄右衛門様御返事ニて御出府御入
来被下候義云々

SING90-0-6

西条村西松権兵衛様宛戸田代次郎内馬渕巳之助書状
(包紙共)
1通

－・2・17

先境は御出被下忝そんし候其節代次郎より当月下旬ニ
御出の由兼て御咄被置候得共可相成は当月20日ニ御来
駕被下度仕度処云々

SING90-0-7

西恩大人様宛速水平六書状
石畑村姉一件ニ付

- 64 -

1通

－・梅看・21

SING90-0-8

西松権兵衛様宛速水平六書状(包紙共)

1通

－・3・24

下拙儀2月20日出立致シ江ノ嶋鎌倉え廻り3月2日ニ当
表え無事着仕候云々

SING90-0-9

西松権兵衛様宛佐藤寛平忠恕書状

1通

－・3・26

1通

－・4・15

1通

－・卯・12

三覚院古楳蘆ニ付

SING90-0-10

にし條西松権兵衛様宛紀之九ニや重吉書状
此間は段々御セわ預り奉存置候云々

SING90-0-11

西枩様宛たなはし書状

此間御出垣御苦身被下候中ニ見延村理右衛門ヨリの書
状并毛麻毛鏡の留等御面倒御座候云々

SING90-0-12

西故楽大君宛靏洲書状

1通

－・卯・21

1通

－・5・吉

過日御尊来被成下候一件ニ付

SING90-0-13

権兵衛様宛湊屋助左衛門書状
今般手便条時候御見舞旁以愚札如斯御座候云々

SING90-0-14

宛先差出不明書状

1 通 －・7・11

中元為御謝礼金300疋為御菓料金50疋御贈恵被成下
毎々御入念の段忝拝受候云々

SING90-0-15

西条村西松権兵衛様宛吟嘯庵雄禅書状

1通

－・9・27

当閏9月18日不存寄拙者事従寺社奉行戸田日向守殿御
呼出何事哉と存候て罷出候別紙ニ御書付写入御覧の通
於御奉行所上様より拝領物仕誠ニ難有候へ共云々

SING90-0-16

にし条村西枩脩安様宛三日市場高橋書状(封筒共) 1 通

－・11・14

此段厚御礼申上候其節御咄の中宮の儀委ク聞合申候処
云々

SING90-0-17

西故楽雅兄宛楡村書状

1通

－・11・12

御坊万了子御滞留相成候ハヽ摺物願御苦身候間拙宅へ
御光来被成下候条御願申上候云々

SING90-0-18

宛先差出不明書状

1 通 －・11・17

此間ハ御安産の処殊ニ御男子様御出生御母所様は御安
康ニて御肥立御座候由承知之仕重々目出度御儀奉悦候
云々

SING90-0-19

西権兵衛様宛小久江市右衛門書状

1通

－・12・13

兼て御願置候糯申受ニ大野より桑名えのセんどふニ申
付書状差出候処云々

SING90-0-20

西松権兵衛御隠居様宛大薮村照源寺書状

1通

今日ハ弥嫁義引取申候何れも御出被下候はと待入申候
云々
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－・12・26

SING90-0-21

西松権兵衛様宛小久江市右衛門書状

1通

－・12・28

当年は大風雨ニて堤切入水御中御一統御難渋ニ付諸義
理何事も一他御取入候迄ハ御止メニ相成御中より過日
の丁大甚奉御痛入候云々

SING90-0-22

西枩権兵衛様宛喜間書状

1通

－・12・29

1通

寅・12・29

為歳尾の御祝云々

SING90-0-23

西松権兵衛様宛坂倉又吉書状

歳暮之為祝儀見事成鴨1羽被掛御意御懇入の段不残忝
奉存候旦勘定の内へ金2両為持被遣慥ニ受取申候

SING90-0-24

西松権兵衛様宛後藤里城書状

1通

－・－・27

年尾御祝儀金300疋前段金金1両2分御恵被成下殊更下
男下女方へ壱封ツヽ御与へ被下誠ニ以御厚情の段難有
大謝申候云々

SING90-0-25

(宛先差出不明書状)

1枚

－・－・－

謹啓昨日橘君ヨリ御翰来り候儀本日訪問仕候処云々
小

SING90-0-26

(書留帳)

1冊

－・－・－

雨窓間話、文帝崩景帝立崩武帝、巳年借本覚録、植物

SING90-0-27

森川春右衛門様宛岡田仁太郎(花押)書状

1通

－・12・7

私儀無事ニ罷在候乍憚御安意可被為寒気御伺早速御書
中仰下忝奉存候恐惶謹言

１－国
SING90-1-1
SING90-1-2

やまと新聞附録 郭公若葉の青山
美濃伊勢間鐵道の開設

２－和
SING90-2-1

文
1 冊 明治 27・6・26
1 綴 －・－・－

歌

南山逸人書于竹隠東窓下

1枚

文化 7・2・27

梅そ飛桜ハかるく世の中に何とて松そつれなかるらん

SING90-2-2-1

歌草稿(封筒共)

1 枚 －・－・－

和歌添削、8首

SING90-2-2-2

(歌草稿)

1 枚 －・－・－

義敬の和歌添削、13首

SING90-2-2-3

(歌草稿)

1枚

吟風(実名義敬)の和歌添削、10首
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－・－・－

SING90-2-2-4

(歌草稿)

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

義敬の和歌添削、13首

SING90-2-2-5

(歌草稿)
義敬の和歌添削、9首

SING90-2-2-6

(歌草稿)
義敬の和歌添削、10首

SING90-2-2-7

(歌草稿)

1 枚 －・－・－

義敬の和歌添削、15首

SING90-2-2-8

(歌草稿)

1 枚 －・－・－

和歌添削、10首

SING90-2-2-9

(歌草稿)

1 枚 －・－・－

和歌添削、3首

SING90-2-2-10 柳尾宗匠宛鋒耕書状

1 通 －・4・7

京俳諧道場建築の為メ普請奉行トして柊斎君昨日出京
仕候云々

SING90-2-2-11 (歌草稿)

1 枚 －・－・－

和歌添削、2首、以上（SING90-2-2-1～11）は封筒に入

SING90-2-3

山邊赤人和歌写

1枚

－・－・－

和歌の浦に塩満れはかたをなみ葦邊を指て田鶴鳴渡

SING90-2-4
SING90-2-5

(前書略・互朗・肥後行脚慈竹(印)(印)連句)
(歌草稿)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

(裏面)所得金高届明細仕譯書

SING90-2-6

(和歌覚書)

1 枚 －・－・－

一柳善左衛門清足他6名

SING90-2-7

(和歌覚書)

1 枚 －・－・－

小林誠右衛門義行他9名

３－俳
SING90-3-1

句

長

弘化四丁未年 美濃輪の中
6枚

SING90-3-2

1綴

弘化 4・－・－

長

弘化丁未のとし防州徳地米光

1綴

弘化 4・－・－

1枚
1枚
1枚
1枚

嘉永 2・－・－
嘉永 3・－・－
嘉永 6・－・－
安政 2・－・－

他防州関係6枚、美濃関係3枚(黄山下・岩村・輪の中)

SING90-3-3
SING90-3-4
SING90-3-5
SING90-3-6

嘉永二巳酉年 美濃洞戸
嘉永三庚戌年 防州岩田
嘉永六癸丑のとし 美濃輪の中
安政ニ乙卯のとし 美濃輪の中
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SING90-3-7
SING90-3-8

安政四巳のとし 濃陽輪の中
萬延二酉二月十八日分 加納弘右衛門
春秋庵・春香園・柳枝等

SING90-3-9

小

文久元酉年中秋三日月次

1綴

季山・楡村・其兆等

SING90-3-10
SING90-3-11

1 枚 安政 4・－・－
1 綴 万延 2・2・18
文久元・－・－

小

美濃(慶應二寅のとし 岩手)
明治三庚午年 ミノ長良

1冊
1枚

慶応 2・－・－
明治 3・－・－

小

SING90-3-12

美濃(明治三午年とし 大垣)

1冊

明治 3・－・－

小

SING90-3-13

美濃(明治三午年とし 大垣)

1冊

明治 3・－・－

小

SING90-3-14
SING90-3-15

東濃 麓(明治 4 年未のとし 中津川)
明治四辛未歳正月 美濃北野獅子庵

1冊
1枚

明治 4・－・－
明治 4・1・－

1枚

明治 4・－・－

黄山社中→西条西松権兵衛様

SING90-3-16

明治四年未とし鶴旦 ミノ小野
白々亭専雅(印)

SING90-3-17

小

明治十丁丑年九月月のふたみ
美濃国安八郡中村坂季山編

SING90-3-18

明治十一年戌寅の歳のはじめ

1冊

明治 10・9・－

小

1綴

明治 11・－・－

吟風・風寿坊・牛水等

SING90-3-19
SING90-3-20
SING90-3-21

明治十一寅の年春興 九華間遠社
明治十七年申の春 南越阪井港三国川連
明治十九戌のとし文臺ひらき 美濃黄山下福冨

1 枚 明治 11・1・－
1 枚 明治 17・－・－
1 枚 明治 19・－・－

美濃以哉派道統第18世田中白果仙文台開き

SING90-3-22

明治廿三としの二月七日 美濃北野黄山荘

1枚

明治 23・2・7

1枚
1枚

明治 25・－・－
明治 35・1・－

1通

－・9・5

獅子庵の懐紙開き

SING90-3-23
SING90-3-24

(名古屋俳壇歳旦懐紙)
(自祝・賀章前書略の俳句）
積翠居門下の歳旦

SING90-3-25

各様回章 結優々舎より
当月並会の儀ニ付、士遊→枝青他3名

SING90-3-26-1 諸國雅名録

小

1 冊 －・－・－

周防・肥前・出羽等

小

SING90-3-26-2 (諸國雅名録)

1 冊 －・－・－

周防・長門・石見等

SING90-3-26-3 (諸國雅名録)

1 枚 －・－・－

南関・小鹿湯町・高瀬等
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SING90-3-26-4 (諸國雅名録)

1 枚 －・－・－

市瀬・多良・牧田等

SING90-3-26-5 (諸國雅名録)
SING90-3-26-6 (諸國雅名録)
SING90-3-26-7 (諸國雅名録)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

山形

SING90-3-26-8 名録

1 枚 －・－・－

長門・肥後・長崎等、以上(SING90-3-26-1～8)は「自
他國雅名録故楽控」の袋入

SING90-3-27

松の月

小

1 冊 －・－・－

周防宮市竹隣門下の発句集、(朱書)竹隣→故楽様・枝
青様

SING90-3-28
SING90-3-29

(竹隣会枝葉(印)(印)の詞書・俳句)
(帯経園の詞書・俳句)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

SING90-3-30
SING90-3-31

(茶遊の詞書・俳句)
(連句集)

1枚
1枚

明治 3・11・－
明治 3・9・－

楡村・章和・霍洲、(SING90-3-32)に巻込

SING90-3-32
SING90-3-33
SING90-3-34
SING90-3-35
SING90-3-36
SING90-3-37
SING90-3-38
SING90-3-39
SING90-3-40
SING90-3-41
SING90-3-42
SING90-3-43
SING90-3-44
SING90-3-45
SING90-3-46
SING90-3-47
SING90-3-48
SING90-3-49
SING90-3-50
SING90-3-51

(竹心の詞書・俳句)
1枚
(碌々陳人の漢詩)
1枚
(帯経園楡村の詞書・俳句)
1枚
(雲和坊の詞書・俳句)
1枚
(文寿坊(印)の芭翁忌手向(詞書・俳句))(包紙共) 1 枚
(帯経園碌々翁の自祝(詞書・俳句))
1枚
帯経園遊源林(俳人書画)
1巻
棚橋碌々翁略履歴
1枚
(嗣子棚橋梧楼(印)の詞書・俳句)
1枚
(嗣子棚橋梧楼(印)(印)の詞書・俳句)
1枚
(格斎(印)の詞書・俳句)
1枚
(三男棚橋於兎三(印)(印)の詞書・俳句)
1枚
(岐山人(印)(印)の詞書・俳句)
1枚
(総冝庵楳子(印)の詞書・俳句)
1枚
(春秋庵の詞書・俳句)
1枚
(松壽軒一紫(印)(印)の詞書・俳句)
1枚
(専雅(印)(印)の詞書・俳句)
1枚
(寄静(印)の詞書・俳句)
1枚
(琴松亭榮遊の雅(詞書・俳句))
1枚
(香石(印)(印)の詞書・俳句)
1枚
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－・－・－
明治 3・－・－
辛未・9・－
辛未・10・－
明治 4・菊・25
丙子(明治 9)・－・－
丙子(明治 9)・4・13
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

SING90-3-52

(奉賀棚橋君誹諧文臺開歌)(包紙共)

1枚

－・－・－

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1通

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・4・11

1通

－・－・－

水穂郡穂積記

SING90-3-53
SING90-3-54
SING90-3-55
SING90-3-56
SING90-3-57
SING90-3-58
SING90-3-59
SING90-3-60
SING90-3-61
SING90-3-62
SING90-3-63
SING90-3-64

(憔斧の詞書・俳句二句)
(敬外の詞書・俳句)
(三千亭季山の詞書・俳句)
(喜齢春秋庵(印)(印)の賀章句)(包紙)
(古直の文臺開筵賀祝(詞書・俳句))
(自然亭完焉の詞書・俳句)
(父七十七齢鶴洲(印)(印)の詞書・俳句)
(洗心亭百寿坊(印)(印)の詞書・俳句)
(黄山下山桜居俚隺の詞書・俳句)
(甫松の賀句三句)
(留流の賀句)
(戸鳥雅子の壽句)
端裏にアハノ安藤甲之助

SING90-3-65
SING90-3-66
SING90-3-67
SING90-3-68
SING90-3-69
SING90-3-70
SING90-3-71-1
SING90-3-71-2

(北一色里遊の上句)
(桐樹園鳳子の前書畧・俳句)
(世外の賀句)
(里水の前書略・俳句)
(良和の賀句)
(松山の賀句)
(慈々庵の祝章(詞書・俳句))(包紙)
棚橋碌翁宗匠様宛慈々庵書状
文台御開莚御催ニ付

SING90-3-71-3 棚橋宗匠様宛藤井慈々庵書状

本文ニ芹舎壱銘と相認候得共云々、以上(SING90-3-711～3)は包紙入

SING90-3-72
SING90-3-73
SING90-3-74
SING90-3-75
SING90-3-76
SING90-3-77
SING90-3-78
SING90-3-79
SING90-3-80
SING90-3-81

(省吾の前書略・俳句)
(里雄の前書略・俳句)
(桂樹の詞書・俳句)
(垂井樋口桑雨の賀章(詞書・俳句))
(小應(花押)の詞書・俳句)
(柳靡の詞書・俳句)
(一風の詞書・俳句)
(夕潟の詞書・俳句)
(茶風の詞書・俳句)
(知風の賀章句)
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1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

SING90-3-82
SING90-3-83

(淇水園子逸の詞書・俳句)
(座月園一唱の詞書・俳句)

1枚
1枚

－・－・－
－・－・－

長門国安岡内田謙輔

SING90-3-84
(青浦の奉賀開筵句)
SING90-3-85-1 (七十三齢和角の俳句短冊)
SING90-3-85-2 (吟枩山人の俳句短冊)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

(裏面)郡上士族安藤恒喜

SING90-3-85-3 (吟枩の俳句短冊)

1 枚 －・－・－

(裏面)士属安藤恒喜、以上(SING90-3-85-2・3)は1帯

SING90-3-85-4 (旭翠の俳句短冊)
SING90-3-85-5 (狙三の俳句短冊)
SING90-3-85-6 (里竹の俳句短冊)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

(裏面)和田辰次郎

SING90-3-85-7 (可仙の俳句短冊)

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

(裏面)郡上士族和田豊

SING90-3-85-8 (茶兆の俳句短冊)
(裏面)郡上士族芦田孟

SING90-3-85-9 (荷童の俳句短冊)
(裏面)大乗寺日詠

SING90-3-85-10(豊遊の俳句短冊)

(裏面)郡上士族福手芳雄、以上(85-1～10)は「祝章九
郡上八幡士族連生田和角他6名」の包紙に入、さらに「楡
俣村棚橋碌翁様宛郡上郡嶋谷生田祐胤・安藤恒喜雅用
(印)」書の封筒に入

SING90-3-86

楡俣村棚橋五郎右衛門様宛郡上四国町生田和角
安藤吟枩書状(封筒共)
1通

(明治 9)・4・23

帯経園宗匠の文台開の御祝章ニ付

SING90-3-87-1 岐阜大久和町竹村源三郎様・大垣伝馬町紙屋萬助
様宛郡上四国町生田和角・安藤吟枩書状
1通

(明治 9)・5・朔

楡村先生文台開の加章ニ付

SING90-3-87-2-1 (丹頂楼旭翠(印)の詞書句)(包紙共)
SING90-3-87-2-2 (吟枩の再案句)

1 枚 －・－・－
1 通 －・－・－

吟枩→碌翁宗匠、以上(SING90-3-87-2-1～2)は「碌翁
君宛吟枩」の包紙入、さらに包紙入

SING90-3-88

美濃国安八郡楡俣村棚橋碌翁様武儀郡洞戸野村
多右衛門書状(封筒共)
1通
先般開筵の筋ハ遠方御苦労千万ニ御越の段身ニ取って
難有仕合大慶ニ奉存候云々
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－・12・29

SING90-3-89
SING90-3-90
SING90-3-91
SING90-3-92

(清風の俳句)
(萬瓢の祝開筵句)
(鼎の俳句)
(冝風・慈風・其鳳・無泉・雲和の祝吟句)

1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

以上(SING90-3-38～92)は「明治九年四月十三日大垣於
興階園十七世文臺開莚書類入 帯経園」の袋入

SING90-3-93
SING90-3-94

明治九年聖節ミの及邑
(碌々叟の詞書・俳句)

1枚
1枚

－・－・－
明治 11・11・28

小

SING90-3-95

諸国雅名簿

1冊

紀伊・伊勢・京都等

SING90-3-96

小

(諸国雅名簿)

1綴

周防・石州田原・豊前等

SING90-3-97

－・－・－
－・－・－

小

(諸国雅名簿)

1綴

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

1冊

文政 3・初秋・－

南越・越後・東濃等

SING90-3-98

(諸国雅名簿)
牧田・多良・一ノ瀬等

SING90-3-99

(諸国雅名簿)
多良・牧田・飯之木等

SING90-3-100

曼漫瑚
邀明堂五道(印)

SING90-3-101
SING90-3-102
SING90-3-103
SING90-3-104

明治九年十一月廿八日元租翁祥忌於濃州安八郡
楡俣村帯経園俳諧連歌興行
1綴
(帯経園楡邨の詞書・俳句)
1枚
(帯経園の詞書・俳句)
1枚
(一瓢詞書・俳句)
1枚

明治 9・11・28
明治 9・11・28
－・－・－
－・－・－

一瓢→経帯園宗匠様

SING90-3-105
SING90-3-106

( 僲の奉神霊前(詞書・俳句)(包紙共))
翁忌献立

1通
1枚

－・－・－
－・－・－

以上 (SING90-3-102～106)は紙紐で1括

SING90-3-107
SING90-3-108
SING90-3-109

明治十年十一月廿八日祖翁忌於美濃国安八郡楡俣
村帯経園俳諧連歌興行
1綴
(帯経園碌々翁の詞書・俳句)
1枚
(香石の詞書・俳句)
1枚

明治 10・11・28
明治 10・11・28
明治 10・－・－

下半分欠

SING90-3-110

(手向の句)

1枚

下半分欠
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－・－・－

SING90-3-111

(俳句断簡)

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

1通

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚
1枚

－・－・－
－・－・－

下半分欠

SING90-3-112

(詞書・俳句四句)
下半分欠、宗匠様

SING90-3-113

宗師宛不退書状
上半分欠、點削願

SING90-3-114

(令保の俳句)
上半分欠
（欠損）

SING90-3-115 (竹□ の詞書・俳句)(包紙共)
SING90-3-116 (梧楼の俳句二句)
下半分欠、以上(SING90-3-107～116)はこよりで1括

SING90-3-117
SING90-3-118
SING90-3-119
SING90-3-120
SING90-3-121
SING90-3-122
SING90-3-123
SING90-3-124
SING90-3-125

明治十一年十一月廿八日祖翁忌美濃國安八郡楡俣村
帯経園於テ俳諧連歌興行
1綴

明治 11・11・28

明治十一年十一月廿八日翁忌余興々行
(帯経園の詞書・俳句)
(茶遊の前文略・俳句)
(銕香の詞書・俳句)
(香石の詞書・俳句)
(米矣の手向句二句)
(令保の俳句)
(花冏坊の詞書・俳句)

1綴
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

明治 11・11・28
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

1枚

明治 11・7・－

1枚

明治 11・7・－

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1通
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

以上(SING90-3-117～125)は1括

SING90-3-126-1 二世獅子菴東華坊百五十年追祀
祭主獅子門道統16世曙庵虚白

SING90-3-126-2 二世獅子菴東華坊百五十年追祀
祭主獅子門道統16世曙庵虚白

SING90-3-127
SING90-3-128
SING90-3-129
SING90-3-130
SING90-3-131
SING90-3-132
SING90-3-133
SING90-3-134
SING90-3-135
SING90-3-136
SING90-3-137

(碌々翁の俳句短冊)
(碌々翁の喪中吟短冊)
(茶遊の詞書・俳句)
(西松吟風の呈悼(詞書・俳句))(包紙共)
(故楽の追悼(前詞略・俳句)
(枝青の追悼(詞書・俳句))(包紙共)
(楡村俳句短冊)
(露光の追悼(前書略・俳句)
(みきの短歌)
(近藤嘉三の渇祖父墓(漢詩))
(南箕の悼鶴洲老翁俳句短冊)
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SING90-3-138
SING90-3-139
SING90-3-140
SING90-3-141
SING90-3-142
SING90-3-143
SING90-3-144
SING90-3-145
SING90-3-146

客對
(花程の追悼句)
(帯経園主の俳句短冊)
(天涕葬の詞書・俳句)
(橋義庵の詞書・俳句)
悼玅見禅石之喪(漢詩)
(碌々翁の詞書・俳句)
(茶遊(印)の前文略・俳句)
(前書略の連句集)

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1綴

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
明治・12・11
－・－・－

吟風・碌翁・亀山等、以上(SING90-3-144～146)は「明
治12年11月28日翁忌」書の紙に1括、以上(SING90-3-127
～146)は「明治12年11月28日翁忌」書の紙に1括、以上
(SING90-3-127～146)は「追悼 水谷善支覺榮 指山拝」
の紙に1括、さらに「明治十二年六月十八日 三枝軒鶴
洲翁追悼」の袋入

SING90-3-147-1 五竹庵・雪炊庵両先師追祭

1枚

明治 12・6・－

1枚

明治 12・6・－

1通

－・－・－

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1通

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

獅子門17世帯経園(印)(印)

SING90-3-147-2 五竹庵・雪炊庵両先師追祭
獅子門17世帯経園(印)(印)

SING90-3-148

清水一瓢様宛雪白書状
追祭出席者7名の連絡

SING90-3-149
SING90-3-150
SING90-3-151
SING90-3-152
SING90-3-153
SING90-3-154
SING90-3-155
SING90-3-156
SING90-3-157
SING90-3-158
SING90-3-159
SING90-3-160

(竹雅の俳句)
(楽和の俳句)
(遠里の俳句)
(竹箸の俳句)
(風寿の俳句二句)
(殖秋(印)の俳句)
(北痴(印)の俳句)
(醉夢閑人の俳句)
(水石の俳句)
(義良の俳句)
(水交の手向句)
(何入の俳句三句)
何入(印)(印)→靜也君

SING90-3-161
SING90-3-162
SING90-3-163

(専雅の詞書・俳句)
(長門国府中う年舎悦亭藤井又助連句集)
(催隺他五名の手向句)
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1 枚 －・－・－
1 枚 －・卯・－
1 枚 －・－・－

SING90-3-164

(和水の俳句二句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-165

(於今の手向句二句)

1 枚 －・10・14

右御補削の上御加入被下度云々

SING90-3-166

(其雷の手向句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-167

(俳句)

1枚

－・－・－
－・－・－

後欠

SING90-3-168

(中洞村雲和坊の俳句二句)

1枚

SING90-3-169

(牛水・一蛙の俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-170

(せとめの俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-171

(帚波の俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-172

(飯田以竹の手向句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-173

(松陰・雨夕・甫松の俳句)

1枚

－・－・－

SING90-3-174

(而楽の前書略・俳句)

1枚

－・－・－

SING90-3-175

(岩手雪淡の両霊の手向句)

1枚

－・－・－

SING90-3-176

(桃草の両霊手向句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-177

(柳靡の手向句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-178

(西畴の手向句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-179-1 (南越帰可坊(印)(印)の拝章(詞書・俳句))(包紙共) 1 枚
SING90-3-179-2 謹献御香料

－・－・－

1 枚 －・－・－

南越帰可坊拝(印)

SING90-3-180

(一瓢の詞書・俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-181-1 楡俣村前ニテ棚橋碌々叟様宛石川県福井生田準内
書状(包紙共)

1通

－・9・27

1枚

－・－・－

SING90-3-181-3 (黄美園古麦の俳句十三句)

1枚

－・－・－

SING90-3-181-4 (自然亭完焉の雪炊庵百回忌句)

1枚

－・－・－

SING90-3-181-5 文寿御坊様宛古麦書状

1通

－・9・29

霊前御備ニ付

SING90-3-181-2 雪炊庵遺吟
松髯・古麦・露水等

去春文台開莚御吹聴申上候云々、以上(SING90-3-181-1
～5)は同封、以上(SING90-3-3-147～181-5)は明治12
年10月14日の第4世五竹庵第5世雪炊庵百回忌追祭に関
係するものか、整理者による1括

SING90-3-182

(曙庵(印)(印)の前書・俳句)

1枚

－・－・－

SING90-3-183

(洗耳亭清泉(印)の前書・俳句)(包紙共)

1枚

－・－・－

「帯経園初テ拝影ニ呈拙章 洗耳亭清泉」包紙入
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SING90-3-184

(眠鷗漁人(印)の漢詩)

1枚

－・－・－

1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－

(端裏)戸田清泉句所、紙帯でむすぶ

SING90-3-185
SING90-3-186
SING90-3-187

(洗耳亭清泉(印)の前書・俳句)
(洗耳亭清泉(印)の前書・俳句)
(茶遊(印)の前書・俳句)
以上(SIN90-3-183～187)は整理者による1括

SING90-3-189

帰童・雪炊両師百回忌於与偕園興行 香儀

長

1冊

明治 12・10・14

碌々庵扣

SING90-3-190
SING90-3-191

明治十二年十月十四日帰童・雪炊両師百年忌追祭
於大垣与偕園俳偕連歌興行
1綴
梅華佛百五十回忌追福於山懸郡雲黄山大智精舎俳
諧連歌興行
1冊

明治 12・10・14
明治 13・3・14

帯経園・雲和坊・一瓢

SING90-3-192

(明治十三年三月十四日梅花仏百五十回忌追福於山
懸郡雲黄山大智寺精舎俳諧連歌興行余興)
1冊
吟風・香石・青波坊

SING90-3-193

長

東花坊百五拾回忌雅客帳

1冊

碌々庵

SING90-3-194

明治 13・3・14

長

東花坊百五拾回忌香資帳

1冊

碌々庵

SING90-3-195

(明治 13・3・14)

明治 13・3・14

長

東花坊百五拾回忌雑費帳

1冊

明治 13・3・14

碌々庵

SING90-3-196-1 北野ニて帯経園碌叟師様宛垂井拙交書状(包紙共) 1 通

(明治 13)・3・12

手向の吟一章送呈ニ付

SING90-3-196-2 (拙交の手向句短冊)
SING90-3-196-3 包紙(香資金捨銭 一茶庵拙交)
(SING90-196-1～3)は同封

SING90-3-197

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
小

(前書略の連句集)

1 綴 －・－・－

百花坊・帯経園・鳳子等

SING90-3-198
SING90-3-199
SING90-3-200
SING90-3-201-1
SING90-3-201-2

(前書略の連句集)
溝口村大野氏廣季亭興行
岐阜茂松清泉舎興行
包紙(棚橋碌翁様宛神野嘉右衛門)
棚橋碌翁様宛神野曙庵書状(封筒共)

1 枚 －・－・－
1 枚 (明治)13・3・16
1 枚 －・3・13
1 枚 (明治 13)・3・12
1 通 明治 3・3・12

獅子先師追祀大会式執行の由ニ付

SING90-3-202
SING90-3-203

(文水(印)の詞書・俳句)
(壷月の手向句)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

- 76 -

SING90-3-204
SING90-3-205
SING90-3-206
SING90-3-207
SING90-3-208
SING90-3-209
SING90-3-210
SING90-3-211
SING90-3-212
SING90-3-213
SING90-3-214
SING90-3-215
SING90-3-216
SING90-3-217

(七十九翁帛露坊(印)の詞書・俳句)
(淡水の手向句)
(遊々可の俳句)
(西子翁の悼句)
(左茗の俳句)
(花霞・静也の手向句)
(吾柳の手向句)
(神村白二の俳句)
(春和の梅花佛追祀句二句)
(連句集)
(擔水の前略・俳句)
(梅甫の手向句)
御芳詞在(碌々宗師・黄石の連句）
(桂舎の楳花佛祀句二句)

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

右宜御加削奉願候

SING90-3-218 (遊々可・大宗師の連句)
SING90-3-219-1 (碌々叟の(印)(印)詞書・俳句)
SING90-3-219-2 (碌々叟の俳句草稿)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

以上(SING90-3-215～219-2)は紙帯で1括

SING90-3-220

(連句・草稿)

1 枚 －・－・－

以上、(SING90-3-191～220)は「明治十三年三月十四日
於山懸郡北野村大智寺二世梅花佛百五十回忌追福書類
納 帯経園」の袋入

SING90-3-221

明治十三年十一月廿八日祖翁忌懐帋外書類入帯経園 1 袋

明治 13・11・28

袋のみ

SING90-3-222

(明治十四年辛巳年 南越勝山)

1枚

明治 14・－・－

1袋

明治 14・10・14

1綴
1綴

明治 14・10・18
明治 19・11・28

1綴

明治 19・11・28

1枚

－・－・－

吟風拝、日良野此閑

SING90-3-223

明治十四年十月十四日於大垣與偕園帰童仙師・
雪炊庵師百年忌追祭 帯経園
袋のみ

SING90-3-224
SING90-3-225
SING90-3-226
SING90-3-227

明治十四年十一月廿八日於美濃国安八郡楡俣の
里帯経園祖翁忌俳諧連歌興行
(俳諧連歌興行)
明治十九年十一月廿八日芭蕉忌於美濃国安八郡
楡俣里棚橋氏俳諧連歌興行
(枕流嗽石庵宣澆(印)(印)の手向(詞書・俳句))
(包紙共)
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SING90-3-228
SING90-3-229
SING90-3-230

(吟風の詞書・俳句)
(帯経園の詞書・俳句)
(柳庵一瓢の手向句)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

以上(SING90-3-224～230)は袋入

SING90-3-231
SING90-3-232
SING90-3-233
SING90-3-234
SING90-3-235
SING90-3-236
SING90-3-237
SING90-3-238
SING90-3-239
SING90-3-240
SING90-3-241

明治十五年十一月廿八日芭蕉翁祥忌於安八郡楡俣
里帯経園俳諧連歌興行
1枚
(左茗の備章句)
1枚
(一蛙の俳句)
1枚
(碌々叟の詞書・俳句)
1枚
(詞書・俳句)
1枚
(専雅の詞書・俳句)
1枚
(吟風の詞書・俳句)
1枚
(遊里の手向句)
1枚
(砕夢の俳句)
1枚
(令保女の詞書・俳句二句)
1枚
(静也の詞書・俳句)
1枚

明治 15・11・28
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

以上(SING90-3-232～241)は(SING90-3-231)にはさま
れてあり

SING90-3-242
SING90-3-243

明治十三年十一月廿八日祖翁正忌於帯経園俳諧
連歌興行
1 綴 明治 13・11・28
(芭蕉忌手向発句三句)
1 通 －・－・－
清泉→碌々叟宗匠

SING90-3-244
SING90-3-245
SING90-3-246
SING90-3-247

(梧楼の俳句)
(如梅・澄月の俳句)
(風歩の俳句)
(遊々可の詞書・俳句)

1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

以上(SING90-3-243～347)は(SING90-3-242)にはさま
れてあり、以上(SING90-3-231～247)はこよりで1括

SING90-3-248
SING90-3-249
SING90-3-250
SING90-3-251
SING90-3-252
SING90-3-253
SING90-3-254

明治十六年十一月廿八日時雨忌美濃国楡俣里於
帯経園俳諧連歌興行
1 綴 －・－・－
明治十六年十一月廿八日時雨忌手向各録
1 綴 －・－・－
(風寿坊の俳句)
1 枚 －・－・－
(詞書)
1 枚 －・－・－
(拙交の手向句)(包紙共)
1 枚 －・－・－
(互朗の手向句)
1 枚 －・－・－
(冷月・如梅の俳句)
1 枚 －・－・－

SING90-3-255

(迀主の俳句二句)

1 枚 －・－・－
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SING90-3-256
SING90-3-257

(左茗の備章句)
(二見坊の手向句)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

以上(SING90-3-248～257)は1括、以上(SING90-3-248
～257)は「明治十六年十一月廿日翁忌」の袋入

SING90-3-258
SING90-3-259

(香石の詞書・俳句)
1 枚 －・－・－
明治十八年十一月廿八日美濃国安八郡楡俣之里
帯経園俳諧連歌興行
1 綴 明治 18・11・28
SING90-3-260 (犀北の手向・短歌)
1 枚 －・－・－
SING90-3-261-1 (氷清の俳句)
1 枚 －・－・－
SING90-3-261-2 (古稀淇叟の俳句)
1 枚 －・－・－
SING90-3-262 (白羽の俳句)
1 枚 －・－・－
SING90-3-263 (鐘水の手向句)
1 枚 －・－・－
SING90-3-264 (左茗の遥拝句)
1 枚 －・－・－
SING90-3-265 (吟風の俳句二句)
1 枚 －・－・－
SING90-3-266 (西畴の詞書略・俳句)
1 枚 －・－・－
SING90-3-267 (哺風の俳句)
1 枚 －・－・－
SING90-3-268 (百山の俳句)
1 枚 －・－・－
SING90-3-269 (如虹の俳句)
1 枚 －・－・－
SING90-3-270 (几鳥の手向句)
1 枚 －・－・－
SING90-3-271 (氷清・淇波の手向句)
1 枚 －・－・－
包紙のみ

SING90-3-272

奉絵拙唫 曙庵

1 枚 －・－・－

包紙のみ、以上(SING90-3-258～272)は「手向 明治十
八年十一月廿八日租翁忌」の包紙入

SING90-3-273

SING90-3-275
SING90-3-276

明治十八年十一月廿八日時雨忌美濃国安八郡楡俣
之里棚橋氏別荘俳諧連興行
1 綴 明治 18・11・28
(明治十八年十一月廿八日時雨忌美濃国安八郡楡俣
之里棚橋氏別荘俳諧連興行余興)
1 綴 (明治 18・11・28)
(桂舎の詞書・俳句)
1 枚 －・－・－
(風寿坊の手向句)
1 枚 －・－・－

SING90-3-277
SING90-3-278
SING90-3-279
SING90-3-280
SING90-3-281

(茶遊の俳句)
(桂舎の俳句)
(俳句)
(俳句)
(俳句)

SING90-3-274

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

以上、(SING90-3-275～281)は「棚橋碌翁宗匠翁忌拙吟
ニ葉之内御撰して被下候也 戸田清泉拝」の包紙入
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－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

SING90-3-282

受納所

1 枚 －・－・－

以上(SING90-3-273～282)はこよりで1括

SING90-3-283

差定

1巻

明治 18・4・－

墨直会主扇山・建塔会主帯経園

SING90-3-284 差定
SING90-3-285-1 差定
SING90-3-285-2 五條式

1 巻 －・－・－
1 巻 －・－・－
1 巻 －・－・－

右芭蕉翁の旧式を増減して貞享式の條目也、以上(SING
90-3-285-1～2)はこよりで1括

SING90-3-286
SING90-3-287
SING90-3-288
SING90-3-289
SING90-3-290
SING90-3-291
SING90-3-292
SING90-3-293
SING90-3-294
SING90-3-295
SING90-3-296
SING90-3-297
SING90-3-298
SING90-3-299

差定
(碌々翁(印)の俳句)
(帯経園の詞書・俳句)
(碌々翁の俳句)
(碌々翁の俳句)
(碌々翁の俳句四句)
(帯経園の詞書・俳句)
(碌々翁の俳句)
(碌々叟の俳句)
(詞書・俳句)
(詞書・俳句)
(俳句四句)
(帯経園主の前書・俳句)
草主庵此閑雅丈宛帯経園碌々書状

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1通

－・－・－
－・－・－
明治 10・12・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
慶応 3・長・－
－・－・－
－・－・－
－・12・12

福井ニ老庵君之外方へ懇々御伝被下候処云々

SING90-3-300

(発句綴)

1 綴 －・－・－

14枚

SING90-3-301
SING90-3-302
SING90-3-303

(碌々庵の述懐句)
(碌々翁の俳句短冊)
(楡村の詞書・俳句)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

前欠

SING90-3-304
SING90-3-305-1
SING90-3-305-2
SING90-3-306
SING90-3-307
SING90-3-308
SING90-3-309

(詞書・俳句)
(俳句草稿)
(俳句草稿)
(俳句十句)
(俳句七句)
(松栄舎の詞書・俳句)
(八十三歳奚花坊の詞書・俳句)
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1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

SING90-3-310
SING90-3-311
SING90-3-312
SING90-3-313
SING90-3-314
SING90-3-315
SING90-3-316
SING90-3-317
SING90-3-318
SING90-3-319

(何入(印)(印)の詞書・俳句)
(何入の松栄舎手向句二句)
(文水の詞書・俳句)
(文水(印)(印)の詞書・俳句)
(美水の詞書・俳句)
(俳句)
(詞書・俳句)
(余興の句六句)
半升庵碑銘(詞書・俳句２句)
書緒

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1綴
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

過日御使者被参候云々、曙庵・文寿坊・一瓢等の俳句

SING90-3-320

(吟風の名録句二句)

1 枚 －・－・－

美濃国安八郡楡俣村 俗称西松権兵衛

SING90-3-321

(俳句六句)

1 枚 －・－・－

越前龍谷田宮野八郎右衛門此関・ミノ大垣清水篤太郎
一瓢・ミノ郡上郡八幡大野弥右衛門甫水等

SING90-3-322
SING90-3-323

(碌々翁の俳句)
棚橋碌翁様宛片野東一郎書状(封筒共)

1 枚 －・－・－
1 通 －・－・－

発句の文も大延引ニ相成申訳も無之今日差上候云々、6句

SING90-3-324

棚橋碌翁様宛南波邨三浦寛三書状

1通

－・6・7

春興摺もの御編製ニ付梅鶯ノ両趣ヲ以発句可仕様被仰
付云々

SING90-3-325

(一蛙・牛水の春興句)

1通

－・3・13

宗匠様、右儀吟御点の上御編入被成下候ハヽ本懐之至
奉存候也

SING90-3-326

棚橋碌翁様宛箕浦位蔵書状

1通

－・6・9

8句、御命ニ随ひ拙作貴読ニ備へ候間此中御面倒なから
貴慮ニ相叶ひ候分御撰ヒ御加入可下候

SING90-3-327

帯経園宗匠宛吟風書状

1通

－・－・－

春洞之吟8句、右の内にて可然句も候ハヽ御撰挙可給候
也

SING90-3-328
SING90-3-329

封筒(棚橋先生宛小幡和道(印)(印))
(前書略の連句集)

1 封 －・10・30
1 枚 －・－・－

文寿坊・碌々翁・花冏坊等

SING90-3-330

(年号歳旦 ミノ楡俣)

1枚

－・－・－

楡村・花月坊・花冏坊等

SING90-3-331

(吟風の俳句)

1 枚 －・－・－
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SING90-3-332
SING90-3-333
SING90-3-334
SING90-3-335

(八十叟文寿坊(印)(印)の詞書・俳句文)
(茶遊の俳句五句)
(花風の俳句七句)
(恪斎・蝶子の俳句)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

拙作差上候間摺物へ被加可被下候尤御削正奉希上候

SING90-3-336
SING90-3-337
SING90-3-338
SING90-3-339
SING90-3-340
SING90-3-341
SING90-3-342
SING90-3-343

(詞書・俳句)
(連句集草稿)
(吟風の俳句)
(風歩の俳句二句)
(鳳洲の前書略・俳句)
(李山の俳句六句)
(茶遊の俳句十句)
(俳句十句)

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

1枚
1枚

－・－・－
－・－・－

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

香石・里橋・七十五叟白保等

SING90-3-344
SING90-3-345

(春亭子の詞書・短歌)
(茶遊の俳句短冊)(包紙共)
「を掃く日や」の訂正紙入

SING90-3-346
SING90-3-347
SING90-3-348
SING90-3-349
SING90-3-350
SING90-3-351
SING90-3-352
SING90-3-353
SING90-3-354
SING90-3-355
SING90-3-356-1
SING90-3-356-2
SING90-3-357
SING90-3-358
SING90-3-359
SING90-3-360
SING90-3-361
SING90-3-362
SING90-3-363
SING90-3-364

(猪白の俳句)
(大カキ里遊の俳句)
(桂寿坊(印)の歳甫・勅影寄山祝・春興の句)
(鐵雪の俳句短冊)(包紙共)
(とき子の俳句)
(蘆水男茂枩の俳句)
(季子策支・高橋青山・関谷桂三・谷の俳句)
(指山の俳句三句)
(松月園一唱 長門国安岡内田徳舗の俳句)
(維水の俳句四句)
(俳句二句)
(俳句)
(詞書・俳句)
(詞書・俳句四句)
(詞書・俳句二句)
(詞書・俳句)
(桂舎拝の賀句)
(勢登の俳句)
(而楽の俳句)
(俳句二句)
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SING90-3-365
SING90-3-366

鐘ヲ得テ奉蜀ヲ望ム
(俳書一覧)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

去来抄他9冊、以上(SING90-3-322～366)は「明十歳旦
入」の袋に1括

SING90-3-367

楡股棚橋碌翁様宛岩手國井梅仙書状(包紙共)

1通

明治 3・1・20

1通

－・－・－

早春2日附の御祝書翌16日落机上候間云々

SING90-3-368

棚橋御宗匠様宛香石書状

詞書・俳句6句、右短歌一折何卒御寸暇の節乍御面倒御
添削被成下候様奉懇願候

SING90-3-369

棚橋碌翁様宛磯部貞八郎書状

1通

－・2・27

過日は大ニ預御馳走様ニ難有奉万謝候扨其節御約束奉
申上候御秘蔵の木綿樹2・3本何卒御配当被成下候様伏
て奉御依頼候云々

SING90-3-370

楡俣村棚橋碌翁様宛大垣室町清水篤太郎書状(封
筒共)
1 通 －・3・18
郡上行の儀ニ付

SING90-3-371

楡俣村棚橋碌叟様宛後藤盧水書状(封筒共)

1通

－・3・27

1通

－・4・3

摺物御ミ恵ミ被下慥ニ掌握仕候云々、5句

SING90-3-372

帯経園宗匠宛春和園華兆書状
今般道統御文台御相承相成御開筵可被為在候由云々

SING90-3-373

安八郡御寿村字楡俣棚橋碌翁殿宛大垣室町清水篤
太郎書状(封筒共)
1通

－・5・20

頃程27日多年肥後山鹿郡稲田村高桂庵眠兔来訪然ル処
普請中仮居にて京丸ニ宿り被申28日ハ拙宅年回法事ニ
付相済候上面談の処云々、以上(SING90-3-369～373)
は紙帯で1括

SING90-3-374-1 楡俣村棚橋五郎太夫様宛難波野村大橋源成書状
(封筒共)

1 通 －・10・25

兼て御願申上置候文台の義僕罷出御伺可申上筈の処
少々不快故乍恐左に申上候云々

SING90-3-374-2 (風寿坊獨吟の歌仙行一折)

1枚

(－・10・25)

1通

(明治 14)・11・5

(SING90-3-374-1)に同封

SING90-3-375-1 棚橋碌翁様宛神野曙庵書状(封筒共)

別紙摺物の通り橋本村錦見氏賀莚被相催候故何卒御出
席可被成下様奉懇希候云々

SING90-3-375-2 (文臺賀筵招待状)

1枚

会主美濃国本巣郡稲里村松悟庵知友
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明治 14・11・－

SING90-3-375-3 (文臺賀筵招待状)

1枚

明治 14・11・－

1通

－・11・23

会主美濃国本巣郡稲里村松悟庵知友

SING90-3-376

楡俣村棚橋碌翁様宛東洞院姉小路上浅野枩江書状
余寓東山下既巳5年云々

SING90-3-377

楡俣村棚橋碌翁様宛大垣室町清水篤太郎書状
(包紙共)

1 通 －・12・19

先般ハ参堂不相替御饗応被成下緩々御談承り難有奉謝
候云々

SING90-3-378

(連句集)

1綴

－・－・－

春秋老師・碌々翁・専雅等

SING90-3-379

(連句集)

1 綴 －・－・－

文寿老師・碌々翁・帰元坊

SING90-3-380
SING90-3-381
SING90-3-382
SING90-3-383

(連句集)
(餘興の連句集)
(餘興の連句集)
(餘興の連句集)

1綴
1綴
1綴
1綴

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

俚霍・閑和・拙交

SING90-3-384

(餘興の連句集)

1 綴 －・－・－

雲和坊・芦水・ 仙

SING90-3-385

(手向の発句集)

1 綴 －・－・－

清泉・吟風・せと等

SING90-3-386

(賀章下懐紙の発句集)

1綴

－・－・－

小ノ専雅・南越福井完焉・同福井古麦等

SING90-3-387

(各祝章の発句集)

1 綴 －・－・－

中洞雲和・小野専雅・南越福井完焉

SING90-3-388

(前書略の連句集)

1 綴 －・－・－

白々亭・碌々翁・八雪等

SING90-3-389

(各手向の発句集)

1 綴 －・－・－

清泉・風寿坊・吟風等

SING90-3-390
SING90-3-391

(白々亭の詞書・俳句)
(鴨の発句集)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

八雲・茶遊・老師等

SING90-3-392

(鴨の発句集)

1 枚 －・－・－

八雲・茶遊・文華等

SING90-3-393

(冬木立の発句集)

1 枚 －・－・－

松風・文華・吟風等

SING90-3-394

(冬木立の発句集)

1 枚 －・－・－

松風・秋光・文華等
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SING90-3-395

(風寿坊の俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-396

祖翁霊前献菓 白果仙拝

1枚

SING90-3-397

(其拙の詞書・俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-398

(雪渓の詞書・俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-399

(澄月の詞書・俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-400

(可笑の俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-401

(碌々翁の俳句二句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-402

(一瓢の俳句二句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-403

(松風の俳句二句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-404

(風寿の俳句二句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-405

(可笑の俳句二句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-406

(文の俳句二句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-407

(啓の俳句二句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-408

(一瓢の俳句二句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-409

(俳句二句)

1 枚 －・－・－

－・－・－

下半欠

SING90-3-410

蕉陰社

1 枚 －・－・－

以上(SING90-3-389～410)は「(餘興連句集)」の書かれ
た包紙入

SING90-3-411

御献立

1 枚 －・9・4

魚屋岩蔵

SING90-3-412

甲號(道統十七世～二十世建碑四基位置図)

1枚

明治 33・－・－

SING90-3-413

乙號(道統十七世～二十世建碑四基図)

1枚

明治 33・－・－

SING90-3-414

(建碑四基の設計図)

1枚

明治 33・－・－

右の如く相仕上可申心算ニ御座候云々、一峰・可笑→
吟風宗匠

SING90-3-415-1 西松権兵衛殿宛京都油小路下立売商入三浦寛算書状
(封筒共)

3枚

明治 33・－・－

文略客年春洛東永観堂塚供養御費補被下辱御礼奉申上
候云々

SING90-3-415-2 柳菴の碑文句

1枚

明治 33・7・10

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

日最中のかねやなるなるちる桜

SING90-3-415-3 柳菴の碑文句
雪よりも静な夜あり春の雨 柳菴

SING90-3-415-4 柳菴の碑文句
雪よりも静な夜あり
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SING90-3-415-5 領収書

1枚

明治 33・8・30

永観堂建碑2通知1000枚、岐阜県安八郡大垣町西濃印刷
株式会社子安堅治(印)→西松様、以上(SING90-415-1
～5)は「明治33年7月10日 美濃国安八郡御寿村西松権
兵衛宛京都油小路下立売南入三浦寛三」の封筒入

SING90-3-416

建碑有志簿

1冊

明治 33・7・－

長

SING90-3-417
SING90-3-418
SING90-3-419

永観堂建碑式典資受納帳 積翠居
(積翠居吟風の建碑式(詞書・俳句文))
(積翠居吟風の補墨式(詞書・俳句文))

1冊
1枚
1枚

－・－・－
明治 33・秋・－
明治 33・秋・－

SING90-3-420
SING90-3-421

(知常庵静也(印)(印)の詞書・俳句文)
(七十二叟香石の詞書・俳句文)

1枚
1枚

－・－・－
－・－・－

長

SING90-3-422

永観堂・建碑有志金収入簿 積翠居

1冊

明治 33･11･11

「明治三十三年永観堂建碑諸帳簿并菅公千年祭費用三
十六年春牒費諸書類共入 積翠居吟風」の袋入

SING90-3-423

建碑費精算書

1綴

明治 33・11・－

三浦寛三・清水勝定(印)→西松権兵衛殿

SING90-3-424
SING90-3-425
SING90-3-426
SING90-3-427
SING90-3-428
SING90-3-429

(七十五叟柳庵一瓢(印)(印)の(詞書・俳句))
(柳庵一瓢(印)の詞書・俳句)
(曙庵(印)(印)の詞書・建碑式・補墨式句)
(七十二叟香石の詞書・俳句)
(旭楳園文花の連塔補墨式拝章句)
墨直し會ニ付名録

1 枚 明治 33・11・－
1 枚 庚子(明治 33)・秋・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 綴 －・11・22

山郷→旭梅園詞宗様、他7枚

SING90-3-430 (安八郡墨俣町江崎唯逸の補墨式・建碑式・名録句) 1 枚
SING90-3-431 (みの垂井町小寺吟月女の建碑式・補墨式句)
1枚

－・－・－
－・10・30

(端裏書)吟風名録ヨリ

SING90-3-432

(フク井宇賀治丹造稲香の俳句五句)

1綴

－・－・－

1綴

－・－・－

1綴
1綴
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－

他6枚

SING90-3-433

(越前翠庵松涛の詞書・俳句)
他6枚

SING90-3-434
SING90-3-435
SING90-3-436

(福井市不昜社の建碑式・補墨式・名録句)
(南越味間野梅渓の建碑式・補墨式・名録句)
(森水・芦洲・幽堂の建碑式・補墨式・名録句)

越前国今立郡岡本村不老区森水・同国同郡同村芦洲・
味間野村中井区幽堂

SING90-3-437

(越前武生町深草松澤沢水の入墨會句二句)
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1枚

－・－・－

SING90-3-438
SING90-3-439
SING90-3-440

(越前武生町枩亭の建碑式・補墨式・名録句)
(越前武生町深草松澤沢水の建碑式・名録句)
夜城先生宛下窪先秋園一葉書状

1枚
1枚
1枚

－・10・20
－・－・－
(明治)33・10・30

1冊

明治 33・10・－

1枚

－・－・－

1綴

－・－・－

連塔有志の追加、建碑式・補墨式句等

SING90-3-441

建碑補墨式拝章
肥前国杵島郡須古俳諧連

SING90-3-442

永観堂建碑式補墨式遥拝拙吟
肥前伊萬里社中

SING90-3-443

(春暁園可眠(印)(印)の建碑式拝章・余興句)
肥後国阿蘇郡坂梨村通称佐藤方一(印)

SING90-3-444
SING90-3-445
SING90-3-446

(肥後国阿蘇郡坂梨村市余惟房亭四木の建碑式拝章・
名録・補墨式・名録句)
1 枚 －・－・－
(肥後来民町花香社中の建碑式・補墨式・名録句) 1 綴 －・－・－
(東離亭菊水(印)(印)の墨直・建碑・名録句)
1 綴 －・－・－
長門国豊浦郡内日村西田覚太郎

SING90-3-447

(山口県赤間関社中の建碑式及補墨式名録発句集) 1 綴 －・－・－
赤間関市中之町入江卯兵衛(印)

SING90-3-448

(素芳(印)の建碑式遥拝・補墨式拝章・名録・詠
史句)
1 綴 －・－・－
肥後国阿蘇郡坂梨村通称菅芳麿

SING90-3-449
SING90-3-450

(周防国岩国町雨杏・梶平真一の建碑式・補墨式・
名録句)
1 枚 －・－・－
(周防長潼の建碑式・墨直句)
1 枚 －・－・－
在大阪市三軒家下ノ町新井治助

SING90-3-451

(周防国岩国町古林園長江の建碑式・補墨式・發句) 1 枚

－・－・－

新井清太郎

SING90-3-452

(墨直し発句集)

1 枚 －・－・－

如岳・芳堤・留井等

SING90-3-453

(建碑式拝章・名録発句集)

1綴

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

文水・野水・松湯等

SING90-3-454-1 (建碑式・補墨遥拝・愚録句)
スの又雨麦→積翠居大宗師

SING90-3-454-2 積翠居宗匠様宛好古書状

昨年12月19日御仕出ニ相成居候はかき東方ニ紛込ミ拙
者へ着2・3日前相届ニ付云々、墨直建碑の吟・名録句

SING90-3-455
SING90-3-456

(雫月の前書略の俳句二句)
(墨川の名録句)
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1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

SING90-3-457

(墨水吟社員古佛庵萬年(印)の建碑式・補墨式・
名録句)
SING90-3-458 (梅鳥の前書略・俳句三句)
SING90-3-459 (雪墨の名録句)
SING90-3-460 (松陰の草稿句)
SING90-3-461 (旭水の四碑の手向・墨直し句)
SING90-3-462 (好々園の詞書・俳句)
SING90-3-463 (好々園の詞書・俳句)
SING90-3-464 (澄月の墨直し句)
SING90-3-465 (佐茗の詞書・俳句)
SING90-3-466 (佐茗の詞書・俳句)
SING90-3-467 (遊月の御前略・俳句二句)
SING90-3-468 (知常庵静也(印)(印)の詞書・俳句)
SING90-3-469 (拙交の詞書・俳句)
SING90-3-470 (帯経閑菊生(印)の建碑式・補墨式句)
SING90-3-471-1 盟約證書(封筒共)

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1通

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
明治 27・11・7

今回本山旧傳法堂移転設立シ獅々林吟社ト当禅林寺ト
盟約ヲ締結ニ付、禅林寺寺務所(印)、禅林寺執事長権
少僧正小松隆真(印)、俳偕道場獅々林吟社総代近藤伊
三郎(印)他1名、双方立会人大蔵寺住職後藤圭倫(印)
他2名

SING90-3-471-2 証(明治二十七年十一月七日双方連署ノ盟約ニ付)1 通

明治 34・2・28

俳句道場獅子林吟社総代清水勝定(書印)→禅林寺事務
所御中、(SING90-3-471-1)に同封

SING90-3-472

棚橋唫霞様宛西松吟風書状(封筒共)

1通

－・－・－

唫霞の詞書・俳句2句の添削

SING90-3-473
SING90-3-474

美濃国大垣於曙庵例年芭蕉忌酬恩會式執行
1 枚 －・－・－
(積翠居吟風(印)(印)の送別(詞書・俳句))(包紙共) 1 枚 癸卯(明治 36)・秋・－
小

SING90-3-475

丗七年九月中旬達翠軒興行

1冊

(明治)37・9・中旬

小

SING90-3-476
SING90-3-477

丗七年九月中旬逹翠軒ニ於て興行
(連句集)
墨水吟社春魁仙

SING90-3-478

(明治)37・9・中旬
－・－・－

小

(蕩夜通題中秋壬月連句集)
故楽社中

SING90-3-479

2冊
1枚
1綴

－・－・－

小

(発句集)

1 綴 －・－・－

四木・花水・素芳等
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小

SING90-3-480

八月六日於五峰庵興行

1綴

－・8・6

小長

SING90-3-481

日本國粹興振會発發句集

1冊

積翠居、3冊の内第2

SING90-3-482

－・－・－

小長

(俳句手帳)

1冊

－・－・－

1通

－・3・14

獅子老人見龍師、蓮ニ坊・梅花佛・東花坊等

SING90-3-483-1 美濃国安八郡大薮郵便区西松吟風様宛
東京芝三田四国町二ノ一七 西松喬

細々の御書拝見仕候小生の祝文ハ御訂正被下難有奉存
候併し御訂正の中一ニ少し腑ニ落さる点ハ矢張原文の
侭ニ致度いづれ浄書之上さし上可申云々

SING90-3-483-2 去ル五日柳庵の翁忌手向

1通

－・10・6

1通

－・弥生・末 9

夜城→吟風様、(SING90-3-483-1)に同封

SING90-3-484

西枩権兵衛様宛山本宇兵衛書状
拙義25日車舩ニて同26日暮米原着同日帰宅仕候云々

SING90-3-485-1 安八郡御寿村字西條上松権兵衛様行回夢園主人夜
城書状
1 通 －・10・6
来ル9日貴宅へ必御邪馬可申上楽入候処奉願上不得止
事出来乍遺感欠礼仕候云々

SING90-3-485-2 (夜城の詞書・俳句)
SING90-3-485-3 (回夢園(印)の詞書・俳句)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

以上(SING90-3-485-1～3)は同封

SING90-3-486

安八郡御寿村字楡俣西枩吟風様宛大垣町國枝静也
書状(封筒共)
1通

－・12・念 5

兼て御迷惑の義御願置候処云々

SING90-3-487

積翠居宗匠宛扇山書状

1通

－・－・－

柳庵老師近々御快方にて粗御全快ニなるも何分御大老
の御事云々

SING90-3-488
SING90-3-489

(専雅・碌々雅志の前書略・連句)
明治三十四年年賀状記

1枚
1枚

－・－・－
明治 34・1・－

(朱書)朱○印ハ手紙ナリ、鏡嶋雄次郎・同次郎一・爪
古次郎等

SING90-3-490

西松唫風様宛京都市油小路下立賣南入三浦可笑書状
(封筒共)
1通

(明治 34)・9・初 7

建碑願之儀ニ付

SING90-3-491

(吟風覚書)

1枚

迂老来4月27日出立防長石ノ国経回可致候ニ付云々
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明治 35・4・24

SING90-3-492

三十五年八月廣島花蝶連第五回月並句集抜萃
綴りは整理者による

SING90-3-493
SING90-3-494
SING90-3-495

1綴

(明治)35・8・-

小

諸國果儀其他記憶 積翠居
(吟風の文臺開・送別句)
十月十五日付帰宅礼状差出し記

1冊
1綴
1枚

明治 35・－・－
－・－・－
－・－・－

肥前・肥後・長門等

SING90-3-496

(明治十三年三月七日東京一蓬舎託生と申人まか
りて同氏のさばきの巻の連句集)

小

1綴

明治 13・3・7

託生・碌翁・吟風等

SING90-3-497

明治廿ニ年三月十一日岐阜倶楽部館にてかなの
くわい開筵式興行
差定

SING90-3-498

小

1綴

明治 22・3・11

小

(四月十六日文臺開筵前書略の連句集)

1綴

－・4・16

柳庵吟風

SING90-3-499
SING90-3-500

明治三十二年十二月柳庵の發句并和傳抜萃
1枚
(山縣郡春近の里故梅里坊七回忌追善會遣辞世の
吟脇起の連句集)
1枚

明治 32・12・－
－・－・－

小

SING90-3-501
SING90-3-502

(和兆・柳庵文周防国宮市春暁園鶯渓文臺開連句集) 1 綴
(十一月十四日摂津箕面山行途中桜井駅を見渡 小
しての連句集)
1綴
SING90-3-503 (点検の分前書略の連句集)
1綴

－・－・－
－・11・14
－・－・－

(朱書)肥前塩田、吟風・芦洲・文水等

SING90-3-504
SING90-3-505

伊万里町発句抜萃
積翠居吟風龍師宛下北原利平書状

1 枚 －・－・－
1 枚 明治 34・1・－

新年の御慶目出度申述候謹言、俳句3句

SING90-3-506
SING90-3-507
SING90-3-508
SING90-3-509
SING90-3-510
SING90-3-511

(安藝国吉和村人生田六峰(印)の俳句三句)
1 枚 －・－・－
(如石園観山の勅題・歳首・年尾の句)
1 枚 －・－・－
(七十五叟耕月庵百花仙(印)の歳旦・新年興・子ノ
歳暮句)
1 枚 明治 34・1・初
(清和仙(印)の丑の年尾・勅題句)
1 枚 (明治 34)・－・－
(寸松(印)(印)の春興句)
1 枚 －・－・－
諸国文通にて受取分
1 綴 (明治)33・5・21
手向句・名録句、吟風→黄村様

SING90-3-512

(美濃郡上八幡俳人発句集)

1綴

(明治)33・11・11

紅葉園奇濱→積翠居吟風宗匠

SING90-3-513

(好古改環翠居尚古(印)(印)の壬寅歳旦・春興・
辛丑歳 句)
1 枚 －・－・－
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SING90-3-514

(長門国豊浦郡内日村王鱗の雅春三句)

1綴

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

他5枚

SING90-3-515

(耕山の春季七句)
右多用中ほんの出鱈目御添削奉願候

SING90-3-516

(和田栄三郎清香の春季五句)
右御撰定可被下候

SING90-3-517

(田村鳳夢の春季三句)

1枚

－・－・－

SING90-3-518

(佐賀縣杵島郡須古邑社中春季集吟)

1綴

明治 36・1・－

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

糸遊・事清・和仙等

SING90-3-519

(平迺の名録ニ句)
長門土津郡宇津賀村木田祥一

SING90-3-520

(半魯の名録ニ句)
長門土津郡向津貝村笹城英一招醒庵

SING90-3-521

(発句集)

1 綴 －・－・－

春甫・南江・瓢友等

SING90-3-522

(町田勇吉杏雲の春季句)

1綴

－・－・－

1綴

－・－・－
－・－・－

他4枚

SING90-3-523

(名録発句集)
肥前濱・鹿島・浅浦・多良

SING90-3-524

(肥前国鹿島連名録発句集)

1綴

SING90-3-525

(雪也の俳句四句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-526

(林夕堂(印)(印)の和歌・俳句)

1枚

乙巳(明治 38)・元旦・－

小

SING90-3-527

(春季發句 神戸無逹庵社中)

1冊

－・1・9

松話→積翠居宗匠

SING90-3-528

(祇井の俳句七句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-529

(龍子の前文略・俳句三句)

1枚

－・－・－

SING90-3-530

(葉舟の詠草俳句三句)

1枚

－・－・－

1綴

－・－・－

丹波亀岡町字享津根畠山瑞弘

SING90-3-531

(発句集)
淡香・祇庭・涼斗

SING90-3-532

(吟風宗匠・一峰の連句)

1枚

－・－・－

SING90-3-533

積翠居宗匠様宛徴笑書状

1枚

－・6・13

当地の浮月園宗匠(通称尾形軍二郎)去る旧4月18日大
阪博覧会見物旁美濃御地方に漫遊すとの事にて云々

SING90-3-534

美濃宗匠西松先生様宛柘植文庫發起人書状
広告の通柘植文庫建設致度候ニ附云々
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1通

－・－・－

小

SING90-3-535

山縣大将令室の歌和し候山集抜萃

1綴

－・－・－

SING90-3-536

(春季発句集)

1 枚 －・－・－

(朱書)不破郡宮代より、猶夢他5枚

SING90-3-537

(墨俣炉扇社員の春牒発句集)

1通

－・1・10

回夢園→積翠居宗匠

SING90-3-538

(歳旦の発句集)

1 通 －・1・6

春牒名録の義ニ付、其馨→積翠居宗匠

SING90-3-539

(発句集)

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1綴

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

1綴

－・－・－

1綴

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

如鏡・春巖・知軒等

SING90-3-540
SING90-3-541

(抱琴舎京遊(印)(印)の丑聖節・当季・春興句)
(東みの恵那郡阿木村十四番地俳名新声軒寸鉄の
四季名録句四句)
SING90-3-542 (古青の詞書・俳句)
SING90-3-543 (市隠の寅の除夜・卯歳旦・春牒句)
SING90-3-544 (芳草園・知常庵・雨耕の句)
SING90-3-545 (雲洞の初夏漫吟)
SING90-3-546 (吟風宗師・幾年(印)の連句)
SING90-3-547 (一茶庵(印)の詞書・俳句)
SING90-3-548-1 (春季乱題発句集)
大津郡渡場町江原笑山・同掛渕浦中野素水・同葉山無一

SING90-3-548-2 (山口懸豊浦郡安岡寒梅吟社の春季随意発句集)
三浦利吉孤松・春鶴・閑月等

SING90-3-548-3 (岐阜県安八郡中川村稲川姓の名録発句集)
中川南翁・中川村稲川稲楽・稲川稲琴

SING90-3-548-4 (長州内日村西田氏追加の俳句六句)
謹賀新年 荒井喜太郎の厚紙添付

SING90-3-548-5 (蛙石の壬寅元旦・春興・辛丑歳晩の句)
SING90-3-548-6 (九月十一日五更山於精舎名誉の戦死を遂げら
れし椋木古牛子のため追福に営む歌仙興行)

小

1綴

－・－・－

1枚

－・－・－

芳雨→積翠居宗匠

SING90-3-548-7 (還暦年賀連句集)
露漳・男露山・風弘等

SING90-3-549
SING90-3-550

(専斎の詞書・俳句)
(専斎の俳句二句)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

以上(SING90-3-489～550)はひとまとまり

SING90-3-551

(其鼎七十四齢の詞書・俳句)
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1枚

－・－・－

SING90-3-552

五百題投吟

1 枚 －・－・－

中井秋楽様

SING90-3-553
SING90-3-554
SING90-3-555
SING90-3-556
SING90-3-557
SING90-3-558
SING90-3-559

(俳句論)
(夜城(印)の詞書・俳句)
(肥后坂梨村聴斧軒洞雪の随筆・五峰庵蘇子の跋)
(ナコヤ花木の俳句十句)
(風和の自祝(詞書・俳句))
(吟風の紀念公園記(詞書・俳句))
(連句覚書)

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1綴
1枚

－・－・－
－・－・－
発卯(明治36)・早萌・中懈
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

1枚
1枚

－・－・－
－・－・－

吟霞・紅葉園・吟風

SING90-3-560
SING90-3-561

(加賀野對岳梅ノ八勝の発句集)
(榾火通題の発句集)

小

SING90-3-562

(越前寿山子文臺開巻の連句集)

1綴

－・－・－

SING90-3-563
SING90-3-564

(豆腐の賦(詞書・俳句))
(名録の発句集)

1枚
1枚

－・－・－
－・12・16

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚

－・－・－

1枚
1枚

－・－・－
－・－・－

吟霞・よしを・文花等

SING90-3-565

(発句覚書)
五月句・閑居水鶴・落花等

SING90-3-566

(各国俳人名録)
長門・周防・石見等

SING90-3-567

(越前舞鶴園行の発句集)
吟霞・よしを・枩山

SING90-3-568
SING90-3-569

(島田駅十勝の発句集)
(端し書の発句集)

小

SING90-3-570 周防國佐波郡佐波村清水寿三郎寿風点検の巻
SING90-3-571 (ニ十日即興の連句集)

1 綴 －・8・－
1 枚 －・－・20

京遊・如梅・徐風等

SING90-3-572

(連句集)

1枚

－・1・8

1枚
1枚
1枚

－・－・25
－・7・17
－・－・－

1枚

－・－・－

春興、1月8日如鏡亭にて

SING90-3-573
SING90-3-574
SING90-3-575

故醸露園追弔會順之事
(七月十七日養紛園にて前書略連句集)
目録
正門一道建笠の意附り口伝之事等

SING90-3-576

(有馬六景の発句集)

小

SING90-3-577

瓢の賦

1綴
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－・－・－

SING90-3-578
SING90-3-579
SING90-3-580

(蚊遣りの連句集)
(発句覚書)
(連句集)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・2・21
1 枚 －・－・－

吟風・薬魚・如楳

SING90-3-581
SING90-3-582

(月か瀬漫遊の発句集)
九月廿八日道統文亭興行

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

可笑・文寿坊・吟風等

SING90-3-583

(古梅園梅子の懐旧(詞書・俳句))

1枚

－・－・－

前書ありて・連句

SING90-3-584
SING90-3-585
SING90-3-586

(如童仙の詞書・俳句)
(精野の詞書・俳句三句)
((印)(印)詞書・俳句)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

岩村舎

SING90-3-587

(岐阜志希子の俳句三句)

1枚

－・－・－

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

岩村舎

SING90-3-588
SING90-3-589
SING90-3-590
SING90-3-591
SING90-3-592
SING90-3-593

(夢中庵市隠の新年海・述懐歌)
(自然亭完焉の詞書・俳句)
(二志菴松髯代毫の積翠居にて俳句)
(二志菴代毫の松を賞する和詩)
(臨泉の俳句三句)
(蘘山の四季題)

(朱書)蘘山名録、
岐阜県安八郡名森村大字氷取岩田春治

SING90-3-594
SING90-3-595
SING90-3-596

(イワテ雪渓の祝章句)
(俳句十句)
(七十二叟柳庵の和評(詞書・俳句))

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

SING90-3-597

(社末唫霞の詞書・俳句)

1枚

－・－・－

1通

－・8・14

前欠

SING90-3-598

(柳々庵道統大先生宛神原亀空書状)
2句

SING90-3-599
SING90-3-600

(可蔵仙師・梅守の連句)
梅坡先生宛藍水(印)書状

1 枚 －・－・－
1 通 －・－・－

後欠、頃日一詩ヲ賦ス其一聯ニ付

SING90-3-601

西松様尊下宛疇山書状(封筒共)

1通

－・11・15

今回ハ議事の模様及ヒ前々よりの計画とハ一切新紙へ
相見え不申候故云々

SING90-3-602

(九月十三日楡花園月次の連句集)
吟風・霍栖・文寿師等
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1枚

－・9・13

SING90-3-603

(前略の連句集)

1 枚 －・－・－

吟風・露州・瓢舟

SING90-3-604
SING90-3-605
SING90-3-606
SING90-3-607
SING90-3-608

時習軒如楳の巻ナリ扣
(吟風の俳句二句)
(吟風(花押)の俳句)
(一茶庵(花押)の詞書・俳句)
(文台開筵草句五句)

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
乙亥・如・15
－・2・14

如楳→大宗師、5句右御添削の上先方へ御送り相成り度
奉伏願候以上、朱筆(添削と日付)

SING90-3-609

吟風様・迂言様・文花宛拙交書状

1通

－・3・13

老僕自祝決し兼色々御評儀被下候云々

SING90-3-610

吟風様宛一瓢書状

1 通 －・6・4

俳句3句

SING90-3-611

獅子庵吟風大宗師宛那庄書状

1通

－・9・7

当春御発程時長石へ御巡錫の末旅中御障もなく去28日
御無事御帰庵被遊候様云々、連句

SING90-3-612

(風和の俳句四句)

1 通 －・9・10

風和→老師様

SING90-3-613

(春耕の俳句)

1 通 －・9・29

春耕→積翠居大宗師道大雅君

SING90-3-614

積翠居宗師宛文水書状

1通

－・10・6

本月1日附ニて肥後南関よりの御墨翰正ニ郵着拝読仕
候云々、俳句4句

SING90-3-615

積翠居師宛夜城書状

1通

－・10・9

前欠、俳句2句

SING90-3-616
SING90-3-617

(回夢園(印)の詞書・春興・戌戌歳尾句)
積翠居大宗師様宛知常庵書状

1 枚 －・－・－
1 通 －・10・24

前欠、詞書・俳句2句

SING90-3-618

吟風様宛大野春梅(印)書状

1通

－・12・31

右(４名分の御香典)難有拝納仕候尚追て老父手跡御送
附可仕候也云々、俳句2句

SING90-3-619
SING90-3-620
SING90-3-621
SING90-3-622
SING90-3-623
SING90-3-624

(吟風宗師・南枝の前書ありての連句集)
(七拾九翁五風の前文略・俳句)
(積翠居師宗・舞鶴(印)の前書略・連句)
(宗師翁・藤里の御前書略・連句)
(吟風宗師・一枩の前書略・連句)
(積翠居宗師翁・藤里の前書略・連句)
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1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

SING90-3-625
SING90-3-626
SING90-3-627
SING90-3-628
SING90-3-629
SING90-3-630
SING90-3-631
SING90-3-632
SING90-3-633
SING90-3-634
SING90-3-635
SING90-3-636
SING90-3-637
SING90-3-638
SING90-3-639

(積翠居宗匠・槙々亭の前文略・連句)
(積翠居宗師・曵雲の御前章略・連句)
(積翠居宗師・曵雲の御前章略・連句)
(宗匠尊師・汀月の連句)
(獅子庵宗師・花暁の連句)
(吟風宗師・南枝(印)の前書ありて・連句)
(南関町藤波の詞書・俳句)
(雨后園蕉蜋(印)の詞書・俳句)
(吉地藤里の詞書・俳句)
(南関松寿の詞書・俳句二句)
(南関舞鶴(印)の詞書・俳句)
(右孝の詞書・俳句)
(禾月の詞書・俳句)
(竹子の詞書・俳句)
(和壷の贈句)

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

小西嘉吉

SING90-3-640
SING90-3-641
SING90-3-642
SING90-3-643
SING90-3-644
SING90-3-645
SING90-3-646
SING90-3-647
SING90-3-648
SING90-3-649

(和仁伊藤官次郎俳名俉山の前書略・俳句)
(三考の前略・俳句)
(竹風の前書略・俳句)
(花友の前書略・俳句)
(莟花の前書略・俳句)
(松花の前書略・俳句)
(花右の前書・俳句)
(春水の前書略・俳句二句)
(雅雲の前文略・俳句)
(吟風宗匠・可笑の前書略・連句)
可笑→吟風宗匠

SING90-3-650

吟風詞宗宛可笑書状

1 通 －・2・9

過日ハ御面倒の儀願出候処早速御聴許の上雑記事脇お
よび歳旦附合季節のとり扱ひ等熟々御教訓尚御添削の
廉々感入申候、当季2句

SING90-3-651

吟風宗匠宛可笑書状

1 通 －・12・12

前欠、連歌

SING90-3-652
SING90-3-653

(枯旭の詞書・俳句)
(新湊鞠浦明本惣太郎の前略・俳句)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

SING90-3-654
SING90-3-655

(今津茶納市月の前書略・俳句)
(茶右旭舎の詞書・俳句)

1枚
1枚
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－・－・－
－・－・－

SING90-3-656

(杏書の詞書・俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-657

(今津満井光露の前文略・俳句)

1枚

－・－・－

SING90-3-658

(静秋亭錦太の前書略・俳句)

1枚

－・－・－
－・－・－

向今津村武田与十郎

SING90-3-659

(藤本春月の前書略・俳句)

1枚

SING90-3-660

(花僲の俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-661

(子浄の俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-662

(竹風の送別句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-663

(一松の送別句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-664

(炉眠の送別句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-665

(鶯渓の別章句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-666

(藤里の送別(前書略・俳句))

1枚

－・－・－

SING90-3-667

(幾年の送別句・竹翠の離別句)

1枚

－・－・－

SING90-3-668

(碌臥の送別句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-669

(宗師・一枩(印)(印)の留別(詞書・連句))

1枚

－・－・－

SING90-3-670

(南関舞靏(印)の詞書・俳句)

1枚

－・－・－

小

SING90-3-671

(詞書・連句集)

1綴

－・－・－

1枚

－・10・23
－・－・－

孤松・分園・二蝶

SING90-3-672

(宗匠帰庵を祝しての句三句)
前欠、松宇→積翠居宗匠様

SING90-3-673

(羃川(印)の詞書・俳句)

1枚

SING90-3-674

(善秀の詞書・俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-675

(夏月園徐風(印)の吟風宗師の帰庵を祝し侍りて
の句)

1枚

－・－・－

SING90-3-676

(抱梟舎京遊(印)(印)の詞書・俳句)

1枚

－・－・－

SING90-3-677

(肥前岸拝右衛門逸枩(印)(印)の俳句)

1枚

－・－・－

SING90-3-678

(俳句二句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-679

(雨文の詞書・俳句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-680

(松雨の御笑草句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-681

(松柏園枝青の詞書・俳句)

1枚

－・－・－

SING90-3-682

(唯逸の詞書・俳句)

1枚

－・－・－

SING90-3-683

(夜城の詞書・俳句)

1枚

－・－・－

SING90-3-684

(一峰・吟風の連句)

1 枚 －・－・－

SING90-3-685

(帛興の連句)

1 枚 －・－・－

文水・竹露・野水等、積翠居の朱筆添削あり
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SING90-3-686

奉呈新君宛京番書状

1 通 －・4・9

先以御道中益々御機嫌克被遊御着の段奉承知恐悦の御
義ニ奉存候

SING90-3-687
SING90-3-688
SING90-3-689
SING90-3-690
SING90-3-691
SING90-3-692
SING90-3-693
SING90-3-694
SING90-3-695
SING90-3-696
SING90-3-697
SING90-3-698

(女可不川の俳句)
(支翠の壬巳元旦・歳暮・春興賦物句)
(支翠の壬巳元旦・歳暮・春興句)
(支翠の壬巳元旦・歳暮・春興句)
(支翠の春興句)
(支翠の前書・俳句)
(御巻元連中様宛ミノ西条花冏坊指吟句七句)
(竹加庵の酉のとし鶴旦・申ノ歳暮句)
(霍連舎三夜句)
(俳句三句)
(俳句二句)
(俳句二句)

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1通
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

小

SING90-3-699 大垣新善光寺奉額會抜萃
SING90-3-700 (俳句三句)
SING90-3-701-1 八幡宮奉願發句會

1 綴 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・2・－

王詠集所大垣本町神野嘉右衛門

SING90-3-701-2 八幡宮奉願發句會

1枚

－・2・－

1枚

－・2・－

王詠集所大垣本町神野嘉右衛門

SING90-3-701-3 八幡宮奉願發句會
王詠集所大垣本町神野嘉右衛門

SING90-3-702

(俳人覚書)

1 枚 －・－・－

指山・季山・吟風等

SING90-3-703
SING90-3-704

(故楽の元旦・歳暮句)
(前文ありて・連歌)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

其兆・故楽・梅思等

SING90-3-705

(前書ありて・連歌)

1 枚 －・－・－

宗師・故楽・暁枩等

SING90-3-706

(麦茂士と故楽の前書略の連句)

1枚

－・－・－

上部欠

SING90-3-707 (故楽・楡村・梅思雅坊・柳蛙士の連句)
SING90-3-708 西条西松権兵衛様宛大谷市郎平書状(封筒共)

1 枚 －・－・－
1 通 －・神無月中・5

故楽様御帰宅無之御風談叶い不申残念至極奉存候云々
詞書・俳句3句
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SING90-3-709

枝青様宛指山書状

1 通 －・卯・14

乍面倒摺物の巻并墨哥差上申候間尊公様冝敷御取直し
の上程よく御取斗可被下奉願上候云々

SING90-3-710

(前書略の帯経園の連歌)

1綴

－・－・－

支翠・文寿坊・静遊等

SING90-3-711

途中の申捨

1 巻 －・－・－

発途～江戸着の吟

SING90-3-712

名録

1 枚 －・－・－

雪舸仙・周防徳山堀佐治右衛門他7名、何狸・石州田ノ
原有田常七郎他4名、風化・長門田万大谷梅八郎他2名

SING90-3-713
SING90-3-714
SING90-3-715
SING90-3-716

(梧樓の星厳先生の贈位祭典に参拝して・俳句)
(俳句二十句)
(千代之発句四句)
(彔々翁の俳句)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

SING90-3-717

(俳号・在村・本名録)

1枚

－・－・－

宣風・福多村・石井民治郎他6名

SING90-3-718

(碌々の俳句四句)

1 枚 －・－・－

４－中国文学
SING90-4-1
SING90-4-2
SING90-4-3
SING90-4-4
SING90-4-5

唐詩三物
唐玄宗詩
(漢詩覚書)
養老詩碑
送宮本正達帰省席

1冊
1帖
1枚
1枚
1綴

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

巳歳某月某夕於鴨東水晶楼書

SING90-4-6

菰野湯野山雑詩

1 枚 －・－・－

朱筆添削あり

SING90-4-7

(棚橋策馬翁経歴書覚書)

1枚

癸未・7・念 4

1枚

発巳・梅花・－

1枚

－・－・－

1枚
1枚
1枚
1枚

－・－・－
－・－・－
－・－・－
－・－・－

孫五郎拝誌、朱書添削

SING90-4-8
SING90-4-9

(七十一翁半渓重行(印)の漢詩)
虫 食
(松山□□(印)の詞書・漢詩)
全体各部虫食

SING90-4-10
SING90-4-11
SING90-4-12
SING90-4-13

(地春の漢詩)
(廣好の九月十三夜の漢詩)
(川京の二絶)
(田政教草の夏日喜雨の漢詩)
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SING90-4-14
SING90-4-15

(春水の漢詩)
(春畝山人伊藤博文の漢詩)

1 枚 －・－・－
1 枚 明治丁丑(10 年)・7・－

書於西京客舎

SING90-4-16
SING90-4-17

(岨江の六絶)
(忠孝の拓本)

1 枚 －・－・－
1 枚 －・－・－

各部欠、縦200㎝×横85cm、後学沈芳臨、鄭人汪皇元刻

SING90-4-18

(勅岳飛(印)(花押)の漢文拓本)

1枚

－・7・12

縦35×横69㎝

SING90-4-19

(漢文拓本)

1 枚 －・－・－

岳飛→観文相公閣下、縦31×横73㎝

SING90-4-20

(強陳謨又題(印)(印)の懐綱忠候・責秦檜の漢文
拓本)
1枚

－・－・－

縦37×横72㎝

SING90-4-21

(岳飛題(印)の漢文拓本)

1枚

－・－・－

縦31×横73㎝

SING90-4-22

(漢詩の拓本)
縦119×横63㎝

1 枚 －・－・－
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1 6

宗教
神道

0
1
2
3

仏教

1 0
1 1
1 2
1 3

2 2

0

歴史

1
2
3 1

0 0

戸口身分

0 1
0 2
0 3
藩政治

1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5

村政

2 0
2 1
2 2
2 3
2 4

3 2

法令

0
1
2
3

3 3

金融

0
1
2
3

3 5

土地

0
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1
2
3
4
5
3 6

租税

0
1
2
3
4
5
6
7
8

3 7

教育

0
1
2
3

3 8

祭礼習俗

0
1
2

3 9

軍事

0
1
2
3
4
5
6
7

4 0

博物

0
1
2

4 1

数学

0
1

4 5

地誌

0
1
2
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3
4 9

医学

0
1
2
3

5 1

建築

0
1
2

5 2

治水土木

0
1
2
3
4
5

6 0

産業

0
1
2
3

6 8

交通

0
1
2
3
4
5

6 9

通信

0
1

7 0

美術

0
1
2
3
4
5
6

9 0

文学

0
1
2
3
4
5
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