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黒田長政知行目録

慶長 7(1602)年12月23日付桐山孫兵衛宛

福岡落初代藩主黒田長政が、家臣の桐山孫兵衛丹斎に与えた知行目録。孫兵衛は後に丹波

とも名乗り 、江戸時代初期の重臣である黒田二十四騎のひとりに数え られる人物(詳細は解

この時与えられた知行地は、 三笠 (御笠)郡山家村・下見村・題を参照)。本文書によれば、

岡田村 ・長岡(永岡)村・ 牛頭村、および熊(限)村(牛頭村は現在の福岡県大野城市、そ

内訳も記されており、れ以外は岡県筑紫野市に所在)の一部で合計4500石であった。また、

4000石は孫兵衛分として、 300石は孫兵衛の嫡男である作兵衛利行分として、 200石は作兵

この後、孫兵衛は6000石ま

で加増されており、その過程を窺える資料として貴重である。(本文169頁)

衛女房 (伊丹兵庫頓意の娘)分として充行われたことが分かる。



ぷ



はじめに

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

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

テーマとする歴史民俗博物館として開館しました。

本年度は、自主企画の特別展として「弘法大師帰朝1200年記念特別展 空海と九州の

みほとけ」を開催し、空海をはじめとする入唐僧の九州における活動に注目しながら、

北部九州の仏像を紹介し、当地の仏教美術の特質を明らかにしました。

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

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

にまとめ、平成15年度までの収集分のうち、 113，101件を掲載しました。本目録では、

平成16年度の寄贈・寄託・購入資料2，474件を収録しています。これらの収集資料は新

収蔵品展で一部を公開するほか、部門別展示や自主企画展などにおいて活用しています。

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

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

一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成19年3月

福岡市博物館長 西 憲一郎



(凡例)

1.本目録では、平成16年度の収蔵品を寄贈、寄託、購入の順に並べ、寄贈・寄託資料は家別資料として件数の多い)1展

に配列した。

2.漢字は基本的に常用漢字を使用した。

3.記載の文字が不明の場合は口とし、原本通りの時は(例)曇とした。

4. 法量の単位はセンチメートル、重さはグラムである。

5. 最右項の番号(例)2004P1234と記したものは備品番号である。 Pは寄贈、 Dは寄託、 Bは購入の略である。

6.絵画は、名称、時代、作者、品質・形状、法量、員数、備考の項を設けた。

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

たが、紙幅などの関係から、各文書について、適宜省略した項目もある。

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

9. 民俗資料については、次の凡例を設けた。

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

目を用い、各資料に該当項目を記した。

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

しては、( )で記した。

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

各分類に応じて適宜記した。

(4)備考には、用途等を記した。

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

たものもある。



目次

〈口 絵}...・ H ・......・ H ・-…・…・… H ・H ・-黒田長政知行目録

はじめに

凡例

目次

図版…...・ H ・..…...・ H ・..…...・ H ・..…(1)"-' (20) 

〈資料解題)

寄贈資料… H ・H ・.......・ H ・...・ H ・.........・ H ・......・ H ・. 3 

寄託資料....・ H ・...・ H ・-… H ・H ・....・ H ・-…… H ・H ・... 8 

購入資料...・ H ・・・ H ・H ・...・ H ・-… H ・H ・.....・ H ・...・ H ・... 9 

{寄贈資料〉

l 武部自一資料(追加分)...・ H ・...・ H ・....・ H ・......・ H ・-… 13

2 周防憲男資料(追加分)...・ H ・H ・H ・....・ H ・-…....・ H ・... 64 

3 松田順吉資料・…・・ H ・H ・...・ H ・....・ H ・-… H ・H ・....・ H ・. 93 

4 井手道子資料...・ H ・..…・ H ・H ・-… H ・H ・-…...・ H ・...・ H ・.107

5 古賀善一資料....・ H ・H ・H ・-… H ・H ・-… H ・H ・-…...・ H ・.111

6 酒見勝二資料....・ H ・.....・ H ・....・ H ・......・ H ・-…… H ・H ・113

7 小森田トワ資料...・ H ・.....・ H ・H ・H ・.....・ H ・.....・ H ・..… 151

8 古田鷹治資料(追加分)....・ H ・......・ H ・......・ H ・....・ H ・152

9 宮内悲資料....・ H ・....・ H ・...・ H ・..・・ H ・H ・.....・ H ・....・ H ・.154

10 岡田由子資料....・ H ・...・ H ・....・ H ・....・ H ・....…...・ H ・...155

11 渡遁源吾資料・…...・ H ・...・ H ・....・ H ・-……...・ H ・...・ H ・.156

12 中川三治郎資料(追加分)...・ H ・H ・H ・...・ H ・...・ H ・..…・ 157

13 林ツル子資料(追加分)…… H ・H ・-…… H ・H ・....・ H ・...158

14 高田茂庚資料(追加分)....・ H ・.....・ H ・....・ H ・.....・ H ・..158

15 前田家平資料…・…....・ H ・......・ H ・..…...・ H ・......・ H ・.159

16 エリコ・ゴーマン資料……...・ H ・..…...・ H ・..……… 159

17 佐野栄・佐野雅子資料…・...・ H ・...・ H ・...・ H ・.....・ H ・..159

18 松尾和生資料… H ・H ・.....・ H ・...・ H ・....・ H ・-…...・ H ・-… 160

19 小西薫資料(追加分)………...・ H ・-… H ・H ・....・ H ・-…・ 160

20 宮徹男資料(追加分)…...・ H ・...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・....160

21 松尾修資料・・ H ・H ・...・ H ・-… H ・H ・-……....・ H ・...・ H ・....161

22 博多祇園山笠振興会資料・……....・ H ・...・ H ・.....・ H ・..161

23 福助株式会社資料(追加分)...・ H ・H ・H ・.....・ H ・....・ H ・161

(寄託資料〉

l 貝島忠夫資料...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・H ・H ・..…...・ H ・..… 165

2 川寄隆司資料…...・ H ・..……… H ・H ・...・ H ・....・ H ・..….165

3 崇福寺資料....・ H ・....・ H ・.....・ H ・-…...・ H ・....・ H ・H ・H ・.165

4 吉永千香子資料・……… H ・H ・....・ H ・.....・ H ・.......・ H ・.166

〈購入資料〉

I 一括資料

1 桐山家文書....・ H ・H ・H ・..…...・ H ・.....・ H ・...・ H ・...・ H ・..169

2 大坂津嶋屋文書・・ H ・H ・-… H ・H ・...・ H ・-…...・ H ・.......184

E その他の購入資料

3 書籍…・........................................................189

4 古文書 .........................................................194

5 絵画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195 

6 地図・絵図...・ H ・..…...・ H ・..…...・ H ・H ・H ・.....・ H ・-….195

7 書跡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195 

8 万剣 ....・ H ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 196 

9 工芸品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 196

10 広告類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 197

11 歴史資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 198





寄贈資料

〈寄贈資料〉

1.武部自ー資料(追加分

哲
男

U

，
E
J
T式
、
苧
λ
荘、た

4
予
、
竹
中
ゆ
ふ
ん
ぽ
ム
叩
》
斗
刊ほ

v

刻
、
ろ
J
10マケ
去
を
f
色

々
3Th和
b

T
h
N
Hル
M
H九
NA
V、

z
f
uは
T
1愉」
4
ぇ
、，
t

み
す
打
出
川
付

4
4ゐ
vz，手
、えし

ζ

象

raれv
向
島
/'p
y
Mい

j
t

z
E丹

td
t-投
1
1

1

4
V
守

rr-J
五
，fpbzhe一色

グ
削
月
刊

my」
7
;ト

4
'
9
4
ゐ

yvk

ゆ
治
L
A
す
unk
申
込

自
何
台
~吋
?
?211

e
f
i
h
Jを
tl事
YF

ヨ

げ

?均，

H

ヰュ
4
7
1A佐

γ
[ザ
号
、
?
金
ま

t
a主

r母為
j
T
足
y
bま
f

色彩一
ス一
仇
I
・5
予
行
各

Lh町h
t

一

，
L

小

i
ノ
ケ

a
A
d
--p
1々

彦九

J
ベ
it
vち
っ
ぽ
弘
氏
い
叫
4
・y
私

主
将
?争点。ケ
H
U

与
#
砂
川

ZP
Y
A-
p
r務
q、コ
ピ

伶

T
Zは
l
ι
m
v
l川
=zt

h
T
伶
円山

-qLJZη授、

占
J

ーが』昨
5
7
1ep
命
先
私

Z
ん比

五

1
1位
、
1
f
T
A均
tueh
〈

仙
川
々
、
先
主

Y
Yう
W
E
Z
u
-
-
A

.込
3
体
、
ち
れ
ー
も
f
イ

ti

雪
2
c

hb
札世
名
付
入
川
、旬、
4

去
4
th忽
J

7
uザ
九
人
可

mq旭町
晶
糸
八、、

】

T
アへ

T
4
3占
i
t--4、
有
AH
a

-
t付

l
?を
止
の
す
門
、
主人
、、

下
位
れ
t
{
ぞ
ん
弘
、母

4
1
4
1
主
t

-仰
向
そ

-e
fe干円い
l
d向、
h
日
「

1

1
1本
安

J
H
い

42川
署
て
も

pd
疋
I

2
+
Z
/
l
}ノ
裕
司
L
rt

お
守
、
，、刊すに刊
叶
Ail-川
も
手
」

川
主
ト
'
A
J
山

知
も
よ
れ
を

HMz
u
f

T
、キ
メー
4
九
七
i
n呉
川
9
昔

HH
れ

ιふ
-P
1
5いお
f
{
-h同一
b
t

γ
民
1
7
ど
司
ヰ
J
1
7T
F
1一町

J
h
z
tA
4い

2
ド

T
ザ
斗

J
I
?t

'h
，
b
l日
以
内
巾

It--E
品川
Z
A
3ィ
A町

ゐ
パ
ヤ
1
本
多
苅
J
F
Mh吋
1
4
V
凶
刊
」

A
リ
ιる
け同L
d
FI
A
t
込

苛
丹
治
今、
・々
ω亙
へ
よ
さ
v-

J
H
↑
J
1
・円古
来
去
れ
の
み
?
写
1
f
t
ι
、

沼
1
1
xJ
勿
み

同
吋
r
f
ernup
h

b
九・
1

朱
J
W

争
広
%
H
W
L
H
M叫

dKA
-
-ザ

τ

rz
?'ノ先
l
向
川
、
T

宇
?
?

つ
れ
A
d
u円

l
?
之
T
古
守
川
川
市
市
イ

'た向
t存
〉
イι

、
日
"
タ
同
九
ほ
れ
判
u
-
ハ、、

古
川
ず
弘
、
伐
内
ノつ
{
-
q
lえり
H
J
L

-γn多
智
一定・
'花
宗
寺
て
・略

称
叩
パ
ド
4
7
代
ヤ
海、

4
1

T
令
日

砕
品
川

219 [加藤司書書状](稽古の奨励に付)

¥ 

-VN
f

岡
県
佐
ぽ
豆

武部小四郎ヵ)712 [写真](男性一人

苛誌も

11 [イ云武部小四郎辞世 ]

ノ
ぞ

ず
ん
2
4
φ

ト
d
V
A
I
l

吟
J4l

J
何
d
l

/，

かパ
オ
々
Emすす
?
fL
Mj物け

りいす
7
1守
吟
川

A
i

r

h
R勺
匂

7
、
川
川

w
tり
も
bi

え
{
丞
イ
し
唱
す
門
戸
、
ト
リ
ム
t

ー.，司-

ー

Z周防憲男資料(追加分

咽lIIIl

⑨ 

)淘当416 

(1) 

1 [黒団長政ローマ字朱印状]r引物ノ党J



寄贈資料

3.松田順吉資料

26 雁ノ巣飛行場 ・格納庫

51 飛行機

T
ザ
?
£
和
念

寸

す
事

'
A修
ゑ
辛
抱

』

ム科参
νちハ
v
r

h

震
を
λ

司

、乏
付
命
T
-

一

-

蓄

を

十
P
E
一

4
4
4

一

争

T
Z今

4
0
久
平
タ
?
。

ふ

争

後

生

Z'h-

‘中川

lh4pa

言
お
長
枝

一

社
yd
列
T
4

守
番
。
外
・
右
手
名

ベ1
1
t

、

t

中
北
ち
を
に

一

h
b/但
手
J

つ

一

-芹
千
今
宮
え

必
ポ
d
v
，
古
来
義
務

-

o'b
紙
管
ゆ
1
7
0胡
え
パ

岬
唱
す
も

f
f
!
げ〆

，

生
fG
止
も

4井手道子資料

1; 

L --
2 [黒田長政書4刻(天守之番、 4人宛4番交替で詰めよ)

. 
4 

(2) 



5.古賀善一資料
桜貯6

町す全場事目

素晴嘗貯時鞍
回六朗

容:!...009123 ... 
本工 '1 1ノ組

笠t固 ~1吉会
議百 回f吉更格1宮山宙5' 1 宙~ ~ ;;: 
行 '1守也曲"tJII叩枚晴タ¥¥:背此

2 

正〆エノス会入11-'ニ会

4序昨ti~ J~ 却金吉モ品坦晴
会官券 局E ュ";'ノキ瞥若丸

そ拾;"、ノ於土ニニ徒‘
ノ五"<i-ナ'tU:-I~~~t; 臨
ナ図俄 伶 '1置必i/L.テ ν乱吟

第6回割増金附戦時貯蓄債券 (15円)

6.酒見勝二資料

7.小森田卜ワ資料

9 第 11回大東亜戦争割引国庫債券(50円)

l~ 43 

。陰 “ ‘ミき、， 

給与明細

左より4小銭(豆板銀等)、 2乾字小判、 3丁銀

(3) 

寄贈資料



寄贈資料

8.古田鷹治資料(追加分)

~_J1'選L-"量 【檀穆不事官芋克寓語7

l 絵はがき(福岡女子高等小学校)正面 8 絵はがき(福岡女子高等小学校)家事実習

9.宮内悲資料

16 きじ車

10.岡田由子資料

l 博多祇園山笠大黒流下洲崎町 当番法被 3 博多祇園山笠 大黒流須崎IUJ 当番法被

(4) 



寄贈資料

間
一

原連平
一

渡
F

12.中川三治郎資料(追加分)

2 ガラス写真(渡温和平 平日ゆ 4 東京陸軍少年通信兵学校絵葉書「愛校日j

13.林ツル子資料(追加分)

1 躍進熊本大博覧会絵はがき(熊本博会場入口)

14.高田茂贋資料(追加分)

r京空?でさ重量主忍!..~r.主T~ 哩理明記冨~. 、二ぜ.~-.. 二~，

1 捕鯨用鈷

(5) 



寄贈資料

15.前田家平資料

l 下魚聞]当番法被

16. 
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購入資料

7.書跡 8.刀剣

1 雪村友梅墨蹟 「車工燐一知雪」
左より 3縫鎚、 l大身鑓、 2大薙刀
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購入資料

9.工芸品

4 医療用エレキテル

6 実験用エレキテル
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購入資料

10.広告類

4亀 で手、 ，

貫太葉集
姥期日埋も(ムJリJ

7 ポスター 「工員大募集航空報国」

(20) 

4 引札(凱旋飛行兵に花輪を手渡す女性)

日同生
円三註六十和田1資
詰 J ~見業革校畢11\筈高 J i悟

，........， 

8 ポスター 「少年工員大募集 航空報国」



<資 料解題>





〈寄贈資料)

1.武部自ー資料(追加分)

(寄贈者)武部自ー

(現住所)福岡市早良区田村

旧福岡藩士建部家(大組700石)に伝来した、幕末から近

代の古文書、古写真、絵画。平成13年度寄贈の追加分。

建部家は、 3代藩主黒田光之の母方の縁者であるため黒田

家に仕えたと伝えられている。歴代当主では、幕末に筑前

勤皇党の有力メンバーとして活躍した武彦と、明治初年の

反政府結社矯志社を興した小四郎が著名。武彦は慶応元

(1865)年の乙丑の獄で切腹、小四郎は明治10(1877)年の

福岡の変により1慨するなど、幕刺繍期の福岡の政治史上、

重要な役割を演じた。

武彦関係のものとして注目すべきは、慶応元年10月の「切

腹命令書」、「遺言書J、「加藤司書書状J等で、乙丑の獄

の実態をよく伝える。小四郎関係では、固まぐるしく変わ

る明治初年の状況や各地の士族の動向を伝える書状が多く

残る。近代以降では、家政関係資料、特に屋敷の改築葬儀、

家計に関するものが中心となる。また、昭和40年代に行

った親族の藤田円一氏による、武彦や小四郎についての調

査資料も見られる。

2.周防憲男資料(追加分)

(寄贈者)周防憲男

(現住所)福岡市東区唐原

資料解題

旧福岡藩士周防家に伝来した、近世・近代文書、近代の

生活資料。平成7年度と14年度寄贈の追加分。

周防家は福岡藩3代藩主黒田光之に知行150石で御鷹方

として召し抱えられ、幕末には地行一番丁に屋敷を構え、

大島、姫島定番などを勤めた家。古文書類は、主に明治か

ら昭和初期の家関係の文書で、文五郎→博→正義(寄贈者兄)

と続く歴代当主に関する資料と博の弟である繁人・光夫に

関する資料とを柱とする。これらは「明治初期、周防関係

分」、「長谷家関係分J、「成績品」、「鎌田家関係」と書か

れた封筒にそれぞれ一括されていた。その内容は、金銭貸

借関係証文、給与明細書、養子縁組に関する資料、賞状や

答案をはじめとした教育関係資料等、近代の生活に関わる

資料を多く含む。また、注目される資料として、後世の収

集資料と思われる黒田長政発給文書がある。これらは代官

の板付次郎右衛門(10石2人扶持)に与えられた年貢皆済状で、

r simeon josuiJのローマ字印も見られる。なお、 2点が

伝わる胸当には周防家の家紋「並び腐の羽」が据えられて

おり、御鷹方としての由緒を伝える。
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3.松田順吉資料

(寄贈者)松田順吉

(現住所)福岡市博多区諸岡

寄贈者の父で門司三井倶楽部(大正10(1921)年竣工国指

定重要文化財)を設計した建築家・松田昌平氏あての辞令

や感謝状、雁ノ巣飛行場(昭和11(1936)年開場)の格納庫

などを昌平氏が撮影したガラス乾板、昭和12年夏に旧制

中学生であった寄贈者が雁ノ巣飛行場の飛行機を撮影した

フィルム、炭鉱関係の仕事をしていた寄贈者の祖父が収集

したと思われる国内外の絵はがきなどからなる。寄贈者は

山口県出身だが、自平氏が、明治専門学校(現・九州工業

大学)で教鞭をとったり、福岡市や北九州市での仕事をす

るようになり、福岡へ転居して設計事務所を構えた。資料

はいずれも、寄贈者宅で保管されていたもの。



資料解題

4.井手道子資料

(寄贈者)井手道子

(現住所)福岡市中央区鳥飼

旧福岡藩土井手家伝来の近世・近代文書と絵図・絵画。

井手家初代の勘右衛門友氏は黒田職隆の弟(=如水叔父)

で、播磨国高倉城主井手光昌の養子となったが、永禄12

( 1569)年、赤松政秀と黒田職隆が土器山にて戦った際に

32才で戦死した。その時6才だった子の友正は難を逃れ、

成長して後、客分として福岡へやってきた。なお、この時、

長政より2700石と福岡城内の屋敷地を与えると言われた

が固辞したとされる。その後、三代友次の代に至り正式に

家臣の列に加わり、知行は200→300→400→270石と推

移した。

古文書は、慶長8(1603)年の井手友正宛黒田長政知行宛

行状を最古として、江戸時代初期から中期の知行関係文書と、

後期の相続関係、職務関係文書からなる。この中では「天

守之番衆」と題された井手真斎(友正)宛長政黒印状が福岡

城築城関係文書として注目される。近代は渡遺家(今回の

寄贈者渡遺源吾氏の家)より養子に入った秀男氏(寄贈者の

祖父)に関する文書が中心。絵図・絵画類は、朝鮮半島に

おける長政の行軍図や長崎までの海路図、小倉戦争を知ら

せる摺物等、福岡藩に関わるものが多い。

5.古賀善一資料(追加分)

(寄贈者)古賀善一

(現住所)福岡市西区愛宕

昭和63年度収集の追加分である。寄贈者の自宅に保管

されていた昭和10年代後半の戦時債券、郵便貯金通帳の

ほか、日本樹子雲氏10円L江戸期および近代の日本の貨幣と、

寄贈者が渡航した時に入手した中国・韓国などの貨幣である。

郵便貯金通帳は寄贈者本人名義のものと、寄贈者の母キク

氏の名義である。

-4-

6.酒見勝二資料

(寄贈者)酒見勝二

(現住所)福岡市南区筑紫丘

第二次世界大戦後に復員し、福岡県に奉職した寄贈者

(大正11(1922)年生まれ)の給与明細。昭和22(1947)年4

月から56年3月までの明細がほぼ全て揃っている。寄贈者

が自ら整理して保管していたもの。基本給のほか、賞与や

諸手当の実態がよく分かる。戦後から高度経済成長期の急

激にすすむインフレの中、給与所得者の家庭の家計をうか

がい知ることができる資料である。また、 30年以上に及

ぶ蓄積により、明細書の書式が変化する様子を確認するこ

ともできる。

7.小森田トワ資料

(寄贈者)小森田トワ

(現住所)福岡市南区塩原

古銭と昭和21(1946)年博多駅前火災関係資料。

小森田氏の父林田重次郎氏(昭和10年没)は古銭収集家と

して知られ、渡辺通りにあった通俗博物館にコレクション

が展示されていたこともある人物。しかし、それら収集品は、

昭和21年の博多駅前火災で、春吉にあった自宅が被害を

受け、全焼してしまった。

本資料群の古銭は、その時に焼け跡から出た分と、銀行

に預けていた分で、宝永7(1711)年の乾字小判や丁銀、明治・

大正期の硬貨からなる。昭和30年代以降の記念硬貨等も

若干含んでおり、火災後も引き続き収集を続けていたこと

が分かる。

昭和21年の火災関係資料は、小森田氏宛に福岡市が発

行した擢災証明書や居住証明書である。火災の熱で溶着し

た硬貨が、被害の様子を伝える。



8.古田鷹治資料(追加分)

(寄贈者)古田鷹治

(現住所)福岡市東区箱崎

平成15年度収集の追加分である。福岡女子高等小学校

の絵はがきと大正7"'8(1918'" 19)年頃購入と思われる朝

鮮半島の絵はがき、北九州鉄道の沿線案内図(JR筑肥線の

前身)からなる。いずれも寄贈者宅で保管されていたもの

だが、詳しい入手の経緯などは不明。高等小学校は、明治

16(1883)年に福岡橋口町に設立されたが、絵はがきは小

烏馬場に校舎があった時期のものである。大正4年完成の

旧福岡県庁、大正6年に須崎土手町から移転した福岡県物

産陳列所は写っているが、大正12年完成の旧福岡市役所

が写っていないので、福岡女子高等小学校の絵はがきも大

正時代半ばのものと思われる。

9.宮内悲資料

(寄贈者)宮内悲

(現住所)東京都八王子市元八王子町

デザインの文化史的研究に従事し、特に家具等のデザイ

ンに関する研究で知られる寄贈者が、九州芸術工科大学在

職中の昭和44(1969)年から平成3(1991)年の聞に収集した

郷土玩具。特にきじ車が多く揃う。平成16年10月"'11月

に甘木市で開催された「宮内悲九洲の郷土玩具と水彩画展j

に展示の後、地元で活用して欲しいと寄贈された。

きじ馬は、東北のこけしと同様、分布が著しく偏する郷

土玩具で、九州に特徴的である。本資料群はコレクション

としてある程度のまとまりを持ち、宗像のきじ車のように、

現在ではほとんど見られなくなったり、湯前のきじ馬のよ

うに、現在とは異なる風貌を持つものなどが含まれ、資料

的価値も高い。
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資料解題

10.岡田由子資料

(寄贈者)岡田由子

(現住所)福岡市早良区星の原団地

大黒流旧下洲崎町の岡田家に残された博多の祭礼に関す

る資料群である。当家はかつて、筒描きの布地などを得意

とする染物屋としてたいへんに繁盛していたという。また、

寄贈者の父も祖父も町の役員を務め、祭りに積極的にかか

わっていた。

資料は、寄贈者の父と祖父が着用した祭礼用衣服が中心で、

特に戦前に着用された「滝縞Jと呼ばれる山笠当番法被が

含まれる点が注目される。これに町名改変後の「須ー」柄

のものを加え、山笠法被の変遺を示す資料としてたいへん

貴重である。

11.渡遺源吾資料

(寄贈者)渡遺源吾

(現住所)福岡市中央区舞鶴

旧福岡藩士渡遺家伝来のガラス写真4点と木版本。

渡遺氏は元禄の分限帳に半十郎が200石で登場するのを

福岡藩での初見とする。天保期に一度190石に減知されるが、

安政期には元の200石に復している。屋敷は新大工町(現福

岡市中央区唐人町)にあった。寄贈者は大正元(1912)年生

まれ。昭和5(1930)年に修猷館を卒業している。父親は福

岡市の職員で、祖父が福岡藩士。

幕末の当主和平貞利を写した3枚のガラス写真は軍服姿

もあり、戊辰戦争頃に撮影したことが分かる。写真の箱に

は写真館の広告、撮影場所の記載、一緒に写った人物の名

前の書込みがあり、伝来が判明する。残りの1枚は寄贈者

の父を写した明治期のもので、当時ハイカラであった傘を

さした姿である。

木版本は、大坂や京都で出版された、和歌に関するもの。

こちらは寄贈者の親類宅に伝わった本で、三宅家の蔵書印

がある。なお、渡遺家にはかつて「渡遺家譜Jをはじめと

した古文書類も残っていたが、昭和30年代頃以降行方が

分かつていない。



資料解題

12.中川三治郎資料(追加分)

(寄贈者)中川三治郎

(現住所)八日市市東本町

平成11年度収集資料の追加分である。いずれも寄贈者

が収集した昭和10年代の戦時関係資料で、東京陸軍少年

通信兵学校絵葉書に認められた6通の軍事郵便は、福岡県

出身の少年が在校中に郷里の両親に送ったものである。ほ

かに献納品や九州特別大演習の絵葉書がある。警防団バン

ド金具は圧縮紙でつくられた代用品。「八日市飛行第三連

隊絵はがきJなど3組は、戦時資料の収集家であった寄贈者

が復刻したもの。

13.林ツル子資料(追加分)

(寄贈者)野田喜子

(現住所)千葉県松戸市新松戸

平成14年度、 15年度収集の追加分である。平成14年度、

15年度については寄贈者の母・故林ツル子氏からの寄贈

である。昭和37(1962)年の熊本博覧会の絵はがき、九州

帝国大学医学部教授であった宮入慶之助氏(慶応元(1865)

年生まれ)より寄贈者の父・林昌治氏(明治11(1878)年生

まれ)へあてた書簡など。熊本博覧会の絵はがきは、林ツ

ル子氏が博覧会見物に出かけた際に購入したものと思われる。

書簡は、当時大学を退官し名誉教授となっていた宮入氏と

現在の早良区域西の開業医であった林氏との交流をうかが

わせるものである。
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14.高田茂慶資料(追加分)

(寄贈者)高田茂慶

(現住所)福岡市西区姪浜

福岡藩の海事史研究者で、能古島に長く在住した寄贈者

が収集した、捕鯨用の錯、鈎付き金具、漁船の図面。平成

12年度及び平成13年度寄贈の追加分である。

鈷は捕鯨用として筑前で使用されていた伝来を持つ。捕

鯨は弓、槍、鉾、鈷、剣を使用した突取式(----江戸時代中期)

から、話、網を併用した網取式(江戸時代中後期----)、鉄姐

を使った銃殺式(江戸時代後期~明治初期)、捕鯨鈷を発砲

する砲殺式(明治初期----)と発展を遂げた。この鈷は上記の

流れからいけば、突取式或いは網取式捕鯨で使用されたも

のと推測される。漁船の図面は高田氏が研究で使用したト

レース図。各部分の名称が細かく書き込まれている。鈎付

きの金具は炭坑で使用されていたものとのこと。

15.前田家平資料

(寄贈者)前田昌宏

(現住所)福岡市博多区比恵町

当資料は博多祇園山笠当番法被と下魚町之印からなる。

旧博多下魚町(現上呉服町)は魚町流(現福神流)に属す町で

ある。明治38(1905)年の雷鳴事件によって、以降福神流

は山笠を出さず、能当番を務めることになった。したがって、

この当番法被は能当番のときに身につけたもの。下魚町の

当番法被は幻の法被といわれ、実物の所在は長い間不明で

あった。おそらく昭和14(1939)年のものと思われるが、

明確ではない。寄贈者の父である前田家平氏(明治36年生)

が下魚町の町名に因んだ魚文様の図案を考案し昭和10年

代に製作した。印判は、区有事務などに使われたもの。



16.エリコ・ゴーマン資料

(寄贈者)エリコ・ゴーマン

(現住所)アメリカ合衆国カリフォルニア州

万 銘「鬼塚吉園」。寄贈者が昭和30年代に渡米する以

前に鎌倉で購入したもの。

鬼塚吉園は初代と二代が著名。奥州棚倉出身の初代は近

世初期に柳川の立花氏に招かれ、九州へやってきた。慶安

3(1867)年記の作万に七十七歳と添記したものがあり、か

なりの長寿。 r筑州柳川住鬼塚吉田筑州住鬼塚吉国j

等の銘を切る。二代は寛文頃に活躍した人物で、 「筑後久

留米住鬼塚吉国J r筑後国住鬼塚藤原吉田」等の銘を切る。

本資料は、反りの少なさ、 「筑州久留米住鬼塚吉田Jとい

う銘等から、おそらく二代の作と考えられる。

17.佐野栄・佐野雅子資料

(寄贈者)故・佐野栄/佐野雅子

(現住所)福岡県三瀦郡城島町/福岡市早良区原

日露戦争に軍医として従軍した経歴をもち、三瀦郡城島

町で開業していた寄贈者の祖父(明治9(1876)年生まれ)

ゆかりと思われる資料。詳しい標題はないが、描かれてい

る将校の氏名と階級から日清戦争(明治27年......28年)におけ

る旅順口の戦闘(明治27年11月)の様子を描いた図であるこ

とが分かる。制作者・制作時期・用途などは不明だが、城

島町の寄贈者宅に保管されていた。幅4m以上の大画面1

対の上部には乳が付いており、幕のように掛けて鑑賞した

と思われるが、使用による痛みはほとんど見られず、実際

に使用した回数は少なかったと考えられる。

18.松尾和生資料

(寄贈者)松尾和生

(現住所)福岡市早良区曙

昭和39(1964)年に発売されたトランジスタを使ったソ

ニー製の小型白黒テレビ(microTV 5-206)。寄贈者は昭

和40年に購入し、キャンプなど戸外でのレジャーで自家

用車から電源をとって活用していた。籍、電源コードなど

も揃っており、現在でも使用可能な状態である。先端技術

であったトランジスタを使用した初期のテレビであると同

時に、テレビやラジオが、一家に一台から一人一台に、また、

携帯できるようになっていく方向をしめす資料のーっとし

ても興味深い。
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資料解題

19.小西薫資料

(寄贈者)小西薫

(現住所)福岡市博多区板付

将校であった寄贈者の父が入手したと思われる非売品の

写真帳『昭和七年満州事変上海派遣軍記念写真帖~ (陸軍

他兵部 昭和7(1932)年12月20日発行)。寄贈者宅に保管

されていた。「巻頭の辞」から、上海に派遣された将校に記

念品として配られた写真帳であることが分かる。写真帳の

なかには、昭和40年代頃のものと思われる東京の絵はが

きが33点貼付されている。昭和7年の第一次上海事変には、

混成第24旅団(久留米第12師団の第24旅団が基幹)として

歩兵第24連隊(福岡)も派遣された。 r肉弾三勇士」として

有名な軍国美談は、この混成第24旅団の工兵の爆死事件

がもとになった。

20.宮徹男資料(追加分)

(寄贈者)宮徹男

(現住所)福岡市中央区草香江

昭和59年度、 63年度、平成9年度、 10年度、 14年度収

集の追加分である。福岡県発行、松屋百貨庖提供の「福岡

県国民精神総動員綱要」。国民精神総動員運動は、昭和

12(1937)年9月に始まり、昭和15年10月発足の大政翼賛

会へと引き継がれていった。松屋百貨底は、明治

44(1911)年創業の呉服庖が前身である。百貨庄は、昭和9

年に現在の天神4丁目に竣工し、当時、西日本初のエスカ

レーターが話題になった。

21.松尾修資料

(寄贈者)松尾修

(現住所)福岡市東区美和台

明治中期から昭和20(1945)年まで日本陸軍に置かれて

いた憲兵隊の軍人をかたどった博多人形。寄贈者の父博氏

が昭和57(1982)年に購入したもの。博多人形師亀田均の

製作で、憲兵隊に所属していた軍人で結成された憲友会が

依頼したものと思われる。購入した時の箱に相包されたま

まの状態で、博多浦崎人形庖からの送り状が同相されている。



資料解題

22.博多祇園山笠振興会資料

(寄贈者)博多祇園山笠振興会

(現住所)福岡市博多区上川端櫛田神社

昭和時代に博多で制作された、博多祇園山笠の鼻き山の

台・棒一式博多祇園山笠は、明治期の電線の架設によって、

鼻き山と飾り山に分化した。飾り山は本来の高さを誇るも

のの、それを動かすことはなく、据え物である。鼻き山は、

飾りを簡素化し高さを低くし、現代の都市事情に併せたも

のである。この台は、平成16(2004)年9月21日に博多祇園

山笠振興会結成50周年記念事業として行った「上海公演」

で界き山として使用され、同年11月22日から開催された

第59回国際青年会議所世界会議福岡大会の会場でも展示

された。

現在の博多祇園山笠は、七流によって山台の構造は少し

ずつ異なる。当資料は複数の流のものを組み合わせたもの

であるが、昭和時代の博多祇園山笠を代表できる資料である。

23.福助株式会社資料(追加分)

(寄贈者)福助株式会社

(現住所)堺市南安井町

平成2年度寄託の寄贈への切り替え。寄贈者は明治

33(1900)年に「福助Jを福助足袋の商標として登録していた。

大正期に入ると宣伝広告に力を入れるようになり、大正

9(1920)年に初めて商標人形としての福助人形の製作を博

多人形師に依頼した。この人形は、その時の作品と同じタ

イプのもので、商標人形としての福助人形の初期の作品と

いうことができる。同じ大正9年福助足袋は福岡市行町に、

九州一円を統括する出張所を設置。同12年には束中州に

広告塔を建設した。
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〈寄託資料〉

1.員島忠夫資料

(寄託者)貝島忠夫

(現住所)東京都世田谷区代沢

福岡市南区高宮の貝島邸を飾った障壁画の一部。 r白鷺

に燕子花園杉戸Jに「昭和二年十二月 泰生jと落款があり、

福岡出身で帝展などで活躍した日本画家水上泰生 (1877

'"'-'1951)が貝島家より依頼されて制作したものとわかる。

「蝶図戸袋小襖Jには年紀銘はないが、同じ時期に水上泰

生が制作したと判断される。貝島家関係資料としては、松

永冠山 (1894-1965)が松、四季の竹、睡蓮などを描い

た杉戸絵群(旧友泉亭障壁画・福岡市博物館所蔵)もあり、

同家と郷土の日本画家たちとの交流を物語る資料である。

2.川寄隆司資料

(寄託者)}If寄隆司

(現住所)福岡市西区豊浜

昭和46(1971)年、雑誌社の取材を兼ね「日本漫画家協会j

として博多どんたくに参加した漫画家たちによる漫画寄書

扉風二隻である。

宴席の設けられた料亭「かわさき」が準備した扉風に、

参加者20人ほどのうち15人が寄せ書きをしたもので、六

曲扉風には牧野玄一、ゃなせたかし、手塚治虫、清水量、

鈴木義司、永井保、小島功、小川哲男、桜井勇、馬場のぼる、

山下紀一郎、中村伸助、冨田英三が、二曲扉風には杉浦幸雄、

清水嵐、松下井知夫が絵を寄せている。

多くの人気漫画家が絵を寄せた扉風としての希少性とと

もに、どんたくというイベントが全国的な知名度を上げて

いった過程を具体的に示す資料としても貴重である。



3.崇福寺資料

(寄託者)崇福寺

(現住所)福岡市博多区千代

文殊菩薩像の台座であったとみられる木造の獅子。崇福

寺には南北朝時代の正平17(1362)年に仏師院什によって

制作された釈迦三尊像が伝来しているが、作風や大きさか

ら本像はその脇侍文殊菩薩像のものであったとみられる。

院什は14世紀中墳に臨済宗寺院を中心に活動した院派に

属する仏師とみられ、崇福寺釈迦三尊像は釈迦像胎内銘から、

もと周防・永興禅寺の仏像として大内弘世を檀那として制

作されたことがわかる。崇福寺に移された正確な時期は不

明だが、 『筑前国続風土記附録』には黒田長政が崇福寺を

黒田家の菩提寺とするにあたって周防・永興寺の窮乏を聞き、

その堂宇を引き取ったことが記されている。崇福寺釈迦三

尊像の附として昭和59(1984)年福岡市有形文化財指定。

4.吉永千香子資料

(寄託者)吉永千香子

(現住所)糟屋郡粕屋町戸原

兜をかぶり、右手に戟、左手に宝塔を持つ大型の見沙門

天像。構造は頭体の体幹部をヒノキのー材から彫出し、背

面肩下を前後に割り矧ぎ、内割りを施すー木割り矧ぎ造。

ゆったりと腰を捻るボリューム豊かな体躯表現や甲の形式

などから、平安時代後期に制作されたとみられる。本像は

昭和初期から福岡市東区原田の個人宅に安置されていたが、

それ以前の所在は不明である。ただ、大分県日田市永興寺

の文治3(1187)年銘の毘沙門天像などに像容が近く、また

甲の金鎖甲の文様を彫刻であらわすなど、福岡周辺に残る

平安後期の神将形像作例に共通する表現が認められること

から、当地で制作された可能性は高い。昭和55(1980)年

福岡市有形文化財指定。
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〈購入資料〉

I 一括資料

1.桐山家文書

旧福岡藩士桐山家に伝来した古文書群。

資料解題

桐山家は播州以来黒田家に仕えている大譜代。初代丹波

丹斎は職隆・孝高・長政・忠之の4代にわたって仕え、黒

田二十四騎の一人に数えられている。丹斎は長政の筑前入

国後、中者として6000石を与えられ、山家宿の代官を勤め、

在任中は毛利但馬と協力して冷水峠の開通等に尽力した。

しかし、丹斎以降は分知され、 600-200石で数家が分立し、

明治維新を迎えた。

古文書は大まかに、近世初期知行、近世中後期藩政・知行、

幕末京都探索書、明治期三池炭拡絵図、修猷館、崇福寺関

係に分類できる。近世初期に関しては、 『福岡県史 近世

史料編 福岡藩初期(上)J1に収録されているが、それ以外

では、大坂城築城関係文書や慶長5(1600)年9月19日長政

宛徳川家康感状を解説した文書等が注目される。

2.大坂津嶋屋文書

大坂における福岡藩の本陣「津嶋屋」に関する古文書群。

津嶋屋が参勤交代ごとに作成した帳簿類で、①道割帳、

②同行藩士の名簿、③人馬継立帳、④下宿割帳、からなる。

①は宿泊場所と移動距離を算出した参勤交代日程表、③は

藩士一人一人に必要な人馬の数及びその費用を計算したもの、

④は各藩土の宿泊場所を割り振って一覧にしたもの、である。

時代は文化7(1810)年から元治元(1864)年(10代藩主斉清

から12代長知)までほぼ欠けることなく残っている。特に

長知の数度の上京や同夫人の帰国があった文久期の記録が

多い。時折、公家の家臣や他藩関係の記録も見られるが、

9割以上は福岡藩に関する記録である。①~④以外では、

津嶋屋から藩士への進物の記録や、長知夫人の上方での寺

社参詣記録、また、珍しいところでは「黒田二十四騎配置図」

もある。





<寄贈資料>





1.武部自一資料(追加分)

(資料内訳) 1 系図・家譜類……・・・………....・ H ・...34件51点

2 知行・辞令関係………一…....・ H ・-…23件23点

3 葬祭関係…………… H ・H ・-…………ー20件20点

4 贈位・賞状関係…………….....・H ・..24件24点

5 家政関係……………………...・ H ・....22件28点

6 土地・建物関係……… H ・H ・-……・… .70件79点

7 近世文書・……・・…・……・ー・…...・ H ・...16件16点

8 幕末建部武彦関係・・・・…・・….......・ H ・..25件33点

9 犬鳴御別館関係...・ H ・...........・一…..20件20点

10 明治初年武部小四郎関係...・ H ・-……86件86点

11 日記類……・…………………………..11件11点

12 近代書簡…・...・H ・...・ H ・.....…………49件58点

寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

13 現代書簡・……..一………........... 79件131点

14 その他一… H ・H ・-………...・ H ・-… 21件 27点

15 書籍………………...・H ・-……・…120件123点

16 武芸関係……………...・H ・-一…… 8件 8点

17 文芸関係……………...・ H ・....…… 33件221点

18 裁縫関係・….....・ H ・..… H ・H ・-…… 9件 9点

19 地図・絵図・図面一・…-…....・ H ・.. 15件 16点

20 絵画…・・…-一一……一....・ H ・-…・・ 14件 14点

21 写真……ー………・……・・・………… 91件125点

22 絵葉書・広告・…………...・ H ・-…… 14件 20点

23 器物………・……ー……………. 21件 24点

24 包紙類……………ー………...・H ・36件 37点

(総計)861件1204点

※原秩序については末尾に整理番号(親子ー孫)で示した。収納状況を確認する際はこちらを参照のこと。なお、特に密接な関係にある資料は
備考欄に明示した。

1 系図・家譜類

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

1 建部氏家系(新右衛門自 (江戸~明治)(不詳) 墨書 25.2X l点 訂正あり 26 1 2004P1 
元から小四郎自成まで 竪帳 18.2 
作右衛門自寛以降は書
き継いで合綴)

2 [建部家系図J(作右衛門 (江戸期) (不詳) 墨書 16.1 X 1点 前欠貼紙 26 6 2004P2 
自寛から孫左衛門白強 継紙 61.0 あり
まで)

3 武部系譜(宇多天皇から (江戸期) 武部氏 墨書 8.8X l冊 99 2004P3 
武部小四郎まで) 折本装 6.5 

4 [戒名一覧] (江戸期) (不詳) 墨書 24.5X l枚 88 7 2004P4 
一紙 31.0 

5 [建部武彦遺書] (江戸期) 建部武彦 墨書 26.0X 1巻 100 2004P5 
巻子装 467.0 

6 御法号(黒田家歴代当主 (江戸後期) 自福 墨書 9.7X 1点 89 2004P6 
-夫人・子息の法号・ 小横帳 19.5 
墓所等)

7 御追号(重隆~斉清まで (江戸期) (不詳) 墨書 16.6X 1点 虫損 72 2004P7 
の黒田家当主追号書上) 切紙 45.0 

8 建部自福墓碑(写) 弘化4丁未晩 高閑君需書大 ペン書 15.2X l枚 9 3 1 2004P8 
春 鳥居信全 一紙 10.3 

9 [建部家歴代戒名書上] 明治4年以降 (不詳) 墨書 24.3X 1)長 26 4 2004P9 
鉛筆書 32.0 
継紙

10 [系図] 明治8以年降5月 (不詳) ペン書 30.6X 1点 88 5 2004P10 
19日 封筒 20.9 

11 [伝武部小四郎辞世] (明治) 武部小四郎 墨書 31.4X l幅 103 2004P11 
掛幅装 23.5 

12 約定書(鹿助弟芳吉を土 明治16年2月 土生青(印)、親 墨書 23.8X 1点 12 8 2004P12 
生家分家を約定し貰い 25日 族中村四郎(印) 罫紙 16.2 
受け、米・金・地所を -郡高米(印)・ 竪帳
譲渡する旨約定する) 青木新一(印)

→武部鹿助殿
13 約定書(弟芳吉を養弟と 明治16年5月 武部鹿助(印)、 墨書 23.9X 1枚 144 2004P13 

して遣わす) 小河久四郎→土 罫紙 32.0 
生育殿

14 [建部家歴代戒名書上] 明治40年以 (不詳) 墨書 24.8X 1点 26 5 2004P14 
降 罫紙 16.8 

竪帳

円。
唱

E
4



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

15 建部武彦履歴書 (明治) 武部鹿助 墨書 24.4X 1点 5丁目に貼 25 1 1 2004P15 

罫感紙帳
16.9 り紙

16 [建部武彦履歴書草稿] (明治) 武部鹿助 墨書 24.0X 1)保 25 2 2004P16 
(文久3年以降の履歴) 罫紙 16.4 

竪帳
17 [建部武彦履歴書草稿] (明治) (不詳) 墨書 24.7X 2枚 25 3 2004P17 

罫紙 32.0 ~18 

18 [建部武彦履歴書草稿] (明治) (不詳)
墨罫書紙

24.2X 4枚 4欠枚目後部 25 4 2004P19 
32.4 ~22 

19 [建部武彦履歴書草稿] (明治) (不詳) 墨書 27.6X 1枚 25 5 2004P23 
罫紙 39.2 

20 [建部武彦履歴書草稿] (明治) (不詳)
墨罫書紙

24.0X 1枚 前欠ヵ 25 6 2004P24 
32.2 

21 [建部武彦履歴書草稿] (明治) (不詳) 墨書 24.2X 2枚 30 2004P25 
罫紙 32.2 ~26 

22 [明細書写](建部武彦履 (明治ヵ) 士族武 部小四 墨書 24.5X 1)点 表紙上書 15 2004P27 
歴) 自日 竪帳 17.8 「士族武

部自勝J
23 武部系図付録(照寿院 (明治ヵ) (不詳) 墨書 12.2X l点 70 2004P28 

釈宗大居士ほか34名の 書冊 16.7 
戒名と命日の書上)

24 履歴書(武部小四郎) (明治ヵ) (不詳)
墨罫書紙

24.7X 1点 破損 45 10 2004P29 
33.4 

25 履歴書(武部小四郎) (明治ヵ) (不詳)
墨罫書紙

24.7X L~ 45 11 2004P30 
33.4 

26 小河家五世履歴書 (明治ヵ) (不詳) 墨書 12.1X 1点 45 12 2004P31 
横帳 33.0 

27 婿養子縁組届(小嶋和五 大正10年5月 届 出 入養父 墨書 24.2X 1点 64 16 1 2004P32 
郎三男庸茂を婿養子と 武部鹿助養母 鉛筆書 17.0 
するに付) 武部ユク養子 罫紙

小嶋庸茂証人 竪帳
松隈権之助証
人小河久四郎

→住吉吉殿町長 井
上秀

28 [建部家歴代戒名書上] 大正14年以 (不詳) 墨書 24.7X 1点 26 3 2004P33 
降 罫紙 16.7 

竪帳
29 武部家戒名一覧 大正14年10 (不詳)

墨掛書幅装
36.5X l幅 109 2004P34 

月以降 32.6 
30 [建部家戒名一覧](建部 大正14年11 (建部氏) 墨書 最大 5枚 82 2004P35 

源八郎あき秀他) 月30日卒の 一紙 43.0X ~39 

建部鹿助継 58.7 
室まで

31 [建部家歴代戒名書上] (大正15年ヵ) (不詳) 墨書 23.6X 1点 奥書 f以上 26 7 2004P40 
一紙 33.0 十一悌大正

十五年十一
月廿五日日
光専寺改装
ト共ニ安国
寺へ移す」

32 建部系譜(写) (近代) (不詳) ペン書 19.6X 5枚 115 11 2004P41 
罫紙 13.4 ~45 

33 武部武彦履歴書(裏面に (近代) (不詳) 墨書 22.5X 5枚 116 7 2004P46 
利息一覧) 一紙 27.9 ~50 

34 武部小四郎肖像画 (近代) (不詳) 紙本 1枚 252 2004P51 
墨画
額装
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

2 知行・辞令関係

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

35 [切腹命令書] (1慶0応月冗年) 建部武彦宛
墨一紙書

16.0X 1通 18 2004P52 
28.5 

36 [達](建部小四郎に男子 (幕末~明治) 月番→大監察 墨書 16.3X l点 36・37同内 39 2 2 2004P53 
が生まれたら建部武彦 切紙 28.0 qiゴ'"・
正統の訳柄をもって又
兵衛の相続とすべき旨

聞を又か兵衛一族と)中へ申し
せるこ

37 [達] (幕末~明治) 月番→大監察 墨書 16.4X 1点 36・37同内 39 2 3 2004P54 
切紙 37.4 n廿』

38 [達](建部宗家に仰せ付 (明治ヵ)6月 藩政庁(印)→建 墨書 19.4X L~ 継目剥れ 43 3 2004P55 
けられる) 部小四郎 継紙 67.0 

39 [辞令](七番小隊長を申 (明治3年ヵ) 福岡藩庁(印)→ 墨書 19.4X 1)点 虫損継目 43 1 2004P56 
し付ける) 庚午12月 建部小四郎 継紙 50.3 剥れ

40 [辞令](大隊長を申し付 I~辛明未治24月年カ)
福岡藩庁(印)→

継墨紙書
19.6X 1点 43 2 2004P57 

ける) 建部小四郎 59.4 
41 [辞令](鎮撫参謀を申し (明治)6年6月 福岡県→建部彦 墨書 19.3X l点 43 4 2004P58 

付ける秋月の乱関係ヵ) 四郎 継紙 57.0 
42 [達](銀20枚を下賜す) (明治)6月 藩政庁→建部自 墨書 19.0X 1巻 105 2004P59 

直 巻子装 154.0 
43 [達](200石を与える) (明治)6月 藩政庁→武部小 墨書 19.0X 1巻 106 2004P60 

四郎 巻子装 220.0 
44 [達](200石を与える) (明治) →建部小四郎 墨書 15.2X 1枚 43の写 115 3 2004P61 

切紙 35.2 
45 証(明治八年家禄税28円 明治9年1月 福岡県庁(印)→ 墨書 17.0X 1点 45 1 2004P62 

引銭3厘の受取証) 武部小四郎 一紙 16.2 
46 記(武部小四郎家禄金 (明治)10年3 第5大区5小区 墨書 24.1X 1点 46・48・ 51 1 4 2004P63 

102円4銭5厘受取るこ 月 扱所(印)→武部 罫紙 32.2 291・316
と) 小四郎大神壮 合綴

九郎殿
47 [達]r襲族申付候事」 明治10年5月 福岡県→冗士族 墨書 19.5X 1枚 115 13 2004P64 

26日 武部小四郎長男 切紙 26.5 
武部鹿助

48 証(禄税28円31銭3厘の 明治10年 福岡県令渡遁 墨書 16.8X l点 46・48・ 51 1 2 2004P65 
受取証) 清(印)→武部小 専用紙 16.1 291・316

四郎 合綴
49 [給与証](月俸金3円50 明治15年9月 福岡区六番学区 墨書 21.1 X 1点 61 18 2004P66 

銭) 13日 覇壷北小学校々 一紙 22.0 
務と所み(印)→武部

50 [訓示](戦局進行、惨状 明治33年12 日本赤十字社篤 印制 21.6X 1点 64 23 2004P67 
甚だしきにつき、会員 月15日 志看護婦人会総 墨書 30.2 
諸氏は本会の旨趣を完 裁載仁親王妃 一紙
うすべし) 智恵子

51 [辞令](正社員に列す) 明治33年12 日本赤十字社総 印刷 21.2X 1点 日本赤十字 64 21 2004P68 
月29日 裁大勲位功四 墨書 30.2 社之印あり

級載仁親王 一紙
(印)日本赤十字
社長正仁位勲
一等伯爵松方
正義 (印)→武
部トミ

52 [辞令](筑紫郡委員部住 明治40年5月 日本赤十字社 印刷 22.5X 1点 61 19 2004P69 
吉村分区収入委員) 3日 福岡支部長寺 墨書 28.7 

原長輝(印)→武 一紙
部トミ氏

53 [委嘱状](筑紫郡幹事部 明治40年5月 愛国夫人会福岡 印刷 21.9X 1点 64 19 7 2004P70 
住吉村収入委員) 28日 支部長寺原松 墨書 28.8 

子 (印)→武部 一紙
トミ氏

54 [記](山崎薫と宮原大吉 (明治) (二瀦郡役所ヵ) 墨書 23.6X 1)点 ニ瀦郡役所 64 4 2004P71 
の初任給や住所など) 罫紙 25.9 の罫紙使用
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

55 [告知](家禄賞典禄処分 大正元年11 大蔵大臣山本 印刷 27.4X 1点 64 15 2004P72 
により金415円73銭8厘 月13日 達雄(印)→武部 墨書 19.6 
給与の事) 鹿助 罫紙

56 産婆名簿登録事項騰本 昭和4年3月 武部ハル(印)→ 墨書 24.5X l点 64 35 2004P73 
下付願 福岡蘇知事祷 罫紙 33.4 

藤守園殿
57 [辞令](福岡県立糸島両 昭和45年8月 福岡県教育委員 印刷 25.8X l点 56 2 2004P74 

等学校全日制課程教頭) 31日 会(印)→武部庸男 一紙 18.3 

3 葬祭関係

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

58 祝調(武部小四郎没後10 (明治20年) (不詳) 墨書 25.4X 1点 虫損 12 9 2004P75 
年に付) 継紙 108.0 

59 [祝詞](武き部)小四郎一周 (明治11年ヵ)(不詳)
墨罫書紙

23.8X 1)点 37 8 2004P76 
思につ 31.3 

60 [覚](明治14年3月19日 (明治14年) (不詳) 墨書 12.1X 1点 60""'63 45 9 l 2004P77 
貞操院様7回忌同年 横帳 31.1 合綴
10月25日武彦様17回思 端紙
に付、法事の献立など
書上)

61 [書状](法事の御供物の (明治14年)3 黒田一葦 墨書 16.2X 1)点 60""'63 45 9 2 2004P78 
こと) 月19日 切紙 17.2 合綴

62 口上(御法事につき重之 (明治14年)3 黒田一美使 墨書 15.2X L~ 60""'63 45 9 3 2004P79 
内差し出すとのこと) 月19日 切紙 40.7 合綴

63 [書状](法事の御供物の (明治14年)3 木付拝→武部様 墨書 14.9X 1点 60""'63 45 9 4 2004P80 
こと) 月18日 切紙 17.0 合綴

64 盆節季其他到来覚(大正 大正2年7月 武部氏 墨書 12.5X 1)点 綴紐は水引 66 4 2004P81 
2年~同7年7月と12月 起 小横帳 17.5 
に到来した品物の書上
大正6・7年の12月分に
ついては記述なし)

65 盆節季遺物覚(大正2年 大正2年7月 武部氏 墨書 12.2X 1点 綴組は水引 66 5 1 2004P82 
~同7年7月と12月に贈 起 小横帳 17.2 66が7丁目
った品物の書上大正6 と8丁目の
. 7年の12月分につい 聞に帰入
ては記述なし)

66 [記](下駄、足袋など諸 (大正期) (武部氏) 墨書 10.8X 1)点 65の聞に 66 5 2 
品代 上) 切紙 19.0 挿入

67 智繍 葬式ヨリ初七 (明治39年9 (不詳) 墨書 18.2X 1点 破損 66 10 2004P84 
日ニ至ル諸控帳綴 月) 綴 33.0 
(智繍院殿の葬式、初七
日に関する帳面など)

68 武彦様五十年忌控(贈品 明治43年10 (不詳) 墨書 12.3X Ila 破損 66 2 
員数、来客者、到来品 月24日 横帳 33.5 
目、諸経費の書上)

69 積善院為知状(人名及び 大正2年12月 (不詳) 墨書 14.0X l点 64 11 2004P86 
住所書上、葬儀経費、 8日 鉛筆書 38.6 
大正6年12月6日付武部 ペン書
様宛玄洋葬儀合資会社 綴
の価格表等)

70 積善院氷室寿昌大姉ー 大正3年9月4(不詳) 墨書 14.0X 1点 破損 66 3 2004P87 
週年忌智繍院慧室貞 日 罫紙 37.2 
縮大姉十三年思・玉林 横帳
智英禅童子十三年忌法
事控(配茶、来客者、到
来品目、諸経費の書上)

71 大智院初盆会諸控(同年 大正8年7月 (不詳) 墨書 12.7X 1点 66 6 2004P88 
12月9日の一周忌にお 12日 横帳 33.4 
ける到来品、配物、来
客者の書上)

円。
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

72 御悔御姓名簿(忌問者名 大正2年12月 (不詳) 墨書 12.3X l点 66 8 2004P89 
元、到来帳、初七日配 8日 横帳 33.5 
茶控、積善院様御法事
ニ付御買物控、野辺帳、
病中御見舞人名等)

73 大智院初七日配物控 大正7年12月 (不詳) 墨書 24.6X l点 66 9 2004P90 
(配物先名元、品目、到 26日 罫紙 17.0 
来控、 12月21日付の武 竪帳
部庸茂死亡通知状、人
名書上、悔帳、見舞人
名書上を合綴)

74 慈光院本室貞心大姉二 大正12年11 (不詳) 墨書 12.2X 1点 66 7 2004P91 
回忌控(来客者、配物先、 月29日 罫紙 16.8 
到来品書上) 小横帳

75 [香典帳] (近代) (不詳) 墨書 12.0X 1冊 88 9 2004P92 
横帳 33.5 

76 神事詞(造化詞・太諒 (近代) (不詳) 印刷 19.0X l枚 122 24 2004P93 
辞・身模誠調・大級詞) 一紙 42.4 

77 [祝詞] (近代) (不詳) 墨書 19.0X l冊 表紙・裏表 212 2004P94 
折本装 8.4 紙欠

4 贈位・賞状関係

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

78 証明書(武部小四郎に関 明治22年4月 大審院検事長名 墨書 24.5X l枚 98と同封 88 8 2 2004P95 
する大赦の通達) 17日 村泰蔵 罫紙 16.9 

79 [褒状J(明治27、28年戦 明治30年6月 福岡県知事従ニ 印制 27.6X l点 64 13 2004P96 
没従軍者家族扶助のた 1日 位勲=等男爵 墨書 19.8 
め金20銭寄附殊勝に付) 岩村高俊(印)→ 罫紙

武部鹿助
80 [褒状J(明治27、28年戦 明治30年6月 福岡県知事従ニ 印刷 27.6X 1，~ 端書に鉛筆 64 14 2004P97 

没の軍資金として金60 1日 位勲三等男爵 墨書 20.1 で「香椎
円献納殊勝に付) 岩村高俊(印)→ 鉛筆書 ウ」 汚損

武部鹿助 罫紙
81 [賞状J(日清戦争の際、 明治30年6月 福岡県知事従二 印刷 22.7X l点 64 24 2004P98 

福岡衛戊病院に鶏卵寄 1日 位勲三等男爵 墨書 30.7 
附の段、奇特に付) 岩村高俊(印)→ 一紙

武部トミ
82 [贈位状J(特旨を以て故 明治31年7月 宮内省 墨書 22.8X l通 82・83は同 11 1 2004P99 

建部武彦へ位記を贈る) 4日 一紙 30.7 折
83 位記(故建部武彦へ従四 明治31年7月 宮内大臣正二位 墨書 22.8X 1通 天皇御璽あ 11 2 2004P100 

位を叙す) 4日 勲一等子爵田中 一紙 30.9 り 82・83
光顛奉 は同折

84 [褒状J(明治29年6月、 明治31年9月 岩手県知事正五 印制 27.0X 1点 汚損 64 12 2004P101 
海難擢災者救値のため 1日 位勲五等末弘 墨書 19.8 
金50銭寄附殊勝に付) 直方(印)宮城県 罫紙

知事正五位千
頭清臣(印)
青森県知事正五
位勲六等河野
圭一郎 (印)→
九州鉄道株式会
社員武部鹿助

85 [回答書](建部武彦への (明治32年以 (不詳) 墨書 23.7X 1点 23 2004P102 
贈し位て)に関する照会に対 降) 罫紙 32.2 

86 [賞状](明治29年6月、 明治33年2月 岩手県知事正五 印刷 22.8X 1}~( 64 20 2004P103 
県下海難擢災者救他の 1日 位勲四等末弘 墨書 30.8 
ため物品恵与の段、奇 直方(印)→武部 一紙
特に付) トミ
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

87 [褒状](明治35年県下凶 明治33年3月 宮城県知事従三 印刷 27.6X l点 福島県罫紙 64 27 2004P104 
作による窮民救怖とし 31日 位勲三等田遁 墨書 40.3 使用

て金50銭恵与の段殊勝 輝賓(印)岩手県 罫紙
のこと) 知事正五位勲四

等 北 篠元利
(印)福島県知事
正五位勲四等有
田義資 (印)青
森県知 事山之
内一次 (印)富
山県知事正五位
李家隆介(印)→
武部トミ

88 [褒状](明治35年県下凶 明治33年3月 宮城県知事従ニ 印刷 28.0X l点 福島県罫紙 64 29 2004P105 
作の際、窮民救他とし 31日 位勲三 等田遁 墨書 40.0 使用

て金20銭恵与の段殊勝 輝賓(印)岩手県 罫紙
のこと) 知事正五位勲四

等北篠元利
(印)福島県知事
正五位勲四等有
田義資 (印)青
森県知事山之内
一次(印)富山
県知事正五位

李武家部隆ミ介ネ(印)→

89 修業証書(看護学の修業 明治34年7月 日本赤十字社篤 印刷 27.8X 1}~ 日本赤十字 64 26 2004P106 
を証す) 2日 志看護婦人会福 墨書 38.9 社篤志看護

岡支曾講師陸 一紙 婦人会福岡
軍=等軍医正従 支会社印あ
六位勲五等瀬 り
川良太郎 (印)
→武部トミ子

90 [賞状](日露戦争の際、 明治35年3月 賞勲局総裁従ー 印制 22.7X 1点 64 25 2004P107 
陸軍傷病者救護従事に 31日 位勲一等子爵 墨書 31.0 
付) 大恒給(印)→ 一紙

武部トミ
91 [感謝状](日露戦争の際、 明治35年5月 日本赤十字社伯 印刷 23.1X 1 ，~ 64 32 2004P108 r傷病者救護従事に 31日

|爵武部松ト方ミ正義→ 墨一書紙
30.8 

92 [褒状](明治38年県下凶 明治37年1月 宮城県知事従四 印刷 27.9X 1点 福島県罫紙 64 28 2004P109 
作の際、窮民救他とし 31日 位勲二等亀井 墨書 19.8 を使用
て金50銭恵与の段殊勝 英三郎(印))富山 罫紙
のこと) 県知事正五位勲

四等平岡定太
郎(印)岩手県知
事正五位勲四等
笠井信一(印)→
武部トミ

93 [賞状](明治38年県下凶 明治37年1月 宮崎県知事亀井 印制 22.9X 1 ，~ 64 31 2004P110 
作の際、窮民救他とし 31日 英=郎・福島県 墨書 31.0 
て金1円寄附の段、奇特 知事平岡定太 一紙
に付) 郎・岩手県知事

笠ト井ミ信一→武部

94 [賞状](筑紫郡住吉尋常 明治37年5月 福岡県知事正四 印制 23.0X l点 64 22 2004P111 
小学校建築費として金 21日 位勲二等寺原 墨書 31.1 
10円寄附につき木杯1 長輝(印)→武部 一紙
個下賜) 鹿助

95 [卒業証書] 明治42年3月 福岡県立中学修 墨書 30.6X l枚 115 14 2004Pl12 
20日 猷館長西村謙三 印刷 44.0 

→福岡県土族藤 一紙
田円一
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 子系 備品番号

96 賞状(第2学年精勤につ 明治43年3月 福岡県筑紫郡住 印制 22.9X 1枚 210 2004Pl13 
き一等賞を授与) 25日 吉村立住吉尋常 墨書 31.7 

吉小(学印校)長西島善 一紙

97 修業証書(第2学年の課 明治43年3月 福岡県筑紫郡住 印刷 23.3X l枚 211 2004Pl14 
程修業に付) 25日 吉村立住吉尋常 墨書 31.7 

小ト学校→武部モ 一紙

98 [書簡](建部武彦贈位に 大正5年8月 福岡市役所→武 印刷 27.9X 1枚 78と同封 88 8 l 2004P115 
付、肖像画の提出を求 3日 部鹿助 罫紙 20.0 
める通達)

99 卒業証書 大正8年3月 私立九州高等女 墨書 29.7X l枚 90 2004P116 
24日 学校長釜瀬新平 一紙 39.0 

→福岡県士族武

部モト
100 [賞状](第3学年皆勤を賞 昭和13年3月 独逸学協会中学 印刷 23.5X l枚 209 2004Pl17 

す) 25日 校(印)→武部庸 墨書 31.6 
男 一紙

101 [卒業証書](第一種大学 昭和17年3月 明治大学総長志 墨書 33.4X l枚 195 2004P118 
橡科全課程卒業を証す) 31日 田・太郎 (印)、 一紙 44.2 

同予科長小林秀
穂(印)→福岡
県武部庸男

5 家政関係

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

102 日用帳(諸品代金書上) 明治11年2月 (不詳) 墨書 12.7X l点 奥書「建部 63 1 2004Pl19 
----4月27日 横帳 32.3 様四月廿九

日御受取申
上候事」

103 火災保険申込書 (明治30年代) 横浜火災運送保 墨書 27.5X 1点 記入なし 26 10 2004P120 
険株式曾社御中 一紙 38.2 裏に「七月

廿五日、一
四銭五厘
やまいも」
と墨書あり

104 [手控](死亡届など届出 明治36・37 (不詳) 墨書 21.2X 1冊 21 10 2004P121 
書の雛形) 年

罫竪紙帳
15.3 

105 [家計簿](人力車代等) (明治) (不詳) 墨書 12.0X l冊 115 8 
横帳 32.8 

106 出産到来控附配物控 大正8年3月 (不詳) 墨書 12.2X 1点 66 l 2004P123 
(出産祝品目・員数書上 3日 横帳 33.3 
および同年4月1日御宮
詣りに際する配物控、

同年6月5日初節句到来
品目書上)

107 議渡証(内務省住宅組合 大正8年3月 山田武蔵(印)→ 墨書 24.6X 1)点 64 5 2004P124 
の持分をー る) 30日 藤田園ー殿 一紙 33.2 

108 [水道使用 請求書と (大正) 福岡市 印刷 13.5X 7枚 88 11 2004P125 
水道使用中止請求書] 綴 19.5 ----131 

109 植込草木控 昭和2年9月 (武部ハル) 墨書 25.5X l点 昭和2年9月 64 35 2004P132 
起 罫紙 17.1 19日~同6

竪帳 年5月まで
植えた草木
の名称、代
価、買求先、
摘要を記す

110 控帖(家計簿) 昭和7年11月 武部 墨書 12.1X 1冊 85 19 2004P133 
~8年1 月 11 日 横帳 32.6 

Q
d
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

111 [記](石川美智子ほか2名 (昭和) (不詳) ペン書 25.0X 1点 64 33 2004P134 

|書の生き年上げ月)日、 本籍地の
罫紙 17.7 

112 小為替 (近代) (不詳)
墨一書紙

16.5X 1枚 116 12 2004P135 
23.2 

113 [会社規約草稿](会社設 (近代) (不詳) 墨書 24.9X 1点 朱書の書込 75 2004P136 
立に際する規約) 竪帳 17.4 あり

114 記(金232円21銭4厘6毛 明治11年寅 中牟田保内 墨書 24.2X l点 46・48・ 51 2 2004P137 
の受取証) 2月 (印)→武部殿・ 切紙 33.4 291・316

小河殿 に同折

115 寄贈品受領証(鶏卵3龍) 明治28年1月 福岡陸軍予備病 墨書 23.0X 1)点 綴じ穴あり 64 30 2004P138 
15日 院(印)→武部ト 綴 16.5 

ミ殿
116 領収証(金20円業務上 明治42年10 河村法律事務所 墨書 24.4X 1}長 116・117・ 64 3 l 2004P139 

横て領)事件の手数料とし 月8日 (様印)→吉村知夫 罫紙 33.2 121は同折

117 領収証(金10円事件の 明治42年10 河村法律事務所 墨書 24.4X 1}長 116・117・ 64 3 2 2004P140 
実費として) 月8日 (印)→吉村知夫 罫紙 33.2 121は同折

様
118 領収証(金25円組合株 明治44年8月 西海漁業組合 インク 19.4X 1点 56 2 8 2004P141 

50株分の株金として) 25日 理事樺島益隆 専用紙 16.5 
(印)→武部鹿助
殿

119 受取証(金14円) (近代)11年2 吉野嘉六→小河 墨書 16.0X 1枚 94 2004P142 
月8日 久四郎 切紙 18.0 

120 記(金7円10銭植木代 昭和18年11 筑代紫植物園(印神) ペン書 23.4X 1}長 64 35 2004P143 
として) 月19日 岩次郎 専用紙 18.9 

121 証(金5円の預り証) 明月治8日42年10 大岡金次郎 墨罫書紙
24.0X l点 116・117・ 64 3 3 2004P144 
32.5 121は同折

122 金銭貸借覚帳(大正9年9 大正13年4月 武部氏 墨書 16.6X 1}点 63 2 2004P145 
月以降の金銭貸借高を 言己 ペン書 11.0 
吉村知夫ほか5名各人毎 書冊
に記す)

123 [債権証書](金2000円) 昭和2年4月 (債務者)武部鹿 印局IJ 27.5X 1点 罫紙は「福 97 2004P146 
25日 助(債権者)日本 墨書 19.8 岡地方裁判

勧業銀行田辺加 書綴 所管内公証
多丸 人役場」

Lー

6 土地・建物関係

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

124 奉願(祖先建部新左衛門 明治5年11月 士族建部小四 墨書 24.3X 1}~ 37 1 2004P147 
拝領の恰土郡上原村抱 郎(印)→福岡県 罫紙 16.3 
山ウリノ口サムケ谷御 権令漂簡徳殿 竪帳
下渡願明治6年3月付、 福岡県参事塩
塩谷参事・圃尚静より 谷慮殿
願の旨を聞き届けると
の奥書あり)

125 代替ー付地所語受ー付 明治11年9月 譲受人武部鹿 墨書 24.0X 1点 37 2 2004P148 
地券御書替願(父小四郎 16日 助(印) 証人 罫紙 16.2 
死去につき恰土郡上原 建部孫作(印) 竪帳
村ウリノクチの地所を 証人漬地惣之
譲り受けたので、地券 助(印)
名義書換を願う)

126 地券書換添願(恰土郡上 明治11年 売渡人武部小 墨書 23.0X l点 37 3 2004P149 
原村字ウリノクチの地 四郎買受人 罫紙 29.9 
所売買につき別紙地券 武部鹿助(印)
書換願に奥印を申し受
けたら明治11年地組納
税など買受人が収納す
ることを願う)

」

ハUワム



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

127 地所売買ー付地券御書 明治11年 買受人伊藤重 墨書 23.5X 1点 37 4 2004P150 I 
換願(恰土郡上原村字ウ 新(印) 罫紙 30.9 
リノクチの地所換売願買)に
っき地券名義書

128 
地所(売恰買土ニ郡付上地原券村御字書ウ

明治11年 買受人伊藤重 墨書 23.5X 1)点 37 5 2004P151 
換願 新(印) 罫紙 31.3 
リノクチの地所売買に
っき地券名義書換願)

129 代替ー付地所譲受地券 明治14年3月 武部鹿助(印)建 墨書 24.7X l}~ 37 6 2004P152 
名前書替願(父小四郎死 12日 部孫作(印)積地 罫紙 14.8 
去に伴い恰土郡上原村 惣之助(印)→恰 竪帳
字ウリノクチの地所譲 土志摩早良郡
受につき地券名前書換 郡長西島種美
願) 殿

130 委任状(土地売渡に際す 明治24年12 武部鹿助(印) 墨書 24.3X l点 68 2 2004P153 
る登記請願一切を近藤 月 罫紙 33.3 
正造に委任する)

131 地所建物売渡証(金130 明治25年8月 売渡人長 瀬勇 墨書 24.7X l点 61 6 2004P154 
円にて那珂郡住吉村大 10日 コ郎(印)証人 罫紙 17.3 
字春吉の地所建物を売 轟徳雄(印)→武 竪帳
り渡す) 部鹿助殿

132 土地建物弐番抵当金借 明治36年12 借用主建部孫 墨書 28.5X 1 ，~ 61 2 2004P155 
用書(金50円の借用書と 月28日 作(印)保証人 罫紙綴 20.7 
抵当物件の書上 ほか 武部鹿助(印)→

明治38年6月3日付上杉 上杉半八殿
半八より上杉梅吉宛の
債権及抵当権譲渡証を
合綴)

133 
土地証(建金物20壱0番円抵の当金借

明治36年12 借用主建部孫 墨書 28.4X 1点 61 5 2004P156 
用 借用証 月28日 作(印)借用主 罫紙綴 20.2 
と抵当物件の書上 ほ 武部鹿助(印)→

か明治37年11月12日付 戸嶋仙三郎

福岡区裁判所宛戸嶋徳 殿・大神太郎助

太郎の抵当権取得登記 殿
申請書を合綴)

134 受取証(金64円37銭6厘 明治33年11 福岡区裁判所執 墨書 28.0X 1点 61 9 2004P157 
強制執行事件弁済金) 月13日 達史辛木 秀夫 罫紙 20.0 

(印)→債務者

武部鹿助殿

135 金借用証(金10円) 明治33年11 借主建部孫作 墨書 24.0X 1)点 61 14 2004P158 
月19日 (印)、証人武 切紙 32.6 

部鹿助(印)→秋
根知章後見人
城戸一夫殿

136 附属建物滅失ー付登記 明治35年8月 武部鹿助・代人 墨書 27.8X l点 61 10 2004P159 
申請(筑紫郡住吉村大字 30日 建部孫作(印)→ 罫紙 20.3 
春吉字太鼓田の木造瓦 福岡区才判所御 竪帳

葺平屋居家1棟解除に付) 中
137 l名記義人表示更正一付登 明治35年8月 武部鹿助・印代)→人 墨書 27.8X 1点 61 11 2004P160 

申請(明治25年8月10 30日 建部孫作( 罫紙 20.4 
日買受の際に名義人名 福岡区才判所御 竪帳

誤謬に付) 中
138 名義人表示更正一付登 明治35年8月 武部鹿助・代人 墨書 27.7X 1点 61 12 2004P161 

記申請(筑紫郡住吉村大 30日 建部孫作(印)→ 罫紙 20.4 
字住吉1731番地より 福岡区才判所御 竪帳

518番地へ転籍に付) 中
139 抵当権設定金円借用証 明治35年8月 (不詳) 墨書 28.3X 1)長 綴じ紐外れ 61 13 2004P162 

(金150円の借用証書と 30日 罫紙 20.5 後欠

抵当物件の書上) 竪帳

140 貸金受取証(抵当にて貸 明治36年8月 債権者吉田チ 墨書 27.8X 1点 61 3 2004P163 
付金250円受取のこと) 1日 カ(印)→武部鹿 堅張 20.0 

助殿 端紙

唱
E
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

141 債務追認及追加契約公 明治36年8月 公証人岡村利 墨書 27.9X 1)点 61 4 2004P164 

正証書(武部鹿助が抵当 1日 貞(印) 罫紙 19.2 
を設定し金543円75銭 竪帳

借用することを追認す
る公正証書)

142 契約書(土地2坪4勺を1 明治44年1月 武部鹿助 墨書 24.0X 1，'点 64 16 2 2004P165 

坪につき金20円で梶原 罫紙 16.9 
豊次郎へ売渡す) 竪帳

143 受取証(明治45年7月5 明治43年12 金子幸太郎(印) 墨書 28.0X 1)点 61 7 2004P166 
日貸付の元利金202円 月28日 罫紙 19.9 
ほか明治45年7月9日付 綴
金子幸太郎殿宛、借用主
武部鹿助、保証人藤野
清太郎連名の抵当権設
定金円借用証書を合綴)

144 受取証(金541円75銭 明治43年12 武藤勝平(印)・ 墨書 28.1X 1}点 61 8 2004P167 
ほか明治40年8月2日付 月29日 横田正次郎(印) 罫紙 20.3 
武藤勝平殿ほか2名宛、 -大隈壮太郎 綴
借用主建部鹿助と保証 (印)→武部鹿助

|金人2円名借連用名証の書抵を当合権緩設)定
殿

145 契約書(中尾卯作、古川 明治44年7月 太田フサ(印)、 墨書 27.7X 1}長 61 15 2004P168 
権次郎より金756円借 11日 太田登博 (印) 罫紙 19.6 
用に際し、貴殿を連帯 証人小河久四 綴

借日用付主の借とす用証る件書をほ合か綴同) 郎助(殿印)→武部鹿

146 [土地建物登記簿抄本交 (昭和) 武部モト(印) ペン書 22.6X 1}点 付筆あり 61 16 2004P169 

付申請書び]郵(登送記依簿頼交)付申 便筆 15.2 
請およ

147 土地分割届(筑紫郡住吉 (大正) [地主武部鹿助]墨書 24.6X 1}点 64 16 3 2004P170 
町大字春吉字太鼓田 →福岡税務署長 鉛筆書 16.7 
5189宅地) |承司税殿官 弐村茂 竪帳

148 貸家及諸税申告等一関 大正3年2月 (不詳) 墨書 28.4X l点 65 2004P171 
スル書類綴(大正7年~ 28日 ペン書 20.4 
昭和6年までの家屋貸借 綴
契約証、所得金額決定

通を知合綴書)など78点の史料

149 [記](亡父より相続した (明治ヵ) 篠崎仁造(印)→ 墨書 24.7X l点 68 1 2004Pl72 

I宅彊立地署・金畑主地接に聞関歪す盈る彊書〕
7月11日 武部鹿助様

|諜
17.0 

150 改築に関する書類入 大正14年8月 (不詳)
墨封書筒

28.0X 1点 85 1 2004P173 
11.3 

151 [受取証J(420円) (近代) 高橋→武部 墨書 22.5X 1枚 85 2 1 2004P174 
罫紙 15.1 

152 [受取証](404円50銭) (日近代)8月29 両橋→武部 22.5X l枚 85 2 2 2004P175 
15.1 

153 [受取証J(300円) (近代) 高橋→武部 22.5X 1枚 85 2 3 2004P176 
15.1 

154 I~賃改他築〆見1積48書5]円(大7工5銭手)間 (近代) (不詳)
墨一紙書

24.1X 1枚 85 3 2004P177 
16.7 

155 改築諸費用控 (近代)10月6 (不詳) ペン書 24.1X 1点 罫紙は入章 85 4 2004P178 
日現在 罫紙書 17.1 火災海上再

綴 保険株式会

l社所福の岡出張
もの

156 春吉二軒屋土手住宅新 大正14年8月 武部 墨書 24.2X 1)点 85 5 2004P179 
築諸費用控 4日 罫紙 17.0 

157 [改築諸費用控] (近代) (不詳) ペン書 24.1X 1，'点 罫紙は入章 85 6 2004P180 
罫紙 17.1 火災海上再

保険株式会
社福岡出張
所のもの

円

L
円
ru



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

158 春吉=軒屋土手屋敷改 大正14年8月 武部氏 墨書 24.5X 1冊 85 18 2004P181 
築日誌 3 日 ~10月 書冊 17.0 

30日
159 市役所図面敷写 大正14年8月 (不詳) ペン書 49.8X 1枚 85 12 2004P182 

トレー 38.1 
シング

ペーパ
一

160 [領収証綴] 大正14年 (材木商ほか) 墨書 最大 1点 85 9 2004P183 
ペン書 24.5X 
書綴 24.2 

161 [領収証](1円20銭) 大正11年11 岩永商庖 |露 13.5X l枚 85 7 2004P184 
月9日 18.6 

162 [屋敷図面] (近代) (不詳) ペン書 16.6X 1枚 85 10 2004P185 
ノート 21.0 
切端

163 領収証(襖台) 大正12年12 川野表具店→武 ペン書 23.6X l枚 85 14 2004P186 
月17日 部 罫紙 16.5 

164 [領収証J(3円) 大正14年10 関治吉商店 ペン書 11.7X 1枚 85 8 2004P187 
月27日 罫紙 15.8 

165 [引き戸図面] (近代) (不詳) ペン書 19.8X l枚 85 13 2004P188 
ノート 14.2 
切端

166 [屋敷図面] (近代) (不詳) ペン書 33.2X 1 ，~ 85 15 2004P189 
罫紙 21.0 

167 [屋敷図面J(27坪2合5勺) (近代) (不詳)
lペ罫紙ン書

44.9X l枚 85 16 2004P190 
21.3 

168 [屋敷図面] (近代) (不詳)
墨一紙書

29.7X 1枚 85 17 2004P191 
27.6 

169 新築建物設計予算書類 (近代) (不詳) 墨書 38.4X l点 86 l 2004P192 
(五十川分春吉三軒ー 封筒 13.5 
棟分)

170 計算書 昭和2年 福岡市西中洲吉 ペン書 20.4X 1枚 86 8 2004P193 
村知夫商店→武 罫紙 16.1 
部鹿助

171 公益社支払金領収証 昭和2年5月3公益社佐田俊彦 印刷 17.0X 5枚 86 3 2004P194 
日 ~7月 24 日 →武部鹿助 ペン書 14.9 ~198 

172 [領収証・請求書綴] 昭和2年12月 公益社ほか 墨書 21.5X 5枚 86 4 2004P199 
7 日 ~25 日 ペン書 15.4 ~203 

書綴
173 武部家貸家引キ直シ工 大正15年12 公益社→武部 ペン書 23.7X 1冊 86 12 2004P204 

事予算書 月14日 書冊 16.9 
174 武部邸住宅新築工事予 昭和2年5月 福岡市中島町浜 ペン書 24.0X 1冊 86 2 2004P205 

算書 11日 新地公益社 書冊 16.7 
175 請求書 昭和2年7月 公益社→武部鹿 ペン書 25.5X L~ 86 5 2004P206 

18日 助 書綴 19.2 
176 工事明細書 (近代) 公益社→武部鹿 ペン書 24.9X l枚 86 6 2004P207 

助 罫紙 17.7 
177 武部邸貸屋新築工事予 昭和2年4月 公益社→武部鹿 ペン書 24.0X 1冊 86 7 2004P208 

算書 13日 助 書冊 16.6 
178 武部家貸家新築設計図 昭和2年7月 公益社 青焼 36.9X 1冊 86 13 2004P209 

16日 書冊 27.4 
179 受取証(1円50銭水流 昭和2年7月 合屋駒次郎→旦 ペン書 23.7X 1枚 86 9 2004P210 

し代として) 29日 那様 罫紙 16.3 
180 [領収証・明細書綴] 昭和4年3月 公益社→武部鹿 ペン書 24.8X ll~ 86 10 2004P211 

20日 助 書綴 19.1 
181 武部家住家新築工事設 (近代) 公益社 青焼 36.7X 1冊 86 11 2004P212 

計図 書冊 27.0 
182 登記書類 (近代) 武部家 墨書 41.4X 1点 87 l 2004P213 

封筒 13.5 
183 保証書 大正12年11 (登記義務者)武 ペン書 24.2X 1)長 87 11 2004P214 

月1日 部鹿助・(保証 書綴 16.5 
人)緒方龍麿・
緒方ナヲ

qδ つω



寄贈資料 1.武部自一資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

184 保証書 大正15年9月 (登記義務者)武 ペン書 24.7X 1枚 87 9 2004P215 
2日 部鹿助・(保証 一紙 33.2 

人)村閏恵吉・
半田大軒

185 土地分筆ー付登記申請 大正15年9月 武部鹿助→福岡 ペン書 24.8X 1点 87 6 2004P216 
10日 区裁判所 書綴 16.7 

186 土地売渡証 昭和2年3月 筑紫郡日佐村五 ペン書 24.3X l点 87 2 2004P217 
7日 |十武川部モ山根ト末吉→ 書綴 16.7 

187 登記簿抄本 昭和2年3月 福岡区裁判所老 ペン書 24.5X 2枚 87 3 2004P218 
16日 |書司記出張堀所稔裁判所 罫紙 17.3 ~219 

188 建古減去ノ登記申請書 昭和2年4月 武部鹿助 墨書 24.5X 1)点 87 5 2004P220 
30日 書綴 16.6 

189 未登記所有権保存登記 昭和2年4月 武部鹿助→福岡 ペン書 24.0X 1点 87 8 2004P221 
申請書 30日 区裁判所 書綴 16.5 

190 保証書 (近代) 保証人広津一太 墨書 27.6X 1)点 87 4 2004P222 
郎・チカ 印制 20.1 

書綴
191 土地売渡証(10円) 昭和6年2月 筑紫郡日佐村五 ペン書 24.5X 1点 87 10 2004P223 

20日 十川山根末吉→ 書綴 16.8 
武部庸男

192 土地所有権推移登記申 昭和6年4月 武部庸男・武部 ペン書 24.5X 1点 87 7 2004P224 
請書 8日 鹿助 書騒 16.7 

193 公益社見積書 (近代) 公益社佐田事 ペン書 33.5X 1枚 116 11 2004P225 
務所 罫紙 24.5 

7 近世文書

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

194 [地域別焼印一覧](嶺岡 (寛政以降) (不詳) 墨書 15.7X 1枚 115 1 2004P226 
-総州小金・総州佐倉 継紙 116.0 
-駿州愛鷹山等)

195 覚(年始行事の日程のほ 文化13年4月 (建部)自福 墨書 11.0X 1点 虫損 38 1 2004P227 
か、願書、届出書など 横帳 24.6 
の雛形など動向に関す
る覚書西学問所の記
載あり)

196 御触状写(大組頭より無 文化3年以降 大目付 墨書 23.1X 1枚 88 3 2004P228 

足使頭用まをで禁華止美す)な履き物 一紙 33.0 

197 中国路御本陣名 文政5年9月 建部 墨書 8.4X 1冊 88 1 2004P229 
小横帳 20.1 

198 [黒田長薄献立表] 文政10年 (不詳) 墨書 8.5X 1冊 93 2004P230 
小横帳 20.5 

199 挨配酌門抜書(盃飲様上 天保5年11月 水嶋ト也之成・ 墨書 18.0X 1点 39 2 7 2004P231 
中下事など配酌の作法 伊東甚右衛門幸 竪帳 13.1 
について) 民・矢野ト山勝

慮・筒井亀右衛
門知栄・関善之
進→建部武彦殿

200 雑事記(人相書差出、門 弘化2年巳歳 (不詳) 墨書 14.1X l点 l 2004P232 
松証拠など書類の雛形、 皐月下旬4日 小横帳 20.1 
衣替えの時節等)

201 [書付](東西南北各組の (江戸期) (不詳) 墨書 23.8X l枚 95 1 2004P233 
名前書付) 折紙 31.0 

202 [覚](御二家・御ニ卿・ (江戸期ヵ) (不詳) 墨書 13.5X 1，'点 45 3 2004P234 
御連枝・国主方・譜代 小横帳 19.8 
大名・外様大名の書き
上げ)
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 子系 備品番号

203 口上之覚(城文兵衛差出 (江戸期) 城文兵衛 墨書 15.7X 1)点 継目剥れ 57 l 2004P235 
の口上覚ほか7件の口上 継紙 137.7 
覚の写)

204 清正家中江被申出七ヶ (江戸期) 加藤主計頭清正 墨書 15.8X 1枚 115 6 2004P236 
条 →侍中 継紙 73.5 

205 [覚書](同席中の音信贈 (江戸期)甲 (不詳) 墨書 24.0X 1点 柱書「当ー 38 2 2004P237 
答を停止するなどの規 11月 竪帳 17.2 季中j

定を記した倹約令)
206 手覚(対馬藩より田代領 (江戸期) (対馬藩) 墨書 19.4X l通 9 6 2004P238 

産生蝋移出を条件とし 12月 継紙 126.7 
た金一万両前借依頼)

207 口上手覚(米殻不作、田 (江戸期) (対馬藩) 墨書 19.5X l点 虫損 41 2 2004P239 
代演崎支配地洪水につ 12月 継紙 193.7 
き米一万五千俵拝借願)

208 [書状](先年のお辰殿の (江戸期ヵ) (不詳) 墨書 16.6X l通 前欠ヵ 37 12 2004P240 
見合の後日談織右衛 継紙 107.7 

門の書ほか上4な名どへ)の土産の品

209 黒田藩分限帳(写) (近代原本は (不詳) ペン書 25.0X l冊 180 2004P241 
江戸中後期) ノート 18.0 

8 幕末建部武彦関係

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

210 奉願口上覚(当2月24日、 (安政4年)巳 天真寺(印) 墨書 17.2X l点 39 2 1 2004P242 
乾龍院(斉清)七回忌につ 正月 切紙 33.1 
き御法事前に客殿など
見分の上、修覆下さる
ょう願う)

211 秘記(毛利敬親建白書 (文久2年ヵ) (不詳) 墨書 24.1X l点 4 2004P243 
島津久光意見書等文久 書冊 16.6 
2年2月~閏8月までの
政局に関する史料の写)

212 佐久間佐平日出事(8月18 (文久3年) (建部武彦ヵ) 墨書 15.8X 1通 212・213 12 l l 2004P244 
日の政変や長崎掃譲の 継紙 109.0 同封筒
件について萩藩周旋方
佐久間佐平よりの聞書)

213 覚(建部武彦が藩の使者 (文久3年8月 (建部武彦ヵ) 墨書 15.3X l通 212・213 12 1 2 2004P245 
として三田尻へ赴き、 頃ヵ) 継紙 46.6 同封筒
擦夷監察勅使正親町公
薫に謁見した際の事情)

214 [覚](益田右衛門介ほか (冗治冗年) (不詳) 墨書 16.0X l通 12 2 2004P246 
萩藩三家老切腹の件、 継紙 72.9 
五卿を福岡藩ほか五藩
へ御預の件など征長軍
解兵に関する覚)

215 [中村円太書状](富国強 (元治冗年8 (中村円太→月 墨書 15.7X l通 7 l 2004P247 
兵の件、七郷および毛 月以降ヵ) 形洗蔵) 継紙 133.6 
利敬親父子に対する勅
勘を解く件など建言す
るため御目見許可の周
旋を依頼 月形の手を
経て武彦へ来たものか)

216 [名東旧(建部武彦) (冗治頃ヵ) 建部武彦 墨書 15.1 X 9枚 2枚には 17 l 2004P248 
一紙 4.5 「筑前宰相 -256 

内Jと肩書
きあり

217 先触(岩国出立帰路につ (冗治冗年ヵ) 松平美濃守内 墨書 17.3X l通 17 2 2004P257 
き人足14人、差し支え 12月 建部武彦→宿々 継紙 71.3 
無きょう肝煎を依頼) 問屋衆中

「
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

218 [書状J(山口より帰着し (慶応元年ヵ)(不詳) 墨書 16.0X 1通 7 3 2004P258 
た三条実美家臣森寺大 4月17日 継紙 120.7 
和守から聞いた萩藩の
現状や諸隊のことなど)

219 [加藤司書書状J(稽古の (慶応7c年ヵ)加藤司書徳成→ 墨書 15.5X 1幅 112 2004P259 
奨励に付) 閏5月 建部武彦 掛幅装 81.0 

220 中山殿物語(東照大権現 慶応冗丑9月 (建部武彦ヵ) 墨書 23.9X 1)長 外題「中山 3 2004P260 
号勅許問題など公武間 書冊 16.2 侍住録」

交渉について記す) 奥書「幽閉
中写之J、
「子明治廿

年九月廿ー
綴之武部
蔵平」

221 証書(内外之憂患百出に 慶応3年丁卯 前二位中将 墨書 39.3X l枚 2 2004P261 
付万事周旋を任す) 7月 藤家理在判 折紙 51.2 

222 [覚J(大鋸・郷筒・農兵 (幕末) (不詳) 墨書 16.1X l枚 9 3 2 2004P262 
召抱のため、雁鴨上納 一紙 12.0 
米を命じる)

223 覚(近年不容易の形勢に (幕末)7月 (不詳) 墨書 16.4X 1通 9 3 3 2004P263 
付郡方にて農兵取り立 継紙 203.2 
ての件)

224 [野村望東尼書状J(御，心 (幕末)8月朔 ミ~(野村望東 墨書 16.7X 1通 10 1 2004P264 
に背く枝を力の及ぶ限 日 尼)→守一大人 継紙 47.7 
り直すとのこと 喜多
岡勇平が佐幕派に内通
していた件)

225 [書状J(御進物御品御菓 (幕末)8月22 川越又右衛門 墨書 16.2X 1通 12 3 2004P265 
子一箱の件) 日 (印)→建部孫左 継紙 61.0 

衛門
226 口演(時計代金8両2分支 (幕末)4月6日 国雄→彦麿君 墨書 16.0X I通 12 4 2004P266 

払依頼) 継紙 91.0 
227 [武田耕雲斎書状J(先日 (幕末)3月25 (武田)耕雲斎→ 墨書 15.7X l通 封筒は後世 13 2004P267 

の訪問を謝し、持参の御 日 内蔵太様 継紙 62.0 
秘書の内容に感心する)

228 [書状J(熊本を今夕出立 (幕末ヵ)8月 川越又右衛門→ 墨書 15.9X 1通 継目剥れ 36 3 2004P268 
する旨、それに先立ち 10日 木山安兵衛様 継紙 77.0 
同行の足軽を先に帰す 建部孫右衛門様
旨報知)

229 [書状J(此節の機会に付 (幕末~明治) 田村小次郎(花 墨書 19.6X 1通 38 4 2004P269 
熊ヶ峰一件について伺 9月25日 押)→建部進志 継紙 89.6 
御兵力がない場合は御 様口波門様
同志の輩を脱走させる
べき旨など)

230 [書状J(暑中見舞いと製 (幕末~明治) 製作師儀兵衛 墨書 15.8X l通 39 2 4 2004P270 
作玉一件について) 5月4日 →御主人様 継紙 59.1 

231 [積帳J(製作玉積りと手 (幕末~明治)(不詳) 墨書 12.2X 1点 39 2 5 2004P271 
間代積りについて二 横帳 35.6 
口合計276文)

232 [書状J(大里より田之浦 (幕末)6月14 宮城彦助(萩藩 墨書 16.0X 1)点 44 3 2004P272 
の間で砲台の設置に適 日 奇兵隊)→河の 継紙 55.2 
した場所の拝借を願う) 四郎様

233 [徳川慶喜嘆願書写] (幕末)2月14 (徳川慶喜) 墨書 16.0X l枚 115 5 2004P273 
日 切紙 52.0 

234 覚「御当地御普請ー付」 (幕末ヵ) 建部孫左衛門 墨書 12.0X 1冊 116 4 2004P274 
横帳 32.5 

-26-



寄贈資料 1.武部自一資料(追加分)

9 犬鳴御別館関係

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

235 口上覚(人馬の備えのた (元治元年ヵ)(建部武彦ヵ) 墨書 15.7X l通 7 2 2004P275 
め知行地在住許可を請 継紙 44.7 
つ 犬鳴谷別館取建の
身ヶ〆を仰せ付けられ
た旨記述あり)

236 筑州印鑑 (江戸期) (不詳)
墨一書紙

16.3X 1枚 押印あり 8 1 2004P276 
11.5 

237 覚(関門成就後の犬鳴谷 (冗治冗年~ (建部武彦ヵ) 墨書 15.5X 1通 8 2 2004P277 
出入りの者取調及び鑑 慶応元年頃 継紙 143.7 
札の件など犬鳴御別 ヵ)
館関係)

238 覚(関門成就後の犬鳴谷 (元治冗年~ (建部武彦ヵ) 墨書 15.5X 1通 後欠 8 3 2004P278 
出入りの者取調及び鑑 慶応元年頃 継紙 49.4 
札の件など) ヵ)

239 [覚J(長崎奉行案内使者 (江戸期) (不詳) 墨書 12.6X 1点 前後欠 8 4 2004P279 
など勤める際の人馬証 横帳 34.8 
拠などの雛形)

240 犬鳴御茶屋附道具類御 慶応冗年丑 矢野次太夫→原 墨書 24.0X 1点 表紙に「四 40 l 2004P280 
支渡受取帳(唐鍬など道 10月 吉蔵殿・桐山作 竪帳 15.9 冊之内」
具の数量と代銀の書き 兵衛殿・深見五 「控Jとあり
上げ) 郎兵衛殿

241 覚(犬鳴御別荘付の諸道 (幕末~明治)武部小四郎→江 墨書 24.8X 1点 241・242 40 2 2004P281 
具・地面の使用などに 上澄殿 竪帳 15.7 同内容
ついて伺う)

242 覚(犬鳴御別荘付の諸道 (幕末~明治)武部小四郎→江 墨書 24.8X 1点 241・242 40 3 2004P282 
具・地て面伺のう使)用などに 上澄殿 竪帳 15.7 同内容
つい

243 [覚J(銀会所で貸し渡す (明治4年ヵ) 会計掛り 正権 墨書 24.4X 1)長 40 11 2004P283 
金高、米価下落につき 辛未6月 大属 切紙 31.5 
15両宛としたい)

244 [達J(犬鳴御別荘を永預 (辛明未治74且年ヵ) →武部小四郎 墨書 17.5X 1点 継目剥れ 40 8 2004P284 
けとする) 継紙 60.8 

245 [覚J(犬鳴御茶屋の地所、 (明治4年ヵ) →治農懸 墨書 16.2X 1点 40 7 2004P285 
同村篠崎新吾へ差し返 辛未8月 継紙 80.5 
し、相応の造作料など
与えられるよう願う)

246 鞍手郡犬鳴谷篠崎新五 明治4年未 犬鳴谷篠崎新五 墨書 24.5X 1点 継目剥れ 40 14 2004P286 
兵衛御請申上ル事(寸志 11月 (印)→御家職方 継紙 89.7 虫損
として指し上げていた 武部小四郎殿
犬鳴御別館用地、今度
武部小四郎殿ヘ御払い
下につき、その代金な
ど受け取ったとのこと)

247 舌代(犬鳴地券御渡し下 明治9年4月 彦丸→建部様 墨書 16.5X 1点 虫損 40 10 2004P287 
さるよう依頼) 9日 切紙 26.5 

248 地面建家売渡証文(金 明治10年10 後見人建部孫 墨書 24.0X 1点 248・249 40 4 l 2004P288 
130円にて地面・建家 月 作(印)・売渡主 罫紙 15.7 合綴
ともに売り渡す) 武部鹿助(印)→

第五大区湯原村
小田七郎殿

249 受取証(武部鹿助所有建 明治10年10 田中龍太郎(印) 墨書 24.4X l}~( 248・249 40 4 2 2004P289 
家・宅地など売払い代金 月29日 -小田七郎(印) 罫紙 15.5 合綴
150円の領収書) →篠崎興七郎殿

250 地所売買ー付地券名換 明治11年2月 売渡人武部小四 墨書 23.2X 1点 40 5 2004P290 
願(鞍手郡犬鳴村字金山 郎(印)、買受人 罫紙 15.5 
の宅地売貿につき地券 篠崎興七郎 竪帳
の名前書き替えを願う)

251 証(建部様所有の犬鳴谷 明治16年12 福岡県筑前国鞍 墨書 23.8X 1点 40 6 2004P291 
村屋敷地を篠崎興七郎 月3日 手郡湯原村小 罫紙 32.3 
が譲り受けたので名替 田七郎(印)→福
を願う) 岡県筑前国那珂

郡薬院中庄建
部孫作殿
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

252 [達](去年東京在陣中職 (明治) →建部小四郎 墨書 19.4X 1点 後欠継目 40 9 2004P292 
掌励精につき御満足の 継紙 38.5 剥れ

旨)
253 [書状] (明治)第3月 越知拙第→武小

墨切紙書
24.5X 1通 前欠 40 12 2004P293 

6日 先狸 29.8 
254 [和歌](季節毎に犬鳴で (不詳) (不詳) 墨書 24.2X 1点 40 13 2004P294 

詠んだ和歌5首) 一紙 35.5 

10 明治初期武部小四郎関係

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号|

255 [覚](エンヒュールト銃 (幕末)3月 矢野信兵衛→ 墨書 16.4X 1通 包紙上書 34 4 
25挺不足に付) 27日 (建部小四郎) 切紙 18.8 「小四郎様

秀麿」
256 

[中書確状乎](年先始生の京祝都儀出、発山の (1幕月末5~明治)喜多村小重四郎四郎→ 墨書 17.8X 1通 前欠 34 7 2004P296 
日認 建部 様 継紙 70.0 

件など)
257 [書状](兄平野義自殺に (幕末~明治) 舌間慎吾→建部 墨書 16.1X 1通 34 3 2004P297 

っき定式の思服のため 1月21日 小四郎様 切紙 45.2 
引入とのこと)

258 [書状](本願寺よりの書 (幕末~明治)武部小四郎→中 墨書 16.0X 1通 包紙あり 34 21 2004P298 
付と細川千巌が日向の 2月7日 原衛作殿 切紙 32.5 
寺に送った書状を書留
郵便で送るよう依頼)

259 [書状](彦丸殿御商法に (幕末~明治) 黒田一葦→建部 墨書 16.4X 1通 34 8 2004P299 
関し助言) 2月20日 小四郎様 継紙 105.3 

260 [書状(旅中の様子を和歌 (幕末~明治 小河静心→のた 墨書 18.1X 1点 57 2 2004P300 
にて報知) ヵ)4月30日 おとしさま小 継紙 67.1 

河おはるさま
武部鹿助さま

261 [書状](久留米での滞在 (幕末~明治)(武部小四郎ヵ) 墨書 15.6X 1通 34 13 2004P301 
先、および今後の行動 5月19日 →宿元江 切紙 35.5 
などを報知)

262 舌代(小倉表へ金百両送 (幕末~明治)(小河)愛四郎→ 墨書 16.1X l通 包紙上書 34 23 2004P302 
付依頼) 7日晦日 中間村庭助殿 継紙 53.4 「遠賀郡中

間村触口仰
木端一郎

殿J
263 [書状](明後日の帰着の (幕末~明治) 青柳 墨書 23.8X 1通 「青柳より」 34 14 2004P303 

旨など報知) 9月15日 切紙 30.2 
264 [書状](来月5日まで屯集 (幕末~明治) 小四郎→宿克へ 墨書 23.8X 1通 34 15 2004P304 

の予定など報知) 10月 切紙 31.2 
265 [書状](近祝伺いおよび (幕末~明治) 武部小四郎→と 墨書 24.1X 1通 包紙裏書 34 22 2004P305 

近況報告普請のこと 10月26日 みどのへ 切紙 34.6 「武部小四
もあるので帰宅を急ぎ 郎宿元江」
たい)

266 [書状](舌間慎吾より書 (幕末~明治) 小四郎→宿冗へ 墨書 16.0X 1通 継目剥れ 34 16 2004P306 
状が来たら明後日早朝 11月朔日 継紙 45.9 
にかけ妙楽寺へ持参す
るように依頼)

267 [書状](博多逗留延引に (幕末~明治) 武部小四郎宿π墨書 16.0X 1通 34 12 2004P307 
っき、かまわず中間へ 10月8日 J¥ 継紙 64.8 
出浮いたすべし)

268 [書状](面談前にお話し (幕末~明治)(不詳) 墨書 27.2X 1通 34 5 3 2004P308 
したい件があるので宿 切紙 3.9 
元へお出で下さるよう
依頼)

269 [書状](近祝報告及び訪 (幕末~明治)(不詳)
墨切紙書

17.8X 1通 後欠 34 33 2004P309 
問依頼) 40.3 

270 [伺書](塾法を作成すぺ (幕末~明治) 浦田吉之丞・建 墨書 31.3X 1点 44 2 2004P310 
き旨上申塾の間取図 部進志ほか2名 切紙 23.3 
付)
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番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

271 [口演](彦蔵が来うた依頼ら待) (幕末~明治)江武部小四郎宿冗 墨切紙書
16.0X 1通 34 9 2004P311 

たせておくよ 23.8 
272 [書状](今日八ツ頃にか (幕末~明治)建部小四郎→宿 墨書 14.9X 1通 34 10 2004P312 

け他方へ出掛けるので フロへ 切紙 30.8 
家と頼)一人迎えに参るこ

273 [書状](大隊名苅控をこ (幕末~明治)建部小四郎宿冗 墨書 15.8X l通 34 11 2004P313 
の書状を持たせた使の J¥ 切紙 34.2 
依者頼へ)渡してくれるよう

274 
1… 司[番書の.!jjC.みE今)月半ばより武

(幕末~明治)(不詳) 15.0X 1通 袖に「愛 34 19 2004P314 

275 
張のことなど) 143.2 猫」と墨書
況報告尚々 (幕末~明治)富→小四郎様 |競 15.3X 1通 前欠ヵ 37 9 2004P315 

35.0 
276 

御食録直書の写保(障版を籍求奉む還)に付 明治2年12月 (不詳)
l墨継紙書

15.7X 1枚 115 4 2004P316 
97.0 

277 覚(英商ヒユースより船 (明治2年ヵ) 秋月藩知事内 墨書 23.6X 1点 277・278 39 2 8(3) 2004P317 
来合薬を購入したい旨 巳12月16日 坂田吉之助(印) 切紙 31.5 同内容
願う) 277・278・

317一括
278 覚(英商ヒユースより船 (明治2年ヵ) 秋月藩知事内 墨書 16.2X 1点 277・278 39 2 8(2) 2004P318 

来合薬を購入したい旨 巳12月16日 坂田吉之助(印) 切紙 26.6 同内容
願う) 277一・2括78 ・

317 
279 口上覚(退引年齢を廃し、 (明治2年ヵ) 奇勝隊一番兵 墨書 12.2X 1点 38 3 2004P319 

以前のように別隊とし、 巳3月 中 →矢野信兵 横帳端 36.0 
地頭取を命じてくれる 衛様、建部小四 紙(2枚)
ょう願う) 郎郎様様、三木五六

280 ド輩黒追田補長に知付書)状牌浪の (辛明未治34月年1ヵ)I長副知官→大隊長・ 墨掛書幅装
17.0X 1幅 114 2004P320 

2日 86.0 
281 [書状](献兵願出の件、 (明治3年) 田中秀賞→武部 墨書 17.5X 1通 12 6 2004P321 

博多へ鎮台設置の件、 5月2日 小四郎殿・三木 継紙 115.7 
兵隊規律厳重にすべき 五六郎殿・守田

義利殿

282 出銀控帳(出銀高と出銀 明治3年5月 (不詳) 墨書 12.2X 1点 39 1 2004P322 

蔵先、米用有途高、覚J日付 「御 ~明治4年7 横帳 34.4 
について) 月

283 
に口上関覚係(す禁る門意の見変書の)処分 (閏明1治0月3年23ヵ日) 

武部六太郎
墨折紙書

23.7X 1枚 封筒付 122 8 2004P323 
31.0 

284 |俵借)用証文之事(御指紙60 明治4年未3 穂→波建部半太小郎四(郎印様) 墨切書紙
24.1X 1通 包紙あり 34 29 2004P324I 

月 35.3 
285 [達](同志を鼓舞し煽動、 (明治6.......7年)→有田俊郎 墨書 15.8X 1通 継目剥れ 37 10 2004P325 

不を坪申にしつき於呂島流罪 2月 継紙 119.8 
付ける)

286 口演(肥前の出兵の情況、 (明治7年ヵ) (不詳) 墨書 23.8X 1通 286・310 36 14 2004P326 
および家内出福の時節 切紙 30.0 同折

乱の件関係などヵ)記す 佐賀の

287 [書状](亡父徳儀佐賀之 (明治7年) 幾嶋匡太郎→船 墨書 16.3X l通 34 17 2004P327 
役にて戦死、祭記料の 2月7日 町武部小四郎 切紙 41.7 
御礼に鎗など差上げた 様

御い責ので臨今下7さ日る午よ後う3依時頼頃) 

288 口上(佐賀の乱に越知彦 (明治7年) (不詳) 墨書 15.0X l通 中欠ヵ 12 5 2004P328 
四郎らを隊長とする兵 2月22日 継紙 52.3 
隊出張す) 14.9X 

56.6 
289 [書状](西郷の動向など (明治7.......9年)篠崎彦造→武 墨書 13.6X 1通 34 5 2 2004P329 

鹿児島県の情勢につい 12月18日 (部)小四郎様 罫紙 23.7 
て)

Q
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 子系 備品番号

290 為替借用証書(金83円の 明治8年2月 武部小四郎(印) 墨書 25.6X 1通 綴穴跡あり 36 17 2004P330 
借用証書江戸にて折 4日 →園産商所受持 罫紙 36.7 
口善右衛門より借用) 篠寄茂平殿

291 証書(金150円借用証書) 明治9年第3 借主士族武部小 墨書 24.0X 1点 印紙(五銭) 51 1 3 2004P331 
月 四郎(印)・一族 罫紙 15.3 3枚貼付

証人建部彦磨 竪帳 46・48・
(印)→大神壮九 291・316
郎殿 合綴

292 矯志社伍組名簿(37名の 明治9年9月 (不詳) 墨書 173.5X 1巻 108 2004P332 
名簿) 巻子装 11.1 

293 矯志社・強忍社社員 明治9年10月 浜勇吉郎・内海 墨書 縦26.0 1巻 「建部小四 107 2004P333 
答案集(r独立ノ弁J 頃 重男・久野藤治 巻子装 郎所持」
「県民遊惰挽回ノ難」 郎・中野英太郎

に対する回答) -中山努・中野
鋭太郎・楢原健
祐.)11庄節臣浦
隣太郎・味岡俊
太郎・高田芳太
郎・箱田六助

294 証書(金10円の借用証書) 明治9年11月 武部小四郎(印) 墨書 24.1X 1通 36 16 2004P334 
→野田一真殿 切紙 32.1 

295 建百(朝廷の命に従い迅 (明治)1月 七番小隊中→建 墨書 24.6X 1点 9 4 2004P335 
速に士卒二等に秩禄を 部小隊長殿 竪帳 16.4 
排均すべし)

296 [書状](加藤が先生へ取 (明治)1月9日 武部→肥田君 墨書 16.8X 1通 36 11 2004P336 
替しておいた金子返却 継紙 53.3 
の取り成しを依頼)

297 [書状](明治政府に対す (明治)1月 11 久世芳麿→建部 墨書 16.8X 1)点 虫損 45 7 2004P337 
る不満などを記し、他 日 賢兄 継紙 115.1 
日の再会を依頼)

298 [書状](碁石返納の件な (明治)1月 18 (不詳) 墨書 15.7X 1通 36 10 2004P338 
ど) 日 継紙 44.8 

299 [書状](去冬隊中少々 混 (明治)1月25 山中立樹→建部 墨書 17.0X 1通 端裏書「建 37 11 2004P339 
乱の件三士之事件に 日 小四郎様 継紙 160.4 部様J
っき心痛の旨 三木五
六郎とともに外交兼勤
の旨恐縮など)

300 [書状](至急御発途下さ (明治)1月28 左中将スツァン 墨書 24.2X l通 包紙上書 34 6 2004P340 
るよう依頼ほか) 日 童子持→武部御 罫紙 32.4 「武部小田

大将テーブルノ 郎様貝原
下一呈ス 九十郎」

301 [書状](一昨日の御噂の (明治)2月17 (小河)愛四郎→ 墨書 16.5X 1通 継目剥れ 36 4 2004P341 
件など別紙熟覧下さる 日 (武部)小四郎様 継紙 66.9 
べきことなど報知)

302 [書状](長知公、昨25日 (明治)2月26 黒田一雄→武部 墨書 15.6X 1)点 45 2 2004P342 
御着県、お話したいこと 日 小四郎殿 継紙 55.4 
があるので、明27日午
後1時に博多誤小路町石
橋源次郎宅へ出方依頼)

303 [書状](借用していた本 (明治)2月2日 (不詳) 墨書 16.2X 1通 継目剥れ 36 18 2004P343 
の返却など) 継紙 104.1 

304 [覚](建部小四郎、細井 (明治)4月7日 (不詳) 墨書 12.0X 1点 41 3 2004P344 
誼太郎ほか69名人名書 横帳 34.2 
上 「正月十六日会議
名許」 最後の帖に中
村龍蔵ほか10名の人名
書上があり、 「四月七
日Jと住書あり)

305 [書状](自らの鹿児島遊 (明治)4月10 山崎友樹→建部 墨書 16.2X l通 継目剥れ 36 7 2004P345 
学について打ち合わせ 日 小四郎様 継紙 63.1 
をしたいので明日藩政
庁ヘ出方下さるよう依
頼)

L一一一一
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

306 [書状J(桑種注文、桑苗 (明治)4月21 (不詳) 墨書 15.2X l通 36 9 2004P346 
栽培の件など) 日 継紙 103.9 

307 [書状J(先月は御見廻申 (明治)4月21 津田繁拝→建 墨書 16.4X l通 継目剥れ 34 18 2004P347 
し上ぐべきところ、急 日認 部小四郎様 継紙 81.0 
用により失敬を遂げた
ことを謝す)

308 [書状J(今朝より不工合 (明治)5月朔 徳重正巳→建部 墨書 16.0X l点 継目剥れ 36 8 2004P348 
にて臥床、明日は宿元 日 小四郎様 継紙 66.2 
へ是非罷り帰る旨など
報知)

309 [書状J(堀武吉は何番隊 (明治)5月晦 武部小四郎→五 墨書 15.4X l通 36 1 2004P349 
に所属しているのか、 日 六郎様 切紙 38.2 
あるいは官員なのか、
その所在を尋ねる)

310 [書状J(最前御尋の両人 (明治)6月13 五六郎→小四郎 墨書 23.3X 1通 虫損 286 36 15 2004P350 
を取調べたところ、間違 日 様 切紙 30.8 .310同折
いに相違ないとのこと)

311 記(団権参事より矢野尋 (明治)6月18 (不詳) 墨書 24.4X L~ 破損大 45 13 2004P351 
六郎宛書簡など明治6年 日 竪帳 15.8 
の筑前竹鎗ー撰関係の
書簡写)

312 [書状J(近況報告) (明治)6月24 武部小四郎→と 墨書 16.4X 1通 36 2 2004P352 
日 みえ 継紙 93.6 

313 口上覚(当年養査御伝授 (明治)7月 今井次二・同妻 墨書 12.2X 1点 9 l 2004P353 
金、私と妻両人の苦労 →武部小四郎様 横帳 30.7 
銀計30円支給を願う) 御側衆中

314 [書状J(近況報告および (明治)8月24 徳重泰一郎久 墨書 18.5X l通 36 12 2004P354 
金子送付依頼) 日 光彦六→建部小 継紙 94.7 

四郎様細井昌

太十郎郎様様 員原九

315 [書状J(2、3日帰宅が遅 (明治)9月10 従福岡武部小四 墨書 24.2X 1通 包紙あり 35 2004P355 
れる旨を報じる) 日 郎→於犬鳴谷武 切紙 35.2 

部鹿助
316 記(金l円64銭6厘、返 (明治)10年3 林田二兵衛→武 墨書 16.5X 1)長 46・48・ 51 1 l 2004P356 

済予定不足の旨) 月 部小四郎様 継紙 43.5 291・316
は合綴

317 覚(船来合薬を国許へ送 (明治)12年 秋月藩坂田一印 墨書 16.0X 1点 277・278・ 39 2 8(1) 
る船の国名・浦名・船 16日 →外務御役所・ 切紙 40.6 317一括
名・船頭名を届け出る 船御改御番所 317は離脱

覚の写他l件)
318 [書状J(金札20金取替依 (明治)12月 芳九拝 →小四 墨書 16.5X l通 34 20 2004P358 

頼) 22日 郎様 継紙 102.0 
319 [書状J(金60両を調達、 (明治)13日 泰一郎彦六→ 墨書 18.7X l通 36 13 

送付下さるよう依頼。 小四郎様昌太 継紙 199.7 
その使途内訳も記す) 郎様九十郎様

320 [書簡J(今度の御変革に (明治) 西高辻従五位→ 墨書 16.5X l通 継目剥れ 9 2 2004P360 
より宰府社の伺領分なの扱い 貞操然様 継紙 79.0 
について ど)

321 [書状J(金子貸借関係) (明治) 武部小四郎→武 墨書 16.2X l通 315の包紙 35 2 2004P361 
部鹿助 切紙 55.6 に同封

322 [覚J(人材登用に関する (明治) 建部小四郎・喜 墨書 16，1 X 1点 継目剥れ 45 5 2004P362 
意見書) 多村保臣ほか 継紙 141.5 

13名
323 I[付書依状頼]()中外評論月々送 (明治) 武部小四郎

切墨紙書
15.4X 1点 3且2固3・恒58一8一

45 14 2 2004P363 
17.5 

324 乍恐御一族之御方々江 (明治) (武部鹿助ヵ) 墨書 24.3X 1}長 37 7 2004P364 
奉歎願候(親族による幽 一紙 31.5 
聞を解いてくれるよう
願う)

325 [書状J(金子借用願) (1明月治23ヵ日) 郎彦様磨 拝→小四 墨継紙書
15.1X 1}~( 46 1 2004P365 
48.2 

326 [書状J(手形差出延引を (明治ヵ) 穂波(半太郎ヵ) 墨書 16.4X 1通 36 5 2004P366 
謝る) 3月3日 →建部様 継紙 137.5 

唱

E
4

q
u
 



寄贈資料 1.武部自一資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

327 [書状](体調不良につき (明治ヵ) 小四郎→五六郎 墨書 17.8X 1通 34 27 2004P367 

出願致し難き旨通知) 4月18日 様 継紙 114.8 
328 [書状](現在長崎に滞在、 (明治ヵ) 小四郎→富えへ 墨書 16.0X 1通 34 26 2004P368 

近々鹿児島へ向かう件 5月16日 継紙 144.2 
など)

329 [書状](肥後熊本へ向け (明治ヵ) 小四郎→富えへ 墨書 15.8X l通 34 24 2004P369 
出立の旨報知及び近況 5月20日 継紙 118.7 
伺い)

330 [書状](近況報告と旅先 (明治ヵ) 母→小四郎との 墨書 16.5X l点 封筒あり 46 2 2004P370 
の土産依頼など) 5月2日 戸、 継紙 109.5 

331 [書状](屋敷替えの件な (明治ヵ) 母→小四郎殿 墨書 16.6X 1点 虫損 45 8 1 2004P371 
ど近況報告を記す) 6月29日 継紙 140.8 

332 [書状](倹約の時節に付、 (明治ヵ) (母→小四郎殿) 墨書 16.5X 1)点 331で書き 45 8 2 2004P372 

土産物と)は手軽な品にす 6月29日 切紙 10.4 落としたこ

るこ とを記す

333 口演(昨28日唐太出張所 (明治ヵ) 日下純→建部賢 墨書 16.0X l通 36 6 2004P373 
御用懸仰せ付けられた 8月29日 兄石田賢兄 継紙 114.4 
旨など報知)

334 [書状](近頃、小輩を嫌 (明治ヵ) 口口波門秀麿→ 墨書 14.6X 1通 継目剥れ 34 32 2004P374I 
誇する御批評が多いこ 9月23日 建部燕之允自成 継紙 199.7 
とに対する反論) 大人陛下

335 [書状](飲食茶碗など拝 (明治ヵ) 加藤→武部大兄 墨書 15.7X 1)点 虫損 45 6 2004P375 
借願) 11月25日 継紙 91.9 

336 換舌(父大四郎の尽都・ (明治ヵ) 加藤節太郎→建 墨書 16.0X l点 45 4 2004P376 
大阪での旅宿報知依頼) 12月19日 部小四郎様 継紙 24.4 

337 [書状断簡] (明治ヵ) 黒田一雄→
墨切紙書

10.5X l点 後部部欠及損び上 56 2 2 2004P377 
27.4 

338 
[に書て状大](中坂間行久の四件郎な同ど道) 

(明治ヵ) 宿冗より→富と
墨切書紙

24.1 X l通 包紙あり 34 25 2004P378 
のへ 30.9 

339 覚(隊士の御切米を借用 (明治ヵ) (不詳) 墨書 15.7X 1通 継目剥れ 34 28 2004P379 
し、それを元手に商法 継紙 98.0 
などを行う件について)

340 [書状](雪を題とする歌 (明治ヵ) 富→御母様 墨書 15.8X l通 34 30 2004P380 
二首あり) 切紙 58.0 

11 日記類

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

341 都日記(3月 29 日 ~4月 天保成戊('17)(建部)自強 墨書 13.7X l点 14 2004P381 
16日、巡見使御迎えの 孟夏上旬(天 小横帳 20.2 
ためての京)・大坂滞在に I保旬)9年4月上
つい

342 旧記](在大坂の際の日 (江戸時代) (不詳) 墨書 24.2X l点 綴紐外れ前 26 2 2004P382 
記ヵ) 12月2日~ 竪帳 16.4 後欠

17日
343 旧記](鹿助小学校入学 (幕末~明治)(武部小四郎ヵ) 墨書 12.3X l点 63 3 2004P383 

に関する記事ほか) 53月1日1日.......9月 横帳 32.0 

344 日記帳 明治22年1月 武部鹿助 墨書 12.1X 1)長 60 2004P384 
15日.......12月 小横帳 16.2 
31日

345 旅行日記於大坂江戸 明治25年2月 武部鹿助 墨書 12.4X 1冊 115 9 2004P385 
堀旅宿 21 71 日日.......3 月 横半帳 16.5 

346 日記帳 明治33年7月 (不詳) 墨書 12.5X 1冊 115 10 2004P386 
10日.......9月 横半帳 17.0 
10日

347 日誌第壱 明治33年10 武部鹿助 墨書 23.4X 1点 裏表紙「武 62 2004P387 
月1日~同 書冊 15.7 部氏」
34年9月30
日

つ臼qd
 



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

348 日記(6月19日'"'-'8月20 明治36年1 (武部鹿助カ) 墨書 25.2X 1点 73 2004P388 
日までの長崎出張中の 月1日'"'-'10 竪帳 17.0 
日誌を含む) 月17日

349 日記(道中出銭帳) (明治) (不詳) 墨書 7.6X 1冊 115 7 2004P389 
小横帳 16.2 

350 日誌 大正14年3月 (不詳) 墨書 25.1X L~ 表紙のみ 69 2004P390 
竪帳 17.2 

351 日記第壱巻(生態学講 (昭和21年 武部庸男 鉛筆書 24.5X l冊 148 2004P391 
義ノート) 10月) ノート 18.2 

12 近代書簡

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

352 [書簡](r暁鶏声Jと題 (大正ヵ)7年l 末永節→武部鹿 墨書 14.0X l点 64 1 2004P392 
した和歌) 月2日 助 葉書 9.0 

353 [書簡](武部庸茂逝去に (大正11年ヵ) 佐方巌→武部御 墨書 18.8X 1点 封筒あり 67 2 2004P393 
対する弔詞) 12月22日 兄上様 継紙 117.6 

354 [書簡](武部庸茂逝去に (大正11年ヵ) 仁田原重行・一 墨書 19.6X 1 ，~ 封筒あり 67 1 2004P394 
対する弔調) 12月24日 輪清子→武部鹿 継紙 67.8 

助
355 [書簡](武部庸茂逝去に (大正ヵ)11年 本田幸介→伊藤 墨書 19.0X 1点 封筒あり 67 3 2004P395 

対する弔詞) 12月20日 寿部・小早川九 継紙 64.1 
良日

356 [書簡](墓石調査に付) 大正11年10 材木町安国寺→ ペン書 14.0X l枚 84 16 2004P396 
月7日 武部鹿助 葉書 9.0 

357 [書簡](異動のお知らせ) 昭和6年8月 内務省警保局保 印制 14.0X l枚 84 2 2004P397 

安千課代外治事係雪津 葉書 9.0 

358 [書簡](暑中見舞) 昭和3年1月 末永節→武部鹿 墨書 14.0X l枚 117 5 
21日 助 葉書 19.0 

359 [駅絵の葉写書真](寺全葬景と博多 昭和7年6月 佐賀県杵島郡北 ペン書 14.0X l枚 84 3 2004P399 
儀欠席に 有明村海蔵寺→ 葉書 9.0 

付) 武部庸男
360 [書簡] 昭和7年7月 武部庸男→福岡 印制 14.3X 1枚 転居先不明 116 14 2004P400 

市春吉鳥飼善次 一紙 9.5 の張紙有
良日

361 [書簡](同潤会と藤田円 昭和5年12月 末永節→武部鹿 墨書 24.7X 2枚 117 4 2004P401 

ーの回に答関)する問い合せへ 24日 助 便筆 17.7 '"'-'402 

362 [書簡](暑中見舞) 昭日和6年8月7 鹿田助島作蔵→武部 葉書 14.0X 1枚 84 2004P403 I 
9.0 

363 [書簡](財団基金充実の 昭和11年5月 財団法人向陵会 印刷 19.7X 2点 61 17 2004P404 
ため寄附を依頼) 会長理事久 一紙 60.8 '"'-'405 

世庸夫副会長

理事白坂楽彦
ほか10名

364 [書簡](お悔やみ状) 昭和7年6月 福岡市東養巴町 墨書 24.0X 2枚 88 8 3 2004P406 
24日 安永慶子→武部 便筆 16.2 '"'-'407 

庸男
365 [書簡](お悔やみ状) 昭和7年6月 朝倉郡把木町星 ペン書 14.0X l枚 84 4 2004P408 

25日 野惣治→武部庸 葉書 9.0 
男

366 [書簡](お悔やみ状) 昭和7年6月 大分県速見郡日 墨書 24.0X 1枚 88 8 5 2004P409 
25日 出町大塚徳吉→ 便筆 16.9 

武部庸男
367 [書簡J(お悔やみ状) 昭和7年6月 宗像郡津屋崎占 ペン書 14.0X l枚 84 5 2004P410 

26日 部豊吉・悦→武 葉書 9.0 
部庸男

368 [書簡](お悔やみ状) 昭和7年6月 福岡市鳥飼町中 墨書 19.5X 1枚 88 8 4 2004P411 
26日 村稔→武部庸男 継紙 100.0 

円

δq
u
 



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

[書簡](お悔やみ状) 昭和7年6月 兵庫県灘魚崎町 墨書 19.4X l枚 88 8 6 2004P412 

26日 山色太三郎→武 継紙 55.0 
部庸男

370 [書簡](お悔やみ状) 昭和7年6月 福岡市中庄中上 墨書 18.4X l枚 88 8 7 2004P413 
26日 恒雄→武部庸男 継紙 48.0 

371 [書簡](お悔やみ状) 昭和7年6月 名古屋市西区南 ペン書 21.7X 1枚 88 8 8 2004P414 
27日 外堀宮田秀太郎 便筆 16.9 

→武部庸男

372 [書簡](お悔やみ状) 昭和7年6月 東京市外上六崎 墨書 19.0X l枚 88 8 9 2004P415 
27日 村井五郎→武部 継紙 65.5 

庸男

373 [書簡](お悔やみ状) 昭和7年6月 兵庫県武庫郡今 墨書 18.4X l枚 88 8 10 2004P416 
27日 津町曙松村源繭 継紙 48.5 

→武部庸男
374 [書簡](お悔やみ状) 昭和7年6月 福岡県八女両等 ペン書 23.8X 1枚 88 8 11 2004P417 

28日 女学校校長久保 罫紙 16.7 
綱五郎→武部庸

男
375 I [書簡](お悔やみ状) 昭和7年6月 京鴨都松市ノ左木尽区下 墨書 18.7X l枚 88 8 12 2004P418 

29日 町清水 継紙 62.3 
俊太郎→武部庸

男
376 [書簡](叔父様逝去に付 昭和7年6月 東京市外荏原町 墨書 14.0X l枚 84 6 2004P419 

お悔やみ状) 30日 中延中牟田一民 葉書 9.0 
377 [書簡](お悔やみ状) 昭和7年6月 台北市築地町諏 墨書 19.7X 1枚 88 8 13 2004P420 

30日 訪隆→武部庸男 継紙 67.0 
378 [書簡](見本配達に付) 昭和7年7月1 福岡市博多上西 墨書 14.0X 1枚 84 7 2004P421 

日 町一番地天地堂 葉書 9.0 
進物庖→武部庸
男

379 [書簡](お悔やみ状) 昭和7年7月l 栃木県足尾町掛 墨書 18.1X 1枚 88 8 14 2004P422 
日 水小島庸一→武 継紙 86.0 

部庸男
380 [書簡](お悔やみ状) 昭和7年7月5 福岡市庄黒田稔 ペン書 14.0X 1枚 84 8 2004P423 

日 →武部庸男 葉書 9.0 
381 [書簡](御礼状) 昭和7年7月5 福岡市大名町鵡 墨書 18.2X l枚 88 8 15 2004P424 

日 原洗・→武部庸 切紙 30.4 
男

382 [書簡](葬儀欠席に付) 昭和7年7月6 福岡市柳原上野 墨書 14.0X 1枚 84 9 2004P425 
日 氏→武部庸男 葉書 9.0 

383 [書簡](御礼状) 昭和7年7月6 福岡市西新町山 墨書 14.0X 1枚 84 10 2004P426 
日 中駿吉 葉書 9.0 

384 [書簡](御礼状) 昭和7年7月6 別府市外北石垣 ペン書 14.0X 1枚 84 11 2004P427 
日 篠崎香彦→武部 葉書 9.0 

庸男
385 [書簡](御礼状) 昭和7年7月6 福岡市薬院出口 ペン書 19.9X 3枚 88 8 16 2004P428 

日 太田房子 便筆 12.0 ~430 

386 [書簡](御礼状) 昭和7年7月6 福岡市下警固小 墨書 18.8X I枚 88 8 17 2004P431 
日 河愛吉→武部庸 継紙 72.0 

男
387 [書簡](御礼状) 昭和7年7月6 脇山捷一→武部 墨書 23.0X 1枚 116 16 2004P432 

日 氏か 便筆 15.9 
388 [書簡](御礼状) 昭和7年7月8 大牟田ニ原升子 ペン書 14.0X 1枚 84 12 2004P433 

日 →武部庸男 葉書 9.0 
389 [書簡](御礼状) 昭和7年7月8 小倉市室町辻光 ペン書 14.0X 1枚 84 13 2004P434 

日 子→武部庸男 葉書 9.0 
390 [書簡](御礼状) 昭和7年7月9 島原町・・馬場 墨書 14.0X l枚 84 14 2004P435 

日 広瀬茂市→武部 葉書 9.0 
庸男

391 [書簡](小包送付に付) 昭和7年8月 別府市外北石垣 ペン書 14.0X 1枚 84 15 2004P436 
11日 篠崎香彦→武部 葉書 9.0 

庸男

ーー」ーーーーーーー
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

392 [書簡](朝鮮各地の見学 (昭和ヵ) 安東にて名倉→ ペン書 14.1X 1枚 199 6 2004P437 
を終え満州へ向かう) 東京市豊島区目 葉書 9.1 

白町藤田円ー
393 [書簡](東京出張の報告) (近代)2月10 占部六郎→武部 ペン書 22.7X 1通 33 2 2004P438 

日 様 便筆 15.0 
394 [書簡](屋敷修繕及びそ (近代) 武部宛 墨書 24.2X 1枚 96 2004P439 

の他近況報告) 一紙 34.0 
395 [書簡](仕送り依頼330 (近代) (不詳) 鉛筆書 13.3X 3枚 116 13 2004P440 

円) メモ用 9.1 .......442 
|盤

396 [書簡](故人の遺物を拝 (近代)11月2 圏芳子→藤田も 墨書 19.5X 1通 200 2004P443 
呈する) 日 と子 継紙 51.2 

397 電報頼信紙 (昭和) 肥後阿蘇栃木温 専用紙 22.4X 3枚 64 35 2004P444 
泉小山旅館 14.7 .......446 

398 [電報]rシキユオホサカ 昭和6年11月 シフセーシオ→ 印字 21.0X 1枚 117 2 2004P447 
シシヤヘライシヤセ 28日 タケベシカスケ 電報用 11.8 
ヨ」 紙

399 [電報]rオチチウエノゴ 昭和7年6月 オクダ→タケベ 印字 21.4X 1枚 116 2 2004P448 
セイキョヲイタムj 26日 ツネオ 12.0 

400 [電報]rシフセヲドロク 昭和7年6月 →タケベツネヲ 印字 21.0X 1枚 116 3 2004P449 
アトフミヲクJ 26日 電報用 11.4 

紙

13 現代書簡

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

401 [書簡](中学校に採用予 昭和26年3月 千葉上野村藤田 ペン書 14.0X l枚 137 2004P450 
定の件など近況報告) 24日 登美子→東京都 葉書 9.0 

豊田一島仁区目白町藤

402 [書簡] 昭和34年9月 武部自ー→藤田 鉛筆書 14.0X 1枚 250 1 2004P451 
14日 円一 葉書 9.0 

403 [書簡](母親の一回思法 昭和32年11 福岡市大字五十 ペン書 14.0X 1枚 152 2004P452 
要を行った旨) 月12日 川武部庸男→東 葉書 9.0 

京都豊島区目白
町藤田円ー

404 [書簡](年賀状) 昭和33年1月 佐賀県ー養基郡 墨書 14.0X 1枚 157 2004P453 
1日 基山町吉村卯一 葉書 9.0 

郎→東京都豊島

|子区目白町藤田元

405 [書簡](長男慎一の下宿 昭和33年5月 福岡県嘉穂郡桂 ペン書 14.0X l枚 153 2004P454 
先住所を報知) 7日 川穂坂凱・スエ 葉書 9.0 

子→

406 [書簡](一仁のお見合に 昭和33年5月 久留米市梅満町 ペン書 23.0X 2枚 122 15 2004P455 
関する御礼状) 29日 小川喜努男→千 便筆 17.9 .......456 

葉県勝浦町藤田
円一

407 [書簡](万剣鑑定につい 昭和33年6月 大阪市阿倍野局 ペン書 23.0X 5枚 122 18 2004P457 
て、木村家蔵の左文 9日 区播磨町東西川 便筆 17.9 .......461 

字・康光等を紹介) 善三郎→千葉県
勝浦町古新田藤
田円一

408 [書簡](書簡送付のお礼 昭和33年7月 東京都豊島区目 ペン書 14.0X 1枚 162 2004P462 
と近況報告) 3日 白町藤田元子→ 葉書 9.0 

千葉県勝浦町藤
田円一

409 [書簡](ラジオ番組に出 昭和33年9月 飯塚市林田チヨ ペン書 14.0X 1枚 163 2004P463 
演することを知らせる) 19日 ノ→千葉県勝浦 葉書 9.0 

町藤田円一

に

u
q
u
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410 [書簡J(年賀状) 昭和34年1月 飯塚市林田チヨ 墨書 14.0X 1枚 165 2004P464 
1日 ノ・外一同→千 葉書 9.0 

葉県勝浦町藤田
円一・外御一同
様

411 [書簡J(登美子の近況を 昭和34年6月 東京都豊島区目 ペン書 14.0X 1枚 166 2004P465 
報告) 18日 白町藤田元子→ 葉書 9.0 

千葉県勝浦市藤

田円一
412 [書簡J(帰宅を心待ちに 昭和34年6月 東尽都豊島区目 ペン書 14.0X 1枚 164 2004P466 

しているとのこと) 26日 白町藤田元子→ 葉書 9.0 
千葉県勝浦市藤
田円一

413 [書簡J(一仁が自宅建設 昭和34年7月 東京都豊島区目 ペン書 14.0X 1枚 159 2004P467 
のため松戸へ引っ越す 4日 自町藤田元子→ 葉書 9.0 
とのこと) 千葉県勝浦市藤

田円一
414 [書簡] 昭和38年8月 武部自ー→藤田 鉛筆書 14.0X 1枚 250 2 2004P468 

7日 円一・登美子 葉書 9.0 
415 [書簡](家修理のお礼と 昭和34年8月 東尽都豊島区目 ペン書 14.0X l枚 158 2004P469 

青山墓地管理費値上が 14日 白町藤田元子→ 葉書 9.0 
りの件) 千葉県勝浦市藤

田円一
416 [書簡J(青山墓地管理費 昭和34年8月 東尽都豊島区目 ペン書 14.0X 1枚 160 2004P470 

支払いの件など) 26日 白町藤田元子→ 葉書 9.0 
千葉県勝浦市藤
田円一

417 [書簡](大学生の下宿を 昭和34年9月 東京都豊島区目 ペン書 14.0X 1枚 154 2004P471 
断った件など) 17日 白町藤田元子→ 葉書 9.0 

千葉県勝浦市藤
田円一

418 [書簡](学生協会から下 昭和34年10 東京都豊島区目 ペン書 14.0X l枚 167 2004P472 
宿の依頼、警察から目 月3日 自町藤田元子→ 葉書 9.0 
自に愚連隊がいるので 千葉県勝浦市藤
刀の保管を厳重にとの 田円一
依頼あり)

419 [書簡J(帰宅を心待ちに 昭和34年11 東Jj1..都豊島区目 ペン書 14.0X 1枚 168 2004P473 
しているとのこと) 月3日 白町藤田元子→ 葉書 9.0 

千葉県勝浦市藤
田円一

420 [書簡J(近況報告) 昭和34年11 東尽都豊島区目 ペン書 14.0X l枚 155 2004P474 
月19日 白町藤田元子→ 葉書 9.0 

千葉県勝浦市藤
田円一

421 [書簡] 昭和39年7月 武部自ー→藤田 ペン書 14.0X 1枚 250 3 2004P475 
27日 円一・登美子 葉書 9.0 

422 [書簡J(暑中見舞) 昭和39年盛 鹿児島県谷山市 ペン書 14.0X 1枚 142 2004P476 
夏 長瀬ちよ子→東 葉書 9.0 

京都豊島区目白
町藤田元子

423 [書簡J(残暑見舞) 昭和39年9月 武部自ー→藤田 ペン書 14.0X l枚 250 4 2004P477 
14日 円一・登美子 葉書 9.0 

424 [書簡J(クリスマスプレ (昭和39年 くりたじゅんい 鉛筆書 24.8X l枚 現金書留封 133 2 2004P478 
ゼントのお礼) 12月25日) ち→おじいちゃ 便筆 17.7 筒入 452 

ん(藤田円一)、 と同封
おばあちゃん

425 [書簡](9日に訪問する旨 (日目和39年ヵ) 渋川市岩倉利江 ペン書 23.0X 2枚 136 2004P479 
を伝える) 10月1日 →東京都豊島区 便筆 17.9 ~480 

目白町藤田元子
426 [書簡J(母親の近況を報 昭和36年7月 福岡市大字五十 ペン書 23.0X 2枚 169 2004P481 

告) 17日 川武部庸男→東 便筆 17.6 ~482 

京都豊島区目白
町藤田円一・登
美子

ーーーーーーー」ーーー

円。円。



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

427 [書簡](暑中見舞母親 昭和36年7月 福岡市大字五十 ペン書 14.0X l枚 170 2004P483 
の近況報告など) 26日 川武部澄江→東 葉書 9.0 

京都豊島区目白
町藤田円一

428 [書簡](暑中見舞と仁 昭和36年7月 福岡市大字五十 ペン書 14.0X 1枚 191 2004P484 
のお見合いについて) 26日 川武部澄江→東 葉書 9.0 

京都豊島区目白
町飯田登美子

429 [書簡]( 仁の結婚に対 昭和36年8月 福岡市大字五十 ペン書 14.0X 1枚 171 2004P485 
するお祝い) 14日 川武部庸男→東 葉書 9.0 

京都豊島区目白
町藤田円一

430 [書簡](11月24日、西公 (昭和40年 福岡市荒戸町四 ペン書 14.0X 1枚 122 13 2004P486 
園八百重に集合) 11月17日) 番町毛屋東次郎 葉書 9.0 

→藤田円一
431 [書簡](藤田円氏福岡 (昭和40年 智栄子→登美 ペン書 25.0X 4枚 431・466・122 9 1 2004P487 

滞在の様子) 12月26日以 子・一仁 便筆 17.9 467一括 .......490 
前)

432 [書簡](母親看病のため 昭和36年12 福岡市大字五十 ペン書 22.8X 2枚 現金書留封 139 2004P491 
姉の滞在が延引するこ 月26日 川武部庸男→東 便筆 17.5 筒入 .......492 
とを謝す) 京都豊島区目白

町藤田円一
433 [書簡](年賀状) 昭和41年1月 →藤田円ーほか ペン書 13.9X l枚 半分欠損 122 17 2004P493 

葉書 8.5 
434 [書簡](年賀状) 昭和41年1月 武部自ー→藤田 ペン書 14.0X 1枚 250 5 2004P494 

円一 葉書 9.0 
435 [書簡](年賀状) 昭和41年1月 武部庸男・すみ ペン書 14.0X 1枚 250 6 2004P495 

え・自ー→藤田 葉書 9.0 
円一・登美子

436 [書簡](母親の近況報告 昭和37年1月 福岡市大字五十 ペン書 14.0X 1枚 174 2004P496 
と、飯塚の兄より万鍔 26日 川武部庸男→東 葉書 9.0 

合の製が法あなったど件につないど)て問 |京町都藤豊田島円一区目白

437 [書簡](母親の近況報告 昭和37年3月 福岡市五十川武 ペン書 14.0X 1枚 190 2004P497 
と円一喜寿お祝いの件) 19日 部方登美子→ 葉書 9.0 

東京都豊島区目
白町藤田円一

438 [書簡](異動証送付のお 昭和37年4月 福岡市大字五十 ペン書 14.0X 1枚 172 2004P498 
礼と近祝報告) 10日 川武部澄江→東 葉書 9.0 

京都豊島区目白
町飯田登美子

439 [書簡](書簡・証明書送 昭和37年4月 福岡市大字五十 ペン書 14.0X 1枚 128 2004P499 
付のお礼と近況報告) 12日 川武部庸男→東 葉書 9.0 

京都豊島区目白
町飯田登美子

440 [書簡](近況報告および (昭和)41年5 藤田園ー→武部 ペン書 25.1X 1通 10 2 2004P500 
野村望東尼書状(224)の 月10日 庸男 便筆 17.7 
解説読解)

441 [書簡](近況報告西郷 (昭和)41年7 藤田園ー→武部 ペン書 25.4X 1通 10 3 2004P501 
と逢った歓びを詠んだ 月18日 庸男 便筆 17.7 
武彦の漢詩小四郎遺
書発見の旨通知およ
びその解説読解)

442 [書簡](ニ奈木黒田家と 昭和38年7月 渋谷区代々木黒 ペン書 封筒 2枚 122 7 2004P502 
武部家との関係他) 8日 田近雄→藤田円 便筆 21.5X .......503 

一 8.4 
443 [書簡](先日注文の品、 昭和38年7月 福岡市隻島友枝 ペン書 14.0X l枚 132 2004P504 

今日再び送付のこと) 11日 芳子→東京都豊 葉書 9.0 
島区目白町藤田
円一

444 [書簡] 昭和43年7月 武部自ー→藤田 ペン書 15.0X 1枚 250 7 2004P505 
28日 円一 葉書 10.0 

445 [書簡](暑中見舞) (昭和)43年7 黒田近隆→藤田 ペン書 14.5X 1点 58 2004P506 
月28日 円一 葉書 10.3 

司

t
qδ 
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446 [書簡](残暑見舞) 昭和39年8月 福岡市大字五十 ペン書 14.0X 1枚 130 2004P507 
25日 川武部澄江→東 葉書 9.0 

京都豊島区目白
町飯田登美子

447 [書簡](京都・奈良旅行 昭和39年8月 福岡市大字五十 ペン書 23.0X 3枚 789と同封 140 l 2004P508 
の様子を知らせる) 31日 川武部庸男→東 便筆 17.5 -510 

京都豊島区目白
町藤田円一

448 [書簡](贈り物に対する 昭和39年9月 福岡市大字五十 ペン書 14.0X 1枚 161 2004P511 
お礼状) 14日 川武部澄江→東 葉書 9.0 

京都豊島区目白
町藤田円ー・飯

田登美子
449 I[書簡](近況報告) 昭和39年12

愛島媛町県大温野泉陽郡子→中 便ペ筆ン書
23.0X 2枚 450と同封 156 1 2004P512 

月7日 18.0 -513 
東京都豊島区目
自町藤田円一

450 [書簡](みかんを送った 昭和39年12 愛媛県温泉郡中 ペン書 23.0X 2枚 449と同封 156 2 2004P514 
ことを知らせる) 月7日 島町大野亀市→ 便筆 18.0 -515 

東京都豊島区目
白町藤田円一

451 [書簡](博多駅完成など 昭和39年12 福岡市西堅粕栗 ペン書 22.9X 2枚 現金書留封 129 2004P516 
近況報告) 月19日 田繁→東京都豊 便筆 17.7 筒入 -517 

島区目白町藤田
円一

452 [書簡](近況報告および 昭和39年12 庸男→御父上様 ペン書 22.8X 2枚 現金書留封 133 1 2004P518 
体調伺い) 月25日 (藤田円一) 便筆 17.5 筒入 424 -519 

と同封
453 [書簡](福岡の参院選の 昭和40年7月 福岡市大字五十 ペン書 23.0X 4枚 現金書留封 134 2004P520 

結果など近況報告) 6日 川武部庸男→東 便筆 17.5 筒入 -523 
京都豊島区目白
町藤田円一

454 [書簡](一仁の一周忌法 (昭和44年ヵ) 庸男→御父上様 ペン書 21.0X 2枚 現金書留封 131 l 2004P524 
要こがと)無事済み安心との 9月17日 (藤田円ー) 便筆 16.8 筒と入同封472 -525 

455 [書簡](福岡に無事帰着 昭和40年10 福岡市大字五十 ペン書 14.4X 1枚 127 2004P526 
報告 目白滞在中のお 月25日 川武部庸男→東 葉書 10.5 
礼等) 京都豊島区目白

藤田円一
456 [書簡](近雄の兄の子で 昭和40年11 東京医科歯科大 ペン書 14.0X 1枚 122 21 2004P527 

ある豊島与志雄の全集 月4日 学入院黒田近雄 葉書 9.0 
及び自身の手術予定等) →豊島区目白藤

田円一
457 [書簡](福岡に無事到着 昭和40年11 福岡市井尻藤田 ペン書 14.0X 1枚 122 19 2004P528 

その他近況報告) 月13日 円一→東京都豊 葉書 9.0 
島区目白町飯田
登美子

458 [書簡](11月24日、西公 昭和40年11 福岡市荒戸町四 ペン書 14.0X 1枚 122 5 2004P529 
園八百重に集合) 月17日 番町毛屋東次郎 葉書 9.0 

→藤田円一
459 [書簡](西公園八百重集 昭和40年11 福岡市荒戸町四 ペン書 14.0X 1枚 122 6 2004P530 

合日時11月23日に変更) 月17日 番町毛屋東次郎 葉書 9.0 
→藤田円一

460 
[中書間簡報](本告堂お他よ改び築寄収付支願 昭月和174日0年11l福雲岡山市真駿光河寺谷住職妙

36.2X l枚 122 22 2004P531 
25.5 

い) 原田哲勇ほか
461 [書簡](福岡での近況を 昭和40年11 福岡市井尻藤田 ペン書 14.0X 1枚 122 20 2004P532 

報告) 月20日 円一→東京都豊 葉書 9.0 
島区目白町飯田
登美子

462 [書簡](故人の思い出を 昭和40年11 福岡市警固井上 ペン書 14.0X 1枚 122 10 2004P533 
綴る) 月29日 正盛→福岡市井 葉書 9.0 

尻藤田円一

-38-
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463 [書簡](叔父円ーに対し 昭和40年12 福岡市原中村タ ペン書 23.0X 2枚 122 12 2004P534 
ての御見舞の御礼) 月20日 カ子→藤田円ー 便筆 17.9 .......535 

464 [書簡](再会御礼状) 昭和41年1月 福岡市外宇美町 ペン書 14.0X 1枚 88 13 2004P536 
14日 上宇美林田英敏 葉書 9.0 

→東京都豊島区
目白町藤田円ー
御父上

465 [書簡](藤田円帰京の 昭和41年1月 福岡市井尻美杉 ペン書 23.6X 5枚 122 16 2004P537 
連絡を受けて) 15日 町栗田智恵子→ 便筆 17.7 .......541 

藤田円一
466 [書簡](藤田円ー帰京の 昭和41年1月 栗田植ー→藤田 ペン書 8.0X 4枚 431・466・122 9 2 2004P542 

連絡を受けて) 16日 円一 便筆 25.7 467一括 .......545 
467 [書簡](ロボットの御礼) 昭和41年1月 じゅん →藤田 23.6X 2枚 431・466・122 9 3 2004P546 

16日 円一 17.7 467一括 .......547 
468 [書簡](再会御礼状) 昭和41年1月 武部庸男→東京 ペン書 22.5X 3枚 写真2枚同 88 12 2004P548 

24日 都豊島区目白町 便筆 17.3 封 .......550 
藤田円一

469 [連書絡簡を](藤受田け円 ・帰京の 昭月和284日1年12|武都部豊庸島男区→目東白京町 便ペ筆ン書 22.8X 3枚 122 11 2004P551 
て) 17.9 .......553 

藤田円ー
470 [書簡](先祖法要のため 昭和43年11 北海道夕張市建 ペン書 22.7X 3枚 149 2004P554 

福岡を訪れた旨) 月12日 部武四郎→東京 便筆 17.7 .......556 
都目白町藤田円
一

471 [書簡](ニ条実美の短冊 昭和43年12 北海道夕張市建 ペン書 23.0X 6枚 150 2004P557 
の件など、先祖につい 月23日 部武四郎→東京 便筆 17.8 .......562 
て間合) 都豊島区目白町

藤田円一
472 [書簡](良子宅新築祝い 昭和44年12 福岡市大字五十 ペン書 23.0X 3枚 現金書留封 131 2 2004P563 

など近況報告) 月8日 川武部庸男→東 便筆 17.8 筒入 454 .......565 
京都豊島区目白 と同封
町藤田円ー

473 [書簡](美術品買取広告) 昭和46年12 目黒庖区鷹→番豊加島藤区 |葉印刷書
14.8X l枚 151 2004P566 

月15日 美術 10.0 
目白町藤田円一

474 [書簡](年賀状) (昭和) 五十川中おや 墨書 14.0X 1枚 143 2004P567 
ゑ→東京都豊島 葉書 9.0 
区目白町藤田一

475 [書簡](万剣鑑定につい (昭和)5月28 大阪市阿倍野局 ペン書 23.0X 3枚 122 14 2004P568 
て、黒田家所蔵の古文 日 区播磨町東西川 便筆 17.9 .......570 
書閲覧の方法等) 善三郎→千葉県

勝浦町古新田藤
田円一

476 [書簡](一仁宅移転の報 (昭和)7月3日 福岡市大字五十 ペン書 22.8X 4枚 現金書留封 138 2004P571 
をうけて) 川武部庸男→東 便筆 17.5 筒入 .......574 

京都豊島区目白
町藤田円一

477 [書簡](地震の様子を伺 (昭和)7月5日 庸男→御父上様 ペン書 21.0X 3枚 141 2004P575 
う) (藤田円一) 便筆 16.4 .......577 

478 [書簡](近況報告) (昭和)7月7日 庸男→登美子 ペン書 23.0X 2枚 146 2004P578 
便筆 17.8 .......579 

479 I~お書礼簡と附母親物の近に対況す報る告)
1<昭和)8月6日 |福JII武岡市部大庸字男五→十東 葉ペ書ン書 14.0X 1枚 173 2004P580 

9.0 
京都豊島区目白
町藤田円ー・登
美子

nv 
q
d
 



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

14 その他

番号 名称 時代

1480 [雑纂](年中行事の歌、 明治22年2
内外頓智談、明治22年 月下旬ヨリ
3月福岡展覧会出品目録、

大日本抜地翠誌等、和漢三才
図会 ) 

481 ニ座目 神号六級(女性 (近代)
29名の書上)

482 [書付](人名書上) (近代)

483 [筆耕原稿] (近代原本
は元治元年
頃ヵ)

484 [メモ](扇他の寸法) (近代)

485 [罫紙] (近代)

486 [罫紙竪帳] (近代)

487 [書付](ニ条実美ら五卿 (近代)
落ちの記事他)

488 目録(帯、末広など7点 昭和6年4月
の品の目録) 吉日

489 [記](ほおづきとりんど (昭和)
うの特徴など記す)

490 [記](ニ宅村・安徳村・ (昭和)
岩戸村・春日村・水域

|村す)・大野村の大字を記

491 [記]r栗洲八七一村 (昭和)
有」

492 ド載記あ](八り間)など間数の記 (昭和)

493 [生物学講義ノート] (昭和)

494 [名刺] (昭和)

495 [名刺] (昭和)

496 [名刺] (昭和)

497 [名刺] (昭和)

498 [断簡]r山田平蔵」 (不詳)

499 [覚](青山根ゃなすびな (不詳)
ど漬け物の作り方)

500 [罫紙] (不詳)

作成 品質・形状

武部鹿輔自勝 墨書
横帳

(不詳) 墨書
折紙

(不詳)
|使ペ筆ン書

(不詳) ペン書
一紙

(不詳) ペ一紙ン書

(不詳) 一ペ紙ン書

(九州鉄道会社 罫紙
ヵ) 竪帳
(不詳) ペン書

罫紙
藤田円ー→武部 墨書
鹿介殿 一紙
(武部ハル) 鉛筆書

紙メモ用

(不詳) 鉛筆書
メモ用
紙

(不詳) 鉛筆書

紙メモ用

(不詳)
墨罫書紙

武部庸男 ペン書、
鉛筆書
ノート

印章・ゴム印・ 印刷
諸揮事有限会 名刺
社山鹿泉二東
京都江東区深川
清澄町
日本新聞インキ 印刷
株式会社常務 名刺
取締役中村至

信西遊本川社区大阪市

鹿島建設株式会 印刷
社営業部次長 名刺
三苫仕東京都
中央区八重洲
伊勢丹家具専属 印制
工場株式会社大 名刺
手木工所石寺義
典東京都港区芝
西久保広町
(不詳) 墨書

断簡
(不詳) 墨書

継紙
(不詳) 罫紙

-40-

法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

l1.4X 1点 74 2004P581 
23.7 

24.0X l枚 95 2 2004P582 
29.2 
22.0X 4枚 116 15 2004P583 
14.5 -586 
29.5X 1点 26 8 2004P587 
26.6 

12.3X 1枚 85 11 2004P588 
9.2 
24.4X 1枚 26 11 2004P589 
15.0 
24.0X 1点 記述無し 64 6 2004P590 
16.5 
9.5X 2枚 122 4 2004P591 
26.4 -592 
43.9X 2枚 包紙あり 194 2004P593 
58.3 -594 
15.2X 2枚 64 35 2004P595 
10.2 -596 

15.2X 1点 64 35 2004P597 
10.2 

14.7X 1)点 64 35 2004P598 
10.1 

24.8X 1)点 64 35 2004P599 
33.6 
21.4X 1冊 表紙見返し 179 2004P600 
15.8 「昭和二十

一年十月六
日退職金ニ
テ求ムJ

9.1X 1枚 122 27 2 2004P601 
5.5 

9.1X 1枚 122 27 3 2004P602 
5.5 

9.1X 1枚 122 27 4 2004P603 
5.5 

9.1X 1枚 122 27 5 2004P604 
5.5 

16.2X 1点 64 2 2004P605 
5.2 
16.2X 1，'i'K 64 17 2004P606 
121.6 
24.6X 1点 記載無し 64 35 2004P607 
33.8 



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

15 書籍

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 f系 備品番号

501 筑前国続風土記(自序 宝永6年歳在 貝原篤信選貝 墨書 23.4X 1冊 表紙見返し 21 1 l 2004P608 
-序・巻之壱・巻之弐) 巳丑月日 原好古編竹田 書冊 16.5 に朱印3ケ

定直校正 所、序と巻
之ーの冒頭
に武部蔵書
印

502 家書唐詩選七言絶句 宝暦6年丙子 南棲先生著鳳 木版 26.5X 1冊 鉛筆・朱書 21 3 2004P609 
11月 岡先生訂正門 書冊 18.0 きなどで書

人横山其寧輯、 き込みあり
中村惟徳校書
態:皇都京六
角通御幸町西荻
城屋多左衛門、
東都日本橋
南三丁目前川
六左衛門

503 北斎漫画六編 文化14年丑 葛飾戴斗(北斎) 木版 22.7X 1冊 奥に「武部 21 5 2004P610 
孟春 書態:江戸日本 書冊 15.9 氏蔵Jと墨

橋四日市竹川 書、朱印
藤兵衛ほか3名 扉に「武部」

墨書、蔵書

印、 序朱文印冒
頭に

504 浪懸岸 文久2壬成允 南竹舎主人越 墨書 23.7X 1冊 奥書「干時 45 15 2004P611 
陽11日(序文)義生子重 書冊 15.9 明治二十九
文久2歳壬戊 年九月二十
7月下旬 日綴之」、
(政文) 裏表紙「福

岡賂筑前園
福岡住武
部氏蔵書」

505 女訓孝経 (江戸期) (不詳) 墨書 27.5X 1冊 裏表紙上書 21 2 2004P612 I 
書冊 20.4 「慶応三年

丁卯八月下
旬綴之ゑ
しり

506 立表測景暦日諺解 (江戸期) 柳精子著江戸 木版 22.5X 1冊 建部自福蔵 21 4 2004P613 
書林 日本橋通 書冊 15.7 書印、武部
萱町目千鐘房 所有印あり
須原屋茂兵衛

507 雑書(r四季用文章J (江戸期) (不詳) 木版 25.4X 1冊 裏表紙に 27 2004P614I 
「三十六歌仙」など) 書冊 18.0 「武部氏」

表紙、裏表
紙は後世

508 新編水滞画伝 (江戸期) (不詳) 木版 26.0X 1組 紐で一括 176 2004P615 
書冊 19.8 
端紙

509 [家紋帳及び「いろは寄 (江戸期) (不詳) 木版 8.8X 1冊 29 2004P616 
名頭築字角字八分字J] 袖珍本 12.8 

510 頭書古今和歌集遠鏡 (江戸期ヵ) (不詳) 木版 17.9X 1，'i'ii: 題筆離脱 59 3 2004P617 
四 書冊 11.8 武部蔵書印、

武部所有印
あり

511 頭書古今和歌集遠鏡 (江戸期ヵ) (不詳) 木版 17.7X 1点 武部蔵書印、 59 4 2004P618 
/-A、- 書冊 11.9 武部所有印

あり
512 [和本](西行が熱田神宮 (江戸期ヵ) (不詳) 墨書彩 24.0X 1冊 表紙上書 21 8 2004P619 

を参詣した際のことな 色書 16.6 「大賀氏J
どを絵入で記す) 冊 表紙見返し

「文久三亥
正月大賀
性」

-41-



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

513 懐玉雲上示正鑑(公家の 明治元年仲 御用製本所東 木版 16.1X 1}点 表紙題筆に 59 1 2004P620 
家紋、由緒などを記す) 秋改正 京浅草新寺町通 書冊 11.2 墨書で「第

南へ上 ル山本 廿五号J、
庄 兵 衛ほか1 武部蔵書印
名弘 通所京 武部所有印
都三条通り 出 あり
雲寺丈次郎ほ
か5名

514 明六雑誌第九競(運送 明治7年6月 (明六同社) 印刷 18.2X 1点 表紙に明六 53 2 44 2004P621 
論 リボルチーノ説 書冊 12.0 社印と朱書
教門論政論) で「武部」

右下隅焼け
焦跡

515 明六雑誌第十四競 明治7年7月 (明六同社) 印制 18.0X 1}点 表紙に明六 53 2 45 2004P622 
(知説 リボルチーノ説 書冊 12.1 社印と朱書
貨幣ノ効能天狗説) で「武部」、

朱印で f定
債四銭」

516 明六雑誌第十六競 (明治7年) (明六同社) 印制 18.1X l点 表紙に明六 53 2 46 2004P623 
(政論五 人愛間敵公論共)ノ説 書冊 12.1 社印と朱書
西学一斑、 で「武部」

517 明六雑誌第一十一瞬 明治7年11月 (明六同社) 印刷 18.1X 1}長 表紙に明六 53 2 47 2004P624 
(征台和議ノ演説三聖 書冊 12.1 社印と朱書
論人間公共ノ説四女 で「武部」
飾ノ疑)

518 明六雑誌第一十九競 明治8年2月 (明六同社) 印刷 18.1X l点 表紙に明六 53 2 48 2004P625 
(網羅議院ノ説、自由交 書冊 12.2 社印と朱書
易論、教門論疑問第一) で「武部」、

朱印で「定
慣四銭」

519 明六雑誌第二十二競 明治8年3月 (明六同社) 印刷 18.1X 1}点 表紙に明六 53 2 49 2004P626 
(善良ナル母ヲ造ル説 書冊 12.0 社印と朱書
賊説 日曜日ノ説貨 で「武部J、
幣病根療治録) 朱印で「定

慣四銭」
520 評論新聞第十一競 (明治8年) 編輯長吉島両 印刷 18.1X 1}長 表紙破損 53 2 2004P627 

6月 尚本局東京 書冊 12.1 評論新聞第
浅州黒船町三番 12号・第13
地集思社 号・第14号

を合綴裏
表紙に墨書
で「武部氏
蔵J

521 評論新聞第十五競 (明治8年) 編輯長吉島両 印刷 18.5X 1 ，~ 表紙破損 53 2 2 2004P628 
尚本局 東京 書冊 12.2 評論新聞第
浅州黒船町=番 16号・第17
地集思社 号を合綴

裏表紙に墨
書で「武部
氏蔵J

522 評論新聞第一十五競 明治8年10月 編輯長佐田白 印制 18.2X 1点 表紙に集思 53 2 3 2004P629 
(近事評論朝鮮新報井 茅印刷竹内拙 書冊 12.0 社印と朱書
評) 三本局東京 で「武部」、

弓町29番地 裏表紙に朱
集思社 書で「定慣

=銭」虫損
523 評論新聞第一十六競 明治8年10月 編輯長佐田白 印刷 18.2X 1点 表紙に集思 53 2 4 2004P630 

(参議某公ノ朝鮮事件二 茅印刷竹内拙 書冊 11.9 社印と朱書
付建白・大意弁評ほかl 三本局東京 で「武部」、
件の記事) 弓町29番地 裏表紙に朱

集思社 書で「定債
三銭J虫損

q
L
 

4
 



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

524 評論新聞第二十九競 明治8年10月 編輯長闘新吾 印刷 1点 表紙に集思18.1X 53 2 5 2004P631 
(近事評論巡査諸大臣 印刷竹内拙三 書冊 12.1 社印と朱書
ノ邸ヲ防衛スルノ説井 本局東京弓町 で「武部」、
評) 29番地集思社 裏表紙に朱

書コ銭でJ「定虫損慣

525 評論新聞第二十競 明治8年10月 編輯長閥新吾 印帰IJ 18.3X 1点 表紙に集思 53 2 6 2004P632 
(島津板垣二氏退職ノ評 印刷竹内拙= 書冊 12.1 社印と朱書
論) 本局東京弓町 で「武部」、

29番地集思社 裏表紙に朱
書で「定債
コ銭」虫損

526 評論新聞第二十一披 明治8年11月 編輯長闘 新吾 印刷 18.2X 1}点 表紙に集思 53 2 7 2004P633 
(有栖川織仁公建白ノ大 印刷竹内拙三 書冊 12.1 社印と朱書
意井評慶臆義塾の形 本局東京弓町 で「武部J
況井評) 29番地集思社 裏表紙に朱

書で「定慣
コ銭J虫損

527 評論新聞第二十一競 明治8年11月 本局東京 弓町 印制 18.3X 1点 表紙に集思 53 2 8 2004P634 
(新橋停車場落書き井評 29番地集思社 書冊 12.0 社印と朱書
ほか2件の記事) で「武部J

裏表紙に朱
書で「定債

三落丁銭」 虫損

528 評論新聞第二十二競 明治8年11月 編輯長閥新吾 印刷 18.2X 1}点 表紙に集思 53 1 1 2004P635 
(征韓論社説) 印制竹内拙三 書冊 12.1 社印と朱書

本局東京弓町 で「武部」、
29番地集思社 裏表紙に朱

書で「定債
=銭」

529 評論新聞第二十四競 明治8年11月 編輯長閥 新吾 印刷 18.2X 1点 表紙に集思 53 1 2 2004P636 
(民権論社説、近事評論) 印制竹内拙三 書冊 11.9 社印と朱書

本29局番地東集京思弓社町
で「武部」

530 評論新聞第二十五披 明治8年11月 編輯長閥新吾 印刷 18.4X 1点 表紙に集思 53 2 9 2004P637 
(陸軍省ノ征韓論ほか2 印刷竹内拙三 書冊 12.1 社印と朱書
件の記事) 本局東京弓町 で「武部」、

29番地集思社 裏表紙に朱
書で「定債
三銭」虫損

531 評論新聞第二十六競 明治8年11月 編輯長閥新吾 印刷 18.5X 1}点 表紙に集思 53 2 10 2004P638 
(琉球藩ヨリ三僚公へ嘆 印刷竹内拙三 書冊 12.1 社印と朱書
願セシ由或人ノ口述井 本局東京弓町 で「武部」、
評ほか1件の記事) 29番地集思社 裏表紙に朱

書で「定慣
コ銭J虫損

532 評論新聞第二十八競 明治8年11月 編輯長岡新吾 印制 18.1X 1点 表紙に集思 53 2 11 2004P639 
(日々新聞社近々更二政 印刷竹内拙三 書冊 12.0 社印と朱書
府御用ヲ蒙ムルノ話) 本局東京弓町 で「武部」、

29番地集思社 裏表紙に朱
書で「定債
ゴ銭」虫損

533 評論新聞第四十競 明治8年11月 編輯長閑新吾 印刷 18.4X 1点 表紙に集思 53 2 12 2004P640 
(国政転変論井評近事 印制竹内拙三 書冊 12.2 社印と朱書
評論二篇) で「武部」

紙虫損欠 裏表

534 評論新聞第四十一競 明治8年11月 編輯長閑新吾 印制 18.3X 1 ，~ 表紙に集思 53 2 13 2004P641 
(木戸参議大久保参議ト 印制竹内拙三 書冊 12.1 社印と朱書
御議論アリシ話ほか1件 本局東京弓町 で「武部J、
の記事) 29番地集思社 裏表紙に朱

書で「定債
三銭J虫損

q
U
 

4
 



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

535 評論新聞第四十二競 明治8年11月 編輯長閥新吾 印届IJ 18.1X 1 ，~ 表紙に集思 53 2 14 2004P642 
(弾薬ヲ船ニテ表紙運送 印刷竹内拙三 書冊 12.0 社印と朱書
セシ話ほか2件の記事) 本局東京弓町 で「武部」、

29番地集恩社 裏表紙に朱
書で「定債
コ銭」虫損

536 評論新聞第四十四競 明治8年12月 編輯長闘新吾 印刷 18.4X 1)点 表紙に集思 53 2 15 2004P643 
(静台ヲ盛ン二スル話ほ 印刷竹内拙三 書冊 12.5 社印と朱書
か2件の記事) 本局東京弓町 で「武部」、

29番地集思社 裏表紙に朱

書コ銭でJ定虫慣損

537 評論新聞第四十五競 明治8年12月 編輯長閥新吾 印刷 18.2X 1点 表紙に集思 53 l 3 2004P644 
(近事評論、新聞条例議 印制竹内拙三 書冊 12.0 社印と朱書
誇律に付、三等待講西 本局東京弓町 で「武部J、
村君、見込み所) 29番地集思社 裏表紙に朱

書で「定慣
三銭」

538 評論新聞第四十六競 明治8年12月 編輯長岡新吾 印刷 18.3X 1点 表紙に集思 53 2 16 2004P645 
(琉球ヲシテ清国ヘ応対 印刷竹内拙三 書冊 12.0 社印と朱書
セシムル話ほか1件の記 本局東京弓町 で「武部」、
事) 29番地集思社 裏表紙に朱

書で「定慣
コ銭」虫損

539 評論新聞第四十七競 明治8年12月 編輯長闘新吾 印刷 18.2X 1点 表紙に集思 53 2 17 2004P646 
(支那人ノ名ヲもって日 印刷竹内拙三 書冊 12.1 社印と朱書
本人書籍ヲ出版スルノ 本局東京弓町 で「武部J、
話ほか1件の記事) 29番地集思社 裏表紙に朱

書で「定慣
コ銭」虫損

540 評論新聞第四十八競 明治8年12月 編輯長閥新吾 印刷 18.2X 1点 表紙に集思 53 2 18 2004P647 
(黒田参議特命全権排理 印刷竹内拙三 書冊 12.0 社印と朱書
大臣ノ命ヲ拝セラレシ 本局東京弓町 で「武部」、
話ほか1件の記事) 29番地集思社 裏表紙に朱

書で 「定虫慣損
コ銭J

541 評論新聞第四十九競 明治8年12月 編輯長閥新吾 印制 18.2X l点 表紙に集思 53 2 19 
(三僚太政大臣辞表を呈 印刷竹内拙三 書冊 12.0 社印と朱書
セラレシ話ほか二件の 本局東 京弓町 で「武部」、
記事) 29番地集思社 裏表紙に朱

書で「定慣
=銭」虫損

542 評論新聞第五十競 明治8年12月 編輯長岡新吾 印刷 18.2X l点 表紙に集思 53 2 20 2004P649 
(西洋人日本文ノ新聞ヲ 印制竹内拙三 書冊 12.0 社印と朱書
編スルノ話ほか2件の記 本局東京弓町 で「武部」、
事) 29番地集思社 裏表紙に朱

書で「定慣

三表銭紙」離脱虫損

543 評論新聞第五十一蹴 (明治8年12 編輯長閥新吾 印刷 18.2X 1点 表紙にと集朱思書 53 2 21 2004P650 
月) 印制竹内拙三 書冊 11.9 社印

本局東京弓町 で「武部」、
29番地集思社 裏表紙に朱

書で「定債

損=銭」表紙虫欠

544 評論新聞第五十二競 明治8年12月 編輯長代理小 印刷 18.2X 1点 表紙に集思 53 2 22 2004P651 
(東京府知事転換ノ話ほ 松原英太郎印 書冊 12.0 社印と朱書
か2件の記事) 刷竹内 拙三本 で「武部」、

局東京弓町 裏表紙に朱
29番地集思社 書で「定債

三銭」虫損
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番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

545 評論新聞第五十四競 明治8年12月 編輯長代理小 印刷 18.2X 1点 表紙に集思 53 2 23 2004P652 
(高杉晋作存命ノ話井評 松原英太郎印 書冊 12.2 社印と朱書
ほかl件の記事) 制竹内拙三本 で「武部」、

局東京弓町 裏表紙に朱
29番地集思社 書で「定慣

コ銭」虫損
546 評論新聞第五十五競 明治8年12月 編輯長代理小 印刷 18.2X l点 表紙に集思 53 2 24 2004P653 

(福淳氏ノ文明論絶板サ 松原英太郎印 書冊 12.0 社印と朱書
レントスルノ話ほか2件 刷竹内拙三本 で「武部」、
記事) 局東京弓町 裏表紙に朱

29番地集思社 書で「定債
コ銭J虫損

547 評論新聞第五十六競 明治9年1月 編輯長代理小 印刷 18.2X l点 表紙に集思 53 2 25 2004P654 
(支那軍艦楊武号ノ横演 松原英太郎印 書冊 12.0 社印と朱書
へ入港セシ話井評ほかl 刷竹内拙三本 で「武部J、
件の記事) 局東京弓町 裏表紙に朱

29番地集思社 書で「定債
コ銭J虫損

548 評論新聞第五十七競 明治9年l月 編集長小松原 印制 18.2X 1)点 表紙に集思 53 1 7 2004P655 
(厭制政府ノ自滅スルノ 英太郎印刷 書冊 12.0 社印と朱書
説附表ほか2件の記事) 竹内拙三本局 で「武部」、

東京弓町29番 裏表紙に朱
地集思社 書で「定領

三銭」
549 評論新聞第五十八競 明治9年1月 編輯長代理小 印刷 18.2X l点 表紙に集思 53 2 26 2004P656 

(大隈参議ハ大臣タルニ 松原英太郎印 書冊 11.9 社印と朱書
健チサルノ脂量アル話 刷竹内拙三本 で「武部j 、
井評ほか1件の記事) 局東京弓町 裏表紙に朱

29番地集思社 書で「定慣
コ銭j 虫損

550 評論新聞第五十九競 明治9年1月 編輯長代理小 印刷 18.4X l点 表紙に集思 53 2 27 2004P657 
(太宰府今春ハ別シテ祝 松原英太郎印 書冊 12.1 社印と朱書
詞二警戒ヲ加ヘラル話 刷竹内拙三本 で「武部」、
井評ほかl件の記事) 局東京弓町 裏表紙に朱

29番地集思社 書で「定憤
三銭」表紙
破損虫損

551 評論新聞第七十二競 明治9年3月 仮編輯長中島 印刷 18.7X 1)点 表紙に集思 53 2 28 2004P658 
(廟堂二於テ種々ノ御評 富雄印刷竹内 書冊 12.0 社印と「十
議アリシ話井評ほか1件 拙三本局東 四日護Jの
の記事) 京弓町29番地 朱印と朱書

集思社 で「武部j 、
裏表紙に朱
書で「定債
コ銭J虫損

552 評論新聞第七十四競 明治9年3月 仮編輯長中島 印刷 18.3X l点 表紙に集思 53 2 29 2004P659 
(挑戦和議ノ電報井評) 富雄印刷竹内 書冊 12.1 社印と朱書

拙三本 局東 で「武部J、
京弓町29番地 裏表紙に朱
集思社 書で「定債

三銭J虫損
553 評論新聞第七十八競 明治9年3月 仮編輯長中島 j::PiIJ 18.2X 1)点 表紙に集思 53 2 30 2004P660 

(専制政府ハ其ノ労苦時 富雄印刷竹内 書冊 11.9 社印と朱書
ニ甚シク国民ノ意向ニ 拙三本局東 で「武部j 、
応シテ政法ヲ改正スへ 京弓町29番地 裏表紙に朱
キノ説ほか) 集思社 書で「定債

三銭」虫損
2 554 評論新聞第七十九競 明治9年3月 仮編輯長中島 印刷 18.0X l点 表紙に集思 53 31 2004P661 

(琉球藩ヨリ某氏へノ話、 富雄印刷竹内 書冊 11.6 社印と朱書
日曜日休暇ノ御布告二 拙三本局東 で「武部」、
付評) 京弓町29番地 裏表紙に朱

集思社 書で「定債
三銭」虫損

「
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

555 評論新聞第八十競 明治9年3月 蝦編集長中島 印制 19.2X 1点 表紙に集思 53 1 4 2004P662 
(外務卿、官宅修築の話 富雄印刷竹 書冊 12.3 社印と朱書
井評、本年地方官会議 内拙三本局 で「武部』
開場ノ話井評) 東京弓町29番 裏表紙に朱

地集思社 書で「定慣
コ銭J虫損

556 評論新聞第八十一競 明治9年3月 偲編輯長高羽 印刷 18.1X 1点 表紙に集思 53 2 32 2004P663 
(法律ノ極意投書附評、 光則印刷竹内 書冊 11.8 社印と朱書
近事井評) 拙三本局東 で「武部」、

京弓町29番地 裏表紙に朱
集思社 書で「定慣

=銭J虫損
557 評論新聞第八十ニ競 明治9年4月 蝦編輯長田代 印刷 18.1X 1点 表紙に集思 53 2 34 2004P664 

(帯万禁止ノ布告井評、 荒次郎印刷竹 書冊 12.0 社印と朱書
木戸後藤ノ両公御辞職 内 拙 三本局 で「武部」
ノ話井評) 東京弓町29番 裏表紙に朱

地集思社 書で「定償
=銭」虫損

558 評論新聞第八十四競 明治9年4月 偲編輯長鳥居 印刷 18.3X 1点 表紙に集思 53 2 33 2004P665 
(前編輯長関新吾・箕作 正功印刷竹内 書冊 11.8 社印と朱書
麟祥君カ国政転変論ノ 拙三本局東 で「武部J、
評二付大阪裁判所二於 京弓町29番地 裏表紙に朱
テ推問答弁ノ話井評) 集思社 書で「定債

コ銭」虫損
559 評論新聞第八十六競 明治9年4月 偲編輯長鳥居 印制 18.3X 1点 表紙に集思 53 2 35 2004P666 

(尾崎井上ノ両君朝野新 正功印制竹内 書冊 11.9 社印と朱書
聞論説ノ事ニ付上告ノ 拙三本局東 で「武部」
書面井評) 京弓町29番地 裏表紙に朱

集思社 書で「定慣
=銭J虫損

560 評論新聞第八十八競 明治9年4月 蝦編輯長鳥居 印刷 18.2X 1点 表紙に集思 53 2 36 2004P667 
(政府ニ於テ華土族ノ禄 正功印刷竹内 書冊 11.8 社印と「十
制ヲ改革セラルへキ話 拙三本局東 二日韓」の
井評) 京弓町29番地 朱印、裏表

集思社 紙に朱書で

部「岡小新四郎地様武J 

561 評論新聞第八十九競 明治9年5月 偲編輯長鳥居 印刷 18.1X l点 表紙に集思 53 2 37 2004P668 
(政府ノ探索方厳密ニ前 正功印刷竹内 書冊 11.8 社印と朱書
原一誠君ヲ視察スル話 拙三本局東 で「武部」
ほか) 京弓町29番地 裏表紙に朱

集思社 書で「定慣
=銭」虫損

562 評論新聞第九十披 明治9年5月 偲編輯長鳥居 印刷 18.1X 1点 表紙に集思 53 2 38 2004P669 
(勝安芳君ノ話井評ほか) 正功印刷竹内 書冊 11.9 社印と朱書

拙三本局東 で「武部」、
京弓町29番地 裏表紙に朱
集思社 書で「定慣

三銭」と墨
書で「岡新

地郎様武部I小虫損四

563 評論新聞第九十一競 明治9年5月 偲編輯長鳥居 印刷 18.0X 1点 表紙に集思 53 2 39 2004P670 
(読網鑑易知録井評投書 正功印制竹内 書冊 11.9 社印と朱書
ほか) 拙三本局東 で「武部」、

京弓町29番地 裏表紙に朱
集思社 書で「定慣

三銭」と墨
書で「岡新
地武部小四
郎様」虫損
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番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

564 評論新聞第九十三競 明治9年5月 仮編集長鳥居 印刷 18.6X 1)長 表紙に集思 53 1 5 2004P671 
(新聞条例御改正ノ話井 正功印刷竹 書冊 12.1 社印、裏表
評。伊東参議ヨリ大久 内 拙 三 本局 紙に墨書で
保参議へ物語ノ話井評) 東京弓町29番 「岡新地武

地集思社 部様J、朱
書で「定債
三銭」裏表
紙の後に評
論新聞代
51号の表
紙を合綴

565 評論新聞第九十四競 明治9年5月 仮編輯長中山 印刷 18.1X l点 表紙に集思 53 2 40 2004P672 
(近事評論前編輯人烏 喜勢印刷竹内 書冊 12.0 社印と朱書
居小松二子ノ遺稿井評) 拙三本局東 で「武部」、

京弓町29番地 裏表紙に朱
集思社 書で「定債

=銭j 虫損
566 評論新聞第九十五競 明治9年5月 仮編輯長中山 印制 18.0X 1点 表紙に集思 53 2 41 2004P673 

喜勢印刷竹内 書冊 11.9 社印と朱書
拙三本局東 で「武部」、
京弓町29番地 裏表紙に朱
集思社 書で「定債三

銭」と墨書で
「タテべJ表
紙破損

567 評論新聞第九十六競 明治9年6月 仮編輯長中山 印刷 18.0X 1点 表紙に集思 53 2 42 2004P674 
(伊藤参議二郵便ヲ以テ 喜勢印刷竹内 書冊 11.9 社印、裏表
御首ヲ懇望シタル話井 拙三本局東 紙に「定慣
評ほか) 京弓町29番地 三銭Jと朱

集思社 印、 「建

|部あJりと墨虫書損

568 評論新聞第九十九競 明治9年6月 取締海老原穆、 印制 18.2X l点 表紙に集思 53 l 6 2004P675 
(新聞記者獄中、詩ほか 世話方宮崎員 書冊 12.0 社印、裏表
2件の記事) 郷偲編集長 紙に墨書で

中山喜勢印刷 「岡新地武
竹内拙三本局 部様Jr建部
東京弓町29番 さまJ、朱
地集思社 書で「定債

=銭J虫損
569 評論新聞第百七競 明治9年7月 取締海老原穆、 印刷 18.2X 1，'i'K 表紙に集思 53 l 8 2004P676 

(森有礼ト李鴻章と応ノ 世話方宮崎員 書冊 12.0 社印と朱書
筆記第一他1件の記事) 郷仮編集長 で「武部J

高橋克印刷 裏表紙に朱
満木清繁本局 書で「定債
東京弓町29番 三銭J
地集思社

570 評論新聞第百八披 明治9年7月 取締海老原穆、 印刷 18.4X l点 表紙に集思 53 l 9 2004P677 
(森有礼ト李鴻章と応ノ 世話方宮崎員 書冊 12.2 社印と朱書
筆記第二他1件の記事) 郷仮編集長 で「武部j 、

高橋克印刷 裏表紙に朱
満木清繁本局 書で「定債
東京弓町29番 三銭」
地集思社

571 評論新聞第百九競 明治9年7月 取締海老原穆、 印刷 18.2X 1点 表紙に集思 53 2 43 2004P678 
(森有礼ト李鴻章と応ノ 世話方宮崎員 書冊 12.0 社印と朱書
筆記第三ほか) 郷仮編集長 で「武部J、

高橋克印刷 裏表紙に朱
満木清繁本局 書で「定債
東京弓町29番 三銭」と墨
地集思社 書で「建

部」虫損

ウ
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

572 [評論新聞] (明治) (集思社) 印刷 18.0X 4枚 表紙・裏表 53 2 50 2004P679 
書冊 12.0 紙・綴じ紐 '"'-'682 
端紙 欠

573 光雲神社略記(黒田孝 明治10年丁 (不詳) 墨書 15.2X 1)点 奥書「武部 9 7 2004P683 
高・長政父子略歴ほか) 丑3月 折本装 9.5 鹿助分、旧

歴七歳、本
年五年」武
部蔵書印

574 袖珍唐詩選下 明治17年11 出版人東京府 印刷 12.1X l点 表紙上書 59 2 2004P684 
月出版 平民井上勝五 袖珍本 8.5 「武部曙

良日 山」、裏表
紙上書「那
珂郡住吉村
大字春吉=
軒屋土手、
武部曙山所
有、明治庚寅
八月下旬J

575 明治訓点図書集註 明治17年4月 大阪府平民松浦 印刷 12.0X l冊 79 1 
孟子上 要祐・大阪府平 書冊 8.4 

民中野啓蔵・広
島県平民久留間
奥コ

576 明治訓点四書集註 明治17年4月 大阪府平民松浦 印刷 12.0X 1冊 79 2 2004P686 
孟子下 要祐・大阪府平 書冊 8.4 

民中野啓蔵・広
島県平民久留問
輿=

577 明治訓点図書集註 (明治17年4 (不詳) 印制 12.0X 1冊 79 4 2004P687 
論語上 月ヵ) 書冊 8.4 

578 明治訓点図書集註 (明治17年4 (不詳) 印刷 12.0X l冊 79 5 2004P688 
論語下 月ヵ) 書冊 8.4 

579 明治訓点四書集註 明治17年5月 安芸久留間奥ニ 印刷 12.0X l冊 79 3 2004P689 
学庸前 訓点・東同盟舎 書冊 8.4 

刊l
580 勅語(教育勅語) 明月治302日3年10 御名御璽

竪印刷帳
20.5X 1点 77 2004P690 
14.5 

581 旧福岡藩殉難烈士追祭 明治23年11 江島茂逸編 印刷 19.5X l冊 武部蔵書印 124 2004P691 
寄贈詩歌一吟万感石 月2日出版 書冊 13.8 「第99号」
心松操(非売品) 裏表紙に

「明治廿有
参年拾一月
十六日 武
部哲州有」

582 維新起源太宰府紀年 明治26年7月 江島茂逸 印刷 22.0X 1冊 前後欠 91 2004P692 
編 書冊 15.0 

583 袖珍正字玉篇 明治28年10 羽山尚徳編大 印刷 11.2X l冊 奥書に藤田 189 2004P693 
月5日 阪文海堂蔵 袖珍本 8.2 円一落款

584 実用帝国正字典全 明治34年
江京翰口鶴香洲堂編発行東 l印袖制珍本

9.2X l冊 188 2004P694 
6.4 

585 西南記停下巻ー 明治44年4月 黒龍会本部編 印制 22.5X 1冊 216 2004P695 
l日発行 輯・発行 書冊 16.3 

586 西南記停下巻ー 明治44年4月 黒龍会本部編 印刷 22.5X 1冊 217 2004P696 
1日発行 輯・発行 書冊 16.3 

587 諸国風土記(金沢落他14 (明治) (不詳) 墨書 18.2X l点 継目剥れ 41 1 2004P697 
藩の内情について) 継紙 104.9 

588 
[に新関聞すJ(明る治新6聞年記の事征写韓)論 (明治) (不詳)

墨竪書帳
26.0X 1点

破・5損88同3折23 
45 14 l 2004P698 

17.8 
589 頭山満と玄洋社物語 大正3年5月 平井駒次郎著、 印届IJ 19.1X 1冊 218 2004P699 

10日発行 東京市小石川区 書冊 13.5 
武侠世界社発行、
東京市日本橋区
馬喰町興文社発
売
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

590 頭山満と玄洋社物語 大正4年10月 平井駒次郎著、 印刷 19.1X 1冊 219 2004P700 
続篇 1日初版発行 東京市小石川区 書冊 13.5 

大正4年10月 武侠世界社発行、
15日再版発 東京市日本橋区
行 馬喰町興文社発

売
591 明治十年福岡騒動事件 (大正期以降)(不詳) ペン書 26.5X 1冊 227 2004P701 

集(大正3年発行『頭山 罫紙 20.0 
満と玄洋社物語』より 竪帳
の抜粋など)

592 玄洋社社史 大正6年7月 玄洋社々史編纂 印制 22.7X 1冊 扉に武部蔵 222 2004P702 
10日発行 会編・発行 書冊 16.0 書印裏表

紙見返しに
川上水舟著
「秋月党」

(大正14年7
月25日ほか、
九州日報連
意的の切り抜
き貼付

593 筑紫史談第37集 大正15年5月 筑紫史談会発行 印刷 26.3X 1冊 表紙と扉に 223 2004P703 
15日発行 書冊 18.4 武部印、裏

表紙見返し
に武部印と
r41.9.10 

玉屋にて求
むJ

594 筑紫史談第38集 大正15年8月 筑紫史談会発行 印刷 26.3X 1冊 表紙と扉に 224 2004P704 
30日発行 書冊 18.4 武部印、裏

表紙見返し
に武部印と
r41.9.10 

玉屋にて求
む」

595 史劇加藤司書 昭和2年10月 福岡日々新聞 新聞切 24.8X 1冊 83 2004P705 
抜書 17.1 
冊

596 [新聞切抜]r玉子のコロ 昭和4年頃 (不詳) 印刷 6.0X 1枚 116 8 2004P706 
ッケJ 紙片 9.0 

597 加藤司書伝 昭和8年11月 司書会編・発行 印刷 19.5X 1冊 裏表紙見返 221 2004P707 
20日初版発 書冊 14.0 しに「高
行昭和9年 丘」と墨書
2月20日訂
正増補15版
発行

598 民事訴訟法学概論 昭和10年7月 野間繁著東京 印刷 21.5X 1冊 扉に「筑猛 196 2004P708 
下巻 10日初版発 市本郷区森川町 書冊 15.8 人」、武部

行昭和17 育成堂発行 所有印裏
年11月26日 表紙見返し
改訂4版発行 「小島ノ祖

母上ヨリ頂
キシオ金ニ
テ、昭和拾
八年一月八
日求之、武
部庸男」

599 物権法講義案 昭和11年4月 小大出廉学二出著 明 印刷 21.0X 1冊 扉に「筑猛 198 2004P709 
5日初版発行 治 版部発 書冊 14.8 人J、武部
昭和17年2月 行 所有印裏
5日10版発 表紙見返し
行 「昭和拾七

年拾月拾買t
日求之J
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

600 維新志士勤王詩歌評 昭和13年5月 小泉苓三著、立 印刷 18.9X 1冊 扉に武部印 220 
釈 20日初版発 命館出版部発行 書冊 12.7 と「傷療将

行昭和13 士諸君立
年12月25日 命館贈呈J
増訂版発行 の朱印、裏

表紙見返し
に武部印と
「久病四J

印、 「昭和
46.9.24 
岩田屋古書
底にて求む
武部j

601 目士乃西郷 附西郷南洲 昭和16年7月 竹崎楼岳著敬 印制 18.2X 1冊 扉見返し 187 2004P711 
翁玉詩全集 7日初版発行 愛社発行 書冊 12.9 「謹呈藤

昭和17年2月 田大兄著
25日10版発 者敬愛社長
fノTー- 竹崎樫岳j

602 刑事訴訟法大意 昭和18年l月 坂本英雄著明 印刷 21.3X 1冊 表紙見返し 197 2004P712 
求之 治大学出版部発 書冊 14.9 「筑猛人」、

イ7 武部所有印
裏表紙見返
し「小島ノ
祖母上ヨリ
頂キシオ金
ニテ、昭和
十八年一月
六日求之、
武部庸男J

603 軍中奔走録完 (近代) 坂本龍馬序文 ガリ版 23.6X 1点 59 5 2004P713 
駈子生 刷書 16.3 

冊
604 田舎源氏全 (近代) (不詳) 印刷 18.4X l冊 武部蔵書印 125 2004P714 

書冊 13.3 「第66号」
裏表紙「明
治廿八年七
月経之武
部氏j 後欠

605 水鏡全 (近代) 中山忠親著小 印刷 19.2X l冊 表紙見返し 21 9 2004P715 
中村義象・萩野 書冊 13.1 「青木武部
由之・落合直文 氏j

校
606 大はらい(天孫降臨関係) (近代) (不詳) 墨書 24.0X 1冊 92 2 

書冊 16.4 
607 [新聞切抜]r奥多摩探勝 (近代) (不詳) 印刷 15.0X 1)宗 117 9 2004P717 

(一)，，-，(七)J 綴 14.6 
608 [新聞切抜] (近代) (不詳) 断筒 11.6X 1枚 246 6 2004P718 

3.2 
609 

[が新掲聞載切さ抜れ](7た0際0のの写も真の)
(近代) (不詳) |活切紙版 12.1 X 1点 20 2 2004P719 

25.1 
610 全国民謡かるた (近代) 謡:野口雨情、 印刷 (箱) 1組 籍破損 214 2004P720 

画:川端龍子、 厚紙 11.3X 
発行:普及社、 15.7X 
販売:誠文堂 8.0 

611 [百人一首] (近代) (不詳) 色刷 (箱) 1組 東京王子御 215 2004P721 
厚紙 17.1X 菓子司静岡

20.3X 家の箱に入
5.0 る

612 財団法人九州学園若葉 昭和26年2月 九州学園若葉会 印刷 21.0X 1冊 205 2004P722 
会会員名簿 12日発行 発行 書冊 15.0 

n
U
 

F
b
 



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

613 若葉会東京支部会員名 昭和39年5月 若葉会東京支部 印刷 17.1X 1冊 汚損 135 2004P723 
簿(九州女学校、九州高 書冊 12.2 
等女学校、九州女子高
等学校同窓会の東京支
部の名簿)

614 加藤司書公並筑前勤皇 (昭和40年) 主催:加藤司書 印制 19.7X 1枚 203 2004P724 
志士百年祭実施要項 公並筑前勤皇志 一紙 54.0 
(昭和40年10月25日、 士百年祭実行委
加藤司書公今様歌碑除 員会会長進藤
幕式、記念講演実施) 一馬、協催:加

藤司書会
615 太宰府の五卿(非売品) 昭和40年1月 長沼賢海著太 印刷 19.2X 1冊 123 2004P725 

11日 宰府天満宮発行 書冊 13.1 
616 近世怪人伝 昭和44年12 吉田公正編集・ 印届IJ 17.5X 1冊 226 10 2004P726 

月1日発行 発行 書冊 10.7 
617 加藤司書公追悼含献時 昭和54年10 筑前今様一川流 印制 26.0X 1枚 88 35 2004P727 

月24日 直伝吟道宰府館 一紙 36.2 
618 [新聞切抜](新学年に際 (昭和) (不詳) 新聞紙 12.3X 1点 64 2004P728 

し子どもに対すた記る事教)育 6.5 
について記し

619 加藤司書会々則 (昭和) 福岡市大名加藤 印刷 17.7X 1枚 202 2004P729 
入会申込書 司書会 一紙 39.0 

620 [論文抜席IJJ(西尾陽太郎 (昭和) (不詳) 印刷 21.0X 1冊 表紙見返し 225 2004P730 
「九州における近代の 書冊 14.9 「西尾陽太

思想状況一国権論・民 郎先生福
権論について一J) 岡ユネスコ

協会より頂
く 昭和
47.8.30J 

16 武芸

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

621 [槍術書] 文久3年11月 穴津浄現秀俊ほ 墨書 18.4X 1巻 101 
か→小川於酉 巻子装 367.0 

622 一万流十一ケ条口伝書 (江戸期) (建部小四郎写) 墨書 24.0X 1冊 裏表紙上書 21 7 2004P732 
書冊 16.2 「元治元年

子文月上
旬写之建
部進志」

623 l新富流長太万目録 (江戸期) (不詳)
墨巻書子装

|縦18.7 1点 |軸・紐欠 31 1 2004P733 

624 一万流兵法十一ケ条 (江戸期) (不詳) 墨書 縦20.2 1点 破損 31 3 2004P734 
巻子装

625 兵法 (江戸期) (不詳) 墨書 縦21.0 l点 破損大 31 4 2004P735 
巻子装

626 手綱目録(大坪本流常叡 (江戸期) 建部性 墨書 7.0X 1点 54 1 2004P736 
事法目録) 袖珍本 20.2 

627 銃鑑秘抄(内題は「金勝 (江戸期ヵ) (不詳) 墨書 12.4X 1点 表紙「武部鹿 52 2004P737 
橿要巻」 戦時におけ 小横帳 20.4 助」、裏表紙

る鉄砲の利用術など) 「武部鹿輔」
継目剥れ

628 [覚](兵法について) (江戸期ヵ) (不詳) 墨書 16.5X 1点 37 13 2004P738 
継紙 80.9 

唱
E
4
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

17 文芸

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

629 [和歌書付] 文降政11年以 墨書書冊
25.0X 1冊 88 6 2004P739 
18.0 

630 [野村望東尼書J(ニ条実 (冗治冗年ヵ)(野村望東尼) 墨書 16.0X l点 封筒は後世 16 2004P740 

lす美)ら七卿落ちの際に記 継紙 72.8 

631 [和歌書付] (江戸期) (不詳) 墨書 13.7X 1枚 92 1 2004P741 
切紙 42.0 

632 [和歌短冊] (江戸期) (不詳) 墨書 最大 3枚 裏打ち有り 98 1 2004P742 
短冊 35.5X ~744 

6.0 
633 [和歌短冊] (江戸期) 武部自重・秋月 墨書 最大 178枚 98 2 2004P745 

l小か幡孫右衛門ほ 短冊 35.5X ~922 

6.0 
634 [和歌短冊]rかわり行、 (江戸期) (不詳) 墨書 59.0X 1面 額は「福岡 98 3 2004P923 

世の有さまや…」 短冊 11.5 市新天町山
額装 方堂」

635 [建部武彦書J(西郷隆盛 (江戸期) 建部武彦 墨書 17.4X 1幅 102 2004P924 

とと伝出会えっられた時る)に詠んだ
掛幅装 25.5 

636 喜多流秘事聞書 (江戸期) (不詳)
墨書書冊

22.2X 1冊 21 6 2004P925 
15.2 

637 神山台教文(武家の教訓1) (江戸期) (不詳)
墨匂1書紙

16.5X l枚 115 2 2004P926 
55.0 

638 [詩J(r月前萩」と題す (幕末) (建部)自成 墨書 13.7X 1)長 44 4 2004P927 
る詩など) 横帳 39.0 

639 覚(西山遺事、李伯紀忠 (江戸~明治 (不詳) 墨書 24.8X l点 34 34 2004P928 
義偏など書名書上) ヵ) 折紙 31.6 

640 [歌集J(今様数種黒田 (幕末~明治)(不詳) 墨書 12.1 X 1点 9 5 2004P929 
節など) 横帳 32.9 

641 報国二十一首 (幕末~明治 (不詳) 墨書 26.8X 1点 50 2 2004P930 
期ヵ) 一紙 46.2 

642 [和歌] (明治ヵ) 自成(武部小四 墨書 36.1X 1)点 50 1 2004P931 
郎) 短冊 6.1 

643 [和歌] 大正甲子(13(末永)節 墨書 25.1X l，~ 朱印「勅題」 64 18 2004P932 
年)元旦 一紙 17.0 「大正甲子

元永旦氏」」
「末

644 [和歌短冊] (近代) (不詳) 墨書 36.0X 9枚 122 2 2004P933 
短冊 6.0 ~941 

645 [書]r神光照海J (近代) 東郷書(花押)
ー印刷紙

23.8X 1枚 122 3 1 2004P942 
78.2 

646 [書]r海之日本」 (近代) 東郷書(花押)
一印制紙

23.8X 1枚 122 3 2 2004P943 
78.2 

647 [書] (近代) 南洲
印ー刷紙

l枚 122 23 2004P944 

648 [西郷南洲書]r靖献J (近代) (西郷隆盛) 紙本墨 54.5X 1面 248 2004P945 
書 額 118.4 
装

649 [賀和蓬歌に]r小河母君の六十の (不詳) (不詳)
墨ー書紙

24.0X l枚 21 11 2004P946 
まかりで| 34.7 

650 [和歌] (不詳) (不詳)
墨ー紙書

23.7X l枚 21 12 2004P947 
35.2 

651 [和歌] (不詳) 正儀
墨一紙書

35.5X l枚 21 13 2004P948 
24.0 

652 [和歌] (不詳) (不詳) 墨書 36.0X l点 「勅題J 21 14 2004P949 
短冊 6.0 「節j の朱

印あり
653 [和歌集J(雲雀などの題 (不詳) (不詳) 墨書 24.1X 1点 虫損あり 22 5 2004P950 

ごる)とに3首の和歌を収め 竪帳 16.3 

654 [漢詩] (不詳) (不詳) 墨書 14.9X 1点 34 31 2004P951 
継紙 96.0 

655 [漢詩] (不詳) 小山田策 墨書 29.4X 1点 破損落款 36 20 2004P952 
一紙 51.2 3ヶ所

つ臼Fhu
 



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

656 [漢詩] (不詳) (不詳) 墨書 12.0X 1点 墨書で訂正 49 2004P953 
横帳 30.8 あり

657 [漢詩] (不詳) (不詳) 墨書 276.7 l}~ 継ぎ目剥れ 61 20 2004P954 
継紙 X5.3 

658 [詩J(贈魯城師ほか9件) (不詳) (不詳) 墨書 18.1X 1点 後欠 57 3 2004P955 
種抵 179.5 

659 出師表 (不詳) (諸葛孔明) 墨書 18.4X 1}点 継ぎ目剥れ 71 2004P956 
継紙 398.1 

660 [書Jr太宰府に和魂漫才 (不詳) 月照 墨書 31.2X 1幅 104 2004P957 
の碑を建てるJ 掛幅装 23.5 

661 [書付](宮地岳・猪野村 (不詳) (不詳) 墨書 17.4X 2枚 115 12 2004P958 
等についての漢詩) 切紙 52.0 --....959 

18 裁縫

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

662 [覚Jr羽織裁方切積之 (江戸期) (不詳) 墨書 16.1X 1点 後欠 22 2 2004P960 
事J 継紙 34.7 

663 [覚](662と同内容) (江戸期) (不詳) 墨書 16.1X 1)点 前後欠 22 3 2004P961 
継紙 13.5 

664 [覚J(662と同内容) (江戸期) (不詳)
墨継紙書

16.1X l点 前後欠 22 4 2004P962 
22.7 

665 ロ伝許状 冗治冗年11 美和忠右衛円安 墨書 縦20.2 I点 31 2 2004P963 
月良日 一(花押在判)ほ 巻子装

か9名→小河於
酉とのへ

666 羽織裁縫目録之事(羽織 (江戸期) (不詳) 墨書 16.5X 1点 継目剥れ 55 1 2004P964 
裁縫の手順を図示) 継紙 339.2 

667 羽織皆伝免状(袖口縫初 (江戸期) (不詳) 墨書 16.2X 1点 前欠継目 55 2 1 2004P965 
待針立方伝之事など21 継紙 429.4 剥れ 667 
ヶ条に及ぶ縫方口伝之 .668は同

事) 折

668 [断簡](羽織皆伝免状の (江戸期) (不詳) 墨書 16.1X 1点 前後欠 55 2 2 2004P966 
一部ヵ) 継紙 36.0 667・668

は同折
669 羽織裁縫目録之事 (江戸期) 柳瀬中務

墨継書紙
縦16.0 1点 88 4 2004P967 

670 上妻流比翼相伝書 明治23年8月 裁縫上妻流冗祖 墨書 25.3X 1冊 126 2004P968 
吉田 前上妻中務藤原 大横帳 36.7 

勝政(花押)・当

今志摩埜司
(印)→武部とり

子

19 地図・絵図・図面

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

671 [城絵図J(福岡城ヵ) (江戸期) (不詳) 墨書彩 不詳 1}~ 継目剥れ 22 2004P969 
色継
紙

672 筑前国絵図 (江戸期) 彫工博多藤 木版 54.5X 1点 赤鉛筆書込 24 2004P970 
善兵衛 折本装 63.3 あり 表紙

-裏表紙剥
れ

673 [赤坂溜池藩邸内絵図] (江戸後期) (不詳) 墨書彩 1点 継目剥れ 28 2004P971 
(地震の被害図藩邸内 色継 付筆全て剥
の修復や建て直した長 紙 れ
屋などの位置を記す)

qu 

F
同
U



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

674 [屋敷図面] (江戸期) (不詳) 墨書彩 49.5X 1枚 虫損 5 2004P972 

|紙色 継
49.0 

675 [屋敷図面] (江戸期) (不詳) 墨書彩 81.5X 1枚 虫損継目 6 2004P973 

l議継
81.0 lテ肺ーあプη止め

676 [金戸樋入木抱略絵図] (幕末~明治)(不詳) 15.6X 1点 前欠継目 39 2 6 2004P974 
98.6 剥れ

677 武部小四郎別荘園取 (明治) I工梁部害十村一半等冶郎中棟 墨一書紙
31.5X 1通 貼紙あり 12 7 2004P975 
24.5 

678 [屋敷図面] (近代) (不詳) コピー 36.4X 1点 742の8分 56 2 6 2004P976 
25.6 割コピー

679 模範新大東京全図 昭15和日7発年行11月 東京市神九段田書区今 印刷 78.7X 1枚 175 2004P977 
川小路 房 一紙 109.1 

680 
栃木i尺県1万宇8都千宮分市1全)図

昭和16年1月 宇都宮市土木課
一印紙刷

39.6X 1枚 206 2004P978 
(縮 改版 54.2 

681 [鉄道路線図] (近代) (不詳) 墨書 23.9X 1枚 501の20 21 1 2 2004P979 
一紙 32.6 丁目と21

丁目の聞に
挿入

682 五万分一地形図(大多喜) 昭和22年5月 内務省地理調査
一印則紙

45.4X 1枚 147 2004P980 
30日発行 所 57.0 

683 福岡市地図(縮尺2万7千 昭和34年9月 株式会社和楽路 印制 52.5X 1枚 207 2004P981 
分の1 裏に福岡市中央 修正 屋 一紙 76.5 

部案の内地あ図と福岡の観光
り)

684 
[万地5形千図分](の福一岡地西形南図部)、2 昭30和日3発5年行4月 国土地理院

一印紙制
46.0X 1点 56 1 2004P982 
57.7 

685 新日本分県地図福岡 昭和36年9月 日地出版株式会 印刷 最大 2枚 208 2004P983 
県(縮尺31万分のl 裏 (第30版) 社 一紙 36.8X .......984 
に福岡市街図、福岡県 51.2 
観光案内・概要、鉄道
連絡パス案内図等)

20 絵画

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

686 [絵] (江戸期ヵ) (不詳) 墨書彩 27.1X 1点 686.......690 54 2 2004P985 

紙色 一 37.8 は同折

687 [絵] (江戸期ヵ) (不詳)
墨一紙書

27.5X 1点 6は8同6....... 折690 54 3 2004P986 
37.0 

688 [絵](鷹図) (江戸期ヵ) (不詳)
墨ー紙書

36.5X 1 ，~ 6は8同6....... 折690 54 4 2004P987 
26.7 

689 [絵] (江戸期ヵ) (不詳) 墨書彩 27.5X l点 686.......690 54 5 2004P988 

紙色 一 37.0 は同折

690 [絵](洗濯する2人の女性) (江戸期ヵ) (不詳) 墨書彩 27.3X 1点 686.......690 54 6 2004P989 
37.7 は同折

691 [錦絵] (明治) (不詳) 墨書 18.3X l点 裏書「明治 47 2004P990 
木版彩 12.1 十年二月

色本装折 武破部損鹿J

692 [スケッチブック](百日 (近代)13年 (不詳) 鉛筆書 13.3X 1点 76 2 2004P991 
草や人物など) 彩色 18.7 

スケッ
チブッ
ク

A
吐
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

693 [スケッチブ、ック](宝満 (近代) (不詳) 墨書 15.4X 1点 76 l 2004P992 
山立石島上金山 鉛筆書 8.5 
大楽寺等)

彩析色本奨

694 [蓬莱山図] (近代) 泰生 絹本着 116.5 1幅 113 2004P993 

色幅装掛
X50.0 

695 [花園] (近代) (不詳)
|切印制紙

16.0X 1枚 117 3 2004P994 
34.2 

696 [花鳥図] (不詳) 文栄 絹本着 122.5 l幅 110 2004P995 

色幅砦掛
X41.4 

697 [版画] (不詳) 湖龍画
木一版紙

23.7X 1点 232・270・ 44 1 2004P996 
18.6 638を包む

698 [山水図] (不詳) (不詳) 絹本着 138.0 1幅 111 2004P997 
X33.7 

699 [魚図スケッチ] 1954年8月1(不詳) 鉛筆 54.2X l枚 122 28 2004P998 
日 一紙 38.5 

21 写真

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 子系 備品番号

700 [写真](武士5名台紙註 (幕末) (不詳) 白黒写 (台紙共) 1点 20 1 2004P999 
記によれば建部武彦ら 真台 20.5X 
と共に西郷隆盛が写る) 紙貼付 28.3 

701 [ガフス写真](建部武彦、 (幕末) (不詳) ガフス 8.3X I点 700・702 32 2 2004P1000 I 
西郷隆盛を含む武士5名 板 10.7 ~704の原

の集合写真) 板
702 [写真](建部武彦、西郷 (幕末) (不詳) 白黒写 6.0X 1枚 32 3 2004P1001 

隆盛を含む武士5名)
紙真貼台付

8.7 
I(台紙共)

703 [写真](建部武彦、西郷 (幕末) (不詳) 白黒写 6.3X l枚 32 4 2004P1002 
隆盛を含む武士5名)

紙真貼台付
10.1 
(台紙共)

704 [写真](建部武彦、西郷 (幕末) (不詳) 白黒写 6.3X 1枚 台紙裏剥れ 32 5 2004P1003 
隆盛を含む武士5名) 真台 10.1 台紙裏書

紙貼付 (台紙共) 「正三位陸
軍大将西郷
隆盛之像
土生芳吉
蔵」

705 [ガラス写真](浴衣の男 (明治) (不詳) ガフス 10.5X l点 右上部欠損 33 1 2004P1004 
性4人) 板 7.2 

706 [ガラス写真](子供一人) (明治) (不詳) ガフス 7.0X l枚 246 3 2004P1005 
板 9.3 

707 f供ガ二ラ人ス)写真版性と子 (明治) (不詳) ガ板ラス 9.6X I枚 246 4 2004P1006 
6.8 

708 [ガフス写真](男性6人集 (明治) (不詳) ガフス 10.6X 1枚 246 5 2004P1007 
合写真) 板 7.7 

709 [ガラス写真](武部鹿介、 (明治) (不詳) ガフス 9.5X 1枚 裏面に人物 246 7 2004P1008 
同芳吉、小河政太郎) 板 6.8 の説明書き

710 [ガラス写真](自宅庭に (明治) (不詳) ガフス 8.2X 1枚 247 2 2004P1009 
て家族集合写真) 板 10.8 

711 [ガフス写真](和装の家 (明治) (不詳) ガ、フス 8.2X l枚 247 3 2004P1010 
族集合写真) 板 10.8 

712 f性ガ)ラス写真X和装の男 (明治) (不詳) ガ板ラス l1.4X 1枚 247 4 2004P1011 
8.0 

713 [ガフス写真](和装の家 (明治) (不詳) ガフス 7.6X 1枚 247 5 2004P1012 
族集合写真) 板 9.4 

714 [性ガ6ラ人ス)写真](和装の女 (明治) (不詳) ガフス 7.4X 1枚 247 6 2004P1013 
板 9.6 

F
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

715 li家ガ族ラ集ス合写[真写]真(和])装の4人 (明治) (不詳) ガ板ラス 9.2X l枚 右上隅汚損 247 7 2004P1014 
6.6 

716 [ガラス写真] (明治) (不詳) ガ板ラス 8.2X l枚 247 8 2004P1015 
5.4 

717 日性ガ3ラ人ス)写真附装の男 (明治) (不詳) ガラス 9.6X l枚 247 9 2004P1016 
板 6.5 

718 [写真](伊藤博文ヵ) (明治) (不詳) 白黒写 10.lX 1枚 台紙裏書 32 6 2004P1017I 
真台 6.5 「兼舎儀官

紙貼付 (台紙共) 長参官議|伊東

719 [写真](建部小四郎他4名) 明治4年5月 (添書と複写) 白黒写 19.6X 1点 42 2004P1018 
撮影大正 山中立木 真ア 24.7 
13年9月模 ルパム (アル
写 パム)

11.0X 
14.9 
(写真)

720 [写真](男性一人武部 明治42年9 藤津写真館 白黒写 13.5X 1)点 48 1 2004P1019 
小四郎ヵ) 月複写 (M.Fujisawa) 真名 9.2 

[福岡市博多東 刺判 (台紙共)
中州] 8.7X 

5.2 

(の写み真) 

721 [写真](武部小四郎) (明治) 光玉館 白黒写 13.2X 1点 台紙裏に 48 2 2004P1020 
(写真師はっと 真名 8.9 「武部小四
り) 刺判 (台紙共) 郎君」とあ
[博多中嶋町] 11.5X り

8.1 

(の写み真) 

722 [写真](男性1人と子供1 (明治) 写真師相部久 白黒写 10.0X 1点 台紙裏「彦 48 3 2004P1021 
人越智彦四郎と武部 三郎[筑前博多 真 名 6.0 四郎Jr鹿
鹿助ヵ) 掛町] 刺判 (台紙共) 助」 「武

8.4X 部Jr七J
5.6 「上」

(の写み真) 

723 [写真](男性5人) (明治) (不詳) 白黒写 6.3X 1)点 台紙裏書 48 4 2004P1022 
真 名 10.5 「武部」
刺判 (台紙共)

5.5X 
9.0 
(写真
のみ)

724 [写真](男性5人軍服姿) (明治) (不詳) 白黒写 6.2X 1点 48 5 2004P1023 I 
真名 10.3 
刺判 (台紙共)

5.5X 
9.2 

(の写み真) 

725 [写真](市川市治) (明治) (不詳) 白黒写 9.9X 1点 台紙裏書 48 6 2004P1024 
真名 6.2 「俳優市川
刺判 (台紙共) 市治J 「市

8.6X 川市士J
54.7 「市川市
(写真 二J 「小紅
のみ) 家J

au 

に
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

726 [写真](女性2人と子供1 (明治) 写真師相部久 白黒写 6.3X l点 台紙裏書 48 7 2004P1025 
人) 三郎[筑前博多 真名 10.3 fHE田J

掛町] 刺判 (台紙共) 「二十四」
5.5X 「武部J
8.8 

(の写み真) 

727 [写真](太宰府天満宮太 (明治14年以 (不詳) 白黒写 10.3X 1点 左上角折れ 64 7 2004P1026 
鼓橋と明治14年銘の燈 降) 真名 14.2 
龍) 刺判

728 [写真](太宰府天満宮楼 (近代) (不詳) 白黒写 10.3X 1点 左上角と下 64 8 2004P1027 
門と茶店) 真名 14.5 角に折れ

刺判
729 [写真](宮崎宮鳥居) (近代) (不詳) 白黒写 10.2X 1点 破損 56 2 3 2004P1028 

真名 14.8 
刺判

730 [写真](宮崎八幡宮ーの (近代) (不詳) 白黒写 10.3X l点 左下角と右 64 9 2004P1029 
鳥居と楼門) 真名 14.5 下角に折れ

刺判
731 [写真](笛崎宮ーの鳥居) (近代) (不詳) 白黒写 10.2X l枚 199 3 2004PI030 

真 14.5 
732 [写真](鳥居・石碑・橋) (近代) (不詳) 真白黒写 21.7X l枚 81 2 2004PI031 

27.7 
733 [写真](香椎宮鳥居) (近代) (不詳) 白黒写 10.3X l枚 199 4 2004PI032 

真 14.2 
734 [写真](韓国の集落の男 (近代) (不詳) 白黒写 10.0X 1点 左上角折れ 64 10 2004P1033 

性2人) 真名 13.8 
刺判

735 [写真](建部鹿助・小河 (近代) (不詳) 白黒写 22.9X 1枚 81 1 2004P1034 
久四郎ら) 真 28.7 

736 [写真](男性肖像) (近代) (不詳) 白黒写 10.1 X l枚 246 2 2004P1035 
真 6.2 

737 [写真](和装の女性) (近代) (不詳) 白黒写 16.0X 1枚 738と同 88 14 2004P1036 
真 14.3 

738 [写真](和装の女性) (近代) 福岡藤津写真館 白黒写 23.6X 1枚 737と同 88 15 2004P1037 
真 台 12.0 
紙貼付

739 [写真](軍服姿の男性ほ (近代) (不詳) 白黒写 10.0X l枚 199 7 2004PI038 
か集合写真) 真 13.2 

740 [写真](女性11名と子供 (近代) (不詳) 白黒写 15.5X 1枚 235 2004P1039 
4名集合写真) 真 11.5 

741 [写真](海岸に男性2人) (近代) (不詳) 白黒写 6.7X I枚 247 1 2004P1040 
真 10.9 

742 [写真](屋敷図) (近代) (不詳) 白黒写 25.0X L~ 56 2 5 2004PI041 
真大 29.4 
判

743 [写真](建部武彦墓) 大正1年8月 博多古川写真館 アルパ 19.0X 2点 19 2004P1042 
7日 ム 12.4 -1043 

744 常磐之記念(卒業アルバ 大正9年3月 東京農業大学前 印刷 22.6X 1冊 245 2004P1044 
ム) 24日 等会科調第製三学年級 書冊 30.2 

745 [アルバム](明治21年~ (明治~大正)(不詳) アルパ 13.1 X 1冊 裏表紙「武 228 2004P1045 
大正9年にかけて撮影さ ム 18.7 部氏」

れど4た6武枚部)鹿助の写真な

746 [アルバム](明治22年~ (明治) (不詳) アルパ 13.1 X 1冊 裏表紙「武 229 2004P1046 
明治44年にかけて撮影 ム 18.7 部氏」
された武部鹿助などの
写真43枚)

747 [アルバム](大正12年~ (大正) (不詳) アルパ 15.2X l冊 裏表紙「西 230 2004P1047 
同14年にかけて撮影さ ム 22.4 中洲武部
れた櫛田神社、宇美八 氏J
幡宮、太宰府天満宮な
どの写真70枚)

ゥ，
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

748 [アルバムJ(大正14年~ (大正) (不詳) アルパ 17.2X 1冊 裏表紙「西 231 2004P1048 
同15年にかけて撮影さ ム 25.4 中洲武部

れた平尾山荘や自宅改 氏J
築の様子などの写真72
枚)

749 [アルバムJ(大正15年~ (大正~昭和)(不詳) アルパ 14.4X l冊 裏表紙「下 232 2004P1049 
昭和4年にかけて撮影さ ム 22.2 警固武部

れた別府や嬉野ほか旅 氏J 17丁
行先での写真など92枚) 目に遺品の

写真あり

750 [アルバムJ(昭和4年~同 (昭和) (不詳) アルバ 11.9X 1冊 裏表紙見返 233 2004P1050 
15年にかけて撮影され ム 17.2 し「武部
た日田での写真など81 氏」
枚)

751 [写真フィルムJ(古本屋) (近代) (不詳) ネガ 9.4X 1点 78 1 2004P1051 
名刺判 6.1 

752 [写真フィルムJ(神社境 (近代) (不詳) ネガ 8.2X 1点 破損 78 2 2004P1052 
内) 名刺判 6.1 

753 [写真フィルムJ(街を行 (近代) (不詳) ネガ 8.4X l点 78 3 2004P1053 
き交う人々) 名刺判 6.1 

754 [写真フィルム](庭の植 (近代) (不詳) ネガ 8.6X 1}~ 78 4 2004P1054 
木) 名刺判 6.1 

755 [写真フィルム](猫を抱 (近代) (不詳) ネガ 5.8X 1点 78 5 2004P1055 
く男性と女性) 名刺判 8.5 

756 [写真フィルム](海岸遠 (近代) (不詳) ネガ 8.4X l点 破損 78 6 2004P1056 
景) 名刺判 6.1 

757 [写真フィルムJ(境内の (近代) (不詳) ネガ 8.4X l点 破損 78 7 2004P1057 
母子) 名刺判 6.1 

758 [写真フィルムJ(女性一 (近代) (不詳) ネガ 8.5X l点 78 8 2004P1058 
人と男性) 名刺判 6.1 

759 [写真フィルムJ(中国人 (近代) (不詳) ネガ 8.5X 1)長 78 9 2004P1059 
の男性) 名刺判 6.0 

760 [写真フィルムJ(住宅) (近代) (不詳) ネガ 6.1X 1点 78 10 2004PI060 
名刺判 8.7 

761 [写真フィルムJ(材木な (近代) (不詳) ネガ 8.4X l点 78 11 2004P1061 
どが散乱する庭) 名刺判 6.1 

762 [写真フィルムJ(門から (近代) (不詳) ネガ 6.1X l点 78 12 2004P1062 
材木などが散乱する庭 名刺判 8.5 
を眺む)

763 [写真フィルムJ(住宅と (近代) (不詳) ネガ 8.3X l点 78 13 2004P1063 
野積みにされた畳) 名刺判 6.1 

764 [写真フィルムJ(住宅の (近代) (不詳) 8.4X 1点 78 14 2004P1064 
窓辺) 6.1 

765 [写真フィルムJ(山村) (近代) (不詳) ネガ 8.8X l点 破損 78 15 2004P1065 
名刺判 6.1 

766 [写真フィルム](庭先に (近代) (不詳) ネガ 8.4X 1点 78 16 2004P1066 
座る男性と女性) 名刺判 6.1 

767 [写真フィルム](海岸遠 (近代) (不詳) ネガ 8.3X 1 ，~ 破損 78 17 2004P1067 
景) 名刺判 6.1 

768 [写真フィルムJ(木の下 (近代) (不詳) ネガ 8.4X 1点 破損 78 18 2004PI068 
で宴会をする人々) 名刺判 6.0 

769 [写真フィルムJ(木の下 (近代) (不詳) ネガ 8.5X 1 ，~ 破損 78 19 2004P1069 
で宴会をする人々) 名刺判 6.0 

770 [写真フィルムJ(中国人 (近代) (不詳) ネガ 8.4X 1点 破損 78 20 2004P1070 
の男性) 名刺判 6.1 

771 [写真フィルムJ(木の下 (近代) (不詳) ネガ 8.4X l点 破損 78 21 2004P1071 
で件む父子) 名刺判 6.1 

772 [写真フィルムJ(天守閣 (近代) (不詳) ネガ 8.4X 1 ，~ 破損 78 22 2004P1072 
全景) 名刺判 6.1 

773 [写真フィルムJ(筑後川 (近代) (不詳) ネガ 8.3X 1点 破損 78 23 2004P1073 
鉄橋) 名刺判 6.1 

774 [写真フィルム](幼児) (近代) (不詳) ネガ 8.4X l点 78 24 2004P1074 
名刺判 6.1 

oo 
zu 



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

775 [写真フィルム](着物姿 (近代) (不詳) ネガ 8.5X 1点 汚損破損 78 25 2004P1075 
の男性と女性) 名刺判 6.1 

776 [写真フィルム](太宰府 (近代) (不詳) ネガ 8.4X 1点 破損 78 26 2004P1076 
天満宮志賀社) 名刺判 6.1 

777 [写真フィルム](子供4人) (近代) (不詳) ネガ 8.3X 1点 破損 78 27 2004P1077 
名刺判 5.9 

778 [写真フィルム](神社境 (近代) (不詳) ネガ 8.4X 1 ，~ 破損 78 28 2004P1078 
内の母子) 名刺判 6.0 

779 [写真フィルム](博多祇 (近代) (不詳) ネガ 8.3X l点 破損 78 29 2004P1079 
園山笠櫛田神社ヵ) 名刺判 6.1 

780 [写真フィルム] (近代) (不詳) ネガ 最大 28枚 朱書にて 199 2 2004P1080 
8.8X 「大正十年 '""1107 
6.1 五月Jと日

付を入れた
ネガ1枚あ
り

781 [写真フィルム](川岸に (近代)8年8月 (不詳) ネガ 8.5X 1点 袋入り 32 l 2004P1108 
男性4人) 上日 6.2 701 "'-'704 

.718・

781は同一
の箱に入る

782 [フィルム入れ] (近代) 福岡カメフ商会 印刷 11.4X l点 さくらロー 117 8 2004P1109 
→武部 封筒 16.2 ルフィルム

の広告有
783 [写真](烏帽子形兜を着 (昭和戦後) (不詳) 白黒写 11.2X l枚 116 17 2004P1110 

用した男性) 真 7.5 
784 [写真](宴会風景) (昭和戦後) (不詳) 白黒写 11.2X 5枚 122 29 2004P1111 

真 7.6 '""1115 
785 [写真](藤田円ーと、円 (昭和戦後) (不詳) 白黒写 28.7X 2枚 台紙貼付 234 2004P1116 

一・武部庸男ほか集合 真 20.9 '""1117 
写真)

786 [アルバム](武部モト) (昭和戦後) 東京雅叙閤写真 アルパ 24.2X l冊 80 2004P1118 
部撮影 ム 30.2 

787 [アルバム]1"武部自-G (昭和戦後) 武部自一 アルパ 33.5X 1冊 249 l 2004P1119 
reatest hitsJ ム 28.0 

788 [アルバム] (昭和戦後) 武部氏 簡易ア 20.5X l冊 249 2 2004P1120 
ルパム 14.0 

789 [写真] 昭和39年8 (不詳) 白黒写 8.7X 2枚 447と同封 140 2 2004P1121 
月9日 真 6.2 '""1122 

790 [写真フィルム](家族写 (昭和戦後) 一松フォトサ ネガ 6.2X 1組 122 30 2004P1123 
真) ビス 豊島区目 24.1 

白町

22 絵葉書・広告

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

791 [葉書帖](箱崎宮、香椎 (近代) (不詳) アルパ 19.2X 1冊 181 2004P1124 
宮、福岡城、東公園な ム 13.2 
ど福岡の名勝が写った
絵葉書49枚)

792 [葉書帖](熊本城などの (近代) (不詳) アルパ 19.2X 1冊 182 2004Pl125 
城郭や奈良、鎌倉の大 ム 13.4 
仏、伊勢神宮など福岡

i県葉外書5の0名枚勝)が写った絵

793 [葉書帖J(長崎諏訪神社 (近代) (不詳) アルパ 19.2X 1冊 183 2004Pl126 
や岡山後楽園などの名 ム 13.6 
勝が写った絵葉書36枚)

794 [葉書帖](別府の名勝な (近代) (不詳) アルバ 19.2X 1冊 184 2004Pl127 
どが写った絵葉書37枚) ム 13.6 

nu 

戸

h
u



寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

795 [葉書帖](桓武天皇陵ほ (近代) (不詳) アルパ 19.2X 1冊 185 2004Pl128 
か名勝が写った絵葉書 ム 13.6 
など27枚 うち明治39
年川上音次郎渡欧記念
絵葉書5枚あり)

796 [葉書帖](宝満山竃門神 (近代) (不詳) アルパ 19.2X l冊 186 2004Pl129 
社参拝紀念、長崎諏訪 ム 13.6 
神社大祭参拝記念、筑

紫絵観葉世書音な寺ど安42置枚仏)像の

797 [紙箱]r星私製はがき」 (近代) (不詳) 印刷 14.7X 1)点 392・731・199 1 2004Pl130 
厚紙 9.7X 733・739・

2.8 780・798
を一括

798 [絵葉書](原鶴温泉旅館 (近代) (不詳) 葉書 9.2X 5枚 199 5 2004P1131 
六峰館) 14.1 '" 1135 

799 [ど葉の書絵帖葉](鎌書倉26建枚長)寺な
(近代) →武部鹿助ほか アルバ 19.2X 1冊 水損 204 2004P1136 

ム 13.7 
800 [絵葉書](雪舟「四季花 (昭和) 便利堂 印刷 14.0X 3枚 122 25 2004Pl137 

鳥図扉風J 「山水長 葉書 9.2 '" 1139 
巻」天橋立J) 

801 [切手カ ド](1957年 昭和32年11 面印接行名刺 印制 9.1X 1枚 122 26 2004P1140 
春信作版画 まりっき 月1日 名刺 5.4 
10円)

802 [広告]r航空郵便案内」 昭和6年6月l 日本航空輸送株 印刷 15.3X l枚 116 5 2004P1141 
(裏面に料金一覧) 日 式会社福岡営業 一紙 46.5 

所
803 [広告]r安田貯蓄銀行J (昭和戦前) 安田貯蓄銀行福 印刷 14.0X 1枚 116 6 2004Pl142 

(裏面に利息一覧) 岡支店 一紙 22.9 
804 蓄薮展覧会御案内(会 昭和8年5月 大日本醤被協会 印刷 16.7X l枚 116 9 2004P1l43 

場:三越新宿支店八階 一紙 24.0 
ホール)

23 器物

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

805 [印鑑] (近代) 武部氏 木製 一括 121 2004P1144 
806 [銀歯] (近代) (不詳) 銀歯 0.5X 1)点 117 10 2004P1l45 

0.7X 
1.5 

807 [眼鏡] (近代) (不詳) 5.8X lJ~ ケース付 117 11 2004P1146 
12.0 

808 [印籍] (江戸期) (不詳) 木製 1}~ 251 2004P1147 
809 [瓢箪] (不詳) (不詳) 木木 最大径 l点 蓋付 118 2004P1l48 

綿 11.2 
高さ
17.5 

810 [文箱] (不詳) (箱底に「河氏J 木製 21.0X 1}点 119 2004Pl149 
の朱書) 漆塗 8.8X 

2.5 
811 [勾玉型木片] (不詳) (不詳) 18.0X 1点 120 2004Pl150 

15.0 
812 結納品 (近代) 筑前飯塚市結納 喫斗 45.7X 1点 145 2004P1151 

御茶包装師 水引 9.8 
荒瀬米一郎

813 [盆] (不詳) (不詳) 木製 24.3X 1点 236 2004P1l52 
蒔絵 22.5 

814 [盆] (不詳) 琉球国米次製 木製 最大 2点 237 2004P1153 
漆塗 25.1X '" 1154 

25.3 
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

815 [菓子器] (不詳) (不詳) 木製 最大口 1合 238 2004P1155 
漆塗 2121、

1.7 
816 [柿形菓子器] (不詳) (不詳) 木製 最大径 1合 蓋に修復箇 239 2004P1156 

漆塗 10.7、 所あり
高6.7

817 [弁当箱] (江戸期ヵ) (不詳) 木製 22.2X 1点 242 2004P1157 
漆塗 12.8X 

17.3 
818 [丸型弁当箱] (江戸期ヵ) (不詳) 木製 口径 l点 244 2004P1158 

竹製 25.0、
漆塗 高さ

34.5 
819 [風目敷] (近代) (不詳) 布製 最大 3枚 122 1 2004P1159 

71.5X -1161 
70.5 

820 [パック] (近代) (不詳) 布製 14.0X 1点 213 2004P1162 
20.5X 
4.0 

821 [小物入] (近代) (不詳) 絹木 8.5X 1点 88 16 2004P1163 
綿 12.6 

822 [小物入] (近代) (不詳) 木綿 5.8X 1点 88 17 2004P1164I 
紙 15.5 

823 [買物かご] (近代) (不詳) 簾製 28.0X l点 240 2004P1165 
布 28.5X 

10.2 
824 [買物かご] (近代) (不詳) 燦製 18.0X l点 241 2004P1166I 

布 20.3X 
8.5 

825 [こん棒] (江戸期ヵ) (不詳) 木製 長さ l本 243 2004P1167 
35.5 

24 包紙

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

826 [封筒] (近代)9年9 ロ分県別府南桜 墨書 16.8X 1点 上部欠 26 9 2004P1168 
月8日(消印) 町口旅館内水野 封筒 8.7 

瞭梅 →口口市
小鳥馬場口野祭
子殿

827 [包紙]r小四郎友人 (不詳) (不詳) 墨書 27.0X 1枚 255~259 34 1 2004P1169 
書翰J 包紙 38.8 .261~ 

269・271
~274・

284・287・
289・300・
307・318・
327~329 

.334・338
~340 ・

639.654・
829・830
を包む

828 [包紙] (不詳) (不詳) 包紙 23.9X 1枚 紙8270)内包 34 2 2004Pl170 
30.0 

829 [包紙]r甘木騨四重町 (明治) 貝原九十郎→武 墨書 24.2X 1)長 268・239 34 5 1 2004P1171 
岡部千伺所ヨリ 状賃 部小四郎 包紙 15.7 を同封。

コ銭御渡可被下候J
830 [包紙] (明治ヵ) 武部小四郎→不 墨書 24.0X 1点 34 35 2004P1172 

詳 包紙 24.6 
831 [封筒] (明治) 小四郎→富えへ 墨書 4.7X 1点 中身無し 36 19 2004Pl173 

封筒 17.4 

唱
E
ム

ハ
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寄贈資料 1.武部自ー資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

832 [木箱]r覚鉄砲注文等」 (昭和ヵ) (不詳) 木製 28.7X 1点 「鰹節「西 39 O 2004Pl174 
「明治三年出銀控帳J 17.2X 武」とある

r1-B-4J 7.1 シール貼付
36・37・

199・210・
230・231・
277・278・
282・317・
683・833
を一括

833 [包紙]r覚鉄砲注文等」 (不詳) (不詳) インク 28.0X 1点 36・37・ 39 2 O 2004Pl175 
切紙 54.3 199・210・

230・231・
277・278・
317・683
を一括

834 [包紙]r犬鳴関係書類」 (不詳) (不詳) 墨書 28.2X 1点 40 15 2004Pl176 
包紙 38.7 

835 [こより] (不詳) (不詳) こより 45.4 1，'i'a 232・270・ 44 O 1 2004Pl177 
638・697・
836・837
を一括

836 [包紙]r新年号附録」 (近代) (不詳) インク 32.1X 1点 日本画粋社 44 O 2 2004Pl178 
切紙 53.3 福岡支社、

海津正雄の
印あり
246・284・
652・711・
851を包む

837 [包紙] (不詳) (不詳) 切紙 38.3X 1点 232・270・ 44 O 3 2004Pl179 
33.2 638・697

を包む
838 [封筒] (明治ヵ) (不詳) 墨書 18.1X 1点 331・332 45 8 O 2004Pl180 

封筒 4.3 を同包
839 [紐] (不詳) (不詳) 麻薄 91.6 1点 528・529・ 53 1 O 2004Pl181 

様 537・548・
555・564・
568.......570 
までを一括

840 [包紙・紐] (不詳) (不詳) 薄様 2点 520.......527 53 2 O 2004Pl182 
.530 ....... ......1183 
536・538
.......547・
549.......554 
.556 ....... 
563・565
.......567・
571・572
を一括

841 [封筒] (不詳) (不詳) 封筒 38.1X 1，'i'a 57・118・ 56 2 O 2004P1l84 
26.9 337・685・

729・742・
842・843
まで一括

842 [封筒]r小四郎母及黒田 (不詳) (不詳) 墨書 21.5X 1点 破損大 56 2 1 2004P1l85 
書状」 「葬式費用明細 封筒 8.5 
書控在中J

843 [封筒]r知水公草蹟」 (不詳) (不詳) 鉛筆書 22.7X 1点 封筒裏に 56 2 4 2004P1l86 
墨書 18.0 rTOYO 
封筒 PHOTO 

SUPPLIES 
COムTD.J

円
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O
 



寄贈資料 1.武部自一資料(追加分)

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 親 子 孫 備品番号

844 [封筒]["武部鹿助殿分J 明治36年8月 (不詳) 墨書 36.0X l点 61 I 2004P1l87 
「一、金五百四拾参円 1日 封筒 12.3 

七拾五銭」 「明治四拾
年八月弐日」

845 [封筒]["本盃下賜証書、 (不詳) (不詳) 墨書 26.9X l点 61 21 2004P1188 
武部所有」 封筒 10.8 

846 [封筒]["戸籍騰本其 (不詳) (不詳) 墨書 25.0X l点 27・142・ 64 16 2004P1l89 
他」 封筒 9.2 147までを

一括
847 [ペパホルダ] (昭和) (不詳) ペパ 24.7X 1点 56・109・ 64 35 2004P1190 

ーホル 18.3 120・397・
ダー 489"'492 

'500・618
.847まで
を一括

848 [包紙] (不詳) (不詳) 包紙 18.4X lia 64 36 O 2004P1l91 
131.0 

849 [封筒] (近代) (不詳) 封筒 21.1 X 1}~1 751"'779 78 O 2004P1l92 
13.1 を一括

850 [包紙] (江戸期) (不詳)
墨一紙書

34.2X 1枚 88 2 2004P1193 
24.3 

851 [文箱]r武部家土地建物 (近代) (不詳) 木製 32.2X 1点 33・112・193・116 1 2004P1194 
登記書類在中j 漆塗 15.5X 234・360・387

16.5 .395・399・400
.482・596・783
'802~804・

852が入る
852 [封筒]["十一名 吊詞神 (近代) (不詳) 封筒 22.0X l点 116 10 2004P1l95 

社j 8.4 
853 [文箱](鶴の模様) (近代) (不詳) 木製 20.5X L'i'a 358・361・ 117 l 2004Pl196 

漆塗 17.0 398・607・
695・782・
806・807・
854・855が
入る

854 [封筒]["据置貯金通帳j (近代) (不詳) 印刷 18.4X 1)点 117 6 2004Pl197 
封筒 9.0 

855 [封筒] (近代) (不詳) 封筒 15.0X 1点 117 7 2004Pl198 
9.6 

856 [名刺入] (近代) (不詳) 印刷 16.4X l点 494"'497 122 27 l 2004P1199 
厚紙 11.7 を収納

857 [薄様] (近代) (不詳) 薄様 54.0X 1枚 178 2004P1200 
77.5 

858 [封筒] 昭和7年12月 日章火災海上再 ペン書 19.6X 1点 192 2004P1201 
23日 保険株式会社飯 封筒 8.5 

田停災二占→部千六代田
火郎

859 [封筒] 昭和36年6月 福岡市大字五十 ペン書 20.6X 1}~( 193 2004P1202 
22日 川武部庸男→東 封筒 10.0 

京都豊島区目白
町藤田円一

860 [封筒] (昭和) 福岡市南区五十 ペン書 19.2X 1点 201 2004P1203 
川武部庸男→東 封筒 9.8 
京都中央区銀座
飯田登美子

861 [箱] (近代) (不詳) 厚紙 12.5X 1点 蓋が木製、 246 1 2004P1204 
木製 9.5X 下部が紙製

3.1 蓋裏に墨書
で「明治廿
五年八月八
日写共民子
有J608・
706--709・
736が入る
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寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

2.周防憲男資料(追加分)

(資料内訳) 1 近世文書初期………………...・ H ・..15件15点

系譜類・…....・ H ・...・H ・..….14件14点

人名録………...・ H ・..…… 6件 6点

書状………………………・ 2件 2点

覚…・………….....・ H ・-…22件22点

2 近代文書 周防博関係…....・ H ・-・・…79件79点

周防正義関係……...・ H ・... 1件 l点

周防憲男関係………・…・・ 2件 2点

周防繁人関係….....・ H ・....14件14点

周防光夫関係…....・ H ・-…・49件49点

鎌田家関係一-…...・ H ・..… 13件13点

土地建物売買…・・・ H ・H ・-…31件31点

金銭貸借….....・H ・....・ H ・..54件54点

1 近世文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状

初期

1 [黒田長政ローマ字朱 (江戸時代 (ローマ字印=黒 墨書切紙

印状]f引物ノ覚」て) 初月期29)日2 団長政)
につい

2 [黒田長政皆済状] 慶長10年 長政(黒印)→板 墨書切紙
9月28日

付門村筆次者郎友右可衛

3 [黒田長政皆済状] 慶長11年 長政(黒印)→板 墨書切紙
10月27日 付村次郎右衛

次門 筆者花房清

4 [黒田長政皆済状] 慶長14年 (花押・朱印=黒 墨書切紙
8月21日 団長政)→板付

次加郎右山衛幡豆門弁丘侮

5 [黒田長政皆済状] 慶長15年 (花押・朱印=黒 墨書切紙
11月13日 田長政)→板付

二郎右衛門弁

6 [黒田長政皆済状] 慶長16年 (花押・朱印=黒 墨書切紙
6月5日 団長政)→板付

二筆郎者右花衛房清門弁次

7 [黒田長政皆済状] 慶長17年 (花押・朱印=黒 墨書切紙
5月11日 団長政)→板付

次筆郎者右高衛原孫門弁十郎

8 [黒田長政皆済状] 慶長18年 (花押・朱印=黒 墨書切紙
9月4日 団長政)→板付

次筆郎者右花衛房清門弁次

9 [黒田長政皆済状] 慶長20年 (花押・朱印=黒 墨書切紙
7月18日 団長政)→板付

次筆郎者右高衛原孫門弁十郎

10 [黒田長政皆済状] 慶長20年 (花押・朱印=黒 墨書切紙
7月28日 団長政)→板付

次郎右衛門弁
筆者高原孫十郎
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領収書………...・H ・..… 9件 9点

荒戸町政………...・ H ・... 3件 3点

通達…・…・…ー・………・ 9件 10点

願書・上申...・H ・-……・ 5件 5点

近代書簡………...・ H ・... 26件 26点

雑…-…・…....・ H ・-…. 31件 31点

3 その他 書籍・印刷物....・ H ・….. 10件 12点

絵画………...・ H ・.....… 1件 1点

武芸…....・ H ・.....・H ・-… 14件 14点

文芸 …・・……………… 5件 5点

胸当・...・ H ・...……...・ H ・ 2件 2点

包紙…………………… 34件 34点

(総計) 451件454点

法量 員数 備考 整理No. 備品番号

29.1 X27.6 l通 ローマ字印 28-1 2004P1025 
fsimeon 

iosuil あり
31.5 X 11.3 l通 28-2 2004P1026 

35.6X 13.0 1通 28-3 2004P1027 

33.3X12.3 1通 28-4 2004P1028 

35.0X13.2 1通 28-5 2004P1029 

36.0X 12.5 1通 28-6 2004P1030 

33.8X 11.8 1通 28-7 2004P1031 

33.8X11.7 l通 28-8 2004P1032I 

33.2X 11.8 l通 28-9 2004P1033 

32.9X 11.5 l通 28-10 2004P1034 



寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

11 [小河之直皆済状] 元和3年 小河内蔵允(花 墨書切紙 32.3X9.5 1通 長政朱印状あ 28-11 2004P1035 
10月11日 押・黒印)→板付 り

次郎右衛門殿
12 [小河之直皆済状] 冗和3年 小河内蔵允(花 墨書切紙 32.1 X9.1 l通 28-12 2004P1036 

10月12日
次押郎・黒右印衛)→門板殿付

13 [松山為兵衛・喜多村 冗和5年 喜多村安右衛門 墨書切紙 36.3X 16.0 l通 長政花押・朱 28-13 2004P1037 
清忠連署皆済状] 10月26日 (花押)・松山為 印・ローマ字

兵衛(花押)→板 印 Isimeon
付二郎右衛門弁 josuiJあり

14 [松山為兵衛・喜多村 冗和7年6 喜多村安右衛門 墨書切紙 37.3X 12.8 1通 長政花押・朱 28-14 2004P1038 
清忠連署皆済状] 月24日 (花押)・松山為 印・ローマ字

兵衛(花押)→板 印 Isimeon
付二郎右衛門弁 josuiJあり

平筆次者(花押明)石加

15 [松山為兵衛・喜多村 冗和7年7 喜多村安右衛門 墨書切紙 31.9X11.2 1通 長政花押・朱 28-15 2004P1039 
清忠連署皆済状] 月3日 (花押)・松山為 印・ローマ字

兵衛(花押)→板 印 Isimeon
付二郎右衛門弁 josuiJあり

筆者明石加
平次(花押)

系譜類

16 明細書控 文化11年 斎村平七(13石4墨書切紙 33.9 X 11.9 1通 付婆2枚あり 14-1-2004P1040 
4月 人扶持)→小河 2 

吉右衛門殿差出
17 [明細書控] 天保5年 長谷左助→櫛橋 墨書切紙 33.5X 11.4 1通 付筆1枚あり 14-1-2004P1041 

午10月28 3 
日

18 [系図J(是松儀右衛 (江戸時代) (不詳) 墨書切紙 15.7 X34.6 l通 14-1-2004P1042 
門~辛嶋丹次迄) 4 

19 [平井理助母の血筋覚] (江戸時代) (不詳) 墨書切紙 17.3 X 23.4 1通 14-1-2004P1043 
5 

20 [包紙J(I明細書控、 (安永)5年 (不詳) 墨書包紙 23.2X 15.3 l枚 14-2-2を包む 14-2-2004P1044 
安永五年二月改、周 2月改
防辰五郎分J) 

21 
家谷家系、図井(木上下家家)、長

(江戸時代) (不詳) 墨書切紙 27.8X40.9 l通 14-4-2004P1045 
1 

22 家系図(平井家の家 (江戸時代) (不詳) 墨書切紙 39.6X27.6 1通 14-4-2004P1046 

系ものに)ついて説明した 3 

23 
|谷家家系、図井(木上下家)家、 長

(江戸時代) (不詳) 墨書切紙 27.0X37.0 1通 14-4-2004P1047 
4 

24 [家系図J(先祖平井 (江戸時代) (不詳) 墨書切紙 40.2X27.0 1通 14-4-2004P1048 
善右衛門から嘗代平 5 
井善次郎、平井百
助、長谷市太夫、ー
兵太夫、三郎次まで
分家5家)

25 [家系図J(天文11年 (江戸時代) (不詳) 墨書切紙 23.0X30.1 l通 14-5 2004P1049 
から元禄7年までの
平井家歴代当主の事
績、平井伊予守貞
秀、平井河内守頼氏
長男の孫=郎等)

26 [家系図](黒田長政 (江戸時代) (不詳) 墨書継紙 30.0X l巻 前欠 14-6 2004P1050 
~網政までの系図、 (5枚継) 209.8 
利高~日園八右衛
門、小河杢兵衛の家
系図、後に「由良権
平ノ末Jと有り)

F
h
U
 

F
O
 



寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

27 長谷家系譜 (江戸時代) (不詳) 墨書竪帳 23.7X 16.0 1枚 端部分破損 17-82 2004P1051 

端し紙)(穴な 竪帳の表紙ヵ

28 [記](新嶋はな他4名 (明治時代) (不詳) 墨書罫紙 24.7X30.0 1通 3-3-6 2004P1052 

の日人の数書上と続)柄、 年月

29 [控](長谷家の家系 明治36年 長谷朝深 墨書切紙 24.0X31.5 1通 14-4 2004P1053 
について説明したも 12月 2 
の)

人名録

30 直方家中分限帳 (元禄14 周防氏庫(朱印) 墨書竪帳 19.0X13.0 1枚 表紙のみ 2-24- 2004P1054 

年5年・)享保
端紙 O 

31 福岡藩分限帳(野坂 (明治時代) (不詳) 墨書竪帳 25.0X35.0 1冊 3-11 2004P1055 
軌を始めとする計30
人の士族の記録知
行石高住所職業
等)

32 [覚](品取種助方久 (江戸時代) (不詳) 墨書継紙 15.6X17.9 l通 2-24- 2004P1056 
他8名の人名書上) 3-2 

33 [覚](両取種助方久 (江戸時代) (不詳) 墨書切紙 15.8X5.8 1通 2-24- 2004P1057 
他8名の人名書上) 3-3 

34 [覚](山内才二郎他3 (江戸時代) (不詳) 墨書継紙 5.8X9.3 l通 「寛永八年」 2-24- 2004P1058 
名の名前等) 「永臆三年」 3-4-5 

「明和元年」
と墨書あり

35 [記](萩尾長太郎他4 (江戸時代) (不詳) 墨書罫紙 23.9X32.0 l通 破損 3-3-5 2004P1059 
名の人名書上)

害状

36 [書状](三人扶持頂 (江戸時代) 万屋清七→善之 墨書継書 15.8X34.8 1通 2-24 2004P1060 
戴の儀について) 進様 3-4-2 

37 [書状](近況報告及 (江戸時代)永尾文太夫卯 墨書継紙 15.8X38.7 1通 2-24 2004P1061 
び先日提出の退進願 隣(花押)→関善 3-4-4 
が近日中に許可され 之進様人々御中
る見通しである旨
等)

38 [覚](薬の成分や効 (江戸時代) (不詳) 墨書竪帳 22.1 X 16.5 1冊 破損 2-24- 2004P1062 
用について) 3-1 

39 [覚](米19石3斗5升 (江戸時代) (不詳) 墨書切紙 15.1 X40.8 1通 2-24 2004P1063 
1合8勺の取留高) 3-4-6 

40 覚(服の丈につい (江戸時代) (不詳) 墨書継紙 16.5X25.5 1通 2-24- 2004P1064 
て) 3-4-7-

l 
41 [覚](服の丈につい (江戸時代) (不詳) 墨書切紙 15.4X 11.0 1通 2-24-3-4-7-1 2-24 2004P1065 

て) と同折 3-4-7-
2 

42 [覚](服の丈につい (江戸時代) (不詳) 墨書切紙 14.7X6.8 1通 2-24-3-4-7-1 2-24 2004P1066 
て) と同折 3-4-7-

3 
43 [挽記き]方(茶等の)煎り方、 (5江月戸2時日代) (不詳) 墨書継紙 15.7X76.9 1通 13-7 2004P1067 

44 覚(平井善右衛門 明和冗年 長谷市太夫 墨書切紙 12.2X33.0 1通 14-1- 2004P1068 
700石の内、曾祖父 11月15日 6 
平井乙松丸の分知
100石について)

45 [記](万3、脇差2、短 明治2年 周防新比多々羅 墨書継紙 16.3X 1通 端書欠損 14-2- 2004P1069 
刀l、脇差短刀2の茎 巳己6月 義勝 (4枚継) 177.0 2 
や鍔、静等の記録) 20日

46 [覚](洪水押等受取米 (江戸後期) 米屋惣助→周防 墨書小横 15.5X70.7 1通 17-21 2004P1070 
の内訳と米替の覚書) 11月 様 帳端紙
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寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

47 [覚] (大書院にて伸 (江戸時代) (不詳) 墨書横折 14.0X40.5 1通 17-34 2004PI071 
渡された書の写と文 辰10月8 紙
左衛門殿御宅にて行 日
わ れた達家中の
面々の切手拝借につ
いて御意により拝借
高に応じ押へ米から
出す上納御弛メ減少
の事、又、火災にて

|切家作手銀上納拝借にの面々の
ついて)

48 [覚]G長の差引高の記 (江戸時代) (不詳) 墨書切紙 15.3X 16.7 1通 前欠 17-34 2004PI072 
録「寅ノ御貸渡子ヨリ酉 ー2
迄六ヵ年済」や「義倉
議」分など、〆17石2斗
5升7合を19石3斗5升1
合8勺より差引したもの)

49 [覚] (入用銀両の書 (江戸時代) (不詳) 墨書切紙 15.3X27.8 1通 前欠 17-34 2004P1073 

御き上建げ銀御「若入殿切様|な御ど用) -3 

50 [覚](山坪数書き上 (江戸時代) (不詳) 墨書継紙 15.2X82.5 1通 17-34 2004P1074 
げ遠賀郡と鞍手郡 (3枚継) -4 
諸木立御山、野山、
御家中拝領山、百姓
御証文山、百姓御預
り山など)

51 関ヶ原御一戦後、神 原本:慶 (不詳) 墨書小横 9.2X20.5 1枚 「長政公御達 17-34 2004PI075 
君より長政公江被下 長5年9月 帳端紙 書」の写もあ -5 
御感状之写 19日 り

52 [記](府中や新宿な (江戸時代) (不詳) 墨書小横 9.0X21.5 l枚 17-68 2004P1076 
どの各土地を紹介) 帳端紙

53 [記](鎗の種類と法 (江戸時代) (不詳) 墨書継紙 17.9X48.4 1枚 17-72 2004P1077 
量) 端紙

54 [覚](水戸中納言殿 天保15年 (不詳) 墨書継紙 15.2X76.0 1通 17-80 2004P1078 
隠居につき徳川鶴千 4月28日

代の麿一殿件)への家督相続 より5月7
日迄

55 [記](人名書上何 (江戸~近 (不詳) 墨書竪帳 24.1X31.6 1枚 17-81 2004P1079 

|事かのヵ)未納分に関する 代) 端紙

56 覚(代金142貫560 (江戸時代) 米屋惣助→周防 墨書切紙 16.1 X 17.2 1通 17-86 2004P1080 
文の受取証) 壬巳12月 様

57 覚(薪628斤の代金 (江戸時代) 米屋惣助→周防 墨書継紙 15.1 X 18.0 1通 17-87 2004PI081 
12貫560文の受取 様 (2枚継)

証)

58 覚(白紙証文帳を預 (江戸時代) 米屋惣助→周防 墨書切紙 15.5X20.9 1通 17-88 2004P1082 
り置く旨を記した預 申2月6日 様
り証)

59 [神文] (江戸時代) (不詳) 墨書切紙 16.2X8.6 l通 2-24-2004P1083 
3-4-1 
-2 

2 近代文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

周防博関係

60 修業証書(一学年の 明治34年 福岡県八女郡光 墨書・印刷 31.4X23.8 l通 20-22 2004P1084 
課程を修業) 3月26日

友小村学校立谷→川周尋防常博
一紙

61 修業証書(ー学年の 明治35年 谷川尋常小学校 墨書・印刷 24.0X30.8 1通 20-20 2004PI085 
課程を修業) 3月27日 →周防博 一紙
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寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

|番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

62 褒状 明治35年 谷川尋常小学校 墨書・印刷 25.4X33.8 1通 20-18 2004PI086 
3月27日 l長博松尾元→周防 一紙

63 褒状(優等奇特に付)
明3月治2366日年 →谷川周尋防常博小学校 墨ー書紙 ・印刷 20.6X28.0 1通 20-16 2004PI087 

64 修業証書(二学年の 明治36年 福岡県八女郡光 墨書・印刷l26.0X33.8 1通 20-24 2004PI088 
課程を修了) 3月26日 友小村学立校谷→川周尋防常博

一紙

65 勅語(明治41年3月 明治23年 (不詳) 墨書・印刷 26.0X36.0 1通 20-27 2004PI089 

|福卒業岡高記等念)小学校全科 10月30日 一紙

66 賞状(優等奇特に付) 明治37年 谷川尋常小学校 墨一書紙 ・印制 23.0X32.2 1通 20-19 2004PI090 
3月26日 →周防博

67 卒業証書 明治37年 谷川尋常小学校 墨書一紙 27.0X36.8 l通 20-14 2004PI091 
3月26日 長早川登(印)→

周防博
68 名誉状 3明月治2378日年 福→島周高防等博小学校 墨一紙書・印刷 20.4X26.5 1通 20-25 2004PI092 

69 名誉状
明3月治2349日年 福→島周高防等博小学校 墨一書紙 ・印刷 22.0X27.5 1通 20-17 2004PI093 

70 名誉状
明3月治2450日年 福→島周高防等博小学校 墨一書紙 ・印刷 22.0X27.2 l通 20-21 2004PI094 

71 修業証書(二学年の 明治40年 福岡県八女郡福 墨書・印刷 24.7X32.5 1通 20-26 2004PI095 
課程を修業) 3月27日 島町外四ヶ村立 一紙

福→島周高防等博小学校

72 賞状(本学年中精勤 明治41年 福岡高等小学校 墨書・印刷 19.8X27.5 1通 20-15 2004PI096 
に付賞状を授与す) 3月28日 →博第四学年周防 一紙

73 卒業証書(修業年限 明治41年 福岡県福岡市立 墨書・印刷 25.7X36.0 1通 20-23 2004PI097 
4ヵ年の教科を卒 3月28日 福岡高等小学校 一紙
業) 長島田寅次郎→

周防博
74 習字 (近代) 周防博 墨書一紙 38.7X27.4 1通 8 2004PI098 
75 l帥年:3tJr我ガ家ノ新 (明治時代)予博科一組 周防 |墨書)一紙 24.3X32.6 1枚 採点、添削あ 17-45 2004PI099 

り
76 [作文Jr春日郊外ー (明治時代)予科一組周防

(墨罫書紙)一紙
24.2X32.5 1枚 採点あり 17-46 2004Pll00 

遊ブ」 博
77 [毛筆のァスト] (明治時代)1;:f4一組周防 墨一紙書・印制 32.0X24.0 1枚 18-9 2004Pll01 I 

78 日用文清書帳(閉店 (明治時代)予科ーノ組周 墨書竪娠 23.0XI6.4 l冊 2-1-1 2004Pll02 
披露文、雇人周旋依 防博
頼、辞書注文、庖員
解雇通知文、暑中見
舞等)

79 秋季修学旅行記 (10 (明治時代)予科ーノ組周 墨書綴 25.0X33.8 l綴 朱筆の採点、 17-42 2004Pll03 
月14日から15日にか 防博 (罫紙) 添削あり
けての市立福岡商業
学校の秋季修学旅行
の感想文佐賀の谷
口鉄工場、ネル織工
場、久留米の高山彦
九郎の墓、久留米餅
工場などを見学)

80 [作文Jr橋石(名島 (明治時代)予科ーノ組周 墨書一紙 24.2X32.5 1通 採点、添削あ 17-43 2004P1104 
海岸にある帆柱石に 防博 り
ついて)J 

81 [作文Jr暑中休暇ー (明治時代)予科ーノ組周 墨書一紙 24.1 x32.0 l通 「福岡市立福 17-44 2004Pll05 
為サント欲スル事」 防博 岡商業学校習

字用紙」を使
用採点、添
削あり

82 記事文清書帳(作文 (明治時代)予科ーノ組周 墨書竪帳 23.6X16.2 1冊 18-4 2004Pll06 
清書を綴じたもの) 防博
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83 [作文] (明治時代) 予科ーノ組周 墨書・印刷 23.5X32.5 1通 18-5 2004P1107 
防博 一紙

84 [作文]r桜J (明治時代) 予防科博二ノ組 周 紙鉛筆書 24.2X31.9 l枚 18-6 2004P1108 

85 [毛筆のァスト] (明治時代) 予防科博二ノ組 周 墨一紙書・印則 32.0 X 24.0 1枚 18-7 2004P1109 

86 [毛筆のァスト] (明治時代) 予科ーノ組周 墨書・印刷 32.0X24.0 1枚 18-8 2004P1110 
防博 一紙

87 [毛筆のァスト] (明治時代) 予防科博ーノ組 周 墨書・印刷 32.0X24.0 1枚 18-10 2004P1111 
一紙

88 [毛筆のァスト] (明治時代) 予科ーノ組周 墨書・印刷 32.0X24.0 1枚 18-11 2004P1112 
防博 一紙

89 [毛筆のァスト] (明治時代) 予科ーノ組周 墨書・印刷 32.0 X 24.0 1枚 18-12 2004P1113 
防博 一紙

90 [毛筆のァスト] (明治時代) 予科ーノ組周 墨書・印刷 32.0 X 24.0 1枚 18-13 2004P1114 
防博 一紙

91 [毛筆のァスト] (明治時代) 予科ーノ組周 墨書・印刷 32.0 X 24.0 1枚 18-14 2004P1115 
防博 一紙

92 [毛筆のァスト] (明治時代) 予科ーノ組周 墨書・印刷 32.0X24.0 1枚 18-15 2004P1116 
防博 一紙

93 [毛筆のァスト] (明治時代) 予科ーノ組周 墨書・印刷 32.0X24.0 1枚 18-16 2004Pl117 
防博 一紙

94 [毛筆のァスト] (明治時代) 予科ーノ組周 墨書・印刷 32.0 X 24.0 1枚 18-17 2004Pl118 
防博 一紙

95 [毛筆のァスト] (明治時代)予科ーノ組周 墨書・印刷 32.0 X 24.0 1枚 18-18 2004P1119 
防博 一紙

96 [書簡](書籍注文下 (明治時代) 周防博福岡市 墨書葉書 13.7X8.5 1通 2-1-1の聞に 2-1-2 2004P1120 
書) 11月9日 因幡町三二→宝 あり

文館東京市

三日本士橋目区本石町

97 [辞令](月俸金32円 昭和9年3 (有限責任福岡 墨書一紙 27.7X 19.7 1通 「福岡市信用 16-15 2004P1121 
にて臨時雇に任ず) 月1日 市信用組合)E:P (罫紙) 組合」罫紙

→周防博 「福岡市信用
組合」の印と

割印あり

98 [辞令](月俸金35円 昭和9年8 (有限責任福岡 墨書一紙 27.7X 19.7 l通 「福岡市信用 16-14 2004P1122 
にて書記補に任ず) 月1日 市信用組合)印 (罫紙) 組合」罫紙

→臨時雇周防 「福岡市信用

博 組合」の印あ
り

99 [辞令](住吉出張所 昭和10年 (有限責任福岡 墨書ー紙 27.7X 19.8 1通 「福岡市信用 16-13 2004P1123 
勤務を命ず) 4月24日 市信用組合)印 (罫紙) 組合」罫紙

→書記補周防 「福岡市信用

博 組合Jの印あ
り

100 [給与証明書](月俸 昭和10年 (有限責任福岡 墨書一紙 27.7X19.7 1通 「福岡市信用 16-12 2004P1124 
金38円) 6月1日 市信用組合)印 (罫紙) 組合」罫紙

→書記補周防 「福岡市信用

博 組合」の印あ
り

101 [給与証明書](月俸 昭和11年 (有限責任福岡 墨書 紙 27.7X 19.7 l通 「福岡市信用 16-11 2004P1125 
金40円) 8月1日 市信用組合)E:P (罫紙) 組合」罫紙

→書記補周防 「福岡市信用

博 組合」の印あ

り

102 [給与証明書](俸金 昭和12年 有限責任福岡市 墨書・即席IJ 27.3X 19.7 1通 「福岡市信用 16-10 2004P1126 
45円) 4月l日 信用組合→書記 一紙 組合」の印あ

補周防博 り

103 [給与証明書](月俸 昭和12年 有限責任福岡市 墨書・印刷 27.3X 19.7 1通 「福岡市信用 16-9 2004P1127 
金47円) 12月l日 信用組合→書記 一紙 組合」の印あ

補周防博 り
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104 [辞令](住吉出張所 昭和13年 有限責任福岡市 墨書・印制 27.3X 19.7 l通 「福岡市信用 16-8 2004P1128 

主任を命ず) 1月25日 |信補用組周合防→博書記
一紙 組合」の印あ

り

105 [給与証明書](月俸 昭和13年 有限責任福岡市 墨書・印届IJ 27.3X 19.7 1通 「福岡市信用 16-7 2004P1129 

金52円) 12月1日 信用組合→書記 一紙 組合Jの印あ

周防博 り

106 [辞令](書記を命 昭和13年 有限責任福岡市 墨書・印制 27.3X 19.7 1通 「福岡市仏用 16-6 2004P1130 

ず) 12月1日 信用組合→書記 一紙 組合」の印あ

補周防博 り

107 [給与証明書](月俸 昭和14年 有限責任福岡市 墨書・印刷 27.3X 19.7 l通 「福岡市伝用 16-5 2004P1131 

金62円) 4月10日 信周用防組博合→書記 一紙 組合Jの印あ
り

108 [辞令](唐人町出張 昭和14年 有限責任福岡市 墨書・印刷 27.2X 19.5 1通 「福岡市信用 16-4 2004P1132 

所主任を命ず) 4月28日 信周用防組博合→書記 一紙 組合」の印あ
り

109 [給与証明書](月俸 昭和14年 有限責任福岡市 墨書・印刷l27.2X 19.5 1通 「福岡市信用 16-3 2004P1133 
金64円) 12月1日 信用組合→書記 一紙 組合」の印あ

周防博 り

110 [給与証明書](月俸 昭和15年 有限責任福岡市 墨書・印制 27.2X 19.5 1通 「福岡市信用 16-2 2004Pl134 
金70円) 5月l日 信用組合→書記 一紙 組合Jの印あ

周防博 り
111 [給与証明書](月俸 昭和15年 福岡市信用組合 墨書・印刷 27，2X 19，5 1通 「福岡市信用 16-39 2004P1135 

金76円) 12月1日 →書記周防博 一紙 組合」の印あ
り

112 [給与証明書](月俸 昭和16年 有限責任福岡市 墨書・印刷 27.5X 19.5 1通 「福岡市信用 16-25 2004Pl136 
金82円) 6月16日 信用組合→書記 一紙 組合」の印あ

周防博 り
113 [給与証明書](月俸 昭和16年 有限責任福岡市 墨書・印刷 27.2X 19.5 1通 「福岡市信用 16-21 2004P1137 

金88円) 12月22日 信用組合→書記 一紙 組合」の印あ
周防博 り

114 [辞令](主事補に任 昭和17年 有限責任福岡市 墨書一紙 27.0X 19.6 1通 「福岡市信用 16-20 2004P1138 
ず) 1月14日 信用組合→書記 (罫紙) 組合」の印あ

周防博 り
115 [給与証明書](月俸 昭和17年 有限責任福岡市 墨書・印刷 26.5X 18.7 1通 「福岡市伝用 16-18 2004P1139 

金90円) 6月1日 信用組合→主事 一紙 組合」の印あ
補周防博 り

116 [給与証明書](月俸 昭和17年 有限責任福岡市 墨書・印制 26.5X 18.7 1通 「福岡市伝用 16-17 2004P1140 
金97円) 12月18 信用組合→主事 一紙 組合Jの印あ

補周防博 り
117 [給与証明書](月俸 昭和18年 有限責任福岡市 墨書・印刷 26.5X 18.9 1通 「福岡市信用 16-22 2004P1141 

金103円) 7月1日 信用組合→主事 一紙 組合」の印あ
補周防博 り

118 [給与証明書](月俸 昭和18年 有限責任福岡市 墨書・印刷 26.5X18.9 l通 「福岡市信用 16-23 2004P1142 
金110円) 12月1日 信用組合→主事 一紙 組合Jの印あ

補周防博 り
119 [給与証明書](月俸 昭和19年 有限責任福岡市 墨書・印刷 26.5X 18.9 l通 「福岡市信用 16-24 2004Pl143 

金124円) 6月1日 信用組合→主事 一紙 組合Jの印あ
補周防博 り

120 [給与証明書](月俸 昭和19年 有限責任福岡市 墨書・印制 26.5X 18.9 1通 「福岡市信用 16-26 2004P1144 
金148円) 11月1日 信用組合→主事 一紙 組合」の印あ

補周防博 り
121 [給与証明書](月俸 昭和20年 有限責任福岡市 墨書・印制 26.5X18.9 1通 「福岡市信用 16-27 2004P1145 

金170円) 8月1日 信用組合→主事 一紙 組合」の印あ
補周防博 り

122 [給与証明書](月俸 昭和20年 福岡市信用組合 墨書切紙 26.0X 18.2 1通 「福岡市伝用 16-28 2004P1146 
金193円) 12月15日 →主事補周防 (罫紙) 組合」の印あ

博 り
123 [給与証明書](月俸 昭和21年 福岡市信用組合 墨書切紙 26.0X18.2 1通 「福岡市信用 16-29 2004P1147 

金290円) 5月31日 →主事補周防 (罫紙) 組合Jの印あ
博 り

124 [辞令](住吉出張所 昭和21年 有限責任福岡市 墨書・印刷 26.5X19.0 1通 「福岡市信用 16-16 
出納主任を命ず) 7月25日 信用組合→主事 一紙 組合」の印あ

補周防博 り
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125 [給与証明書](月俸 昭和21年 福岡市信用組合 墨書ー紙 26.2X 18.4 1通 「福岡市信用 16-30 2004P1149 
金520円) 12月1日 →主事補周防 組合Jの印あ

博 り
126 [辞令](住吉出張所 昭和21年 福岡市伝用組合 墨書・印刷 26.5X18.9 1通 「福岡市信用 16司322004P1150 

主任に命ず) 12月9日 →博主事補周防 一紙 組合」の印あ
り

127 [給与証明書](月俸 昭和22年 福岡市信用組合 墨書 紙 26.2X 18.3 1通 「福岡市信用 16-33 2004P1151 
金720円) 4月1日 →主事補周防 組合Jの印、

博 下部に鉛筆書
で「手当
1，200-R120，一
計2，060-j

とあり
128 [給与証明書](月俸 昭和22年 福岡市伝用組合 墨書一紙 26.2X 18.4 1通 「福岡市信用 16-34 2004P1152 

金792円) 6月10日 →主事補周防 組合Jの印、
博 裏に鉛筆書で

「上半期賞与
6/10、2044，
崎賞与、 108，ー
勤続計2，152，
-107，07税金、
差引2，044，93
」とあり

129 [給与証明書](月俸 昭和22年 福岡市伝用組合 墨書切紙 24.5X 16.8 l通 「福岡市信用 16-35 2004Pl153 
金1188円) 12月1日 →主事補周防 (罫紙) 組合」の印あ

博 り
130 [給与証明書](月俸 昭和23年 福岡市伝用組合 墨書綴、 25.1 X 18.1 1騒 16-36-1とと 16-36 2004P1154 

金1307円) 4月1日 →主事補周防 罫紙 もに釘で緩る ー2
博 「福岡市信用

組合Jの印、
下部にぺン書
きで「手当2，
615，00，R40 
O，-j とあり

131 [辞令](薬院出張所 昭和23年 福岡市信用組合 墨書切紙 24.5X 16.8 1通 16-36-2とと 16-36 2004P1155 
長を命ず) 4月5日 →主事補周防 (罫紙) もに釘で綴る

博 「福岡市信用
組合Jの印あ
り

132 [辞令](願いにより 昭和23年 福岡市信用組合 墨書切紙 25.0X 17.3 1通 「福岡市伝用 16-37 2004Pl156 
免職、薬院出張所主 5月10日 →主事補周防 (罫紙) 組合」の印あ

任臨時雇を命ず) 博 り 裏に鉛筆
書きで r23，6，
10j r四，四
四四円賞与、
二五O円皆勤
賞、三二七円
勤続賞、計
五， 0二一円、
税七五三円一
五、差引四，
二六七円八
五」とあり

133 [給与証明書](月俸 昭和23年 福岡市信用組合 墨書切紙 25.1 X 18.0 1通 「福岡市伝用 16-38 2004P1157 
金1372円) 11月1日 →臨時雇周防 (罫紙) 組合」の印、

博 下部にペン書
きで「手当¥
4，1-43，00j 
とあり

134 [退職金給与証明書] 昭和24年 福岡市伝用組合 墨書切紙 25.3X 17.6 1通 16-40-2とー 16-40 2004P1158 
(金32675円) 3月31日 →元主事補周 (罫紙) 括 「福岡市 ーl

防博 信用組合」の
印あり

T-
ワ
s



寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

135 [給与証明書](月俸 昭和24年 福岡市信用組合 墨書切紙 25.4X 17.6 1通 16-40-1とー 16-40 2004P1159 

金1509円) 4月1日 →臨時雇周防 (罫紙) 括 「福岡市 2 

博 信用組合」の
印、下部にペ
ン書きで「手
当¥7.001.00
|とあり

136 [給与証明書](月俸 昭和24年 福岡市信用組合 墨書切紙 24.9X 17.5 1通 「福岡市伝用 16-41 2004P1160 

金1811円) 8月1日 →臨時雇周防 (罫紙) 組合」の印、

博 下部にペン書
きで「手当¥
8.521.ーJと
あり

137 [給与証明書](月俸 昭和24年 福岡市伝用組合 墨書切紙 25.3X 17.5 l通 「福岡市伝用 16-43 2004P1161 
金2173円) 11月1日 →臨時雇周防 (罫紙) 組合Jの印、

博 下部にペン書
きで「手当¥
10.345.00J 
とあり

138 [給与証明書](月俸 昭和25年 福岡市信用組合 墨書切紙 25.0X 17.6 1通 「福岡市信用 16-42 2004P1162 
金2390円) 5月1日 →臨時雇周防 (罫紙) 組合Jの印、

博 ペン書きで
「手当一一、

四四O、O
OJ とあり

周防正義関係
139 昭和十三年度査閲善 昭和14年 陸軍歩兵中佐査 墨書一紙 26.7X37.5 l通 16-31 2004P1163 

行表彰(寮内努力組 3月1日 閲官佐々木周蔵
副組長の任を賞す) →私立阿部青年

学校本科2学年
周防正義

周防憲男関係
140 [辞令](工作課仕上 昭和19年 株式会社阿部錨 墨書一紙 25.7X 18.1 l通 16-19-1と同 16-19 2004P1164 

伍長を命ず) 9月8日 工所→周防憲 (罫紙) 折 「岡部鉄 ー2
男 工所」の印あ

り
141 [辞令](阿部鉄工所 昭和19年 株式会社阿部錨 墨書一紙 25.6X 18.2 l通 16-19-2と同 16-19 2004P1165 

技手補に任ず) 11月1日 工所取締役社長 (罫紙) 折 「岡部
(印)岡部繁→ 繁Jの印あり
周防憲男

周防繁人関係
142 修業証書(尋常小学 明治37年 福岡県八女郡光 墨書・印刷 26.1 x33.9 l通 20-11 2004P1166 

校第一学年修了) 3月26日 友村立谷川尋常 一紙
小学校→福岡県
平民周防繁人

143 賞状(出席・行状・ 明治37年 谷川尋常小学校 墨書一紙 23.0X32.2 l通 20-9 2004P1167 
学業優等の故、一等 3月26日 →第一学年児童
賞を賞与す) 周防繁人

144 修業証書(尋常小学 明治38年 福岡県八女郡福 墨書・印制 19.2X26.5 1通 20-5 2004P1168 
校二学年修了) 3月28日 島町立福島尋常 一紙

小学校→周防繁
人

145 修業証書(尋常小学 明治39年 福岡県八女郡福 墨書・印刷 20.2X27.1 1通 「福島尋常小 20-7 2004P1169 
校第3学年修了) 3月28日 嶋町立福嶋尋常 一紙 学校出印」の

小学校→周防繁 朱印あり
人

146 賞状(操行方正なる 明治39年 福島尋常小学校 墨書一紙 20.0X27.8 1通 「福島尋常小 20-8 2004Pl170 
段奇特に付) 3月28日 →第四学年周防 学校出印」の

繁人 朱印あり
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147 賞状(操行方正に 明治40年 福島尋常小学校 墨書ー紙 19.6X27.5 1通 20-6 2004P1l71 
冊付、を修賞与身す書)読本各l 3月27日 l→繁第人四学年周防

148 卒業証書 明治40年 福岡県八女郡福 墨書・印刷 25.9X36.0 1通 20-13 2004P1l72 
3月27日 島町立福島尋常 一紙

小学校長梯岩次

郎士族(印周)→防福繁人岡県

149 [こより] (近代) (不詳) こより 14.8 l本 20-13-1につ 20-13 2004P1173 
いていたもの 一2

150 名誉賞状( 等名誉 明治41年 福島高等小学校 墨書・印制 21.8X25.5 1通 20-2 2004P1l74 
賞授与) 3月27日 →周防繁人 一紙

151 修業証書(高等小学 明治42年 福岡県八女郡福 墨書・印刷l24.8X32.5 1通 「福島両等小 20-10 2004P1175 
校第二学年修業) 3月24日 島町外四ヶ村立 一紙 学校之印Jあ

福島高等小学校 り
→福岡県土族周
防繁人

152 名誉賞状( 等名誉 明治42年 福島高等小学校 墨書・印刷 21.8X25.5 1通 20-1 2004P1176 
賞授与) 3月25日 →周防繁人 一紙

153 修業証書(高等小学 明治43年 福岡県福岡市立 墨書・印刷 23.0X31.8 1通 20-4 2004PII77 
校一学年修了) 3月18日 福岡高等小学校 一紙

→周防繁人
154 卒業証(夏期水泳会 明治43年 福島両等小学校 墨書・印刷 21.8X25.5 1通 20-3 2004P1178 

において神伝流水泳 9月16日 →周防繁人 一紙
術第5歩30丁以上の
程度に達したことを
証す)

155 卒業証書(修業年限 明治44年 福岡高等小学校 墨書・印刷 25.7X36.1 1通 20-12 2004P1179 
2ヶ年の高等小学校 3月27日 長立石仙六(印) 一紙
の教科を卒業) →福岡県士族周

防繁人

周防光夫関係
156 賞状(成績優秀に 明治40年 福岡県女子師範 墨書・印刷 24.3X34.0 1通 「福岡県女子 15-42 2004P1l80 

付) 9月11日 学校附属小学校 一紙 師範学校附属
→尋常科第一学 小学校」印あ
年周防光夫 り

157 賞状(格別勉励にて 明治45年 早良郡鳥飼村役 墨書・印制 25.8X36.4 1通 18-2 2004P1181 
一等賞を授与) 3月20日 場→周防光夫 一紙

158 修業証書(尋常小学 明治45年 福岡県女子師範 墨書・印刷 23.1 X31.8 1通 18-1 2004P1l82 
校第一学年修了) 3月25日 学校附属小学校 一紙

→周防光夫
159 賞状(本学年中品行 明治41年 福岡県女子師範 墨書・印刷 27.4XI9.6 1通 「福岡県女子 15-14 2004P1l83 

方正学術優良ニ付賞 3月24日 学校附属小学校 一紙(罫紙) 師範学校附属
状ヲ授輿ス) (印)→尋常科第 小学校」の印

一学年周防光 あり
夫

160 賞状(成績優秀に 大正冗年 福岡県女子師範 墨書・印刷 23.1 X33.0 1通 「福岡県女子 15-38 2004P1l84 
付) 9月16日 学校附属小学校 一紙 師範学校附属

→尋常科第二学 小学校」印あ
年周防光夫 り

161 修業証書(尋常小学 明治42年 福岡県女子師範 墨書・印刷 23.5X32.5 1通 「福岡県女子 15-33 2004P1l85 
校第2学年課程修 3月24日 学校附属小学校 一紙 師範学校附属
了) →福岡県士族 小学校」印あ

周防光雄 り
162 修業証書(尋常小学 明治43年 福岡県女子師範 墨書・印刷 23.3X32.1 1通 「福岡県女子 15-34 2004P1l86 

校第3学年課程修 3月24日 学校附属小学校 一紙 師範学校附属
了) →福岡県士族 小学校」印あ

周防光雄 り
163 賞状(品行方正に 明治43年 福岡県女子師範 墨書・印刷 27.3X 19.5 l通 「福岡県女子 15-36 2004P1l87 

付) 3月24日 学校附属小学校 一紙 師範学校附属
→尋常科第三学 小学校」印あ
年周防光夫 り
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寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

|番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

164 賞状(品行方正に 明治43年 福岡県女子師範 墨書・印刷 27.2X 19.8 l通 「福岡県女子 15-37 2004Pl188 

付) 3月24日 学校附属小学校 一紙 師範学校附属

→尋常科第二学 小学校J印あ

年周防光夫 り

165 賞状(成績優秀に 明治43年 福岡県女子師範 墨書・印届IJ 32.2X24.3 1通 15司352004P1189 

付) 9月9日 学校長永瀬伊 一紙
一郎→尋常科第
四学年周防光夫

166 修業証書(尋常小学 明治44年 福岡県女子師範 墨書・印制 23.3X32.0 l通 「福岡県女子 15-32 2004Pl190 

校第4学年課程修 3月24日 学校附属小学校 一紙 師範学校附属

了) →周福防升岡県雄士族 小学校J印あ
り

167 修業証書(尋常小学 明治45年 福岡県女子師範 墨書・印刷 23.3X31.7 l通 「福岡県女子 15-31 2004P1191 

校第5学年課程修 3月24日 学校附属小学校 一紙 師範学校附属

了) →福岡県士族 小学校」印あ

周防光雄 り

168 賞状(本年度第2回 大正2年2 福岡県女子師範 墨書・印刷 22.9 X 33.4 l通 「福岡県女子 15-45 2004P1192 
展覧会にて綴方自習 月24日 学校附属小学校 一紙(罫紙) 師範学校附属

帖成績優良に付) →尋常科第2学 小学校」の印
年周防光夫 あり

169 卒業証書 大正6年3 福岡女子師範学 墨書・印制 27.5X36.4 1通 18-3 2004P1193 
月26日 校長正六位動五 一紙

等永瀬伊一郎→
周防光夫

170 [記](第一学期間組 大正2年4 福岡市福岡両等 墨書・印届IJ 17.2X26.5 1通 15-30 2004P1194 
長を命ず) 月15日 小学校→第六番 一紙

一学年周防光
夫

171 [記](第一学期間組 大正2年9 福岡市福岡両等 墨書・印刷 17.2X26.8 1通 15-29 2004P1195 
長を命ず) 月5日 小学校→第六番 一紙

一学年周防光
夫

172 卒業証(本年夏期水 大正2年9 福岡高等小学校 墨書・印刷 21.3X25.9 1通 15-26 2004P1196 
泳会にて水府流水泳 月5日 →周防光夫 一紙

術の第程度5歩に達3す0丁)以上

173 [記](第二学期間組 大正3年1 福岡市福岡両等 墨書・印制 17.2X26.8 1通 15-28 2004P1197I 
長を命ず) 月9日 小学校→第六番 一紙

一夫学年 周防光

174 修業証書 大正3年3 福岡県局等小学 墨書・印刷 23.3X31.9 1通 「福岡県高等 15-41 2004Pl198 
月21日 校→周防光夫 一紙 小学校」印あ

り
175 [記](第学期間組 大正3年4 福岡市福岡高等 墨書・印制 17.2X26.6 1通 15-27 2004P1199 

長を命ず) 月28日 小学校→第二番 一紙

二夫学年 周防光

176 卒業証書(高等小学 大正4年3 福岡県福岡市 墨書・印刷 26.0X36.4 1通 「福岡局等小 15-25 2004P1200 
校修業年限2ヶ年の 月24日 福岡高等小学校 一紙 学校Jの印あ
教科を卒業) 長立石仙六 り

(印)→福岡県士
族明治37年5
月生周防光夫

177 賞状(組長の任務を 大正4年3 福岡県高等小学 墨書・印刷 26.2X36.5 l通 15-40 2004P1201 
賞して) 月24日 校→周防光夫 一紙

178 賞状(本学年度出席 大正4年3 福岡県女子師範 墨書・印制 27.2X 19.6 l通 「福岡県女子 15-44 2004P1202 
精勤に付) 月25日 学校附属小学校 一紙(罫紙) 師範学校附属

→尋常小学第4 小学校」の印
学年周防光雄 あり

179 賞状(本学年度第1 大正5年9 福岡県女子師範 墨書・印刷 27.5X 19.8 1通 「福岡県女子 15-43 
回学芸品展覧会にて 月11日 学校附属小学校 一紙(罫紙) 師範学校附属
自習帳の成績優良に →尋常小学第6 小学校」の印
付) 学年周防光夫 あり
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寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

180 [辞令](日給75銭に 大正5年 農商務省(印)→ 墨書ー紙 28.0X20.3 1通 「農商務省J 15-16 2004P1204 
て臨時雇を命ず) 12月19日 周防光夫 (罫紙) の洋罫紙、

「農商務省」
の印あり

181 [辞令](中央度量衡 大正5年 農商務省工務局 墨書・印刷 28.2X20.2 l通 「農商務省J 15-17 2004P1205 
検定所福岡支所勤務 12月19日 (印)→臨時雇 一紙(罫紙) 罫紙、 「農商
を命ず) 周防光夫 務省工務局J

の印あり
182 [辞令](月俸25円に 大正6年6 農商務省(印)→ 墨書・印刷 28.2X20.3 1通 「農商務省」 15-22 2004P1206 

て雇い工務局勤務を 月29日 臨時雇周防光 一紙(罫紙) の洋罫紙、
命ず) 夫 「農商務省」

の阻盛り
183 [辞令](中央度量衡 大正6年6 農商務省工務局 墨書・印制 28.2X20.3 1通 「農商務省」 15-23 2004P1207 

検定所福岡支所勤務 月29日 (印)→雇周防 一紙(罫紙) 罫紙、 「農商
を命ず) 光夫 務省工務局」

の印あり
184 修了証書(代数幾何 大正6年9 福岡県福岡市 墨書・印刷 22.7X32.3 1通 「福岡貫業補 15-24 2004P1208 

の6ヶ月の課程を修 月21日 貫業補修学校→ 一紙 修学校」の印
了) 明治37年5月生 あり

周防光夫
185 [給与証明書](金85 大正6年 農商務省(印)→ 墨書・印刷 28.0X20.2 1通 「農商務省」 15-21 2004P1209 

円事務格別勉励に 12月15日 雇周防光夫 一紙(罫紙) の洋罫紙、
付) 「農商務省」

の印あり
186 [給与証明書](月俸 大正6年 農商務省(印)→ 墨書・印刷 27.9X20.0 1通 「農商務省」 15-20 2004P1210 

27円) 12月22日 雇周防光夫 一紙(罫紙) の洋罫紙、
「農商務省」

の印あり
187 修業証書(英語課程 大正7年3 福岡県実業補修 墨書・印刷 23.0X32.1 l通 「福岡県実業 15-39 2004P1211 

6ヶ月) 月23日 学校→周防光夫 一紙 補修学校J印
あり

188 [給与証明書](月俸 大正7年6 農商務省(印)→ 墨書・印制 27.8X20.0 1通 「農商務省j 15-19 2004P1212 
30円) 月29日 雇周防光夫 一紙(罫紙) の洋罫紙、

の「農印あ商務り省J

189 [給与証明書](金85 大正7年 農商務省(印)→ 墨書・印刷 27.9X20.1 l通 「農商務省」 15-18 2004P1213 
円事務格別勉励に 12月8日 雇周防光夫 一紙(罫紙) の洋罫紙、
付) 「農商務省J

の印あり
190 [給与証明書](月俸 大正7年 農商務省(印)→ 墨書・印制 28.1 X20.1 1通 「農商務省」 15-13 2004P1214 

32円) 12月24日 雇周防光夫 一紙(罫紙) の洋罫紙、
「農商務省」

の印あり

191 [給与証明書](金100大正8年 農商務省(印)→ 墨書・印制 28.2X20.0 1通 「農商務省J 15-12 2004P1215 
門事務勉励に付) 12月19日 雇 周 防 光 夫 一紙(罫紙) の洋罫紙、

「農商務省」
の匝盛り

192 [給与証明書](月俸 大正8年 農商務省(印)→ 墨書・印刷 28.3X20.2 l通 「農商務省」 15-11 2004P1216 
35円) 12月25日 雇周防光夫 一紙(罫紙) の洋罫紙、

「農商務省」
の印あり

193 [給与証明書](月俸 大正9年6 農商務省(印)→ 墨書・印刷 28.5X20.1 1通 「農商務省」 15-10 2004P1217 
37円) 月29日 雇周防光夫 一紙(罫紙) の洋罫紙、

「農商務省」
の印あり

194 証(平会において7 大正13年 福岡国民鍛錬会 墨書・印刷 32.0X24.0 1通 19 2004P1218 
日間鍛錬したことを 7月31日 長石橋愛太郎 一紙
記す) →周防光夫

195 [給与証明書](月俸 大正9年 農商務省(印)→ 墨書・印刷 28.5X20.2 l通 「農商務省」 15-7 2004P1219 
42円) 12月9日 雇周防光夫 一紙(罫紙) の洋罫紙、

「農商務省」
の印あり
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寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

196 [退職証明書](願に 大正9年 農商務省(印)→ 墨書・印制 28.3X20.1 1通 「農商務省」 15-8 2004P1220 

より雇を解く) 12月9日 雇周防光夫 一紙(罫紙) の洋罫紙、
「農商務省J

の印あり

197 [給与証明書](金110大正9年 農商務省(印)→ 墨書・印刷 28.4X20.3 1通 「農商務省」 15-9 2004P1221 

円事務勉励に付) 12月9日 雇周防光夫 一紙(罫紙) の洋罫紙、

の「農印商あ務り省J

198 [賞状](行政整理に 大正9年 農商務省(印)→ 墨書・印制 28.4X20.3 1通 「農商務省」 15-5 2004P1222 
際し退職する周防光 12月14日 元雇周防光夫 一紙(罫紙) の洋罫紙、

夫に対し平素事務勉 「農商務省J

励に付、金百五円を の印あり

給付する)
199 [退職金給与証明書J( 大正10年 商工省→冗展 墨書・印制 27.7X20.2 1通 「農商務省」 15-6 2004P1223 

退職特別手当金89円 3月31日 周防光夫 一紙(罫紙) の洋罫紙

を給付する)
200 [記](退職特別賜金 大正10年 商工省工務局→ 印刷墨 28.0X 19.7 1通 15-1 2004P1224 

辞令の件) 5月29日 周防光夫殿 書、ー紙

201 [記](6月4日付で出 大正10年 中央度量衡検定 墨書(ペン 25.3X16.7 l通 「農商務省J 15-3 2004P1225 
された周防光夫の退 6月16日 所福岡支所→周 書き) 切 の洋罫紙

職特別手当辞令の通 防光夫殿東京 紙(罫紙)
達及びそれに関わる 市麹町区大手
請求手続の件) 町、商工省、工務

局長宮内国太
郎殿

202 [記](請求していた 大正10年 商工省工務局→ 印刷墨 27.2X39.0 1通 15-2 2004P1226 
退職特別賜金の交付 6月18日 周防光夫殿 書、一紙
の件及び交付に必要
な委任状等)

203 [記](退職特別手当 大正10年 中央度量衡検定 墨書(ペン 25.4X 16.7 1通 「農商務省」 15-4 2004P1227 
に対する公債発行請 6月23日 所福岡支所→周 書き) 切 の洋罫紙
求書至急提出の事) 防光夫殿 紙(罫紙)

204 [辞令](月俸33円に 大正14年 福岡県→周防光 墨書・印刷 27.0X 19.5 1通 「福岡県」罫 15-15 2004P1228 
て福岡県雇を命ず) 7月31日 夫 一紙(罫紙) 紙

鎌田家関係
205 鎌田昌寧君略伝 昭和40年 昌邦 墨書竪帳 28.0X20.0 1冊 13-1 2004P1229 

1月
206 養子縁組届(鎌田昌 昭和2年4 鎌田昌稽・カオ 墨書竪帳 24.5X34.0 1冊 13-2 2004P1230 

次郎・フキの三男稔 月19日 ル・鎌田島次郎・
を鎌田昌稽・カオル フキ・杉山清十
の養子とする) 郎・杉山尚之→

福岡市長久世
庸夫

207 [福岡区裁判所決定証] 昭和2年9 判事星子広記、 墨書ペン 12.2X 16.2 1通 13-3 2004P1231 
(鎌田ミチの申請で鎌 月10日 書記前田洋二→ 書
田昌稽・山路重徳・ 鎌田昌昌語、山
杉山清十郎・上野 路重徳、杉山清
開・村山泰道を鎌田 十郎、上野関、村
博行の親族会に選定 山泰道
し、昭和6年9月20日
午前10時に博行宅に
前記5名を招集する)

208 鎌田家法号井年回忌 (江戸時代) (不詳) 墨書小横 12.0X31.7 1冊 13-4 2004P1232 
帳

209 [記](亡父略伝作成 (明治時代) (不詳) 墨書横帳 12.0X31.7 1冊 13-5 2004P1233 
における訂正取消方
等に関する往復書簡
の写)

210 [鎌田政里夫妻略歴] (江戸時代) (不詳) 墨書一紙 15.6X32.8 1通 13-6 2004P1234 
(両名の墓がある大

坂大林寺の土を持ち
帰り金龍寺に塔を建
てる旨等)

戸。
守

4



寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)
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211 [鎌田家歴代法号] (江戸時代) (不詳) 墨書ー紙 24.2X32.8 l通 13-8 2004P1235 
(政負、昌房、昌栄

等)
212 [鎌田昌寧・昌邦等略 (江戸時代) (不詳) 墨書竪帳 24.3X 16.5 1冊 13-9 2004P1236 

歴]
213 [鎌田昌邦(嘉永3年 (明治時代) (不詳)

9月14日生)覚書]
墨書横帳 11.9X 30.1 1冊 13-10 2004P1237 

(慶応元年の養父鎌田
八太夫隠居後の相続
問題、明治元年4月
14日婚姻、宗家に仰
せ付けられる事等)

214 [鎌田八太夫・昌寧 慶応冗年 (不詳) 墨書横帳 18.2X32.9 1冊 13-11 2004P1238 
(天保元年生~明治 l年~6明月治335年没)親子覚書]

215 [8名の人物の生没年 (明治時代) (不詳) 墨書 紙 13.1 X 18.8 1通 13-14 2004P1239 
及び改名書上]

216 覚書(親族会議で結 大正9年3 鎌田昌人上野 墨書竪帳 24.3X 16.8 1冊 13-15 2004P1240 
ばれた相続に関する 月17日 開鎌田豊吉
4条の契約につい 杉山泰道鎌田
て) 昌鵡山路重徳

217 鎌田家年回控(恵光 (明治時代) (不詳) 墨書竪帳 24.4X 16.6 1冊 13-16 2004P1241 
院秋屋道山居士、鎌
国家初代~八代の戒
名、回恵、没年等)

土地建物
218 [記](家と50坪の土 明治6年7 周防州→=木正 墨書竪帳 26.2X38.4 1枚 17-69 2004P1242 

地を担保としてお金 月4日 固殿、高瀬団之 端紙
を借りる、その担保 丞殿
について福岡県福
岡区福岡荒戸205番
地の建物)

219 添証(明治9年8月24明治9年8 借主渡遁良治 墨書竪帳 26.5X 16.2 1冊 「印紙」あり 3-16 2004P1243 
日付副戸長証明、明 月 (印)弁償人青
治9年8月21白書入質 木諸吉(印)同伍
第8区7小区14番地建 長勝野伊作
物園、借用証等) (印)→坂田伊大

夫殿・平野平四
郎殿

220 [上白水村明治11年 明治11年 周防文五郎 墨書継紙 24.5X31.7 1通 端書に「第八 3-14 2004P1244 
地租金上納写] 10月15日 (2枚継) 大正四小区那

珂郡枚口より
相達スル書付
写、明治十一
年十月十五日
写置、本書ハ
渡辺良治に返
スJとあり

221 寄留伺(博多上底屋 明治12年 大五郎 墨書 紙 24.0X32.6 1通 17-19 2004P1245 
町の邸を当明治12年 (罫紙)
から16年4月迄、寄
留をいたす事借用
金の計算書あり)

222 [記](勝野吉五郎、 明治12年 (不詳) 墨書竪帳 24.8X 17.2 l枚 3-12 2004P1246 
系山作蔵へ筑前国那 1月2日 端紙
珂郡上白水村の畑を
売渡した記録)
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223 地面及建家借り受候 明治12年 借受人:関洗 墨書綴 24.7X 18.7 1穏 17-32 2004P1247 

ニ付約定証(博多上 3月 太郎、周防文五

庖屋町の建家を借用 郎、一族証人:烏

する約定証障子、 居六才→金沢甚

炭箱、雨戸等の備品 八殿

を借用を記した
「証J、明治14年4

月16日付の金沢氏よ
り周防文五郎殿宛の
備品請取の「証J) 

224 記(博多上底屋町地建 明治12年 金沢甚八、川上 墨書竪帳 24.1 X 16.1 1冊 17-26 2004P1248 
家貸借証文写、明治 卯4月 甚平、篠崎周平、

14年4月12日付桐山 楢崎栄七、金沢

大三郎より出された同 梅治郎→鳥居六

所の「地所及建物借用 才殿、石原敏功

約定証J控及び証人桐 殿、周防文五郎
山十次郎証明) 殿

225 記証)(金30円の受取 明5月治2103日年 敏(印功)→(印文)、五六郎才殿
墨書切紙 16.4X 18.1 1通 17-39 2004P1249 

226 地敷及建物借用条約 明治14年 (楢崎栄七、篠崎 墨書竪帳 24.5X 16.2 1冊 楢崎栄七・篠 17-16 2004P1250 
証(博多上庖屋町の 4月 善助)→周防文 (罫紙) 崎善助から周

土地・建物を明治14 五郎殿 防文五郎殿宛
年4月より37ヶ月の (明治13年4
問、借り受ける事) 月付)の「約

定証Jもあり

227 副証(売買に関する 明治14年 買主片山常雄代 墨書綴( 24.4X 16.5 1綴 「証総方」の 17-7 2004P1251 
約束、共有山林、代 11月23日 理:周防文五郎 罫紙) 副証となるも

金返却請求などにつ (印)→売主:綾 の
いて) 恒儀作、同時右

衛門、同丈七、同
安太郎、同伸右
衛門、同勇七

228 大分県下日田郡津江 明治14年 (不詳) 墨書包紙 30.2X20.5 1枚 「明治十四年 17-67 2004P1252 
郷台瀬村井赤石之内 11月下旬 十一月下旬改
曽家村共有山林買上 ル大分県下日
ヶノ件書類 田郡津江郷台

瀬村井赤石之
内曽家村共有
山林買上ヶノ
書類」とあり

229 借金証(建物を抵当 明治15年 借主:周防文五郎 墨書綴 26.0X37.0 1綴 同日付で荒戸 17-11 2004P1253 
に金99円を借りた借 1月26日 (印)、周防 I}nt (罫紙、一 町戸長山崎茂
用証類付建物図 (印)、弁償受人: 紙) 八郎の認あり
面) 野方恒規(印)→

三木正固殿、高瀬
圏之丞殿

230 建家売渡証 明治16年 完渡人周防文五 墨書竪帳 24.2X33.0 1通 2-2-2 2004P1254 
5月23日 郎証人野方恒 端紙

l規外三許名斐筆儀平殿

231 
|約抵定当書の長(金家3を円返峨す)で 5明月治2136日年 I萩文尾五惣郎平→周防 墨書継紙 23.9X31.6 l通 3-23 2004P1255 

2 
232 建家売渡証(金12円 明治16年 売渡主周防文二 墨書竪帳 26.5X 16.2 1枚 3-15 2004P1256 

で長家・蔵二棟を売 5月3日 郎証人野方 恒 端紙
渡す) 規→許斐儀平殿

外=名衆中
233 受書(荒戸町にある 明治16年 周防文五郎→荒 墨書印 27.7X33.2 l通 「諸証用文 17-33 2004P1257 

建物を抵当に借金し 7月7日 戸町戸長山崎 刷、綴 紙」罫紙、
た事を戸長へ伝える 茂八郎殿 (罫紙) 「訴訟文通
証書控) 用」罫紙の反

故紙を使用

。。
司

t
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234 地所建家昔(借ヵ) 明治17年 借主:周防州 墨書竪帳 26.9X 19.3 1冊 荒戸町戸長漬 17-36 2004P1258 
入証券(荒戸町の周 10月30日 (印)、周防文五 田九郎の証印
防文五郎の宅地・建 郎(印)、弁償人: (明治17年
家を抵当に金168円 関重門(印)、小 10月31日)、
を借入れたもの) )11小平(印)→辻 福岡治安裁判

弥三殿、安永儀 所判事林養直
平殿 (明治20年

10月18日)
の朱筆、同宅
地の見取図あ
り 見取図の
奥書に朱筆で
「明治23年4

月10日算用
済帰リ来ルJ
とあり 印紙
あり

235 証(博多上底屋町の建 明治18年 桐山大一郎(印) 墨書綴 24.3X 16.5 l綴 17-30 2004P1259 
家の借用満期につき返 2月14日 →周防文五郎殿 (付筆、罫
却の事柄山氏の事情 紙)
により本証引替に返却
となる他に明治14
年4月12日付の同所の
「地所及建物借用約定

証Jあり)
236 [記](香江氏との福 明治22年 (周防文五郎ヵ) 墨書綴 24.6X 18.0 l綴 2-20- 2004P1260 

岡市荒戸町205番地 7月 2 
の土地売買の件上
原円作殿への借用証

香等)江龍太郎殿への記

237 地所売買ー付登記願
4明月治l2o2日年 江周龍防文太五郎郎→香 墨書綴 24.6X 16.5 1綴 3-2 2004P1261 

238 地所建家買戻返約定証 明治22年 香江龍太郎→周 墨書竪帳 24.4X 16.3 1冊 3-21 2004P1262 
(金99円50銭にて買い 4月 防文五郎殿
受けた土地・建物を期
限内に売買代価にて買
い戻す場合)

239 地所家屋借用証(宅 明治22年 周防文五郎、野 墨書竪帳 24.5X 16.4 1冊 3-22 2004P1263 

|造地平問家坪草4葺合)問木
4月 方太恒郎規→香江龍

240 地所分列ー付土地台 明治22年 香江龍太郎→福 墨書竪帳 24.5X 16.3 1冊 図面あり 2-14 2004P1264 
帳訂正願(福岡市荒 7月 岡県知事安場保
戸町205番地の土地 和殿
分裂に係る土地台帳
変更願)

241 地所売渡証(金14円 明治22年 香江龍太郎(朱 墨書竪帳 24.3X32.2 1枚 3-23- 2004P1265 
25銭) 7月19日 印)→周防文五 端紙 5 

郎殿
242 地所書入金借用証 明治22年 周防文五郎、野 墨書竪帳 24.2X32.8 1枚 2-13 2004P1266 

(宅地4畝22歩5合を 7月20日 方恒規→上原円 端紙

抵用の当事に)金15円25銭借 作殿

243 [請取証] 明治24年 上原円作→周防 墨書竪帳 24.7X 17.2 l枚 2-19 2004P1267 
11月30日 文五郎殿 端紙

244 請取記(家賃等の受 (明治25 宮川惣吉→周防 墨書綴 24.0X22.7 1綴 「恒規J印あ 2-2-1 2004P1268 
取証他に地所建家 年) 3月l 様(周防文五郎) り
借用条約証(明治25 日
年2月24日)、証
(明治25年2月24

日)、地所建家借用
条約証(明治25年2
月24日)カtあり)
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245 [書状](岸早氏金子 (明治)4月 →又五郎様、孫 墨書継紙 15.8X63.5 1通 継紙3枚目剥 3-9 2004P1269 

一条早速長谷氏に談 14日 太郎様 (3枚継) 離

合、田畑売払の件で
相談)

246 記(上白水村の金堂 (明治時代) (不詳) 墨書切紙 14.9X 19.5 1通 17-24 2004P1270 

清九郎から周防様・
渡辺様宛の書状が見
っからず、清九郎に
家屋敷を10年何月に

売り払ったかう覚内容え)て
いないとい

247 金受取証(金1万 (近代) (不詳) 墨書一紙 25X33.2 1通 13-13と同内 13-12 2004P1271 

6477円50銭で福岡 容途中で終

市荒戸町の土地建物 わる

を売却)
248 金受取証(金9448円 (近代) (不詳) 墨書ー紙 24.6X33.1 1通 13-12と同内 13-13 2004P1272 

59銭で福岡市荒戸町
H廿』

の土地建物を売却)

金銭貸借
249 [記](明治8年~同9 (明治8年 (不詳) 墨書横折 12.1X31.7 l通 17-25 2004P1273I 

年にかけての借用金 12月26日 紙 -3 

に良治閲す分等る記)録 渡辺 ~同9年)

250 家具借入証(障子、 明治10年 借主人:尾上義 墨書一紙 24，OX32，O l通 17-6-2004P1274 
ハシゴ、古箪笥等を 2月29日 郎、証人:中山遊 (罫紙) 5 
1ヶ月20銭で) →周防文五郎殿

251 借用金証(金20円 明治11年 借主:周防文五 墨書ー紙 23.8X31.8 1通 奥書に「渡迭 17-24 2004P1275 
明治11年7月28日限 3月7日 郎(印)、長谷朝 (罫紙) 家ノ写ニ借用 3 
りに元金・利息共に 深(印)、倉田駿 スルノ証也」
返すことを約束) 太郎(印)、請人: とあり

関重門(印)
(何れも罫線に
て抹消)→二川
近殿

252 金借用証(金30円を 明治11年 借主周防文五 墨書竪帳 16.2X38.2 1冊 3-13 2004P1276 
中等宅地9畝4歩と建 3月27日 郎・倉田駿二郎
家を抵当に借用) 証人八尋清蔵・

川鍋甚三郎→金
堂清九郎殿

253 記(冗金10円の受取 明治11年 花房茂平(印)→ 墨書切紙 23.8X15.7 1通 17-25 2004P1277 
証ただし利子75銭 4月10日 渡漫良治殿 (罫紙) 7 
は不足)

254 記(金10円を利子と (明治)11 杉山英二郎(印) 墨書切紙 16.0X23.0 1通 17-55 2004P1278 
して受取った旨を記 年9月28 →森戸大造殿
した受取証) 日

255 借用証(金25円) 明治11年 借用主合田駿 墨書竪帳 24.0X15.8 l枚 3-5 2004P1279 
12月21日 太郎同長谷 端紙

朝 深 同 周防
文五郎

256 借用証(金30円を利 明治11年 周防文五郎(朱 墨書竪帳 23.8X 16 l冊 3-23- 2004P1280 
息本金の一分をーヶ 12月21日 印)→結城甚三 6 
月ということで借用 郎殿、西川万藻
他に金禄公債売証書 留殿
2枚と金禄公債売渡
証あり)

257 記(子3月ヨリ卯ノ 1 (近代) 吉田等→周防様 墨書折紙 24.6X21.l 1通 17-47 2004P1281 
月迄の借金15円、利 12年1月
子4円37銭5厘の内、
3円を請取った事を
記す受取証)

一一一
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258 記(金15円を雑賀猛 (明治)12 前田真(印)→今 墨書切紙 24.0X 16.5 1通 17-54 2004P1282 
に貸付けした証書を 年8月30 野友五郎殿
預かることを記した 日
もの 金15円の内、
10円は今野出金、 5
円は前田出金)

259 道具借用証(明治13 明治12年 借主:福田左市、 墨書一紙 24.1 X32，8 1通 印紙あり 17-6-2004P1283 
年12月限りで返済す 10月 証人:小林太平 (罫紙) 6 
る道具の借用証) →周防文五郎殿

260 記(借金の覚書ヵ (明治)12 前田→周防様 墨書切紙 16.6X23.7 1通 17-56 2004P1284 
7月分12月迄の利な 年12月23 (罫紙)
ど、元利合わせて13 日
円35銭)

261 約定証書(借金25円 明治13年 梅野塗義良治良(印)→ 墨書一紙 24.4X32.2 1通 「訴訟文通 17-25 2004P1285 
と利息16円90銭の 4月9日 渡殿 (罫紙) 用」罫紙の裏 -8 
内、今日金27円50銭 を使用
を受け取り、残りは

抵引替当のの事団地)をもって

262 約定覚(金32円の返 明治14年 (不詳)→佐市 墨書切紙 24，2X 14，9 1通 後欠 17-6-2004P1286 
済方法の内訳) 7月19日調 殿、信助殿 (罫紙) 12 

263 記(金10円利子46 明治14年 篠田→周防文五 墨書切紙 23.7X20.4 1通 17-61 2004P1287 
銭の受取証但し6 5月1日 郎殿
銭不足)

264 記(冗金と返済期限 (明治)14 篠田→周防様 墨書 23.3X 12.6 1通 17-64 2004P1288 
上と利)子についての書 年12月26

日
265 記(明治13年8月11日 明治13年 (不詳) 墨書切紙 16，OX22，9 l通 端書に「雨木 17-6-2004P1289 

~明治16年10月迄、 8月11日 氏万ノ件Jと 14 
39ヶ月間の借金の元金 ~明治16 あり
と利率の計算書) 年10月迄

266 記(金銭出納帳) (明治)14 (不詳) 墨書一紙 23.7X3l.8 l通 「相山氏」の 17-31 2004P1290 

年174年月3~月
(罫紙) 名あり

267 記(貸附金の内、金 (明治)15 皆田義郎(印)→ 墨書一紙 14.4X19.2 1通 17-57 2004P1291 
5円を受取った事を 年3月16 周防文五郎殿 (罫紙)
記す受取証) 日

268 帰り証極之事(ヒト 明治15年 福本嘉平→大和 墨書一紙 24.4X32.6 1通 福本嘉平の下 17-41 2004P1292 
トメ、タカナ、ハパ 第5月13 清兵衛殿 (罫紙) に墨書で「筑
キ等を23円で買受 日 前博多津紅嘉
け、もし買い戻すな 新川端Jとあ
らば本年9月迄に25 り 奥書に
円87銭5厘を支払い 「元三拾円、
の事) 九月刊十一月

迄三ヶ月分弐
円廿五銭、都
合三拾弐円弐
拾五銭也」と
あり

269 記(冗利金共に金25 (明治)9月 嘉平(印)→清兵 墨書継紙 16.2X 15.0 1通 「筑前博多津 17-40 2004P1293 
円87銭5厘の受取証) 20日 衛様 (2枚継) 紅嘉新川端」

の印あり
17-41の買戻
金ヵ

270 記(金5円の受取証)
2明月治2146日年

二苫久二郎(印) 墨書切紙 15.8X 19.1 l通 17-58 2004P1294I 
→周防様

271 返り証(咋15年6月 (明治)16 桑野弘人→森茂 墨書罫紙 23.4X32.5 1通 17-6-16-1と 17-6-2004P1295 I 
入金した金6円を返 年8月 平殿 同折 16-2 
す事)

一一」
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272 [貸金催促訴状之答] (明治)16 (不詳) 墨書竪帳 26.9X 19.5 1冊 端書に「十八 17-15 2004P1296 
(被告人:周防文五 年4月6日 (罫紙) 年四月六回答

郎、同周防帥、関重 書控」とあり

門3名の名があり、コ
木正固他1名よりの借
金返済の遅延の理由
が記されている)

273 記 明治16年 堀茂平 墨書切紙 24，OX 16，4 1通 端書に「両木 17-6- 2004P1297 
9月4日 (罫紙) 氏万ノ件」と 15 

あり

274 論口御届(貸金催促 明治16年 墨書ー紙 24.0X32.9 1通 17-18 2004P1298 
を裁判所に訴えてい 12月24日 方恒規、原 (罫紙)
た件について) 告:高瀬圃之丞

→菌判殿事補 林養

275 [金受取証綴] 年()明治17 桐山入逸・大二郎 墨書綴 26.2X 19.8 1綴 17-27 2004P1299 
→周防文五郎殿

276 預証(備前正種在銘 明治17年 小壁重O→高木 墨書一紙 24，OX31，5 l通 端書に「控、 17-6- 2004P1300 
万身を抵当に金21円 l月6日 勝武殿、周防文 (罫紙) 量知本出高木 4

9の5預銭証2厘控を)借りた際 五郎殿 ニ相渡置候
也j とあり

277 借用証(備前正恒銘の 明治17年 福岡区博多中嶋 墨書綴 24.3XI6.5 l綴 端書に「控」 17-51 2004P1301 
万身を抵当に金21円 1月6日 漬新地寄留一O とあり
94銭2厘を借用する) →小壁重殿

278 借用証(備前正恒銘 明治17年 福岡留区博多高木中勝島 墨書竪帳 24.1 X 16.2 I冊 17-52と同内 17-52 2004P1302 
の万身を抵当に金21 1月6日 町寄 容ヵ
円94銭2厘を借用す 武(印) 保証人
る) 周防文五郎→小

壁重殿
279 証(金2円の受取証) 明治17年 局木勝盛(花押 墨書切紙 16.1 X 19.8 l通 「印紙不在ニ 17-38 2004P1303 

9月30日 郎ヵ)殿→周防文五 付事追|の而付調筆用あ之り

280 約定証(明治17年10 明治17年 約定主:周防文 墨書竪帳 24.3XI6.1 1冊 17-23 2004P1304 
月に周防文五郎が明石 10月日 五郎(印)、周防 (罫紙)
行雄、安永儀平より金 帥(印)、施人:関
168円を借用、その返 重門→小川小平
済をめぐり、小川へ迷 殿
惑をかけたが月賦返済
と決まったので、これ
以上迷惑をかけない事
を約束)

281 [熟談書届](民事裁 明治18年 被告:周防文五 墨書一紙 24.4X32.5 1通 17-14 2004P1305 
判に関して、今より 1月26日 郎(印)、原告:高 (罫紙)
15日間に是迄の月 瀬圏之丞(印)、
賦・借金・調金を致 三木正回(印)→

けし、る熟事)談書を以て届 判事補林養直
殿

282 記(明治18年6月5日 明治18年 (不詳) 墨書横折 10.2X51.1 1通 破損 17-12 2004P1306 
から三木氏へ返金の 6月5日~ 紙
記録及び二川氏、関 22年1月

氏の、記大録)園寺等へ返済

283 約定書(銃管打玉目 明治22年 花房安郎→周防 墨書継紙 24.3X 16 1通 3-23- 2004P1307 
l匁、 1挺を相当の代 10月8日 文五郎 1 
金を以て譲る)

284 副証(貸付金額と返 明治23年 周防文五郎(朱 墨書竪帳 24.1 X 16.4 l枚 3-23- 2004P1308 

済息期に日超過て)の分の利 12月31日 印印))、→周富防田中一(朱郎殿 端紙 3 
つい

285 金連帯借用証(金20 明治23年 周防文五郎(朱 墨書竪帳 24.3X31.9 1枚 3-23- 2004P1309 
円) 12月31日 印)、周防中(朱 端紙 4 

印)→冨田一郎殿
286 [金銭受取帳] 明治25年 (不詳) 墨書小横 11.8X16.9 1枚 綴じ穴あり 2司9 2004P131O 

2月~同年 帳端紙
26年10月
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287 記(金6円の借用書 (明治時代) (不詳)
10月7日比篠田氏よ

墨書切紙 16.0X30.7 1通 2-5 2004P1311 

り来ル計算書)
288 金禄公債証書売渡証 (明治時代) 周防文五郎 墨書竪帳 24.3X 16.9 l冊 3-23- 2004P1312 

7 
289 [記] (借財の事につ (明治時代) 久左衛門、忠五 墨書切紙 16.1 X45.4 1通 14-3 2004P1313 

いて) 郎、茂助、善右衛 5 
門、久作

290 [記](18年、 19年、 (明治時代) (不詳) 墨書切紙
21年の金返済の記録

15.0X23.8 1通 前後欠 17-13 2004P1314 

払関氏、 大園寺入用へ等の支
い、一)IIÀffl~)

291 [記](冗利金の計算 (明治時代) (不詳) 墨書 紙 24.4X31.5 l通 17-17 2004P1315 
書ヵ 15年'"17年の (罫紙)
元金、利息、不足金
26円24銭)

292 [金出納帳](借用金 (明治時代) (不詳) 墨書切紙 24.6X23.8 1通 17-19の借用 17-20 2004P1316 
の日時、額、利息な (罫紙) 金の計算書の

年どをに記載 の15分年)~17 続きか
かけて

293 記(ニ宅借用金に (明治時代) 上白水村八尋忠 墨書切紙 16.9X25.4 l通 17-25 2004P1317 

付み、の事渡)辺良治分払込 五郎→周防文五
郎殿

294 [記](渡辺良治の借 (明治時代) (不詳) 墨書横折 12.3X32.5 l通 17-25 2004P1318 

4用8金円の6銭計)算書 惣金
紙(罫紙) ー2

295 記(給銀など金の動 (明治時代) (不詳) 墨書切紙 15.2X 15.5 1通 17-25 2004P1319 
きの記録 「出所ニ ー4
付増重」 「又培」

「米口」等全て足し
て38円25銭4厘4毛)

296 約定証(渡謹良治が (明治時代) (不詳) 墨書折紙 14.4X 11.6 l通 裏に良治分の 17-25 2004P1320 
借りていた田地二竿 金銭の記録あ ー5
を返却の事 同方書 り
入の団地・家財一切
を村方に売る事)

297 [記](倉田氏ヘ引渡す (明治時代) 周防→倉田様 墨書罫紙 15.2 X 19.6 1通 前後欠 17-25 2004P1321 
金銭の記録ヵ 金38 (断簡) ー6

円か7ら円差をし|引渡いすて)、
金3 号

298 [書状](周防君より (明治時代)一川→尋様 墨書継紙 15.6X48.4 1通 17-25 2004P1322 
借用の金、返済の事 2月5日 (2枚継) -9 
合わせて田地の催促
の事)

299 [記](金銭書付本 (明治時代) (不詳) 墨書切紙 24.0X 16.4 1通 17-29 2004P1323 
日御召喚のところ、 (罫紙)

妻の事出産)のため血思中

300 [記](病気につき当 (明治時代) 長谷一之進→周 墨書一紙 24.6X31.3 l通 17-65 

願面3う0)銭余りの借用を 1月 防文五郎様

301 
記20円(金の2利4の円4受0取銭証、) 

(近代) 一川近(印)→倉田 墨書切紙 16.7X 19.8 1通 17-24 2004P1325 
1月22日 駿太郎外御中 -2 

302 [記](金銭受取りの (近代) (不詳) 墨書切紙 16.2X 14.7 1通 前後欠 17-48 2004P1326 
記録元利合わせて

910円銭60を銭受の取内り、)4円

領収
303 証(金33銭l厘の証 明治11年 令渡遁清代理 墨書一紙 17.2X 15.5 l通 「三原j 、 3-8 2004P1327 

印税の受領証) 6月1日 福岡県少書記官 「福岡県少書
森醇→周防文五 記官森醇」の
民日 朱印あり

一一
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304 記(宿泊代金人数書 明治14年 綾垣儀作→周防 墨書綴 24.3X26.5 l綴 2-16 2004P1328 
上及び旧10月3日付周 11月24日 文五郎

防文五郎代宛領大収久書保等}義
|芳宿泊

305 記(r桑之葉Jニ抱 (明治時代)華屋→周防様 墨書切紙 16.5X 17.2 l通 17-37 2004P1329 
の代金の受取証) 16年10月

19日

306 [領収書綴](戸籍に 明治31年 福岡市収入役 墨書績 17.2X 10.5 l綴 2-22 2004P1330 

|関書す11る枚手)数料の領収 7-10月 浦江凡夫

307 記 (の米受2俵取、証但)し3斗 (明治時代) 岡本→周防殿 墨書切紙 23.3X21.6 1通 17-60 2004P1331 
4升 12月26日

308 受取(金50銭を仕立 (明治時代)伴義之介→周防 墨書一紙 16.2X23.3 1通 17-59 2004P1332 

講掛金として受受取取証)る 12月2日 文五郎殿 (罫紙)

旨を記した
309 [却記の]事(金)35円50銭返 (1明月治7時日代)

(不詳) l墨端紙書 継紙
15.1 X37.8 l枚 17-62 2004P1333 

310 [記](金2円の受取 (明治時代)大和清兵衛→周 墨書一紙 15.0X 14.1 1通 17-63 2004P1334 
|証) 防様

311 [記](飯代等〆3円10 (近代) (不詳) 墨書切紙 16.3X 18.0 l通 17-49 2004P1335 
銭9犀)

荒戸町政
312 協議費惣額(荒戸区 明治12年 周防氏 墨書竪帳 23.5X30.8 1枚 2-15 2004P1336 

内内訳の協の議書費上)の総額と 10月6日 端紙

313 [記](神宮大麻頒布 明治16年 荒戸町戸長役場 墨書綴端 23.4X31.3 1枚 「荒戸町役 17-91 2004P1337 
につき達) 12月 (印)→伍長:皆 紙 場」の罫紙を ー3

田藤八郎殿、宇 使用
野作茂殿

314 荒戸町一会決議(荒 (明治時代) (不詳) 墨書緩 24.4X16.7 1綴 「役場用紙J 17-91 2004P1338 
戸町会の町費の決 18年2月 の罫紙使用
議、下水竣費減額に 端書に「十八
っき、下水没方の 年二月回達来
事) jレJとあり

17-91-2をと含む
17-91-3 

通達
315 [記](光雲神社寄附 (明治時代)戸長山崎茂八 墨書綴端 24.0X 16.2 1枚 「役場用紙J 17-85 2004P1339 

金を速うや要か請)に納入す 11 58年日10 月 郎(印)→周防文 紙(罫紙) に記載
るよ 五郎殿

316 [記](市街宅地税、 明治16年 荒戸町役場→周 墨書一紙 16.7X23.9 2通 17-76 2004P1340 
営業税、人力車税な 7月、明 防文五郎 (2枚) ""1341 
どの各種税金と、そ 治17年l
のの納書入上期)限について 月

317 [記](組合協議費収 明治17年 荒戸町戸長役場 墨書竪帳 24.1X31.3 l枚 2-11 
納督促の依頼) 4月23日 (朱印)→周防文 端紙

五郎殿、西川延

三郎郎殿殿、鯖源次

318 [地方税・町費上納切 明治18年 中島町外廿六町 墨書・印刷 15，2X30.0 1通 裏書きに7月 17-4 004P1343 
符](地方税と町費、合 7月15日 戸長役場→中島 切紙 30日と8月25
計金56銭を本月の15事日) 町高木勝次郎 日の受け取り
""25日迄に上納 の記述あり

319 [記](組合服議費10 (明治時代)戸長:山崎茂八 墨書綴端 24.0X32.2 1枚 「荒戸町役 17-91 2004P1344 
月分、明2日に収納 10月2日 郎(印)→伍長: 紙 場」の罫紙を ー2
の事) 山田奥七郎殿、 使用 「十月

西川延三郎殿、 二日午後四時
周防文五郎殿、 西川氏ヨリ来
口(錨ヵ)弥七郎 ル、早刻周防
殿 氏ニ差廻スJ

とあり
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320 督6銭促)令状(滞納税金 明治26年
|里福会岡竺県福，j¥鳥岡亀市参吉 墨書一紙 26.2X 18.5 I通 !印「福あ岡り市長J 2-6 2004P1345 

5月9日
321 刑事訴訟事件送致書 明治35年 福岡県福鳥警 墨書竪帳 24.0X31.5 1枚 「福岡県福鳥 2-4 2004P1346 

送(致窃盗の事件)件の被告人 10月18日 察署警部小 端紙 警察署」印あ
川義郎 り

322 [記](松延茂助に対 明治38年 福島区裁判所検 墨書竪帳 23.7X31.3 1枚 2-10 2004P1347 
[す書)る罰金35円の通達 6月13日 事島局警察(朱署印御)→中福 端紙

323 [記](木材繁生のた (明治時代) (不詳) 墨書竪帳 24.4X32.5 1枚 前後欠 2-18 2004P1348 

|検め査毎す年松べきを植旨等え)付け 端紙

願書
324 [記](俸禄平均化に (明治時代) (不詳) 墨書継紙 16.1X57.1 1通 「奉う紙射片しJと 17-73 2004P1349 

対する訴状) 12月 い あり
325 民籍編入改姓改名願 明治7年 渡辺冗晃→福岡 墨書竪帳 24.4X 15.6 l冊 3-20 2004P1350 

10月12 県助参事 山根秀
日 .24日

326 寄留願(博多庄屋町 明治12年 周防文五郎→荒 墨端紙書 竪帳 23.7 X32.1 l枚 17-77 2004P1351 
借宅に寄留の事) 戸町役場

327 [上申書](萩尾太吉 明治16年 本人:士族石川 墨書一紙 23.6X32.4 1通 端書に「七千 17-28 2004P1352 
代人清原忠四郎より 1月29日 次郎(印)、代人: (罫紙) 四百九十号、
相保る弁償金満御勘 士族阪巻五郎 高崎殿御保
解の件につき、代人 (印)→福岡治安 り」とあり

阪申巻す五郎を立てて上 裁判所長判事
る) 補岡良風殿

328 身冗証明願 明治34年 荒牧増太郎(印) 墨書一紙 24.3X22.2 1通 後欠異に牧 17-83 2004P1353 
7月6日 (罫紙) 野卯三郎、栗

山辰助など計
14人の人名
あり

書簡
329 [書簡](周防・長谷 明治11年 渡遁元晃→周防 墨書継紙 16.6X38.7 l通 3-6 2004P1354 

両名御加判の飲酒断 3月22日 文五郎様 (封筒入)
禁出精の約書作成の
上、梅次郎の息子を
預かりたい旨)

330 渡遁家道付見込(渡 明治11年 渡遁冗晃→各御 墨書継紙 15.9X62.3 1通 14司3- 2004P1355 
辺良治の死後のこと 7月15日 中 2 
について)

331 [書簡](御梯状を次 明治12年 真太郎→周防様 墨書罫紙 24，1 X 25，1 1通 17-6- 2004P1356 
までに見合わせる 6月12日 7-1 
事、今日算用だが外
にl銭青銅を願う
件、頂き物の礼)

332 [書簡](鳥居氏・塩 (明治時代)尾上拝→周防先 墨書切紙 16.3 X 31，0 1通 17-6-7-2に同 17-6- 2004P1357 
川氏に金子借用依頼 8月3日 生 折 後 欠 7-2 
5.60銭当時御取替願
い等)

333 [書簡](尾上才郎の (明治) 六才→(周防)文 墨書継紙 封筒16，1X l通 六才の印あり 17-6 2004P1358 
儀について) 6月29日 五郎様 (封筒入) 6.2 継紙 10-1 

16.2X38.0 
334 覚(ガフス、箱等、 明治12年 尾上 墨書一紙 15.6 X 24.0 1通 17-6-10-1の 17-6- 2004P1359 

日用品の数と値段の 6月29日 継紙と同折 10・2
覚書) (封筒入)

335 証(七段重堺重に関 明治13年 尾上のぶ(代筆: 墨書 紙 24.0X32.0 l通 17-6 2004P1360 
する約定証文五郎 2月5日 真三)→周防文 11 
へ差し出すはずであ 五郎殿

ったのを他方へ譲つ
たので、塩川護四郎
氏の返言を呼び次
第、金子の支払いを
約束)

F
H
U
 

O
O
 



寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

336 委任状(大分県日田 明治14年 片山常雄(朱印) 墨書竪帳 23.8X 16.2 1冊 2-12 2004P1361 

郡赤石村と合瀬村の 11月5日 →周防文五郎、

権山林限立に木買い入れの 山脇義蔵

ついて)
337 [書簡](兄良治へ無 (明治15年) 渡謹瀬一郎→周 墨書切紙 l通 3-7 2004P1362 

試験にて病院開業免 3月3日、 防文五郎様 (封筒入)

状が下される旨など 3月25日
の教諭を依頼) 着、同27

l披日夕見帰郷

338 [書簡](梁橋古道具 (明治16 桑野弘人→周防 墨書罫紙 23.4X66.8 1通 17-6-4の関連 17-6-2004P1363 
商堀茂平へ高木勝武 年ヵ)8月 文五郎様 (2枚) カ 16-1 

がの預件)けた万剣の値段 20日

339 [書簡](御掛合致した 明治20年 両木勝武→周防 墨書葉書 27.1 X32.2 1通 6 2004P1364 
い件があるので、書 6月19 文五郎殿

面便到に着て次返第書、を葉依書頼)郵 2目5、日6着月

340 [書簡](この書面到 明治20年 両木勝武→周防 墨書葉書 14.2X8.9 l通 5 2004P1365 
着次第、葉書郵便に 6月26 文五郎殿

頼て返)書下さるよう依 目日、正午7月着3 

341 [書簡](ニ僚殿証文一 (明治20年 両木磁次郎拝→ 墨書切紙 21，9X22，0 1通 前欠 17-2 17-3-2004P1366 
件に付、高木右兵右衛 ヵ)第10 周防文五郎殿 の続きか朱 l
門氏の話、留守中、御 月25日謹 筆で「二十年

用金不足の為高木高L氏 ム 十月廿九日午
より御用借、金子返却 後六時着」と
延引の理由、証文につ あり
いて、照明書請求の方
法について)

342 [借用証文写](金200明治2年 二僚家留守取 墨書切紙 21，8X21，3 l通 17-3-1の続き 17-3-2004P1367 
万両) 巳正月 締:杉山政ノ進、 か朱筆で 2 

高木右兵右衛門 「二十年十月
→高木幸L殿野 廿九日午後六
田弥四郎 X (着カ)J 

とあり
343 御用借状之事(両木 明治2年 二{楽家留守取 墨書継紙 23，1 X 15，0 1通 17-3-2に記載 17-5 2004P1368 

最L氏より金200万両 巳正月 締:杉山政ノ進、 (2枚継) の証文之写と
を拝借の事) 高木右兵右衛門 同内容

|→田弥高木四礼郎殿 野

344 [書簡](在福中の御 (明治時代) (不詳) 墨書切紙 21，6X29，7 1通 後欠 17-3-1 17-2 2004P1369 
厚意への感謝、三僚 20年10月 と17-3-2が続
殿証文一件に付き留 29日午後 きか
守中取締人兼連借入 6時着
の野田弥四郎が在京
の事、高木右兵右衛

難門儀氏での証あ明益書事L取得が

345 [書簡](勝良母再婚 明治22年 敏功→周防貴兄 墨書継紙 15.4X99.1 l通 3-17 2004P1370 
の件について相談、 9月5日 (4枚継)
勝良此度鉄道電信技
術生募集に合格し神

戸学鉄の道事電)信学校に通

346 [書簡](先方にてサ (明治時代)松居吉統→周防 墨書葉書 14.2X8.9 l通 4 2004P1371 

件ワヘなルど報製造知)に着手の
文五郎殿

347 [書簡](不談の件で (明治時代)永田弥次郎→尾 墨書罫紙 封筒18，7X 1通 「役場用紙」 17-6-2004P1372 
荒木氏立ち寄り協 3月28日 上信助殿 (封筒入) 6，7 罫紙 に記述 13 
議、本月31日は裁判 23，8X32，4 
所、毎事打ち合わせ
の上鳥井御一族の件
を御協談の事)

L ーーーーーーーー
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

348 [書簡](渡辺良治の (明治時代) 上白水村金堂 墨書切紙 16.2X28.4 1通 14-3-2004P1373 
1未明治納1に0つ年いかてら)の民費

10月26日 |清渡漫九郎元→兆和様田村

349 [書簡](久留米の家 (明治時代)久留米尾上義 墨書継紙 封筒17，1X 1通 17-6-2004P1374 
の処分の件、身代差 11月5日 郎→周防文五郎 (封筒入) 4，8 継紙 8 
出し、家分は塩川・ 様 16，2X46，5 
鳥樗居の事よ)り先生へ御依

350 口演(先日のカサ子 (明治時代)尾上→周防様 墨書ー紙 17，OX24，2 1通 17-6-2004P1375 
箱代償内訳を請取、 12月4日 (罫紙) 9 
|今催促日残)金を払うよう

351 |救[書援簡の]件(金)20円にて (近代) 7 (不詳)
墨<2枚書継)継紙

16.0X99.0 l通 2-24-2004P1376 
月19日 1 

352 [書簡]( r早使用」 (近代) 松居吉統→周防 墨書継紙 封筒22，5X 1通 17-6-2004P1377 1 

着手及び周旋の件) 10月24日 文五郎殿 (2枚継、封 8，1 書状 2 
筒入) 17，1 X53，3 

353 口演(先夜御来光甚 (近代) 尾上→周防様 墨書切紙 24，2X24，3 l通 17-6-2004P1378 
失敬、ご相談したい 10月21日 3 
事があるので、今夕

御円奉借紙寄三の事状及|びの事「)二

354 [断簡](機関学修行 (近代) (不詳) 墨書断簡 21，8X9，1 l枚 17-1 2004P1379 
の為出園、北海道函
館で修行し当月上旬
出発の事、 「三篠殿

|候証文|事ニ)取掛リ居申

雑
355 明治五年壬申之記録 明治5年 (不詳) 墨書横帳 32.3X 12.1 l枚 「明治五年壬 17-70 2004P1380 

正月吉辰 端紙 申之記録正月
吉辰改之会計
懸」とあり

356 舞鶴小学新築計算比 明治10年 (不詳) 墨書竪帳 23.9X 15.9 1冊 朱筆で「明治 17-50 2004P1381 
較表 6月14日 十年六月十四

日ニ書入之
控Jとあり
舞鶴小学校新
築にかかわる
諸経費の計算
「舞鶴小学新

築出納表j も
あり 朱筆で
「十年八月廿
八日更ニ達
し止とあり

357 岡本家ー付健 明9月治31日1年 (不詳) 墨端書紙 竪帳 24.7X33.4 l枚 表紙のみ 2-17 2004P1382 

358 [覚](9月10日-11 (江戸~ (不詳) 墨書横帳 30.6X 12.2 1枚 17-84 2004P1383 
月25日にかけての 近代) 9 端紙

日々の金銭出納帳) 月10日~
11月25日

359 記(鶏、醤油等、日 明治14年 吉野周防五 墨書切紙 23.5X 15.8 1通 端書に「明治 17-10 2004P1384 
用品の計算書) 12月 各判 (罫紙) 十四年十二月

算用相済控J
とあり

360 音信(金穀出納帳) 明治15年 (不詳) 墨書横帳 12.0X33.0 l枚 3-10-2004P1385 
12月24日 端紙 1 
-29日、
明治16年
2月4日~
4月10日

司

too 



寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

361 金穀出納 明治15年 (不詳) 墨書横帳 25.0X 17.0 1枚 3-10- 2004P1386 

12月31 端紙 2 

日、明治
16年1月6
日.12日

-278日日~ 
3月2

362 [記](家賃・質入など (明治期以 (不詳) 墨書小横 12.3X29.0 l枚 端部分破損に 17-89 2004P1387 

を記した金銭出納帳 降ヵ)6月 帳端紙 より欠

桐山氏の、記庖述屋あ町り家)賃 2月01日9~日9 
など

363 [金出納帳](10月19 (明治時代) (不詳) 墨書竪帳 24.3X 16.4 1冊 17-8-2を含む 17-8- 2004P1388 

の日か金のら計12算月書11)日まで
1 

364 記(ニ升樽等の計算 (明治) 〆上(印)→作平 墨書切紙 16.3X 19.5 1通 17-8-1の聞に 17-8 2004P1389 
書〆2円33銭) 9月15日 様 はさまってい 2

たもの

365 [買物帳] (明治時代) (不詳) 墨端書紙 横帳 12.0X 31.5 l枚 3-1 2004P1390 

366 記(明治8年1月20日 (明治時代) (不詳)→品木様 墨書継紙 16.2X57.5 1通 「〆金弐拾円 17-6- 2004P1391 

~の米同1の6値年段8月の1記8録日1間 市郎郎次・岡本四 (2枚継) |三俵拾ハ五|銭、米弐 1
とあり

367 記(御掛米、御持余 (明治時代) (不詳) 墨書切紙 12.1X8.4 1通 25 2004P1392 
の件について)

368 記(米10俵の金への (明治) (不詳) 墨書切紙 15.9 X 19.4 l通 端書に「記、 14-10 2004P1393 
換算について) 20年4月8 二十年四月七

日 日、計算書、
遣し候控Jと
あり

369 記 (障子値・襖段)等の員 (明治時代) (不詳) 墨書横帳 23.8X32.5 l枚 2-23 2004P1394 
数とその 端紙

370 覚 uホッタアース」 (明治時代) 墨書断簡 14.5 X 13.8 1枚 破損 17-22 2004P1395 
「ラウダニエムJr硝
黄丸手製」等、薬品
購入の覚書ヵ)

371 [覚]U表具Jr昌蒲J (明治時代) (不詳) 墨書切紙 16.5X24.1 1通 前後欠 17-6- 2004P1396 

なを記どそす)の長さや種類 0-2 

372 記の(事家財に一切売て)り払 (明治時代) 吉田平兵衛 墨書切紙 16.1 X45.0 1通 14-3- 2004P1397 
い つい 3 

373 記の事(家に財、 私て有)田畑 (明治時代) 長谷朝深 墨書切紙 16.2X40.5 1通 14-3- 2004P1398 
つい 4 

374 保険契約継承々諾書 (明治時代) 契約人→大阪生 印刷ー紙 24.4X 16.7 l通 記入なし 17-90 2004P1399 
(九州生命保険株式 命保険株式会社

会社の保険を大阪生 御中
命保険株式会社で継

|承書す類)る旨を承諾する

375 [覚](藩札者、年 (明治時代) (不詳) 墨書横帳 12.5X31.0 1枚 前後欠 3-3-3 2004P1400 

l講丹、関米係)高について 端紙

376 [覚] (壱蕃会から五 (明治時代) (不詳) 墨書罫紙 27.3X38.5 1通 破損 3-3-4 2004P1401 

蕃日会付等まで講の関く係じ入)の

377 記(中原講掛金滞高 明治22年 辻弥二、下沢善 墨書竪帳 24.3X 17.1 1冊 2-20- 2004P1402 
金141円69銭の内29 3月23日 衛門、周防文五 l 
円69銭用捨の件の写 郎ほか
及び明治22年4月1日
付下沢善右衛門殿へ
周防文五郎の書いた
借用記、明治20年9
月26日周防州の書い
た委任状)

-88-
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

378 写記(中原講の「満 明治22年 周防文五郎中 墨書竪帳 24.7X 16.8 l冊 「周防」 「石 14-11 2004P1403 
会与一金滞高」と 3月23日 原講請求人:辻 (罫紙) 丸Jの印あり
「訴控実費高」の金 弥三→下沢善右

額のことで、加入者 衛門殿、黒川善
一般ヘ今少し用捨を 三郎殿、新島喜
受けたい件につい 助殿、津田勝規
て) 殿、八尋伊三郎

殿、安川次平殿、
都築弥之助殿、
谷卯三郎殿、高

l新山卯二平郎殿殿、瀬川

379 「断簡] 1 (近代) (不詳) 墨書断簡 17.0X31.5 1枚 2-21 2004P1404 
380 [員記の]名(福前成書村上々)会議 (近代) (不詳) 墨書ー紙 24.0X33.8 1通 17-71 2004P1405 

381 円事記)](茂信以下2名の (近代) (不詳) 墨書 24.5X30.6 1通 17-74 2004P1406 

382 11断簡1 1 (明治時代) (不詳) 墨書駈簡 13.5X33.2 l枚 2-3 2004P1407 
383 [罫紙] (明治時代) (不詳) 竪帳、端紙 24.0X32.0 1枚

|場「I矢部印村字役あり
2-7 2004P1408 

384 雑綴 昭和1・(不詳) 墨書・畷 18.9X26.0 1枚 破損表紙の 16-1 2004P1409 
端紙 み

385 福岡市立福岡商業学 明治42年 周防 印制墨書 12.5X8.8 1冊 29 2004P1410 
校生徒学籍手牒 手帳

3 その他

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

書籍
386 易学小茎 万延元庚 (不詳) 墨書・印刷 17.0X 11.0 l冊 21 2004P1411 

1申8年日霜月 冊子

387 [錆図] ( f首長公野太 (江戸時代) (不詳) 墨書竪帳 23.2X28.0 l冊 14-8 2004P1412I 
万之輝、信長作の錆
の図等56種]

388 大日本帝国海軍艦船 (明治時代) (不詳) 印則一紙 73.5X97.0 1枚 24 2004P1413 

表部を(表海記軍すの艦る)船の細

389 アルバム「戦友第四 (大正~昭 (不詳) アルバム 19.4X26.2 1冊 2004P1414 
中隊J (野戦重砲兵 和ヵ)
第五聯隊歴史伐録と

第野戦四重聖墜砲霊兵童第}五聯隊

390 
通26俗1三~国32志巻之

(近代) (不詳) 墨書竪帳 39.0X 13.8 1冊 11-2 2004P1415 

391 県府の等級表 (近代) (不詳) 印刷ー紙 28.2X21.8 1枚 12 2004P1416 
392 [記](百科事典の一 (近代) (不詳) 墨書竪帳 16.8X23.6 3枚 17-75 2004P1417 

部ヵ) 端紙 ~1419 

393 [冊子](百科事典ヵ) (近代) (不詳) 印制冊子 17.2X12.0 1冊 22 2004P1420 
394 [部記ヵ])(百科事典の一 (近代) (不詳) 端印紙刷 竪帳 17.2X 12.0 l枚 23-1 2004P1421 

395 
樺(太1:3全.0図50.000) 

(近代) (不詳) 印制一紙 54.2X80.1 l鋪 9 2004P1422 

絵画
396 [唐人母子図] (江戸時代) (不詳) 墨書水 65.2X38.9 1枚 14-9 2004P1423 

彩、継紙
(3枚継)

nu 
oo 



寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

武芸
397 [二天流兵法之奥旨] 天保15年 斎村次郎八(花 墨書切紙 40.7X49.8 l通 14-7 2004P1424 

辰18年日5月 押)→林斎宮殿

398 [弓術書](弓術の作法、 (江戸時代) (不詳) 墨書継紙 19.5X 1通 前欠 17-53 2004P1425 
由来など21ヵ条) (2枚継) 173.0 

399 大目録「吉田流弓 文化元年 八田甚平頼右 墨書巻子 18.6X l巻 30-1 2004P1426 
条々 」 12月 周(朱防印辰・花六押)→ 装 364.0 

400 小目録「吉田流弓手 文化冗年 八回甚平頼右 墨書巻子 18.6X l巻 30-2 2004P1427 
前之条々 」 12月 周(朱防印辰・花ム押)→ 装 155.0 

/、

401 [一天流免許状] 文政13年 立花弥兵衛種礼 墨書めく 縦26.7 1巻 破損大 30-3 2004P1428 
5月19日 岡(朱本印半・花弥押)→ り

402 兵法条書 嘉永3年5 林斎宮重行(朱 墨書継紙 17.8X70.5 1通 30-4 2004P1429 
月18日 清印六・花押)→周防

403 一傍流武者組目録 大正10年 浅山一惇斎ほか 墨書巻子 15.1 X 149.0 1巻 30-5 2004P1430 
5月 (朱印・花押)→ 装

周防博
404 極伝奥書別巻口訣 天保3年4 秋月紀白卿(朱 墨書巻子 17.0X232.2 1巻 破損 30-6 2004P1431 

月 I急印齢・花子押)→桑野 装

405 [か鷹)書](鷹忌の歌ほ (江戸時代) (不詳) 墨書めく 15.6X189.0 1巻 破損 30-7 2004P1432I 
り

406 [鷹書](仕掛の事ほ 寛文7年9 周防清六入道道 墨書めく 17.5 X 180.0 1巻 破損 30-8 2004P1433 
か) 月 無勝吉左(花衛押門)→尉 り

周防久
407 中和流抜万目録 慶応元年 天野勝左衛門目 墨書巻子 18.0X261.5 l巻 破損 30-9 2004P1434 

6月 豊→周(朱防印辰・花兵押衛) 装

408 中和流抜刀仕合目録 慶応冗年 天野勝左衛門昌 墨書巻子 18.0X270.0 1巻 破損 30-10 2004P1435 
6月 豊(朱印・花兵押衛) 装

→周防辰
409 砲術目録 嘉永冗年 伴次郎左衛門資 墨書巻子 18.0X280.0 1巻 破損 30-11 2004P1436 

11月 直清六(朱印)→周防 装

410 砲術事業之巻 嘉永冗年 伴次郎左衛門資 墨書巻子 18.0X750.0 1巻 破損 30-12 2004P1437 
11月 直(朱印)→周防 装

清六

文芸
411 [覚](華道の作法 (江戸時代) (不詳) 端墨紙書 横帳 12.1 X30.0 1枚 前後欠 2司24-2004P1438 

等) 2 
412 [和歌]( r伊勢太神 (江戸時代) 天村雲命衣曲従 墨書切紙 16.1 X22.7 l通 2-24-2004P1439 

官」 「天児屋根命J 四位度会神主正 3-4-1-
「布万玉命J) 膝謹書 1 

413 [和歌] (江戸時代)豊臣秀頼他12名 墨書継書 15.1 X40.9 1通 2-24-2004P1440 
3-4-3 

414 漢詩「文路春行秀、不 (近代) (不詳) 墨書ー紙 19.6X17.5 l通 17-78 2004P1441 
足詞林秋、望老弥深J

415 [て記)](歌の事につい (近代) (不詳) 端印刷紙 竪帳 17.0X 11.5 l枚 破損大 17-79 2004Pl442 

胸当
416 胸当 (江戸時代) (不詳) 麻製 54.0X29.4 1}点 26 2004P1443 
417 胸当 (江戸時代) (不詳) 革 37.0X35.0 1}点 27 2004P1444 

包紙
418 [包紙]r周防関係分 (現代) 三越 一紙 54.0X37.5 1枚 2-0 2004P1445 

明治初期」
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寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

419 [封筒] (明治時代) (不詳) 墨書封筒 30.0X20.0 1点 封筒上書「明 2-8 2004Pl446 
治廿二口口荒
戸三番丁、家
屋敷ノ件、及

材木町廿九番
地家屋備(借
カ)件、明治
廿五年二月よ
り」

420 [こより] (江戸時代) (不詳) こより 17.1 l本 2-24-3-1'""'3 2-24- 2004P1447 
を一括する 3-0 

421 [こより] (江戸時代) (不詳) こより 13.4 1本 2~24-3-4-1 ~ 2-24 2004P1448 
7を一括する 3-4-0 

422 [封筒] (現代) (不詳) 封筒 31.0X21.5 1点 3-1 '""'23を一 3-0 2004Pl449 
括する

423 [包紙]( r片江町鶴 明治15年 (不詳) 墨書包紙 25.6X 19.5 1枚 3-3-1 '""'6を一 3-3-0 2004P1450 

|類田市入郎I) 次講二係ル書 11月27日 括する

424 [包紙] ( r荒戸二番 (近代) 周防文五郎 墨書包紙 23.5X31.8 1枚 3-3-2'""'3-3-6 3-3-1 2004P1451 
丁周防文五郎J) を包む

425 I~書包|紙)](「被仰渡覚 (江戸時代) (不詳) 墨書包紙 27.0X 19.8 l枚 3-3-2 2004P1452 

426 [封筒]( r明治十一 明治11年 (不詳) 墨書封筒 5.8X 13.4 1点 下部切断 3-4 2004P1453 
年改J 「鶴田市J) 改ル

427 
[封「郎筒次]構(用「改|ル)」 (近代) (不詳) 墨書封筒 9.0X5.9 l点 上部切断 3-18 2004P1454 

428 [封筒]( r渡辺家関 明治11年 周防氏 墨書封筒 28.6X 13.1 1点 3-19 2004P1455 
係書類J) 3月

429 [封筒]( r他方ー遺 (近代) (不詳) 墨書封筒 28.8X9.8 I点 23-1 '""'23-7 3-23- 2004P1456 
したる証書之控J) までを一括 O 

430 
|事本科文壱、学日年用成文績、習品字記

(近代) (不詳) 墨の書み 包紙 31.1 X24 1枚 7 2004P1457 

431 
朝「鷹日新関係聞ペ包ン紙書ヵ) 9昭月和3405且年

(不詳) 新聞 61.0X 51.0 l枚 10 2004P1458 

432 [包紙] (近代) (不詳) 包紙 26.7 X 18.2 l枚 11-1 '""'2を一 11-0 2004P1459 
括する

433 [封筒]( W少年倶楽 昭和14年 (不詳) 封筒 24.7X 17.5 1点 11-1 2004P1460 

部付』録第)26巻第l号の

434 [封筒]( r鎌田家関 昭和55年 (不詳) 封筒 24.8X 17.0 1)点 13-1'""'16を 13 2004P1461 
係J) 一括する

435 [封筒]( r雑古文書 (現代) 住友電気工業株 封筒 42.1X26.9 l点 14-1-0'"'" 14-0 2004P1462 
未整理J) 式会社→友電気 14-11を一括

工福業岡株支庖式御会社中
する

436 [こより] (江戸時代) (不詳) こより 59 l本 14-1-1から 14-1- 2004P1463 
14-1-6をく O
くる

437 [包紙]( r明細書」 (江戸時代) (不詳) 墨書包紙 22.0X 15.6 l枚 14-1- 2004P1464 
「折返シ申上>.J ) I 

438 [包紙] (江戸時代) 渡遺7c晃 墨書包紙 33.0X23.0 1枚 14-3-1 '""'5を 14-3- 2004P1465 
一括する 。

439 [こより] (昭和) (不詳) こより 76.8 1本 16-1'"'" 16-43 16-0 2004P1466 
までをくくる

440 [包紙]朝日新聞 昭和49年 朝日新聞社西部 墨書新聞 54，7X80.8 1枚 17-1'"'" 17-91 17-0 2004P1467 
(1974年) 本社 紙 までを一括
10月1日 包紙上書に
火曜日付 「明治時代」

とあり 朝日
新聞朝刊1、
2、15、16面

守

i
n
w
d
 



寄贈資料 2.周防憲男資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 整理No. 備品番号

441 尾上殿係ル書類入 明治12年 (不詳) 墨書封筒 23.3X 10.8 1点 17-6-0-2を内 17-6-2004P1468 
7月改ル 包印あり 0-1 

封筒裏書きに
「高木幸L]Jノ

件書類モ入J
とあり

442 [包紙] (明治時代)桑野弘人→周防 墨書包紙 22.8X31.7 1枚 17-6-16-1と 17-6-2004P1469 
文五郎殿 (罫紙) 17-6-16-2を 16-0 

一括表書き
に「周防文五
郎」、裏書き
に「宗像郡牟
田尻村ヨリ、
桑野弘人」と
あり

443 [一紙] (近代) (不詳) 一紙 38.4X19.7 1枚 破損 17-9 2004P1470 
444 証 (明治時代) (不詳) 墨書包紙 23.3X30.9 1枚 「借用金証」 17-24 2004P1471 

(罫紙) (罫紙)の反 ーO
故紙を使用
17-24-1 "-
17-24-3まで
を一括

445 [包紙] (明治時代) (不詳) 墨書包紙 23.4X23.9 l枚 破損数カ所 17-25 2004P1472 
(罫紙) に「長谷」の O 

印あり
17-25-1カEら
17-25-9まで
を一括表書
きに「渡謹良
治分、金三拾
七円也、長
谷・倉田預
りl とあり

446 [封筒] (現代) (不詳) 封筒 23.4X 11.1 l点 上部破損 17-34 2004P1473 
17-34-1 "- O 

1を7一3括4-5まで

447 [封筒] (近代) (不詳) 封筒、印 30.1 X 19.0 1 ，~ 封筒内側の上部 17-35 2004P1474 
に「十一日jの
朱印あり

448 諸受取入 (明治時代) (不詳) 墨書包紙 30.0X 10.4 l枚 「明治九年ヨリ 17-66 2004P1475 
発ル諸受取
入Jとあり
「荒戸町役場

ニ係書類」と
いう記述が消
されている

449 西日本新聞 昭和53年 西日本新聞社 印則一紙 54.0X80.0 l枚 18-1 "-18-18 18-0 2004P1476 
1月23日 を一括

450 [包紙] (近代) (不詳) 包紙 27.0X28.5 1枚 23-1を一括 23-0 2004P1477 
451 目録箱 (江戸時代) (不詳) 墨書木製 23.6X 10.7 1，~ 30-1・2を収 30-13 2004P1478 

X7.3 納

」
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寄贈資料 3.松田順吉資料

3.松田順吉資料

(資料内訳) 1 文書…・……・………・・……....・ H ・. 16件 16点

2 写真原板…・……・……....・...…・・・ 37件 37点

3 絵葉書・………....・ H ・...・H ・...・H ・-… 153件153点

4 新聞・雑誌切抜…一……・・………… 74件 97点

5 その他……………………………ー 5件 5点

(総計) 285件308点

1 文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

封筒「辞令及其他書 不詳 不詳 墨書封筒 24.5X8.3 1点 2004P1479 
類」

2 辞令(月俸金30円) 明治44年 南満洲鉄道株式 印制墨書 19.3X24.8 1点 2004P1480 
9月25日 会社より松田昌

平あて
3 辞令(月俸金38円) 明治45年 南満洲鉄道株式 印刷墨書 19.3X24.6 1)点 2004P1481 

4月1日 会社より松田昌
平あて

4 辞令(明治44年度後 明治45年 南満洲鉄道株式 印制墨書 18.0X20.3 1点 2004P1482 
半期賞与金47円50 6月22日 会社より松田昌
銭) 平あて

5 辞令(依願解職ス) 大正冗年 南満洲鉄道株式 印刷墨書 19.7X25.0 1)点 2004P1483 
8月22日 会平社あてより松田昌

6 辞令(慰労金82円) 大正冗年 南満洲鉄道株式 印刷墨書 19.6X23.8 1点 2004P1484 
8月22日 l会平社あてより松田昌

7 感謝状(九州帝国大 大正冗年 賞勲局より松田 墨書 22.7X31.0 1点 2004P1485 
学工科大学採鉱冶金 10月11日 昌平あて
学科奨学資金として
500円寄付、銀杯l個
下賜)

8 感謝状(義摘金10 大正6年5 連合国傷病擢災 印刷墨書 21.6X31.6 l点 2004P1486 
円) 月30日 者慰問会より松

田昌平あて
9 感謝状(米価暴騰ー 大正7年9 山口県知事中川 印刷墨書 22.7X31.0 1，'点 2004P1487 

際シ公共ノ為尽痔) 月16日 望より松田昌平
あて

10 (金円献納により通 大正7年 明治神宮奉賛会 印刷墨書 22.0X30.1 l点 2004P1488 
常会員に列す) 11月22日 より松田昌平あ

て
11 委嘱状(講師) 大正10年 明治専門学校よ 墨書 22.7X31.3 l点 第一第一学期中月 2004P1489 

5月4日 り松田昌平あて 手当金35円
12 委嘱状(市庁舎修繕 大正15年 門司市役所より 墨書 27.0X 19.5 1点 2004P1490 

調査) 6月4日 松田昌平あて
13 辞令(講師嘱託ヲ解 昭和4年3 明治専門学校よ 墨書 22.7X31.2 l点 学校長よりの挨拶 2004P1491 

ク) 月31日 り松田昌平あて 文っき
14 辞令(願ー依リ嘱託 昭和6年 (福岡市より)福 墨書 23.0X29.8 1)点 2004P1492 

ヲ解ク) 11月30日 岡市建築技師嘱
託松田昌平あて

15 (正社員一列ス) 昭和9年3 日本赤十字社よ 印刷墨書 21.9X30.0 1点 2004P1493 
月19日 り松田昌平あて

16 |感へ謝の状協力()金集中運動 昭和15年 福岡県知松事田昌本平間 印刷墨書 22.5X30.3 1点 2004P1494 
9月18日 精より

あて

q
u
 

n
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寄贈資料 3.松田順吉資料

2 写真原板

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

17 雁ノ巣飛行場・建設 昭和11年 松田昌平ヵ ガラス乾板 11.9 X 16.3 1点 2004P1495 

中の格納庫 頃
18 雁ノ巣飛行場・建設 昭和11年 松田昌平ヵ ガフス乾板 11.9 X 16.3 1点 2004P1496 

中の格納庫 頃
19 雁ノ巣飛行場・建設 昭和11年 松田昌平ヵ ガラス乾板 11.9 X 16.3 1点 2004P1497 

中の格納庫 頃
20 雁ノ巣飛行場・建設 昭和11年 松田昌平カ ガラス乾板 11.9 X 16.3 1点 2004P1498 

中の格納庫 頃
21 雁ノ巣飛行場・建設 昭和11年 松田昌平ヵ ガラス乾板 16.3 X 11.9 1}~~ 2004P1499 

中の格納庫 頃
22 雁ノ巣飛行場・建設 昭和11年 松田昌平ヵ ガラス乾板 16.3 X 11.9 1点 2004P1500 

中の格納庫 頃
23 雁ノ巣飛行場・建設 昭和11年 松田昌平ヵ ガラス乾板 16.3 X 11.9 l点 2004P1501 

中の格納庫 頃
24 雁ノ巣飛行場・建設 昭和11年 松田昌平ヵ ガフス乾板 16.3 X 11.9 1点 2004P1502 

中の格納庫 頃
25 雁ノ巣飛行場・格納 昭和12年 松田昌平ヵ ガラス乾板 l1.9X16.3 1点

庫 カ
26 雁ノ巣飛行場・格納 昭和12年 松田昌平ヵ ガフス乾板 l1.9X16.3 1点 2004P1504 

庫 カ
27 雁ノ巣飛行場・事務 昭和12年 松田目平ヵ ガフス乾板 l1.9X 16.3 1点 2004P1505 

所ヵ カ
28 雁ノ巣飛行場・事務 昭和12年 松田昌平ヵ ガラス乾板 l1.9X 16.3 l}~ 2004P1506 

所ヵ カ
29 初盆飾り 昭和11年 松田昌平ヵ ガフス乾板 l1.9X16.3 1点 松田末(寄贈者の 2004P1507 

8月 祖母)の初盆
30 初盆飾り 昭和11年 松田昌平ヵ ガフス乾板 l1.9X 16.3 l点 松田末(寄贈者の 2004P1508 

8月 祖母)の初盆
31 初盆飾り 8昭月和11年 松田昌平ヵ ガフス乾板 l1.9X16.3 1)長 松祖母田)末の(寄初贈命者の 2004P1509 

32 初盆飾り 昭和11年 松田昌平ヵ ガフス乾板 l1.9X16.3 1点 松田末(寄贈者の 2004P1510 
8月 祖母)の初盆

33 初盆飾り 昭8月和11年 松田昌平ヵ ガフス乾板 l1.9X16.3 1点
|松祖母田末)の(寄初贈傘者の

2004P1511 

34 初盆飾り 昭8月和11年 松田島平ヵ ガフス乾板 16.3 X 11.9 1点 l松祖母田)末の(寄初贈盆者の
2004P1512 

35 家身)族写真 (3人、 全 昭和前期 松田昌平ヵ ガフス乾板 16.3X 11.9 1点 2004P1513 
カ

36 |外家)族写真 (11人、 屋 昭和前期 松田昌平ヵ ガフス乾板 11.9 X 16.3 1点 2004P1514 
カ

37 家族写真 (3人) 昭和前期 松田国平ヵ ガフス乾板 11.9 X 16.3 1点 2004P1515 
カ

38 家の族間写の真前)(10人、 床 昭和前期 松田昌平ヵ ガラス乾板 11.9 X 16.3 1点 2004P1516 
カ

39 玉底屋側外)観 (黒田洋品 昭和前期 松田昌平ヵ ガフス乾板 8.2X10.7 1点 2004P1517 

40 玉屋外観(黒田洋品 昭和前期 松田昌平ヵ ガラス乾板 8.2X 10.7 1点 2004P1518 
庖側)

41 玉屋外観(黒田洋品 昭和前期 松田昌平ヵ ガフス乾板 8.2X10.7 1点 2004P1519 
庖側)

42 玉屋外観(入口) 昭和前期 松田昌平ヵ ガフス乾板 8.2X 10.7 l点 2004P1520 
43 玉屋外観(山崎洋服 昭和前期 松田昌平カ ガフス乾板 8.2X 10.7 1点 2004P1521 

届側)
44 玉屋外観(山崎洋服 昭和前期 松田昌平ヵ ガフス乾板 10.7X8.2 1，'点 2004P1522 

庖側)
45 行楽写真(名島ヵ) 昭和前期 松田昌平ヵ ガフス乾板 8.2X10.7 1点 2004P1523 

カ
46 家族写真(1人) 昭和前期 松田昌平ヵ ガフス乾板 8.9X6.4 1点 寄贈者の母 2004P1524 

カ
47 手回し蓄音機 昭和前期 松田昌平ヵ ガフス乾板 8.9X6.4 1点 2004P1525 

カ
48 飛行機 昭和12年 松田順吉 白黒ネガフ 4.5X7.1 1点 2004P1526 

ィルム
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

49 飛行機 昭和12年 松田順吉 白黒ネガフ 4.5X6.8 1点 2004P1527 
ィルム

50 飛行機 昭和12年 松田順吉 白黒ネガフ 4.5X7.3 1点 2004P1528 
ィルム

51 飛行機 昭和12年 松田順吉 白黒ネガフ 4.5X6.8 1}点 2004P1529 
ィルム

52 格納庫の中の飛行機 昭和12年 松田順吉 白黒ネガフ 6.7X4.5 1J点 2004P1530 
ィルム

53 格納庫の中の飛行機 昭和12年 松田順吉 白黒ネガフ 7.3X4.5 l}i~ 2004P1531 
ィルム

3 絵葉書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

54 福岡県庁新館 昭頃和カ3年 不詳 印刷葉書 9.2X 14.0 1枚 2004P1532 

55 博多築港博蕃人高砂館 昭和11年 不詳 色刷葉書 14.0X8.8 2枚 封筒入り 2004P1533 
56 太宰府天満宮 大正~昭 絵画研究会 印刷葉書 9.2X14.0 8枚 封筒入りスタンプ 2004P1534 

和前期 |拝「紀太宰念府天満宮参
11.8.19J 

57 太宰府天満宮
和大正前期~昭

絵画研究会 印刷葉書 9.2X 14.0 4枚 封筒入り 2004P1535 

58 武雄町上水道通水記念
大和正前期~昭

武雄町発行ヵ 印刷葉書 9.2X 14.1 4枚 封筒入り 2004P1536 

59 武雄温泉絵葉書 大正~昭 武雄温泉株式会社 色刷葉書 9.1 X 14.3 2枚 封筒入り 2004P1537 
和前期

/印発刷行株式東会京社図/案製

60 長崎名勝 昭和前期 不詳 印刷葉書 9.2X 14.2 12 封筒入り 博覧会 2004P1538 
枚 の絵葉書(文明発祥

館、日光館)2枚を

含む昭和7年 ~

部10検年閲長済崎要塞司令

61 温泉名勝絵葉書第壱 大正~昭 古湯油屋商庖/発 印刷葉書 9.1 X 14.2 10 封筒入り スタン 2004P1539 
集 和前期 行 枚 プ「温泉登山紀念

油屋 13.7.24J 
62 温泉名勝絵葉書第弐 大正~昭 古湯油屋商店/発 印刷葉書 9.1 X 14.1 10 封筒入り スタン 2004P1540 

集 和前期 行 枚 プ「温泉登山紀念
油屋 13.7.24J 

63 温泉名勝絵葉書第参 大正~昭 古湯油屋商庖/発 印刷葉書 9.1 X 14.1 10 封筒入り スタン 2004P1541 
集 和前期 行 枚 プ「温泉登山紀念

油屋 13.7.24J 
64 世界に誇る国立公園 昭和前期 不詳 印刷業書 9.1 X 14.2 8枚 封筒入り 2004P1542 

観光の雲仙 (以昭降和)9年

65 別府名所かまど地獄 大正~昭 かまど地獄/発行 印刷葉書 9.1 X 14.1 5枚 封筒入り 2004P1543 
集 和前期

66 (別府名所)照湯地 大正6年 不詳 印制葉書 9.0X14.0 2枚 スタンプ「豊後圏 2004P1544 
獄 (記念スタ 海地獄遊覧紀念

ンプ) 大正6.4.15J
67 (別府名所)血の池地 大正6年 和田/発行 印刷葉書 9.0X14.1 2枚 スタンプ「豊後園 2004P1545 

獄新噴口爆発実況其 (記念スタ 海地獄遊覧紀念
十 ンプ) 大正6A.15J

68 (別府名所)今井地獄 大正6年 和田印刷 印刷業書 9.1 X 14.1 2枚 スタンプ「豊後園 2004P1546 
(記念スタ 海地獄遊覧紀念
ンプ) 大正6.4.151

69 (別府名所)新鬼石 大正6年 和田/発行 印刷葉書 9.0X14.1 2枚 スタンプ「豊後園 2004P1547 
地獄 (記念スタ 海地獄遊覧紀念

ンプ) 大正6.4.15J

F
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寄贈資料 3.松田順吉資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

70 (別府名所)かまど 大正6年 和田印刷 印制葉書 9.0X14.0 2枚 スタンプ「豊後園 2004P1548 

地獄 (記念スタ 海地獄遊覧紀念

ンプ) 大正6.4.15J
71 (別府名所)海地獄 大正6年 和田印刷 印刷葉書 14.1X9.1 1枚 スタンプ「豊後園 2004P1549 

其三 (記念スタ 海地獄遊覧紀念

ンプ) 大正6.4.15J
72 (別府名所)鬼石地 大正6年 和田/発行 印刷葉書 9.0X 14.1 1枚 スタンプ「豊後園 2004P1550 

j訣 (記念スタ 海地獄遊覧紀念

ンプ) 大正6.4.15J
73 (別府名所)十万地 大正6年 和田/発行 印刷葉書 9.0X 14.0 l枚 スタンプ「豊後園 2004P1551 

獄全景 (記念スタ 海地獄遊覧紀念

ンプ) 大正6.4.15J
74 (別府名所)坊主地 大正6年 不詳 印刷葉書 9.0X14.0 1枚 スタンプ「豊後園 2004P1552 

獄其ー (記念スタ 海地獄遊覧紀念

ンプ) 大正6.4.15J
75 (別府名所)八幡地 大正6年 和田/発行 印制葉書 9.0X 14.1 1枚 スタンプ「豊後園 2004P1553 

獄其三 (記念スタ 海地獄遊覧紀念
ンフ。) 大正6.4.15J

76 (別府名所)観海寺 大正6年 和田/発行 印制葉書 9.1 X 14.2 l枚 スタンプ「豊後園 2004P1554 
三日月地獄 (記念スタ 海地獄遊覧紀念

ンプ) 大正6.4.15J
77 (別府名勝)朝日公 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.1 l枚 本坊主地獄入口 2004P1555 

園坊主地獄 和前期 スタンプ「本坊主
ぢごく 朝日公園
遊覧紀念」

78 (別府名所)朝日公 大正~昭 不詳 印削葉書 9.1X 14.1 2枚 スタンプ「本坊主 2004P1556 
園坊主地獄 和前期 ぢごく 朝日公園

遊覧紀念J
79 豊後新別府温泉場養 大正~昭 不詳 印刷業書 9.0X 14.1 2枚 スタンプ「別府名 2004P1557 

気和泉 和前期 所海地獄遊覧
紀念」

80 別渦府泉)海地獄(新別府 和大正前期~昭
不詳 印刷葉書 9.1 X 14.1 1枚 2004P1558 

81 (別府名所)海地獄 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.0X 14.0 1枚 2004P1559 
和前期

82 (別府名所)別府八 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.0 l枚 2004P1560 
幡地獄 和前期

83 (別府名所)鉄輪滝 大正~昭 不詳 印刷葉書 14.1X9.1 1枚 2004P1561 
湯ノ実況 和前期

84 l泉(別場府名所)柴石温 |大和正前期~昭
不詳 印刷葉書 9.1 X 14.1 1枚 2004P1562 

85 (別府名所)浜脇海 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.1 1枚 2004P1563 
岸ヨリ鶴見山ノ遠望 和前期

86 (別府名所)桟橋 大正~昭 不詳 印制葉書 9.2X 14.1 1枚 2004P1564 
和前期

87 (別府名所)明磐湯 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.1 1枚 2004P1565 
ノ花採集工場 和前期

88 別府観海寺公園ヨリ 大正~昭 別府・和田成美 色刷葉書 9.1 X 14.1 l枚 2004P1566 
温泉場ヲ望ム 和前期 堂/発行

89 (別府名所)仏崎亀 大正~昭 不詳 印刷葉書 14.1 X9.1 1枚 2004P1567 
ノ松 和前期

90 (別府名勝)別府湾 大正~昭 不詳 印制葉書 9.1 X 14.0 1枚 2004P1568 
より四極山を望む 和前期

91 (別府名所)観海寺 大正~昭 不詳 印刷業書 9.1 X 14.1 1枚 2004P1569 
温泉場全景 和前期

92 別府温泉場全景 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.2 1枚 2004P1570 
和前期

93 (別府名勝)松原公園
和大正前期~昭

不詳 印制葉書 9.2X 14.1 1枚 2004P1571 

94 別府海岸砂湯前児玉 大正~昭 児玉屋旅館別荘 印制葉書 14.1 X9.1 1枚 タァ 2004P1572 
屋旅館別荘 和前期 発行ヵ

95 別府海岸砂湯前児玉 大正~昭 児玉屋旅館別荘 印刷葉書 9.0X14.1 2枚 ヨコ 2004P1573 
屋旅館別荘 和前期 発行ヵ

円。
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寄贈資料 3.松田順吉資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

96 水郷名勝の日田 大正~昭 安7c写真館 印刷葉書 9.1 X 14.1 8枚 封筒入り 2004P1574 
和前期

97 由布院温泉の勝景 昭和前期 不詳 印刷葉書 9.0X 13.9 8枚 封筒入り 2004P1575 
1組

98 国立公園霧島の勝景 昭和前期 不詳 印刷葉書 13.9X8.9 8枚 封筒入り 2004P1576 
(昭和9年 l手ill.
以降)

99 国立公園霧島名勝十 昭和前期 不詳 印刷葉書 8.9X 13.8 9枚 封筒入り 2004P1577 
六景 (昭和9年

以降)
100 日向青島の奇勝 大正~昭 不詳 色刷葉書 9.2X14.1 8枚 封筒入り 2004P1578 

和前期
101 (熊本百景)水前寺成 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.1 2枚 封筒「大噴火山の 2004P1579 

趣園(其三)・(其四) 和前期 阿蘇人J入り
封筒にスタンプ
「阿蘇山上神社

登山記念 12.7.25J
102 大噴火山の阿蘇天 大正~昭 不詳 印刷葉書 14.0X9.1 8枚 封筒入り スタン 2004P1580 

和前期 プ「阿蘇山上神社
登山記念 12.7.25J

103 国立公園阿蘇山名勝 昭和14年 不詳 印刷葉書 8.9X 14.0 8枚 封筒入り スタン 2004P1581 
(記念スタ プ「国立公園大阿
ンプ) 蘇絶頂 14.3.26J

104 翠嵐楼絵葉書 大正~昭 翠嵐楼(熊本県人 印刷葉書 9.1 X 14.0 6枚 封筒入り 2004P1582 
和前期 吉温泉)

105 翠嵐楼絵葉書 大正~昭 翠嵐楼(熊本県人 印刷葉書 9.1 X 14.0 4枚 封筒入り 2004P1583 
和前期 吉温泉)

106 八代名勝絵葉書 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.0X 14.0 8枚 封筒入り 2004P1584 
和前期

107 桜島の奇観 大正~昭 俣野集景堂(鹿児 印刷葉書 9.1 X 14.1 8枚 封筒入り 2004P1585 
和前期 島市)/発行 l事旦

108 島(鹿城祉児島名勝)鹿児 大正~昭 不詳 印届IJ 来書 9.0X 14.2 1枚 2004P1586 
和前期

109 政岡之墓参拝記念 大正~昭 不詳 印届IJ 葉書 14.1X9.1 5枚 封筒入り 仙台名 2004P1587 
和前期 所スタンプ「政

岡之墓参拝記念」
110 榛名山絶勝伊香保 大正~昭 不詳 印刷葉書 14.2X9.1 8枚 封筒入り 2004P1588 

和前期
111 明治神宮外苑絵葉書 昭和12年 明治神宮外苑管 色制葉書 9.1 X 14.0 10 封筒入り スタンプ 2004P1589 

(記念スタ 理署/発行使 枚 「聖徳記念総童館
ンプ) 利堂/印行 1組 明治神宮外苑昭和十

二年八月八日」
112 ーコフイ堂 昭和7年9 主婦之友社/発 印刷葉書 8.9X 13.9 1枚 主婦之友附録 2004P1590 

月1日発行 行
113 地下鉄ビル

昭月和1日7年発行9 
主婦之友社/発 印制葉書 13.7X8.8 l枚 主婦之友附録 2004P1591 
|行

114 KAMAKURA 明治末~ 不詳 印刷手彩 9.1 X 14.1 8枚 封筒入り 2004P1592 
かまくら 大正 色葉書 1車E

115 鎌倉勝景由比ヶ浜辺 大正~昭 絵画研究会 印刷葉書 9.2X 14.2 8枚 封筒入り 2004P1593 
に追ふ懐古の情 和前期

116 箱根ヱハガキ 大正~昭 Sakuragi 印制葉書 9.1 X 14.1 10 封筒入り 2004P1594 
和前期 (相模小田原) 枚

117 箱根仙石原 大正~昭 温泉荘クフブハ 印刷葉書 8.7 X 14.0 8枚 封筒入り 2004P1595 
和前期 ウス売店/発行

118 箱根芦ノ湖 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.1 8枚 封筒入り 2004P1596 
和前期 1組

119 教育資料箱根植物は 大正~昭 不詳 押し花貼付 14.1X9.2 5枚 封筒入りちだけさ 2004P1597 
がき第一輯 和前期 葉書 し、をぐるま、いは

なんてん、だいもん
じさう、かうやのま
んねすぎ

円
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寄贈資料 3.松田順吉資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

120 教育資料箱根植物は 大正~昭 不詳 押し花貼付 14.1 X9.2 5枚 封筒入り こあつ 2004P1598 

がき第二輯 和前期 葉書 もりさう、はこね
さう、つりがねつ
つじ、ときさう、

みづちどり

121 教育資料箱根植物は 大正~昭 不詳 押し花貼付 14.1 X9.1 5枚 封筒入り かたひ 2004P1599 
がき第三輯 和前期 葉書 ば、いわうさう、

つくし、ひめとら
のを、いはたlまこ

122 佐渡が島の絶勝尖閣 大正~昭 池田絵画研究 印刷葉書 9.2X 14.1 8枚 封筒入り 2004P1600 
湾 和前期 lZh 3Z 

123 景色の佐渡 大正~昭 池田 印制葉書 8.8X13.8 16枚 封筒入り 2004P1601 
和前期 1組

124 雪の立山 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.0X14.1 8枚 封筒入り 2004P1602 
和前期

125 立山 大正~昭 不詳 印制葉書 8.8X14.0 10 封筒入り 2004P1603 
和前期 枚

126 東海之勝地二保之風 大正~昭 不詳 印局IJ 葉書 9.0X 14.0 10 封筒入り 2004P1604 
光 和前期 枚

127 二河蒲郡竹島弁天絵
和大正前期~昭

八百富神社社務 印刷葉書 8.7X 13.8 4枚 封筒入り 2004P1605 
葉書 所/発行

128 近江八景 大正~昭 田中太湖堂 印制葉書 9.1 X 14.1 8枚 封筒入り 2004P1606 
和前期 1組

129 大本山天龍寺絵葉書 大正~昭 京都・鷹峰大道 印刷葉書 9.1 X 14.3 8枚 包紙あり 2004P1607 
和前期 社/製

130 金閣寺拝観記念絵葉 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.1 16枚 封筒入り 2004P1608 
書 和前期 1組

131 (宇治名所)茶摘風 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.3 l枚 2004P1609 
俗 和前期

132 天平時代大仏殿模型 大正~昭 奈良東大寺/発 印刷葉書 9.1 X 14.3 1枚 2004P1610 
和前期 行

133 厳島の美観 大正~昭 不詳 色刷葉書 9.1 X 14.1 8枚 封筒入り 2004P1611 
和前期 1組

134 最も新しき広島名所 大正~昭 不詳 色刷葉書 8.9X 13.9 2枚 封筒入り 2004P1612 
和前期

135 宮島 大正~昭 鉄道省 日本食 印刷葉書 8.7X 13.8 1枚 使用済み 2004P1613 
和前期 堂車協会/発行

136 安芸の宮島回廊より 大正~昭 不詳 色刷葉書 8.9X 13.9 1枚 使用済み 2004P1614 
大鳥居の遠望 和前期

137 出雲百穴絵葉書 大正~昭 出雲百穴保存会 印刷葉書 9.2X 14.1 5枚 封筒入り 2004P1615 
和前期 /発行博多大

崎周水堂/製
138 出雲名所絵はがき

大和正前期~昭
不詳 印刷葉書 9.2X 14.1 15 封筒入り 2004P1616 

枚
139 大東亜戦争記念報国 昭和10年 逓信省/発行 色刷葉書 8.9X13.9 3枚 封筒入り 解説書 2004P1617 

葉書第一輯 代後半 内閣印刷局/製 1組 っき
造 吉岡堅二「ハワイ

真珠湾強襲J
小磯良平「香港黄泥
涌高射砲陣地奪取」
宮本三郎「シンガポ
ール英軍の降伏J

140 絵葉書 昭和前期 陸軍省/発行 色刷葉書 9.1 X14.3 3枚 封筒入り 2004P1618 
小林又七/印届IJ 末永胤生「サマツ

ト山麓突破」
小松崎茂「ただ一撃」
安田豊「火焔放射隊
のトーチカ破壊J

141 東洋史上燦たる記録 昭和10年 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.1 15 封筒入り 2004P1619 
満洲国皇帝陛下御訪 or15年 枚

日記念
142 陸軍用自由気球 大正3年 不詳 印刷葉書 14.1 x9.2 l枚 スタンプ「大正二 2004P1620 

年陸軍特別大演習
紀念J

-98-



寄贈資料 3.松田順吉資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

143 陸軍飛行機ルンプラ 大正3年 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.0 l枚 スタンプ「大正三 2004P1621 
一式 年陸軍特別大演習

紀念」
144 特別大演習ノ実況 大正3年 不詳 印刷葉書 9.1X 14.1 1枚 スタンプ「大正ニ 2004P1622 

士()トーチカの中の兵 紀年念陸軍|特別大演習

145 特別大演習ノ実況 大正3年 不詳 印刷葉書 9.1X 14.1 1枚 スタンプ「大正二 2004P1623 
(橋を渡る兵士) 年陸軍特別大演習

紀念」
146 機銃を浴せて的を追 昭和6年 不詳 色刷葉書 9.0X14.3 1枚 満洲事変記念えは 2004P1624 

ふ装甲自動車 カ が附録き 少年倶楽部

147 (歩兵生活)機関銃 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.0X 14.1 1枚 2004P1625 
隊之射撃 和前期

148 突(歩貫兵生活)歩兵之 l大和正前期~昭
不詳 印刷葉書 9.0X14.2 1枚 2004P1626 

149 電(騎話架兵設生活)通信隊 l大和正前期~昭
不詳 印刷葉書 9.1 X 14.1 1枚 2004P1627 

150 堅き備へは東亜の鎮 昭和前期 陸軍省/発行 色刷葉書 13.9X8.8 l枚 2004P1628 
め 3月10日陸軍記念 |社凸版/印印刷制株式会
日

151 古カ雌メ佐ラ持グラ出フ発内外写 昭和前期 師岡宏/次発/撮行影 印刷葉書 13.8X9.1 1枚 2004P1629 
アルス

152 真カ傑メ作ラ集倶楽秋部内外写 昭和前期 今城弘/撮影 印刷葉書 9.1 X 13.7 1枚 2004P1630 
アルス/発行

153 「細君あなたあの 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.1 X 14.0 1枚 2004P1631 
女に色眼を使ったで 和前期
せう……I

154 「亭主あき聞が有
l和大正前期~昭

不詳 印刷葉書 8.9X 14.1 1枚 2004P1632 
りましたら……I

155 り「亭遊ば主 これは御懲 l和大正前期~昭
不詳 印刷業書 8.9X 14.1 1枚 2004P1633 

す……l

156 
ほ「亭い主で居一た生ら懸…命…」あ l和大正前期~昭

不詳 印刷葉書 9.1 X 14.1 1枚 2004P1634 

157 華南画片 台湾・共栄会/発 色制葉書 9.0X14.2 4枚 封筒入り スタンプ 2004P1635 
|行 「南支展紀念玉屋j

158 台中えはがき
l大和正前期~昭 台発行中・棚辺書庖/ 印刷葉書 9.0X14.2 10 封筒入り 2004P1636 

枚
159 台南名所

l和大正前期~昭
不詳 印刷葉書 9.1 X 14.1 8枚 封筒入り 2004P1637 

160 カメフのハルピン i大和正前期~昭
不詳 印刷葉書 8.9X14.0 12 封筒入り 2004P1638 

枚
161 YAMATOホァル 南会満社洲鉄道株式 色刷葉書 8.9X13.9 1枚 2004P1639 

(ハルピン)
162 安東名勝 昭和11年 不詳 色刷葉書 9.3X14.3 8枚 封筒入り スタン 2004P1640 

(記念スタ 安プ東「駅昭和」11.8.19 
ンプ)

163 旅順紀念絵はがき 大明治正末~ 川mL谷空販白売王庖(旅順 印制葉書 9.2X14.2 11 封筒入り 2004P1641 
枚

164 支那風俗
|和大正前期~昭

みやげ館/発行 色刷葉書 9.1 X 14.0 8枚 封筒入り 2004P1642 

165 支那風俗 大和正前期~昭
みやげ館/発行 色刷葉書 9.1 X 14.0 9枚 封筒入り 絵柄は52004P1643 

種
166 大連ニ十一景 |和大正前期~昭

不詳 色刷葉書 8.8X14.2 24 ケース入り枚2枚含続むき 2004P1644 
8.9X28.4 枚 の絵葉書を2

167 関東都督府始政ニ周 明治42年 関東都督府通信 色刷葉書 9.0X14.0 l枚 使用済みスタンプ 2004P1645 
年記念 (記念スタ 管理局/発行 「関東都督府始政三

ンプ) 東社京/印印行刷株式会 周二年年記九念 明治四十
月一日 l

168 奉天名所
|和大正前期~昭

不詳 色制葉書 9.1 X 14.2 8枚 封筒入り 2004P1646 

169 奉天北陵 昭和11年 不詳 印刷葉書 8.8X 13.9 8枚 封筒入り 2004P1647 
(記念スタ
ンプ)

nu 
Q
d
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170 奉天の盛観 昭和前期 不詳 印刷葉書 8.9X13.7 13枚 封筒入り 2004P1648 
171 皇寺の前門 大正~昭 山陽堂書底/発 印制葉書 9.2X14.1 1枚 2004P1649 

和前期 行
172 奉天小河沿 大正~昭 山陽堂書底/発 印制葉書 9.1 X 14.2 1枚 2004P1650 

和前期 行
173 (奉天)外国語専門 大正~昭 山陽堂/発行 印刷葉書 9.0X14.1 1枚 2004P1651 

学校 和前期
174 奉天停車場 大正~昭 山陽堂書店/発 印刷葉書 9.1 X 14.0 1枚 2004P1652 

和前期 f了-
175 奉天宮殿 大正~昭 山陽堂書店/発 印制葉書 14.1X9.2 1枚 2004P1653 

和前期 行
176 奉天東陵碑楼 大正~昭 山陽堂書庖/発 印刷葉書 14.1X9.2 l枚 2004P1654 

和前期 行
177 満洲写真画輯3 大正~昭 満洲観光連盟 色刷葉書 14.1 X9.2 8枚 封筒入り 2004P1655 

和前期
178 旅順戦蹟十六景 昭和前期 不詳 色制葉書 8.8X13.9 16枚 封筒入り 昭和2年旅 2004P1656 

1組 順要塞司令部許可済
179 大連の印象

l和大正前~期昭
不詳 印刷葉書 9.1 X 14.1 81 枚組 封筒入り 2004P1657 

180 大新京の朗色 昭和前期 不詳 印届IJ 葉書 9.2X14.1 8枚 封筒入り 2004P1658 
181 明光の撫順 大正~昭 不詳 印局IJ 葉書 8.9X13.9 8枚 封筒入り 2004P1659 

和前期 l組
182 撫順の風土 大正~昭 不詳 印制葉書 9.1X 14.1 8枚 封筒入り 2004P1660 

和前期
183 龍井事情概要(龍井 大正~昭 不詳 色刷葉書 14.1 X9.1 1枚 2004P1661 

商工会調査) 和前期
184 大北京 昭和前期 不詳 色刷葉書 8.9X 13.9 30枚 ケース入り 2枚続き 2004P1662 

8.9X27.8 1組 の絵葉書を2枚含む
185 最近の北京 大正~昭 不詳 色刷葉書 8.9X13.9 8枚 封筒入り 2枚続き 2004P1663 

和前期 8.9X27.8 の絵葉書を1枚含む
186 大陸の大都四季の天 昭和前期 日乃出商行(天津 色刷葉書 8.9X14.0 4枚 封筒入り 2004P1664 

津 福島街)/発行
187 新羅の古蹟仏国寺と 昭和前期 仏国寺ホァル売 印刷葉書 14.0X8.8 16枚 封筒入り 2004P1665 

石窟庵十六景 鹿部/発行 1組
188 朝鮮総督府博物館絵 大正~昭 不詳 印刷葉書 9.2X14.3 8枚 封筒入り 2004P1666 

葉書 和前期
189 釜山名所 大正~昭 およし茶屋(釜山 印刷葉書 8.8X14.0 9枚 封筒入り 2004P1667 

和前期 龍頭山公園)/発行
190 慶尚南道庁 大正~昭 不詳 色刷葉書 8.9X14.0 l枚 2004P1668 

和前期
191 釜山駅 大正~昭 不詳 色刷葉書 14.0X8.9 1枚 2004P1669 

和前期
192 釜山・開閉橋 大正~昭 不詳 色刷葉書 14.0X8.9 1枚 2004P1670 

和前期
193 東莱温泉場 大正~昭 不詳 色刷葉書 14.0X8.9 l枚 2004P1671 

和前期
194 釜山・松島海岸 大正~昭 不詳 色刷葉書 14.0X8.9 1枚 2004P1672 

和前期
195 京城情緒 大正~昭 不詳 印刷業書 13.8X8.9 7枚 封筒入り 2004P1673 

和前期
196 京城大観 大正~昭 HINODE-SHOKO 印制葉書 9.1 X14.1 7枚 封筒入り 2004P1674 

和前期 (ソウル)
197 朝鮮総督府勧業模範 大正~昭 不詳 色制葉書 9.1X14.1 3枚 封筒入り 2004P1675 

場絵葉書 和前期
198 朝鮮ホァル玄関 大正~昭 朝鮮総督府鉄道 印刷葉書 8.9X14.0 1枚 2004P1676 

和前期 局/発行
199 EMPIRE ST ATE 20世紀前 The Process 印刷葉書 13.9X8.7 l枚 2004P1677 

BUILDING 半 Photo Studios 
(シカゴ)/発行

200 LOWERNEW 20世紀前 The Process 印刷葉書 8.7X13.8 1枚 2004P1678 
YORKFROMAN 半 Photo Studios 
AEROPLANE (シカゴ)/発行
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201 MIDTOWN AND 1937年( アメリカ製 色刷葉書 8.9X13.9 1枚 使用済み 2004P1679 
EMPIRE ST A TE 消印)
BUILDING， NEW 
YORIζ 

202 プランデンブルク門 20世紀前半 不詳 色刷葉書 8.9X14.0 1枚 使且査坐 2004P1680 
203 ツェッペリン号 20世紀前半 不詳 印刷葉書 8.9X13.9 1枚 使用済み 2004P1681 
204 ForYou 20世紀前半 Inter-Art Co. 色刷葉書 13.9X8.7 1枚 2004P1682 

(ロンドン)
205 By the good green 20世紀前半 Inter-Art Co. 色刷葉書 14.0X8.9 1枚 2004P1683 

earth， By the bright (ロンドン)
blue sky， My love 
for you wi11 never 
die. 

206 年賀用カード 1935年用 Ch. Takeda & 色刷葉書 9.1 X 14.2 1枚 2004P1684 
Co.， Ltd. 
(道修町)

4 新聞・雑誌切抜

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

207 新聞切り抜き帳 明治40年 松田昌平 書冊 29.2X22.5 l冊 主に建築関係記事 2004P1685 
前後~ の切り抜き
大正初期

208 新聞切り抜き帳 昭和7年 松田順吉 書冊 28.0X20.3 1冊 九州日報、福岡田 2004P1686 
""11年 日新聞など

209 御輩奉鼻予習八瀬 大正冗年 掲載紙不詳 新聞切抜 13.5X36.5 l点
20阻…

十童子人のも肩人と足の並加し五 カ

210 挿絵「ねたら丹波へ 大正冗年 掲載紙不詳 新聞切抜 17.2X 12.5 1点 2004P1688 
おきたら京へ……J 11月29日

211 挿絵「ひとりきな 大正冗年 掲載紙不詳 新聞切抜 17.4X 12.5 1点 2004P1689 
ふたりきな……」 12月1日

212 挿絵「牛天神」 大正2年1 掲載紙不詳 新聞切抜 21.5X 18.2 1点 2004P1690 
月ヵ

213 挿絵「早春」 大正2年1 掲載紙不詳土 新聞切抜 25.2X 13.4 1点 2004P1691 
月ヵ 田褒倦

214 挿絵「印度の大石像 大正2年1掲載紙不詳 新聞切抜 21.4X 19.0 1点 2004P1692 
(チャルマンディ丘下 月カ
の牡牛)J

215 挿絵「乳牛J 大正2年l 掲載紙不詳 新聞切抜 20.8X 16.2 1点
月カ

216 挿絵(牛追い) 大正2年1 掲載紙不詳 新聞切抜 15.0X25.4 1点 2004P1694I 
月ヵ

217 広告「画譜と模様 大正2年2 時事新報大倉 新聞切抜 8.6X20.0 l点 2004P1695 
耕香館画口暁斎画 月5日 書庖
談省亭花鳥画譜J

218 新しい住宅図案 大正2年3 掲載紙不詳 新聞切抜 14.8X26.6 l点 2004P1696 
(1) 婦博懸賞当選図案 月ヵ

(二階建コ等)
218 婦博懸賞住宅図 大正2年3 掲載紙不詳 新聞切抜 15.1 X22.1 1点 2004P1697 
(2) (平家一等当選) 月カ
218 婦博懸賞住宅図案 大正2年3 掲載紙不詳 新聞切抜 14.7X 17.0 1点 2004P1698 
(3) (平家二等当選) 月ヵ
218 婦博懸賞住宅図 大正2年3 掲載紙不詳 新聞切抜 14.2X 19.3 1点 2004P1699 
(4) (一階建一等当選) 月カ
218 婦博懸賞住宅図案 大正2年3 掲載紙不詳 新聞切抜 14.5X 17.3 l点 2004P1700 
(5) (二階建二等当選) 月ヵ
219 文化面・広告ほか 大正2年4 大阪毎日新聞 新聞紙 54.5X81.0 1 ，~ 7面・8面全面と9 2004P1701 

月27日 面・10面ヵの下半分
220 家庭本位の住宅客 大正2年5 掲載紙不詳 新聞切抜 25.3X42.0 1点 2004P1702 

間と居間の研究 月ヵ
221 挿絵「在郷軍人j 大正2年ヵ 掲載紙不詳 新聞切抜 8.5X9.7 1点 2004P1703 
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222 広告「世界で始めて 昭和10年 掲載紙不詳 新聞切抜 18.5X40.7 1点 2004P1704 
出来た遂に完成し カ 日本電気営業部
た大発明 白働交換
機譜私設卓上電話機

インターホン」
223 「家庭と芸術」欄・ 昭和11年 大阪毎日新聞 新聞紙 54.3X40.9 1点 13面・ 14面全面 2004P1705 

連載小説「新道J(菊 5月7日
池寛)・広告

224 写真「落成せる市岡 昭和11年 掲載紙不詳 新聞切抜 6.6XI5.0 L~ 市岡高等女学校 2004P1706 
女学校」 カ (現・大阪府立港高

等学校) 昭和11年
校舎改築

225 新産業都市を観る 昭和12年 掲載紙不詳 新聞切抜 26.0X13.4 1点 2004P1707 
(1) 12 r別子の老表が工 1月26日

業躍進の転機新居
浜町(愛媛県)更生期
(上)J

225 新13産「業築都耀市を観る 昭和12年 掲載紙不詳 新聞切抜 24.7Xl1.8 1点 2004P1708 
(2) 港の完成で新 1月28日

興工業に生く 愛媛
県新居浜町(下)と西

f~長J
225 新産業都市を観る 昭和12年 掲載紙不詳 新聞切抜 25.9X13.1 1点 2004P1709 
(3) 14 r羊毛工業の王座 1月29日

を目指す北勢ゾーン
三重県津、四日市、
桑名J

225 新産業都市を観る 昭和12年 掲載紙不詳 新聞切抜 29.1 X13.7 1点 2004P1710 
(4) 18 r共に石油が母 2月5日

柏崎=理研特にこの
地を選ぶ長岡=土
木市長の音頭に踊る
驚異的新潟県の躍
進」

225 新産業都市を観る 昭和12年 掲載紙不詳 新聞切抜 29.5X14.2 l点 2004P1711 
(5) 19 r電力に恵まれて 2月6日

大工業地帯建設富
山県富山、高岡、
伏木=都市J

225 新産業都市を観る 昭和12年 掲載紙不詳 新聞切抜 25.2X15.0 1点 2004P1712 
(6) 20 r織物工業から新 2月7日

興産業へ曜進隣接
町村と共同施設石
川県小松・七尾」

225 新産業都市を観る 昭和12年 掲載紙不詳 新聞切抜 25.4X14.0 1点 2004P1713 
(7) 21 r観光から工業都 2月9日

市へ徹し切れぬ悩
み“八景"漁業等と
の相魁大津市J

226 文化面・連載小説 昭和12年 大阪毎日新聞 新聞紙 54.5X45.7 1点 7面・ 8面全面 2004P1714 
「良人の貞操J(古屋 1月30日 一部欠損

信子)・広告
227 家庭特輯・住宅と家 昭和12年 東京日日新聞 新聞切抜 31.5X41.2 l点 第21757号 2004P1715 

具「日本的趣味を生 2月21日 清水ー・豊口克
かして主なー聞を洋 平(商工省工芸指
風に新しい『解体 導所)
式』家具の新味ある
様式J

228 製鉄界(上)画期的発 昭和12年 掲載紙不詳 新聞切抜 25.8X14.5 1点 2004P1716 
明「屑鉄代用品と純 3月18日
鉄製錬成功満洲大
象山磁石埋蔵量六億
トン上島慶篤氏遂
に酬いらる
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229 住宅を建てるにはこ 昭和12年 大阪朝日新聞 新聞切抜 18.9X30.8 1点 第19900号 2004P1717 
んな方法がよい家 3月18日 岡田孝男(工学博
族がふえるにつれて 土)

建増成長しすの出る塞来-る設計

230 「昨年以上の活況不 昭和12年 満洲日日新聞ヵ 新聞切抜 29.5X21.8 1点 2004Pl718 
現?鉄材暴騰に悩む 3月23日
待機姿勢の奉天土建
界Jr大工事鎮出し五
百万円突破実に空

前建界の大は活ハ況リキ遼ル陽|土

231 商品ブーム時代の展望 昭和12年 満洲日日新聞 新聞切抜 33.2X 19.5 1)点 第11135号 2004P1719 
(1) 1 r棉花界記録破り 3月25日

の消費米棉以外の伸
力著しく増大」

231 商品ブーム時代の展 昭和12年 満洲日日新聞 新聞切抜 44.2X26.0 1)点 第11136号 2004Pl720 
(2) 望 2r鉄鋼界世 界 3月26日

的供給る不屑鵠足鐘値上り
に見 状況J

232 火災焼夷弾の脅威を 昭和12年 掲載紙不詳 新聞切抜 31.2X 12.5 1)点 第19431号 2004Pl721 
(1) 脱理(す上る)木材の耐火処 10月15日 一部欠損

232 火災の骨火威処理を除く木 昭和12年 掲載紙不詳 新聞切抜 27.3X 12.5 1点 第19432号 2004Pl722 
(2) 材の耐 (下) 10月16日 一部欠損
233 ストーヴの熱効率 昭和12年 掲載紙不詳 新聞切抜 23.5X 13.4 1点 第19481号 2004Pl723 

適否はどうして見別 12月5日
けるか対流熱と幅
射熱

234 山西省に於ける邦人 昭和13年 掲載紙不詳 新聞切抜 22.0X 11.8 1点 裏面に広告「怪談 2004Pl724 
委託経営早くも三 カ 鴛鷲帳J(1938年3
十六工場 月公開)・「ドレミハ

大学生J(1938年3
月公開)

235 経済解説「満洲産業五 昭和13年 九州日報ヵ 新聞切抜 27.1 X 16.2 1)長 第17152号 2004P1725 
ヶ年計画の修正戦時 6月8日

体業資制源への大転換と重工
の大増産J

236 中支経済建設着々進 昭和13年 掲載紙不詳 新聞切抜 21.0 X 11.3 1点 2004P1726 
捗す邦人関係企業 9月

認陥落可既をに二百 漢口
控へ

237 満洲国の新興工業街 昭和13年 掲載紙不詳 新聞切抜 32.8X 16.1 l}~ 2004P1727 
(1) 奉天鉄西工業区の 10月15日 江原文七郎(奉天

全貌 1r驚異!この 商工公会調査課

進展 草の原産業変車じJて人 長)
口六万

237 満洲国の新興工業街 昭和13年 掲載紙不詳 新聞切抜 27.5X 12.6 l}i~ 2004P1728 
(2) 奉天鉄西工業区の全 10月16日 江原文七郎(奉天

貌 2r発展の条件完 商工公会調査課
備土地燃料交通等 長)
申分なし|

237 満洲国の新興工業街 昭和13年 掲載紙不詳 新聞切抜 27.0X 12.8 1点 2004P1729 
(3) 奉天鉄西工業区の全 10月19日 江原文七郎(奉天

貌 3r当面の緊急問 商工公会調査課
題資金、原料、熟 長)
練工入手難J

238 現地の声 12北支よ 昭和13年 九州日報 新聞切抜 31.8X 18.0 l点 第17286号 2004P1730 
(1) 

産り業「資は材開店不足休業に」邦人
10月20日 堀長)良蔵(天津支局

238 現地の声 13北支よ 昭和13年 九州日報 新聞切抜 30.1 X 13.0 l点 第17287号 2004P1731 
(2) り「第三国との貿易 10月21日 堀良蔵(天津支局

リンク制を採用」 カ 長)
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

239 福岡市政の再検討 1 昭和14年 九州日報ヵ 新聞切抜 27.2X13.2 1}点 第17377号 2004P1732 
(1) 「市民にサーヴィス 1月21日 宇賀田順三(九大

せよ」 教授福岡市 会
議員)

239 福岡市政の再検討 2 昭和14年 九州日報ヵ 新聞切抜 34.5X 10.7 I点 第17378号 2004P1733 
(2) 「福岡市政は何故振 1月22日 宇賀田順三(九大

はぬJ 教授福岡市 会
議員)

239 福岡市政の再検討 3 昭和14年 九州日報ヵ 新聞切抜 31.0 X 11.2 l点 第17380号 2004P1734 
(3) 「福岡市政は何故振 1月24日 宇賀田順三(九大

はぬ(二)J 教授福岡市 会
議員)

240 新合成繊維の出現 昭和14年 掲載紙不詳 新聞切抜 31.5X 16.0 1点 第20596号 2004P1735 
問題の「ナイロン」 2月18日 呉祐吉(阪大理学

部助教授繊維
科学研究所主任)

241 ナイロンとは何か? 康徳6年 掲載紙不詳 新聞切抜 24.2X10.0 1点 口口414号 2004P1736 
活維発界な独逸の新興繊 (年昭)和41月4 

242 開括地住居雑考(1) 康徳6年 掲載紙不詳 新聞切抜 27.8X 15.5 1点 第9415号 2004P1737 
「満人家屋は左右対 (昭和14 周陶軒

称宗教風俗等が平 年)4月16
面を規定」 日

243 人造石油工業界の展 康徳6年 掲載紙不詳 新聞切抜 24.3X 11.3 l点 第11885号 2004P1738 
(1) 望(上)r叢立する十 (昭和14

六工場J 年)
243 人造石油工業界の展 康徳6年 掲載紙不詳 新聞切抜 24.0X 10.5 l点 第11886号 2004P1739 
(2) 望(下)r綜合的企業 (昭和14

化趨勢J 年)
244 ガスの経済学! 昭和l口年 奉天毎日新聞 新聞切抜 20.8X30.4 1点 第10711号 2004P1740 

口月21日
245 

満洲大曹阪達管達へ特の許製造を分法権 代昭和10年 掲載紙不詳 新聞切抜 9.0X 11.5 1点 2004P1741 

246 建築材の腐朽発生 昭和前期 福岡日日新聞ヵ 新聞切抜 11.0 X 12.3 1点 裏面に広告「乃木 2004P1742 
(1) 原因と防止法(ー) 北島君三(農林省 将軍の歌/静子夫

林業試験場技師) 人の歌軍国夫婦
郵便/春くる北

支ド」(19キ3ン8年グ発レ売コヵー) 

246 建築材の腐朽その 昭和前期 福岡日日新聞ヵ 新聞切抜 11.3 X 12.5 1点 2004P1743 
(2) 原因と防止法(二)

林北業島試君三験(場農技林師省) 

246 建築材の腐朽その 昭和前期 福岡日日新聞ヵ 新聞切抜 7.5 X 12.4 1点 2004P1744 
(3) 原因と防止法(三) 北島君三(農林省

林業試験場技師)
246 建築材の腐朽その 昭和前期 福岡日日新聞カ 新聞切抜 11.4X 12.2 1点 2004P1745I 
(4) 原因と防止法(四) 北島君三(農林省

林業試験場技師)
247 地獄国の極楽郷 l 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 12.5X28.2 l点 2004P1746 
(1) 「蒸風呂の鉄輪と湯 定村峡川

の花の明馨無限の

富を持つ豊後朝日温
泉はしがきJ

247 地獄国の極楽郷 2 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 12.4X32.0 l}~( 2004P1747 
(2) 「蒸風目の鉄輪と湯の 定村峡川

花の明馨無限の富を
持つ豊後朝日温泉朝

日温泉とは何処 ?J
247 地獄国の極楽郷 3 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 12.5X35.3 1点 2004P1748 
(3) 「蒸風呂の鉄輪と湯 定村峡川

の花の明磐無限の
富を持つ豊後朝日温
泉亀川から鉄輪ま
で(上)J
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

248 亜米利加紋様集 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 7.7X 11.2ほ 44 2004P1749 
大野雲外撰 カ= 点

249 古代紋様集 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 大:6.6X9.5 2点 2004P1750 
(廿ー)・(廿:::.) 大野雲外撰

250 青島邦人紡績の復興 ロ年2月 大阪毎日新聞 新聞切抜 17.2X 12.2 1点 2004P1751 
最後案決定在華紡 20日
同業会委員会

251 大日本セルの天津工 口口口口 日刊工業新聞 新聞切抜 12.0X14.8 1点 第6千口口口号 2004P1752 
場独立五百万円で 1日
別会社にする

252 立正電機(京都)愈よ 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 9.0X8.3 1点 2004P1753 
満洲進出

253 天津に綜合工場一千 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 13.1X9.1 1点 2004P1754 
万円の別会社を創設か
東京ロール進出

254 芝浦仁川分工場愈よ 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 7.7X15.5 1)点 2004P1755 
明春着工

255 世界に誇る大発明 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 15.7X16.1 1点 2004P1756 
電話の大衆化実現!
電池無しで通話が出
来て簡単に随時随所
で使へる 電話局へ
届出不用のJO私設電
話機出現

256 暖房と換気の工夫 不詳 福岡日日新聞ヵ 新聞切抜 15.0X 12/3 1点 2004P1757 
窓を明けて置いても 前川国男
暖かいやう 近代的 (建築家)
設備のいろいろ

257 暖房用の電気経済 昭和前期 掲載紙不詳 新聞切抜 11.5 X 18.8 1点 裏面に映画評欄『歴 2004P1758 
(上)器具のいろいろ 満田清剛 史は夜作られる』

(電気協会) (博米多国友19楽3館7年上製映作中) 

258 失敗せぬゃう上水使 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 7.8X13.4 1点 2004P1759 
用に注意の数々(上) 白水技手(福岡市

水、

259 日本犬に表彰メダル 昭和前期 掲 不詳 新聞切抜 8.1 X7.4 1点 2004P1760 
260 犬の病気運動不足が 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 大:8.0X 2点 2004P1761 

第本一犬原を飼因ふ都会地で日 佐高治等正獣次郎(東京 17.3 
には?

261 広告「世界一無類特 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 10.4X 14.4 1点 2004P1762 
許重泊熱風乾燥機J 厚生商会

262 広告「今井式スポン 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 7.7X 12.1 1点 2004P1763 
ヂゴム清掃器J 今井商店

263 広告「超短波治療器」 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 11.7X 11.0 1点 2004P1764 
超短波普及会

264 広告「ノーフューズ 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 12.3X8.5 1点 2004P1765 
分篭盤三菱電機製 株式会社菱美電
NF型J 機商会

265 広告「衛生第一ど 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 12.5X21.6 1点 2004P1766 
りこの鍋」 岡谷合資会社・株

式会社宮崎商底
266 広告「花とキリンビ 不詳 掲載誌不詳 雑誌切抜 22.2X14.7 1点 2004P1767 

ール」 株式会社明治屋
267 広告「安川モート 昭和前期 掲載紙不詳 新聞切抜 24.3X23.6 1点 2004P1768 

ル」ほか カ 安川モートル東
京販売所ほか

268 挿絵「初春」 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 21.4X 16.2 1)点 2004P1769 
269 挿絵「鳥追」 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 15.4X 18.7 1点 2004P1770 
270 挿絵「新聞を捧ぐる 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 8.9Xl1.7 1点 2004PI771 

女官」
271 持絵「秋日和」 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 11.8X 7.7 l点 裏面に「帝国教育 2004PI772 

会の大波欄四主事
連扶辞職」の記事

272 挿絵(テラスに女性2人) 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 12.3X5.4 1点
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273 挿絵メ()麦畑の農夫と 不詳 掲載紙不詳 新聞切抜 12.3X7.0 1点 2004P1774 
ツパ

274 

一越雑誌』表第紙3蕃『第大1匝号之一一

大正2年 ニ越ヵ 色刷 25.6X19.1 l点 2004Pl775 

閣E
11月の巻
大正3年1ニ越ヵ 色刷 26.0X19.1 l点 2004P1776 
月の巻

276 愛国婦人第273号特 大正2年5 愛国婦人発行所 印刷 19.2X27.0 1}点 2004P1777 
別附録「大英国皇帝 月15日発 博文館印刷所
陛下並同皇后陛下と 行
トラファルガー海戦
記念碑J

277 雑誌表紙『噌好』第 大正3年6 株式会社明治屋 色刷 22.0X15.4 1点 2004P1778 
7巻第6号 月1日発行 東京支庖

278 雑誌切抜ヵ「初夏」 不詳 掲載誌不詳 色刷 26.1 X 17.6 1点 2004Pl779 
中川八郎

279 雑誌切一抜種」ヵ 「猟犬セ 不詳
掲田中載昔製、脹不費詳回m色刷 14.3 X 22.4 1点 2004P1780 

ッタ
280 雑誌切抜ヵ(台所の 不詳 掲載昔、不詳 一色刷 21.8X 14.0 3点 375頁-380頁 2004P1781 

間取り例)

5 その他

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

281 洋館のスケッチ 不詳 松田昌平カ 鉛筆書淡 15.5X 10.7 1枚 2004P1782 
彩

282 2階建洋館の正面図 不詳 松田昌平ヵ 鉛筆書淡 21.7X40.1 l枚 2004P1783 
および1階部分の見 彩
取り図

283 2階建洋館の2階部分 不詳 松田昌平カ 鉛筆書 10.0X 19.7 1枚 2004P1784 
の見取り図

284 耳斯読本ガスを上 昭和5年 西部瓦斯株式会 印制リー 19.2X31.6 1部 2004P1785 
手に使ふ法 -18年頃 社 フレット

285 1/50000都市近郊図 昭和7年4月 大日本帝国陸地 印制 62.0X91.0 1点 寄贈者が旧制中学校12004P1786 
「福岡近郊J 30日発行 測量部/発行 年時に購入し使用
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4.井手道子資料

〈資料内訳〉近世・近代文書….....・H ・...・ H ・....・H ・...・H ・81件82点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 [件黒)田知水書状写](昌記死亡の 7(江月戸28時日代) 知→古水庵(花・押真斎印影) 墨書・折紙 27.4X40.2 1通 包紙有 2004P1787 

2 [黒田長政書状](天守之番、 4人 (江戸時 長政(黒印)→宗 墨書・折紙 36.6X53.3 l通 包紙有 2004P1788 
宛4番交替で詰めよ)

代12初日期4)日
雪・真斎

3 [黒田長政知行宛行状](早良郡 慶長8年6 長政(黒印)→真 墨書・折紙 36.3X53.5 l通 包紙有 2004P1789 
吉武村200石) 月29日 斎

4 [黒田忠之知行宛行状](早良郡 元和9年9 忠之(花押)→井 墨書・折紙 35.8X51.5 1通 包紙有 2004P1790 
吉武村200石) 月18日 手真斎

5 [黒田忠之替地宛行状](志摩郡 寛永17年 忠之(花押)→井 墨書・折紙 36.7X51.5 1通 包紙有 2004P1791 
潤村・泊村200石) 7月16日 手勘左衛門

6 [村黒・田泊忠村之2替00地石目)録](志摩郡潤 寛7月永1167日年 l忠手之勘左(黒衛印門)→井
墨書・竪紙 32.1X47.0 1通 2004P1792 

7 [黒田忠之加増地宛行状](表糟 慶安2年 忠之(花押)→井 墨書・折紙 37.0X51.5 l通 包紙有 2004P1793 
屋郡内林村、志摩郡泊村・浦志 11月13日 手勘左衛門
村 100石)

8 [黒田忠之加培地目録](表糟屋 慶安2年 忠之(黒印)→井 墨書・竪紙 31.2X45.4 1通 包紙有 2004P1794 
郡10内0石林)村、志摩郡泊村・浦志村 11月13日 手勘左衛門

9 [黒田光之替地宛行状](志摩・ 明暦4年7 光之(花押)→井 墨書・折紙 37.0X51.8 1通 包紙有 2004P1795 
恰土郡内に300石) 月18日 手勘右衛門

10 [黒田光之加増地宛行状](恰土 延宝7年6 光之(花押)→井 墨書・折紙 39.8X53.4 l通 2004P1796 
郡高上村、志摩郡泊村、早良郡 月28日 手勘右衛門
下山門村 200石計400石)

11 [黒田光之加増地目録](恰土郡 延宝7年6 光之(黒印)→井 墨書・竪紙 31.9X45.7 1通 2004P1797 
高上村、志摩郡泊計村4、早良郡下 月28日 手勘右衛門
山門村 200石 00石)

12 [黒田光之加増地及び替地宛行 (延宝7年 光之御判→井手 墨書・切紙 16.1X57.9 1通 10・11 2004P1798 
状写] 6月28日、 勘右衛門 の写し

明暦4年7 「此二通
月18日) 権次方ニ

在之Jと
あり

13 [黒田継高知行目録](志摩郡泊 延享2年9 (黒印=継高)→ 墨書・竪紙 32.3X46.5 1通 2004P1799 
村・小金丸村・稲富村、恰土郡 月22日 井手文兵衛

千郡里東村光、寺村早良郡下2山6門3石村)、那珂
270. 

14 [山内助左衛門書状写] (井手勘 (延享2年 山内助左衛門→ 墨書・切継 15.9X80.7 1通 2004P1800 
右衛門・文兵衛同道にて彦左衛 9月22日) 井手牛之助 紙

門御宅へ参上せよ) 嘉月永8日3写年3

15 [大賀喜兵衛・井手文兵衛宛書 (延享2年 →大賀喜兵衛・ 墨書・切紙 16.1 X41.7 1通 2004P1801 
状写](井手勘右衛門不覚悟に 9月) 井手文兵衛

付故、30拝石知百指上上IZ申と出どるめもる家)柄良き

16 覚宛行(行状方の不買明い戻となしっていたて)知行
氏俊 墨書・継紙 24.6X45.3 1通 25.......29 2004P1802 

につい は一括
17 

[門井村手他左膳2高70目.2録63]石(早)良郡下山 紙墨書・切継 15.3X145.1 1通 2004P1803 

18 御足大豆村割目録(大豆8俵1斗 安政3年6 木村仁右衛門(黒 墨書・竪紙 27.5X46.0 1通 2004P1804 
6升9合那珂郡若久村) 月1日 印)・山田東作(黒

印)・生田吉左衛
門(在大坂大岡代
印)・大岡舎人(黒
印)・天野弥三郎
(在江戸大岡代
印)→井手弥三右
衛門

19 [金子目録](馬術免許取得に付 嘉永5年4 月番平左衛門→ 墨書・竪紙 31.3X44.3 1通
金子200疋与える) 月21日 (井手氏ヵ)
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

20 [黒田室長系図及び歴代法号一覧] (江戸時 墨書・折本 17.2X7.3 l帖 2004P1806 
(宇多天皇~継高) 代後期)

21 御法号(福岡藩・秋月藩・徳川 (江戸時 墨書・横半 12.5X 19.9 1冊 2004P1807 
将軍家) 代後期) 帳

22 御法号並御日並(重隆~斉隆) (江戸時 墨書・折紙 24.6X33.6 1通 包紙有 2004P1808 
代後期)

23 系図追々之書次(理篤以降安政 (江戸時 氏俊 墨書・竪帳 25.3X 17.3 1冊 2004P1809 
年間まで) 代後期) (墨付16丁)

24 明細書控 (270.263石屋敷因 文政9年4 井手勘助 墨書・切紙 34.3X 11.8 1通 包紙有 2004P1810 
幡町弥=右衛門実子 27才) 月26日

25 [橘氏俊覚](南馬場大音屋敷出 文政9年 橘氏俊 墨書・切紙 15.9X49.6 1通 2004P1811 
火の節、判物焼失う、書子き孫の代に
疑念起こらぬよ 残す)

26 [書付] (井手家嫡流の者の幼名 (江戸時 高倉井峨 墨書・継紙 30.8X59.5 1通 2004P1812 
に用いるべき名は「松蔵J) 代)

27 奉願口上之覚(r同苗断絶被仰付 嘉永3年3 櫛橋源十郎・江 墨書・竪紙 24.3X46.0 1通 2004P1813 
名跡御立被仰付候節之願書J) 月8日写 田源太夫・井手

左膳→原藤八・
池内弥次右衛門

28 口上覚(先祖井手友氏以来所用 (江戸時 井手弥ニ右衛門 墨書・折紙 24.7X36.3 1通 2004P1814 
の指物使用許可願) 代後期) →大野十郎太夫

12月
29 覚(r私差物者別紙図面之通ー (江戸時 井手弥二右衛門 墨書・切紙 15.6X33.1 1通 2004P1815 

御座候J) 代)
30 [明細書控] 安政7年3 井手勘右衛門 墨書・切紙 34.2 X 11.9 1通 2004P1816 

(270.263石屋敷 因 幡 町 弥 月22日
右衛門実子 35才)

31 覚(r家督三月廿ニ日 歳三拾 (安政7年 墨書・切紙 15.0X9.1 1通 2004P1817 
五J) 3月22日)

32 [達] (明細書提出について) (江戸時 →大目付 墨書・切紙 15.9X43.1 1通 2004P1818 
代後期)
辰ノ3月3
日ニ触来
ル写

33 [明細書雛形](料紙の大きさ、 安政年間 墨書・切紙 32.3 X 11.7 1通 2004P1819 
書式を記す)

34 奉願口上覚 (42才で多病に付、 (慶応3 井手勘右衛門→ 墨書・継紙 24.4X59.0 1通 2004P1820 
24才の伴勘之丞への家督相続を 年)12月 栗山四郎右衛門
願う)

35 [明細書控](270.263石毛利 慶応4年2 井手勘之丞 墨書・切紙 34.2X 11.9 1通 2004P1821 
亘子井手勘右衛門養子 屋敷因 月14日
幡町 25才)

36 [名乗書]r実名氏安」 未暮冬 清亀齢(朱印)→ 墨書・切紙 16.6X32.5 1通 2004P1822 
井手友吉

37 [花押書]r土性(花押)危」 未暮冬 清亀齢(朱印)→ 墨書・切紙 16.7X31.9 1通 2004P1823 
井手友吉

38 [か井ら手1家4代歴潔代ま当主誇] (初代友氏 代(昭)和時 |ぷン書・一 24.3X33.2 1枚 2004P1824 
で記す)

39 口上之覚(拝領屋敷内への箱蔵 (江戸時 井手左膳→大音 墨書・折紙 43.6X36.4 1通 2004P1825 
建造許可顕い 御普請奉行の下 代)7月 権左衛門
紙付)

40 口上覚(玄関大破に付、建替許 (江戸時 井手弥二右衛門 墨書・折紙 40.2X36.7 1通 2004P1826 
可願い付紙有) 代日)3月20 →月瀬右馬允

41 [達]( r此間被差出候横折御差 (江戸時 月瀬右馬允→井 墨書・切紙 16.4X46.8 1通 2004P1827 

図棺可済被候相心ニ付得、候」差進候御付紙之 代)3月28手弥三右衛門
通 ) 日

42 [井手勘右衛門書付](井手友政 (江戸時 井手勘右衛門 墨書・切継 16.5X83.4 l通 25~29 2004P1828 
~政次までに受けた藩からの恩 代)8月1 紙 は一括
に対して感謝を述べる) 日

43 御馬廻頭日記書抜(崇福寺法事 文政5年8 墨書・切継 15.7X 134.4 1通 2004P1829 
に付、井手勘三右衛門ら17名、 月21日 紙
寺詰願出る)
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

44 [覚](井手弥=右衛門他11人の (江戸時 墨書・切紙 16.1X24.1 1通 25........29 2004P1830 
名簿) 代後期) は一括

45 川越方依勤功拝領之御目録(銀 →井手左膳 墨書・竪紙 32.4X45.0 1通 2は5一~括29 2004P1831 
子2枚)

46 [申渡](斉隆公思召の通り、毎 (江戸時 →井手弥ニ右衛 墨書・切紙 31.4X89.3 1通 2004P1832 
年1月23日、菩提寺へ御代参す 代後期) 門
べし)

47 [書状](正月23日御代参につい (江戸時代 井手弥一右衛門 墨書・切継 15.7X37.7 1通 2004P1833 
て) 後期)6月 →大目付 紙

48 [覚](水鏡権現250年御遠祭に (安政6年 墨書・切継 14.7XI05.2 1通 25........29 2004P1834 
ついて) カ) 紙 は一括

49 龍光院様弐百五拾回御思御法事 嘉永6年 井手弥一右衛門 墨書・横帳 12.7X34.0 1冊 2004P1835 
ニ付御寺詰方相願候一件(含崇 (墨付8丁)
福寺内法事図面)

50 春光院様一百回御忌御法事 文久3年 井手勘右衛門 墨書・竪帳 25.0X 17.2 1冊 2004P1836 
亥正月 (墨付12丁)

51 [達](伴勘之丞を連れ御館へ参 (慶応4年) 伊藤庄右衛門→ 墨書・切継 16.4X75.2 1通 2004P1837 
上せよと月番内膳が命じる) 2月12日 井手勘右衛門 紙

52 長崎船中記(博多から長崎まで (江戸時 渡遺 墨書・横半 12.5X 17.1 1冊 2004P1838 
船の右舷・左舷に見える地名を 代) 帳(墨付9丁)
記す)

53 勤用拾遺録 (天保年 大枝性 墨書・小横 6.4X 17.5 1冊 2004P1839 
間) 帳(墨付8丁)

54 [手形(銀壱匁)] 延享2年5 和州芝村札所 木版墨摺・ 16.6X3.8 1枚 2004P1840 
月 龍見四郎右衛 短冊

門・酒屋棟八郎・
的場長兵衛

55 [手形(銀壱匁)] (江戸時 こうの池手形 木版墨摺・ 15.1X3.9 2枚 2004P1841 
代)午10 引替所たきゃ= 短冊 '" 1842 
月 左衛門

56 [朝鮮図](含黒団長政進軍情 (天明5年 原図:林子平 墨書彩色・ 91.2X49.2 1鋪 林子平 2004P1843 
報) 以降) めくり 「三国通

覧付図図説の」写

57 [耳版](外神田佐久間町一丁目 文政12年 木版墨摺・ 47.0X64.1 1枚 2004P1844 
材木小屋より出火) 3月21日 めくり

58 [屋敷図](母屋10部屋の他、男 天保2年 墨書・めく 43.0X62.0 1鋪 2004P1845 
部屋・女部屋・浴室等有 屋敷 春 り
背後に「御要害御濃御薮山J) 

59 太平新話略図(小倉戦争の図) 間(慶)応年 木版墨摺・ 38.0X52.4 1枚 2004P1846 
めくり

60 [福岡周辺海陸図](福岡から北 (江戸時 墨書彩色・ 71.2X52.8 1鋪 2004P1847 
部九州各す)地への里程と海路・街 代後期) めくり

道を記
61 讃州象頭山十一景之図 (江戸時 美玉堂 木版色摺・ 35.5X47.6 1枚 2004P1848 

代後期) めくり
62 [禁裏御所の図](公家の家紋・ (江戸時 木版色摺・ 38.4X51.4 1枚 2004P1849 

扶持高等を記す) 代後期) めくり

63 [京都名所(知恩院山門)] (江戸時 木版色摺・ 12.6X 16.7 1枚 2004P1850 
代後期) めくり

64 [京都名所(祇園大鳥居一軒茶 (江戸時 木版色掴・ 12.3X 16.7 1枚 2004P1851 
屋)] 代後期) めくり

65 [京都名所(金閣寺] (江戸時 木版色摺・ 12.4X 16.6 1枚 2004P1852 
代後期) めくり

66 [京都名所(大仏殿耳塚)] (江戸時 木版色摺・ 12.5XI6.7 l枚 2004P1853 
代後期) めくり

67 [京都名所(西大谷円通橋)] (江戸時 木版色摺・ 12.4X 16.7 1枚 2004P1854 
代後期) めくり

68 [京都名所(大堰川戸奈瀬滝)] 
代(江後戸期時) 

木版色摺・ 12.3X 16.8 l枚 2004P1855 
めくり

69 [京都名所(吉田社)] (江戸時 木版色摺・ 12.4X 16.6 l枚 2004P1856 
代後期) めくり

70 [京都名所(上賀茂社)] (江戸時 木版色掴・ 12.2X 16.6 l枚 2004P1857 
代後期) めくり
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71 [京都名所(真知堂)] 
代(江後戸期時) 

木版色摺・ 12.2X16.6 1枚 2004P1858 
めくり

72 [京都名所(宇治黄栗山)] 
代(江後戸期時) 

木版色摺・ 12.5X 16.6 1枚 2004P1859 
めくり

73 [京都名所(両雄奥地地蔵院)] (江戸時 木版色摺・ 12.5X16.9 1枚 2004P1860 
代後期) めくり

74 [京都名所(五条橋)] 
代(江後戸期時) 

木版色摺・ 12.6X16.6 1枚 2004P1861 
めくり

75 秋の露菊寿追福 明治6年4 糸寿 木切版継色紙摺・ 18.0X59.8 1通 2004P1862 
月

76 [書簡](御代参について) (明治時 黒田長知家職→ 墨書・切継 15.9X73.7 l通 2004P1863 
代)12月 井手漣 紙
26日

77 [書簡](御代参再興について)
明6月治32日4年 黒田長→成井家手令漣奥 墨書・継紙 19.4X51.5 1通 封筒有 2004P1864 

山亨
78 [賞与金の事](12円) 明治33年 九州生命保険株 墨書・竪紙 19.6X25.8 1通 2004P1865 

2月16日 式会社(朱印)→
書記渡遺秀男

79 [賞与金の事](25円) 明治34年 九州生命保険株 墨書・竪紙 19.7X26.2 l通 2004P1866 
2月16日 式書会記社渡遺(朱秀印男)→ 

80 [書簡](長政公の御直書につい 昭和6年3 井手伊親→井手 墨書・竪紙 24.9X33.7 1通 2004P1867 
て) 月 潔

81 福岡市郷土写真帖 昭和13年 福岡市教育会編 印刷・書冊 23.1X31.0 1冊 2004P1868 
6月
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5.古賀善一資料

(資料内訳)1 戦時債権・…....・ H ・・・ H ・H ・...…....・ H ・...10件13点

2 郵便貯金通帳……...・H ・...・H ・.......・H ・3件 3点

3 貨幣・紙幣・・・・……・…....・ H ・..…・… 33件217点

〈総計) 46件233点

1 戦時債権

番号 資料名 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

l 貯第蓄3回債割券堵金附戦時 昭和17年 株業式銀会行社日本勧 色刷 12.7X 16.9 l枚 16ノ高且097601 2004P1869 
(15円) 6月

2 第6回割増金附戦時 昭和17年 株式会社日本勧 色制 12.7X16.8 2枚 「大東亜戦争第一周年 2004P1870 
貯蓄債券 (15円) 12月 業銀行 記念」 11ノ組 ~1871 

009123・39ノ持基
059862 

3 第蓄7回債割券増金附戦時 昭和18年 株業銀式行会社日本勧 色刷 12.7X 16.9 2枚 11ノ組020028・11ノ 2004P1872 
貯 (15円) 2月 組020249 ~1873 

4 第貯蓄7回債割券増金附戦時 昭和18年 株式会社日本勧 色刷 12.7X 16.9 l枚 1ノ組043001 2004P1874 
(30円) 2月 業銀行

5 第報7国回債割券増金附戦時 昭和18年 株業式銀行会社日本勧 色刷 16.8X 12.7 1枚 6ノ組059016 2004P1875 
(10円) 2月

6 第報8国回債割券増金附戦時 昭和18年 株業式銀会行社日本勧 色刷 16.8X 12.7 l枚 50ノ組09389 2004P1876 
(10円) 4月

7 第5回大東E戦争割 昭和17年 大蔵大臣 色刷 12.7X 18.4 2枚 0735360・0735361 2004P1877 
引国庫債券(10円) 10月22日 ~1878 

発行
8 第6回大東亜戦争割 昭和17年 大蔵大臣 色制 12.9X 18.2 1枚 「大東亜戦争第一周年 2004P1879 

引国庫債券 (20円) 12月7日 記念J0227354 
発行

9 第11回大東車戦争割 昭和18年 大蔵大臣 色刷 12.6X 18.5 1枚 0104289 2004P1880 
引国庫債券 (50円) 10月20日

発行
10 大東亜戦争国庫債券 昭和18年 大蔵大臣 色刷 35.0X29.5 l枚 と号580866 利払い 2004P1881 

(50円) 札昭和21年3月分まで
切り取り済み

2 郵便貯金通帳

番号 資料名 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

11 郵便貯金通帳 昭和18年 内閣印制局製造 単色刷 17.0X41.8 l通 古賀善一(山門郡大和 2004P1882 
(てぬへ03408) 1月26日 福岡貯金支局 4つ折り 村塩塚)名義

払込 発行
12 郵便貯金通帳 昭和18年 内閣印刷局製造 単色刷 17.0X41.7 1通 古賀キク(山門郡大和 2004P1883 

(てぬへ02285) 6月19日 福岡貯金支局 4つ折り 村塩塚)名義ガリ版
払込 発行 刷「代印者加賀田ス

ナ」とあり
13 郵便貯金通帳 昭和18年 内閣印刷局製造 単色刷 17.1 X41.8 l通 古賀善一(山門郡大和 2004P1884 

(てへな17376) 10月28日 福岡貯金支局 4つ折り 村中島東上町)名義
~19年10 発行 ペン書「退院者分会
月14日払 長J朱印「帝国在郷軍
込 人会大和村分会長印J

あり
14 寛永通宝 銅 径2.8 7点 2004P1885 

(背に波型) ~1891 

Ta--
唱
E--
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i
 



寄贈資料 5.古賀善一資料

3 貨幣・紙幣

番号 資料名 発行開始年 発行年 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

15 寛永通宝 銅 径2.5 9点 2004P1892"，  1900 
(背に「文J) 

16 寛永通宝 銅 径2.5 2点 2004P190 1 '" 1902 
(背に文様なし)

17 寛永通宝 銅 径2.3 6点 2004P1903'" 1908 
(背に文様なし)

18 天保通宝 銅 4.9X3.2 l}~ 2004P1909 
19 文久永宝 銅 径2.7 1 ，~ 2004P1910 
20(1) 2銭銅貨 明治6年 明治8年 銅・錫・亜鉛 径3.2 1 ，~ 2004P1911 
20(2) 2銭銅貨 明治6年 明治13年 銅・錫・亜鉛 径3.2 1点 2004P1912 
20(3) 2銭銅貨 明治6年 明治16年 銅・錫・亜鉛 径3.2 1点 2004P1913 
21 竜l銭銅貨 明治6年 明治18年 銅・錫・亜鉛 径2.8 1点 2004P1914 
22(1) 桐l銭青銅貨 大正5年 大正8年 銅・錫・亜鉛 径2.3 l点 2004P1915 
22(2) 桐1銭青銅貨 大正5年 昭和11年 銅・錫・亜鉛 径2.3 1 ，~ 2004P1916 
23 カフス1銭黄銅貨 昭和13年 昭和13年 銅.!If鉛 径2.3 1 ，~ 2004P1917 
24(1) カフス1銭アルミ貨 昭和13年 昭和14年 アjレミ 径1.8 3点 2004P1918'" 1920 
24(2) カフス1銭アルミ貨 昭和13年 昭和15年 アJレミ 径1.8 2点 2004P1921 '" 1922 
25(1) 菊10銭アルミ貨 昭和15年 昭和15年 アルミ 径2.2 1点 2004P1923 
25(2) 菊10銭アルミ貨 昭和15年 昭和16年 アルミ 径2.2 7点 2004P1924'" 1930 
25(3) 菊10銭アルミ貨 昭和15年 昭和17年 アルミ 径2.2 6点 2004P1931 '" 1936 
26(1) 5銭アルミ貨 昭和15年 昭和15年 アルミ 径1.9 l点 2004P1937 
26(2) 5銭アルミ貨 昭和15年 昭和16年 アルミ 径1.9 l点 2004P1938 
26(3) 5銭アルミ貨 昭和15年 昭和17年 アルミ 径1.9 9点 2004P1939'" 1947 
27(1) 富士l銭アルミ貨 昭和16年 昭和16年 アルミ 径1.6 12点 2004P1948'" 1959 I 
27(2) 富士1銭アルミ貨 昭和16年 昭和17年 アjレミ 径1.6 7点 2004P1960'" 1966 
27(3) 富士1銭アルミ貨 昭和16年 昭和18年 アルミ 径1.6 14点 2004P1967'" 1980 
27(4) 富士l銭アルミ貨 昭和16年 不詳 アルミ 径1.6 l点 2004P1981 
28 10銭錫貨 昭和19年 昭和19年 錫・亜鉛 径1.9 22点 2004P1982"'2003 
29 穴アキ5銭錫貨 昭和19年 昭和19年 錫・亜鉛 径1.7 4点 2004P2004"，2007 
30(1) l銭錫貨 昭和19年 昭和19年 錫・亜鉛 径1.5 21点 2004P2008"'2028 
30(2) 1銭錫貨 昭和19年 昭和20年 錫・亜鉛 径1.5 1)長 2004P2029 
30(3) 1銭錫貨 昭和19年 不詳 錫.!If鉛 径1.5 2点 2004P2030'" 2031 
31(1) 稲10銭アルミ貨 昭和20年 昭和20年 アjレミ 径2.2 7点 2004P2032"'2038 
31(2) 稲10銭アルミ貨 昭和20年 昭和21年 アjレミ 径2.2 5点 2004P2039"'2043 
32(1) 鳩5銭錫貨 昭和20年 昭和20年 錫・亜鉛 径1.7 1点 2004P2044 
32(2) 鳩5銭錫貨 昭和20年 昭和21年 錫・亜鉛 径1.7 7点 2004P2045"'2051 
33(1) 1円黄銅貨 昭和23年 昭和23年 銅・亜鉛 径2.0 1点 2004P2052 
33(2) 1円黄銅貨 昭和23年 昭和24年 銅・亜鉛 径2.0 2点 2004P2053"'2054 
33(3) 1円黄銅貨 昭和23年 昭和25年 銅・亜鉛 径2.0 1点 2004P2055 
34 10銭アルミ青銅貨 昭和13年 昭和14年 銅・アルミ 径2.2 2点 2004P2056"'2057 
35(1) 小型50銭黄銅貨 昭和22年 昭和22年 銅・亜鉛 径1.9 3点 2004P2058"'2060 
35(2) 小型50銭黄銅貨 昭和22年 昭和23年 銅・亜鉛 径1.9 12点 2004P2061 "'2072 
36 日本銀行券免換券 昭和5年 不詳 色刷 8.1 X 14.2 8枚 2004P2073"'2080 

10円
37 日本銀行券不換紙 昭和18年 不詳 色刷 8.1 X 14.2 3枚 2004P2081 "'2083 

幣10円
38 乾隆通宝 乾隆冗年 不詳 銅 径2.3 1点 2004P2084 

(1736) 
39(1) 1円 中華民国62年 銅-ーツケルヵ 径2.4 4点 2004P2085"'2088 
39(2) 1円 中華民国63年 銅・ーッケルヵ 径2.4 3点 2004P2089"'2091 
39(3) 1円 中華民国64年 銅・ーッケルヵ 径2.4 1点 2004P2092 
40 伍円 中華民国63~ i銅・ーッケルヵ 径2.9 2点 2004P2093"'2094 
41 香港1肇(10CENTS) 1949年 銅ヵ 径2.0 l点 2004P2095 
42 5ウォン 1968年 銅ヵ 径2.0 l点 THEBANKOF 2004P2096 

KOREA 
43(1) 10ウォン 1969年 銅ヵ 径2.3 1点 THEBANKOF 2004P2097 

KOREA 
43(2) 10ウォン 1972年 銅ヵ 径2.3 1点 THEBANKOF 2004P2098 

KOREA 
44 50ウォン 1973年 銅・ ッケルヵ 径2.1 l点 2004P2099 
45 100ウォン 1975年 銅・ーツケルヵ 径2.3 l点 2004P2100 
46 穴あき銭(詳細不詳) 不詳 銅ヵ 径2.9 1)点 2004P2101 
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

6.酒見勝二資料

(資料内訳)給与明細等・… H ・H ・.....・ H ・...・H ・...・H ・-…… 43件43点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 昭和22年給与明細綴 昭和22年 綴 18.8X 13.3 1綴 2004P2102 
1 (1) 昭和22年4月分俸給及 昭和22年 酒見技官あて ガリ刷・ 俸給360円暫定加給456

暫定加給 ペン書 円現金受取高696円40銭
1 (2) 昭和22年7月分俸給 昭和22年 酒見技官あて ガリ制・

ペン書
1 (3) 昭和22年8月分俸給 昭和22年 酒見技官あて ガリ刷・

ペン書
1(4) 昭和22年9月分俸給 昭和22年 酒見勝次あて ガリ刷・

ペン書
1(5) 昭和22年10月分俸給 昭和22年 酒見技術吏員 ガリ刷・

あて ペン書
1 (6) 昭和22年11月分俸給 昭和22年 酒見技術吏員 ガリ刷・

あて ペン書
1 (7) 昭和22年12月分俸給 昭和22年 酒見技術吏員 ガリ刷・

あて ペン書
1(8) 昭和22年自1月至3月 昭和22年 酒見技官あて ガリ制・

暫定加給 ペン書
1(9) 昭和22年4・5・6・7 昭和22年 酒見技術吏員 ガリ制・

月分俸給追求 あて ペン書
1 (10) 昭和22年8月分俸給追 昭和22年 酒見技術吏員 ガリ制・

求 あて ペン書
1 (11) 昭和22年l・2・3月 昭和22年 酒見技官あて ガリ刷・

分俸給追求 ペン書
1 (12) 12月分臨時手当 昭和22年 酒見技官あて ガリ刷・

ペン書
1 (13) 勤務地手当 昭和22年 酒見勝ーあて ガリ制・

ペン書
1 (14) 昭和22年凸凹調整資 昭和22年 酒見技官あて ガリ制・

金 ペン書
1 (15) 県職員一時金 昭和22年 酒見勝次あて ガリ刷・

ペン書
1 (16) 昭和22年度越年資金 昭和22年 酒見技術吏員 ガリ刷・

あて ペン書
2 昇給発令通知(四号俸 昭和22年 福岡県経済部 カーボ 25.6XI8.0 1通 2004P2103 

を給する) 12月24日 農務課長より ン複写・
福岡県技術吏 墨書
員酒見勝二あ
て

3 昭和23年給与明細綴 昭和23年 7Gはホ 19.0XI3.5 1綴 2004P2104 
チキス
留め

3 (1) 昭和23年1月分俸給 昭和23年 酒見技官あて ガリ刷・ 俸給390円 暫 定 加 給380
ペン書 受円取臨高時増給228円差引

1298円50銭
3 (2) 昭和23年2月分俸給 昭和23年 酒見技師あて ガリ刷・

ペン書

3 (3) 特別昇給発令通知 昭和23年 経済部農務課 ガリ刷・
2月16日 長より酒見勝 ペン書

ーあて

3 (4) 昭和22年7-12月分追 昭和23年 酒見技官あて ガリ刷・

求 ペン書
3 (5) 昭和23年3月分俸給 昭和23年 酒見技官あて ガリ制・

ペン書
3 (6) 特内別訳一表時手当0.8月分 昭和23年 酒見あて

ガペンリ刷書・

3 (7) 昇給発令通知 昭和23年 経済部農務課 ガリ制・
4月12日 長二よあてり酒見勝 墨書

3 (8) 昭和23年4月分俸給 昭和23年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書

qo 

唱
E
4

唱
E
A



寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

3 (9) 昭和22年7月明23年3月 昭和23年 酒見技師あて ガリ刷・
分俸給追求 ペン書

3 (10) 昭和23年5月分俸給 昭和23年 酒見技官あて ガペンリ制書・ 俸24給432円2670銭円 差引受取高

3(11) 1月-3月・ 4月追求 昭和23年 酒見勝次あて ガリ刷・
ペン書

3 (12) 過勤手当 昭和23年 ペン書
3 (13) 昭和23年6月分俸給 昭和23年 酒見あて ガリ制・

ペン書
3 (14) 1-5月新給与差額 昭和23年 酒見勝次あて ガリ制・

ペン書
3 (15) 昭和23年7月分俸給 昭和23年 酒見勝次あて ガリ刷・

ペン書
3 (16) 昭和23年8月分俸給 昭和23年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

3 (17) 昭和23年9月分俸給 昭和23年 酒見勝次あて ガリ刷・
ペン書

3 (18) 昭和23年1-9月新給与 昭和23年 酒見技師あて ガペンリ制書・
差額

3 (19) 昭和23年10月分給与 昭和23年 酒見技師あて ガペンリ刷書・

3 (20) 昭和23年11月分給与 昭和23年 酒見技師あて ガペンリ刷書・

3 (21) 昭和23年12月分給与 昭和23年 酒見勝次技師 ガリ刷・
あて ペン書

3 (22) |給昭和与23年12月概算渡 昭和23年 酒見あて ガペンリ刷書・

4 特別昇給及12月定期 昭和23年 経済部農務課 ガリ刷・ 25.0X18.4 1通 2004P2105 
昇を給給発す令通知(六号俸 3月22日 見長勝よごり技師酒 ペン書

る) あて
5 新給与発令通知(六級 昭和23年 経済部農務課 ガリ制・ 25.0X17.8 1通 2004P2106 

六号俸を給する) 8月30日 長より技師酒 墨書
見勝二あて福
岡県技術吏員
酒見勝二あて

6 昭和24年給与明細綴 昭和24年 書綴 18.5X14.0 1綴 2004P2107 
6 (1) 超過勤務概算払 昭和24年 酒見技師あて ガリ刷・

ペン書
6 (2) 昭和24年1月分給与 昭和24年 酒見あて ガリ刷・ 俸給3250円現金交付高

ペン書 3504円25銭
6 (3) 昭和24年2月分給与 昭和24年 酒見あて ガJミリ刷-

ン書
6 (4) |給昭和与2内4端年金1概・2払月分新 昭和24年 酒見勝次あて ガペンリ刷書・

6 (5) 昭和24年3月分 昭和24年 酒見あて ガリ制・
ペン書

6 (6) 昭和24年4月分内払 昭和24年 酒見あて ガリ制・
ペン書

6 (7) 昭和24年4月分追求 昭和24年 酒見技師あて ガリ刷・
ペン書

6 (8) 昭和24年5月分 昭和24年 酒見技師あて ガリ刷・
ペン書

6 (9) 超過勤務手当 昭和24年 酒見技師あて ガリ刷・ 自昭和23年9月1日至昭和
ペン書 2追4求年又3月は3返1納日精金額算による

6 (10) 昭和24年超過勤務仮 昭和24年 酒見あて ガペンリ刷書・
払

6 (11) 昭和24年6月分俸給 昭和24年 酒見あて ガぺンリ刷書・

6 (12) 昭和24年月分 昭和24年 酒見勝ーあて ガペンリ制書・

6 (13) 昭和23年12月ー24年3 昭和24年 酒見あて ガリ制・
月給与精算 ペン書

6 (14) 昭和24年8月分 昭和24年 酒見あて ガリ制・
ペン書
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

6 (15) 第三次超過勤務手当 昭和24年 酒見あて ガリ刷・
仮払 ペン書

6 (16) 昭和24年4・5月分 昭和24年 酒見あて ガペンリ刷書・

6 (17) 昭和24年9月分 昭和24年 酒見あて ガリ制・
ペン書

6 (18) 昭和24年10月分 昭和24年 酒見勝ーあて ガリ制・
ペン書

6 (19) 昭和24年月分 昭和24年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

6 (20) 昭和24年11月分 昭和24年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

6 (21) 昭和24年12月分 昭和24年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

6 (22) 共済組合貸付金 昭和24年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

6 (23) 9-11月超勤 昭和24年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

6 (24) 昭和24年12月分超勤 昭和24年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

7 通知書 昭和24年 福岡県経済部 ガリ刷・ 25.8X17.7 1通 昇給発令通知 2004P2108 
4月30日 特産課長より ペン書

酒見勝ーあて
8 通知書 昭和24年

福農酒見政岡県課勝経長次済よあ部てり
|ガリ制・ 1通 昇給発令通知 2004P2109 

10月21 ペン書
日 25.0X16.9 

9 昭和25年給与明細綴 昭和25年 書綴 18.3X 12.8 l綴 2004P2110 
9(1) 昭和25年1月分 昭和25年 酒見勝ーあて

ガペンリ制書
俸給々料5292円現金交
付高6059円

9 (2) 自12月31日至昭和25 昭和25年 酒見勝ーあて ガリ制・

l年手1当月31日分超過勤務 ペン書

9 (3) 昭和25年2月分俸給 昭和25年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

9 (4) 昭和25年2月分超過勤 昭和25年 酒見あて ガリ刷・
務手当 ペン書

9 (5) 昭和25年3月分 昭和25年 酒見技師あて ガペンリ刷書・

9 (6) 昭和25年1・2月分差 昭和25年 酒見技師あて ガペンリ刷書・
額追給

9 (7) 昭和25年3月超過勤務 昭和25年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・
手当

9 (8) 昭和25年月分 昭和25年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付高6661円
ペン書

9 (9) 勤昭和務2手5当年 月分超過 昭和25年 酒見あて ガペンリ制書・ 差引支払額609円

9 (10) 昭和25年月分 昭和25年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 差引支払額6619円
ペン書

9(11) 昭和25年月分超過 昭和25年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 差引支払額446円
勤務手当 ペン書

9 (12) 昭和25年月分 昭和25年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 差引支払額6640円
ペン書

9 (13) 昭和25年月分 昭和25年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 差引支払額1976円
ペン書

9 (14) 昭和25年8月分 昭和25年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

9 (15) 昭和25年9月分 昭和25年 酒見勝治あて ガリ制・
ペン書

9 (16) 昭和25年10月分 昭和25年 酒見勝次あて ガペンリ刷書・

9 (17) 昭和25年11月分 昭和25年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

9 (18) 昭和25年12月分 昭和25年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

9 (19) 昭和25年12月(年末手 昭和25年 酒見勝二あて ガリ刷・
当) ペン書

10 発令通知書 昭和25年 福岡県経済部 ガリ刷・ 25.5X18.2 1通 昇給発令通知 2004P2111 
カ 農政課長より ペン書

福岡県技術吏
員酒見勝二あ
て

11 昭和26年給与明細穣 昭和26年 書綴 18.2X 13.2 1綴 2004P2 11 2 
11 (1) 昭和26年1月分 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
11 (2) 昭和25年月分 昭和26年 酒見勝次あて ガリ刷・ 差引支払額2856円

ペン書
11 (3) 昭和26年2月分 昭和26年 酒見勝次あて ガリ制・

ペン書
11 (4) 年末手当追給 昭和26年 酒見勝次あて ガリ刷・ 差引支払額109円

ペン書
11 (5) 昭和26年3月分 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ制・

ペン書
11 (6) 貸付金 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ制・ 1853円

ペン書
11 (7) 昭和26年4月分 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
11 (8) 昭和26年月分超過 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ制・ 差引支払額4792円

勤務手当 ペン書
11 (9) 昭和26年5月分 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
11 (10) 昭和26年6月分 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
11 (11) 昭和26年7月分 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
11 (12) 昭和26年4・5・6月 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

超過勤務手当 ペン書
11 (13) 8月一割繰上支給 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
11 (14) 昭和26年 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ制・ 差引現金受取両9569円

ペン書
11 (15) 昭和26年7月分超過勤 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

務手当 ペン書
11 (16) 昭和26年9月 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
11 (17) 昭和26年10月 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
11 (18) 昭和26年11月分 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
11 (19) 自4月至11月昇給によ 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ制・

る差額 ペン書
11 (20) 昭和26年12月分 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
11 (21) 昭和26年9月.......11月 昭和26年 酒見勝次あて ガリ刷・

分超過勤務手当 ペン書
11 (22) 昭和26年度年末手当 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
11 (23) 昭和26年10-12月分 昭和26年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
11 (24) 現金交付額メモヵ 昭和26年 酒見勝ーあて ペン書・ 計6263(ペン書)

鉛筆書 7832(鉛筆書)
11 (25) 昭和26年分源泉徴収 昭和26年 福岡県知事杉 印刷・ペ

票 本勝次より酒 ン書
見勝二あて

12 昇給通知書 昭和26年 福岡県経済部 ガリ制・ 25.3X18.0 1通 2004P2113 
1月30日 農政課長より ペン書

福岡県技術吏
員酒見勝二あ
て
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

13 昭和27年給与明細綴 昭和27年 書綴 19.7X13.7 1綴 2004P2114 
13 (1) 昭和27年1月分俸給 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
13 (2) 昭和27年2月分俸給 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
13 (3) 昭和27年3月分 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
13 (4) 超過勤務手当メモヵ 昭和27年 酒見勝あて ペン書 ￥976 
13 (5) 4月分 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
13 (6) 昭和27年追給 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 計1038円

ペン書
13 (7) 超過勤務手当 昭和27年 酒見勝ーあて スタンプ・ ￥1462 

ペン書
13 (8) 超過勤務手当 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付局915円

ペン書
13 (9) 昇給による差額 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付高312円

ペン書
13 (10) 昭和27年5月分俸給 昭和27年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

13 (11) 昭和27年6月分俸給 昭和27年 酒見勝ーあて ガペンリ制書・

13 (12) l務昭和手2当7年4月分超過勤 昭和27年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

13 (13) 超過勤務手当 昭和27年 酒見勝ーあて
ガぺンリ刷書・

現金交付額270円

13 (14) 昭和27年7月分俸給 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

13 (15) 昭和27年月分 俸 給 昭和27年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・ 差引計5862円

13 (16) 昭和27年月分超過 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付高645円
勤務手当 ペン書

13 (17) 昭和27年8月分 昭和27年 酒見勝ーあて ガぺンリ刷書・

13 (18) 昭和27年9月分 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

13 (19) 昭和27年8月分超過勤 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・
務手当 ペン書

13 (20) 昭和27年10月分 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

13 (21) 昭和27年9月分超過勤 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・
務手当 ぺン書

13 (22) 昭和27年11月分 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

13 (23) 昭和27年10月分超過 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・
勤務手当 ペン書

13 (24) 昭和27年12月分 昭和27年 酒見勝次あて ガリ刷・

ペン書
13 (25) 昭和27年追給 昭和27年 酒見勝次あて ガリ制・ 現金交付額1945円

ペン書
13 (26) 昭和27年0.5月分 昭和27年 酒見勝次あて

ガぺンリ刷書・ 現金交付額7362円

13 (27) 超過勤務手当 昭和27年 酒見あて スペタン書ンプ・ ￥873 

13 (28) 現金交付額メモヵ 昭和27年 酒見あて ペン書 ￥4406 

13 (29) 昭和2 年月分 昭和27年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付額12462円
ペン書

13 (30) 27年分源泉徴収票 昭和27年 福岡県知事杉 印刷・ぺ
本勝次より酒 ン書
見勝二あて

14 I昭和28年度俸給表綴J 昭和28年 書綴 18.6X12.7 1綴 2004P2115 
14(1) 昭和28年1月分 昭和28年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書

守
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

14 (2) 昭和27年12月分超過 昭和28年 酒見勝二あて ガリ制・ 差引交付金額232円
勤務手当 ペン書

14 (3) 昭和27年12月分超過 昭和28年 酒見勝ーあて lガペンリ刷書・
差引交付金額667円

勤務手当
14 (4) 昭和28年2月分 昭和28年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
14 (5) 昭和28年1-2月分 昭和28年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

14 (6) 昭和28年3月分 昭和28年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

14 (7) 超年過1月勤分務ヵ手)当(昭和28 昭和28年 酒見あて スペタン書ンプ・ ￥329 

14 (8) 扶養手当 昭和28年 酒見あて ペン書 ￥343 
14 (9) 超過勤務手当 昭和28年 酒見あて スタ書ンプ・ 3793円

ペン
14 (10) 0.25貸付額 昭和28年 |酒見勝次あて ペシ書 ￥4400 
14 (11) 昭和28年4月分 昭和28年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
14 (12) 昭和28年5月分 昭和28年 酒見勝ーあて ガリ制・

ペン書
14 (13) 超過勤務手当 昭和28年 酒見勝ーあて ガペンリ制書・ 現金交付額464円

14 (14) 期末手当 昭和28年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付額7845円
ペン書

14 (15) 昭和28年6月分 昭和28年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

14 (16) 昭和28年月分 昭和28年 酒見勝ーあて ガリ制・ 現金交付額15800円
ペン書

14 (17) 超過勤務手当 昭和28年 酒見あて ガリ刷・ 現金交付額464円
ペン書

14 (18) 後期々末手当繰上支 昭和28年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 差引交付額4178円
給 ペン書

14 (19) 昭和28年8月分 昭和28年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

14 (20) 超過勤務手当 昭和28年 酒見あて ガペンリ刷書・ 差引交付額3588円

14 (21) 昭和28年9月分 昭和28年 酒見勝ーあて ガリ制・
ペン書

14 (22) 昭和28年8月分超過勤 昭和28年 酒見勝ーあて ガリ制・
務手当 ペン書

14 (23) 10月分俸給 昭和28年 酒見勝ーあて 印制・ペ
ン書

14 (24) 11月分俸給 昭和28年 酒見勝ーあて 印刷・ペ
ン書

14 (25) 9月分超過勤務手当 昭和28年 酒見勝ーあて 印制・ぺ
ン書

14 (26) 12月分俸給 昭和28年 酒見勝ーあて 印刷・ペ
ン書

14 (27) 昭和28年10・11月分 昭和28年 酒見あて ガリ刷・
超過勤務手当 ペン書

14 (28) 期末手当 昭和28年 酒見勝ーあて 印制・ペ 差引現金交付両22055円
ン書

14 (29) 0.13貸付金 昭和28年 酒見あて 印刷・ペ 2535円
ン書

14 (30) 超過勤務手当 昭和28年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 差引現金交付高2786円
ン書

14 (31) 源泉徴収票 昭和28年 福岡県知事杉 印刷・ぺ
本勝次より酒 ン書
見勝二あて

15 昭和29年度給与明細綴 昭和29年 書綴 18.5X9.0 1綴 2004P2 11 6 
15 (1) 1月分俸給 昭和29年 (酒見勝一あ 印制・ペ

て) ン書
15 (2) 2月分俸給 昭和29年 (酒見勝一あ 印制・ペ

て) ン書
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

15 (3) 3月分俸給 昭和29年 (酒見勝二あ 印刷・ペ
て) ン書

15 (4) 1月分超過勤務手当 昭和29年 (酒見勝一あ 印刷・ペ
て) ン書

15 (5) 2月分超過勤務手当 昭和29年 (酒見勝一あ 印ン刷書・ペ
て)

15 (6) 4月分俸給 昭和29年 (酒見勝一あ 印刷・ペ
て) ン書

15 (7) 3月分超過勤務手当 昭和29年 (酒見勝一あ 印刷・ぺ
て) ン書

15 (8) 4月分超過勤務手当 昭和29年 (酒見勝一あ 印刷・ペ
て) ン書

15 (9) 5月分俸給 昭和29年 酒見勝ーあて |ガペンリ制書・

15 (10) 期末勤勉手当 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 期末手当0.5 勤勉手当

ペン書 0.25 現金交付額11814円
15 (11) 5月分宿直料 昭和29年 酒見勝ーあて |ガぺンリ刷書・

15 (12) 5月分超過勤務手当 昭和29年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

15 (13) 月分俸給 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付額15611円
ペン書

15 (14) 7月分俸給 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

15 (15) 6月分超過勤務手当 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

15 (16) 6月分宿直手当 昭和29年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

15 (17) 8月分俸給 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

15 (18) 7月分宿直手当 昭和29年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

15 (19) 9月分俸給 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

15 (20) 8月分宿直手当 昭和29年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

15 (21) 7月分超過勤務手当 昭和29年 酒見勝二あて ガリ刷・
ペン書

15 (22) 10月分俸給 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ制・
ペン書

15 (23) 9月分宿直手当 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ制・
ペン書

15 (24) 月分超過勤務手当 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ制・ 現金交付額1641円
ペン書

15 (25) 11月分俸給 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

15 (26) 10月分超過勤務手当 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

15 (27) 10月分宿直勤務手当 昭和29年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

15 (28) 11月分宿直勤務手当 昭和29年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

15 (29) 昭和29年度後期々末 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 期末手当0.75 勤勉手当
手当 ペン書 0.5 現金交付額19948円

15 (30) 追給 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付額2965円
ペン書

15 (31) 12月分俸給 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

15 (32) 1仮12払月分超過勤務手当 昭和29年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

15 (33) 還付 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付額1734円
ペン書

15 (34) 11月分超過勤務手当 昭和29年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

15 (35) 29年源泉徴収票(写) 昭和29年 ペン書
15 (36) 昭和29年分源泉徴収 昭和29年 福岡県繭検定 印刷・ペ

票 所長福島鋼治 ン書
郎より酒見勝
ーあて

16 昭和30年度給与明細綴 昭和30年 書綴 18.0X8.0 1綴 2004P2117 
16 (1) 1月分俸給 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (2) 12月分宿直手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (3) 12月分超過勤務手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ制・

ペン書
16 (4) 2月分俸給 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (5) 1月分宿直手当 昭和30年 酒見勝二あて l刀J¥リ刷-

ン書
16 (6) 1月分超過勤務手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (7) 2月分超過勤務手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ制・

ペン書
16 (8) 2月分日宿直料 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ制・

ペン書
16 (9) 昭和30年3月分 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (10) 2月分超過勤務手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (11) 昭和30年4月分 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ制・

ペン書
16 (12) 昭和30年5月分 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (13) 4月分宿直手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (14) 昭和30年前期期末勤 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 期末手当0.5 勤勉手当

勉手当 ペン書 0.25 
16 (15) 昭和30年6月分 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (16) 5月分宿直手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (17) 昭和30年7月分 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (18) 6月分宿直手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (19) 4・5・6月分超過勤務 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

手当 ペン書
16 (20) 昭和30年8月分前 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付額9317円

ペン書
16 (21) 昭和30年8月分前 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付額7327円

ペン書
16 (22) 7月分宿直手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (23) 8月分宿直手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ぺン書
16 (24) 昭和30年9月分 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (25) 8月分超過勤務手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ制・

ペン書
16 (26) 7月分超過勤務手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (27) 昭和30年10月分 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (28) 9月分宿直手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
16 (29) 昭和30年11月分 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ制・

ペン書
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

16 (30) 10月分宿直手当 昭和30年 酒見勝二あて ガリ制・
ペン書

16 (31) 期末手当・勤勉手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガペンリ制書・ 期末手盟当金0支.7付5額勤2勉手当
0.5 :fJt~~M~23944円

16 (32) 昭和30年12月分 昭和30年 酒見勝ーあて ガペンリ制書・

16 (33) 期末手当 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ制・ 額期4末3手15当円0.25 現金交付
ペン書

16 (34) 9'" 11月分超過勤務手 昭和30年 酒見勝ーあて ガリ刷・
当 ペン書

16 (35) 昭和30年分源泉徴収 昭和30年 福岡県繭検定 印刷・ペ
票 所長福島鋼治 ン書

郎より酒見勝
ーあて

17 昭和31年給与明細綴 昭和31年 書綴 18.2X8.5 l綴 2004P2118 
17 (1) 30年7月から30年12 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ刷・

月まで昇給による追 ペン書
車合

17 (2) 昭和31年1月分 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

17 (3) 昭和31年2月分 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

17 (4) 昭和31年3月分 昭和31年 酒見勝ーあて ガぺkリ重刷・

17 (5) 昭和30年度昇給に伴 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 期末手当・勤勉手当分
う差額追給 ぺン書

17 (6) 昭和31年4月分 昭和31年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

17 (7) 給昭和追給31年1"'3月分昇 昭和31年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

17 (8) 1"'3月分超過勤務手 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ制・
当 ペン書

17 (9) 昭和31年4月分(昇給 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ制・
に伴う差額追給ヵ) ペン書

17 (10) 昭和31年5月分 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

17 (11) 昭和31年期末勤勉手 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金父付額13200円
当 ぺン書

17 (12) 昭和31年6月分 昭和31年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

17 (13) 昭和31年7月分 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

17 (14) 6月分宿直勤務手当 昭和31年 酒見勝ーあて ガペンリ制書・

17 (15) 4. 5・6月分超過勤務 昭和31年 酒見勝ーあて ガペンリ制書・
手当

17 (16) 昭和31年8月分 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

17 (17) 昭和31年9月分 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

17 (18) 昭和31年10月分 昭和31年 酒見勝ーあて ガぺ主リ制書・

17 (19) 昭和31年9月分宿直手 昭和31年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・
当

17 (20) 昭和31年11月分 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

17 (21) 10月分日宿直手当 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ制・
ペン書

17 (22) 勤昭和勉3手1当年度後期期末 昭和31年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・ 期末1.00 勤勉0.50

17 (23) 昭和年月分 昭和31年 酒見勝ーあて ガペンリ制書・ 現金父付局17090円

17 (24) 昭和31年度後期期末 昭和31年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 期末0.15
手当追加 ペン書
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

17 (25) 10・11月分超過勤務 昭和31年 酒見勝二あて ガリ刷・

手当 ペン書

17 (26) 昭和31年分源泉徴収 昭和31年 福岡県繭検定 印刷・ぺ

票 所長福島鋼治 ン書

次郎より酒見
勝ーあて

18 昭和32年給与明細綴 昭和32年 書綴 18.2X9.6 1綴 2004P2119 
18 (1) 昭和32年1月分 昭和32年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書

18 (2) 10・11月分超過勤務 昭和32年 酒見勝ーあて ガリ制・

手当 ペン書

18 (3) 昭和32年2月分 昭和32年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書

18 (4) 昭和32年3月分 昭和32年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

18 (5) 12"'2月分超過勤務手 昭和32年 酒見勝ーあて ガペンリ制書・
当

18 (6) 昭和32年4月分 昭和32年 酒見勝ーあて ガぺンリ刷書・

18 (7) 昭和32年5月分 昭和32年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

18 (8) 勤昭和勉手32当年度前期期末 昭和32年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・
期末手当0.50 勤勉手当
0.25 

18 (9) 昭和32年6月分 昭和32年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

18 (10) 昭和32年7月分 昭和32年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

18 (11) 4・5・6月分超過勤務 昭和32年 酒見勝ーあて ガペンリ制書・
手当

18 (12) 給料・期末手当及び 昭和32年 酒見勝ーあて ガリ制・ 現金交付額2749円
勤勉手当追給内払 ペン書

18 (13) 昭和32年9月分 昭和32年 酒見勝二あて
ガペンリ制書・

現金交付額19427円

18 (14) 昭和32年9月分 昭和32年 酒見勝ーあて ガぺンリ刷書・
現金交付額19107円

18 (15) 昭和32年10月分 昭和32年 酒見勝ーあて ガペンリ制書・

18 (16) 9月分超過勤務手当 昭和32年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

18 (17) 昭和32年11月分 昭和32年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
18 (18) 昭和32年4月から昭和 昭和32年 酒見勝ーあて ガリ刷・

32年10月まで給料切 ペン書
替及び昇給に伴う給
与差額

18(19) 給料の切替及び昇給 昭和32年 酒見勝ーあて ガリ制・ 現金交付額330円
に伴う期末手当及び ペン書
勤勉手当差額(前期分)

18 (20) 昭和32年度後期分期 昭和32年 酒見勝ーあて ガリ刷・
末手当・勤勉手当 ペン書

18 (21) 昭和32年12月分 昭和32年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
18 (22) 昭和32年10・11月分 昭和32年 酒見勝ーあて ガリ刷・

時間外勤務手当 ペン書
18 (23) 源泉徴収票 昭和32年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所長福島鋼治 ン書
郎より技師酒
見勝ーあて

19 昭和33年給与明細綴 昭和33年 書綴 20.0X10.5 1綴 2004P2120 
19 (1) 昭和33年度市民税県 昭和33年 福岡市長奥村 印刷・ペ

民税特別徴収税額の 5月25日 茂敏 ン書
納税者への通知書

19 (2) 昭和33年1月分 昭和33年 酒見勝ーあて ガリ制・
ペン書
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

19 (3) 昭和33年2月分 昭和33年 酒見勝二あて ガリ刷・
ペン書

19 (4) 昭和33年3月分 昭和33年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

19 (5) 昭和33年4月分 昭和33年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

19 (6) 勤昭務和3手3当年3月分時間外 昭和33年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

19 (7) 昭和33年5月分 昭和33年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

19 (8) 昭当和追給33年5月分扶養手 昭和33年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

19 (9) 勤昭和勉3手3当年度前期期末 昭和33年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・ 現金交付額16843円

19 (10) 昭和33年6月分 昭和33年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン室

19 (11) 昭和33年7月分 昭和33年 酒見勝ーあて ガぺンリ制書・

19 (12) 4~6月分時間外勤務 昭和33年 酒見勝ーあて ガぺンリ刷書・
手当

19 (13) 昭和33年8月分 昭和33年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

19 (14) 昭和33年9月分 昭和33年 酒見勝ーあて ガぺンリ刷書・

19 (15) 昭和33年10月分 昭和33年 酒見勝ーあて ガペンリ制書・

19 (16) 8月分時間外勤務手当 昭和33年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

19 (17) 9月分時間外勤務手当 昭和33年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

19 (18) 昭和33年11月分 昭和33年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・

19 (19) 4~6月分通勤手当 昭和33年 酒見勝二あて ガリ刷・
ペン書

19 (20) 勤昭和勉3手3当年度前期期末 昭和33年 酒見勝ーあて ガペンリ刷書・ 現金交付額44983円

19 (21) 昭和33年12月分 昭和33年 酒見勝ーあて ガリ刷・
ペン書

19 (22) 昭和33年度後期期末 昭和33年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付額2402円
手当 ペン書

19 (23) 時間外勤務手当 昭和33年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付額3100円
ペン書

19 (24) 昭和33年分源泉徴収 昭和33年 福岡県繭検定 印制・ぺ
票 所長福島鋼治 ン書

郎見勝よ二り技師酒
あて

20 昭和34年給与明細綴 昭和34年 書綴 20.5X9.6 l綴 2004P2121 
20 (1) 昭和34年1月分 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
20 (2) 昭和34年2月分 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
20 (3) 昭和34年3月分 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
20 (4) 昭和34年4月分 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ制・

ペン書
20 (5) 昭和34年5月分 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
20 (6) 昭和34年度市民税県 昭和34年 福岡市長奥村 印刷

民税特別徴収税額の 5月25日 茂敏より酒見
納税者への通知書 勝ーあて

20 (7) 時間外勤務手当 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 現金交付額1098円
ペン書

20 (8) 昭和34年度前期期末 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・ 期末手当0.65 勤勉手当
勤勉手当 ペン書 0.25 
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

20 (9) 昭和34年6月分 昭和34年 酒見勝二あて ガリ制・
ペン書

20 (10) 旅費 昭和34年 酒見勝ーあて スタン 780円
プ・ベン
書

20 (ll) 6月分日宿直手当 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
20 (12) 昭和34年7月分 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
20 (13) 5-----6月分時間外勤務 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

手当 ペン書
20 (14) 昭和34年8月分 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
20 (15) 旅費 昭和34年 酒見勝ーあて スタン 2390円

フ・ペン
書

20 (16) 昭和34年9月分 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ制・

ペン書
20 (17) 8・9月分日直勤務手 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

当 ペン書
20 (18) 昭和34年10月分 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
20 (19) 旅費 昭和34年 酒見勝ーあて スタン 410円

書フ・ベン

20 (20) 旅費 昭和34年 酒見勝ーあて スタン 265円
プ・ペン
書

20 (21) 10月分宿直手当 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ制・
ペン書

20 (22) 昭和34年11月分 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
20 (23) 8月分時間外勤務手当 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
20 (24) 旅費 昭和34年 酒見勝ーあて スタン 370円

プ・ペン
書

20 (25) 昭和34年度後期々末 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・
勤勉手当 ペン書

20 (26) 昭和34年12月分 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
20 (27) 10・11月分時間外勤 昭和34年 酒見勝ーあて ガリ刷・

務手当 ペン書
21 昭和35年給与明細及 昭和35年 書綴 21.0X 12.3 l綴 2004P2122 

び給与袋綴
21 (1) 昭和35年1月分 昭和35年 酒見勝ーあて ガリ刷・

ペン書
21 (2) 昭和35年2月分 昭和35年 酒見勝ーあて ガリ制・

ペン書
21 (3) 昭和35年3月分 昭和35年 酒見勝ーあて ガリ制・

ペン書
21 (4) 昭和35年3月分扶養手 昭和35年 酒見勝ーあて ガリ刷・

当追給 ペン書
21 (5) 昭和35年4月分 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

21 (6) 昭和35年5月分 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝

封ン筒書
ーあて

21 (7) 昭和35年度市民税県 昭和35年 福岡市長奥村 印刷
民税特別徴収税額の 5月25日 茂敏より酒見
納税者への通知書 勝二あて
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

21 (8) 昭和35年4月分時間外 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
勤務手当 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
21 (9) 昭和35年前期分期末 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ペ

手当勤勉手当 所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

21 (10) 昭和35年6月分 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

21 (11) 昭和35年7月分 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

21 (12) 昭和35年6月分時間外 昭和35年 福岡県繭検定 印制・ペ
勤務手当 所より酒見勝

封ン筒書
二あて

21 (13) 昭和35年8月分 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

21 (14) 昭和35年9月分 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝

封ン筒書
二あて

21 (15) 昭和35年8月分時間外 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ペ 旅費明細(1355円)入り
勤務手当 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
21 (16) 昭和35年4"-'9月分追 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

21 (17) 昭和35年10月分 昭和35年 福岡県繭検定 印制・ぺ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

21 (18) 昭和35年9月分時間外 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
勤務手当 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
21 (19) 昭和35年11月分 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ぺ

所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

21 (20) 昭和35年期末手当勤 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 差引現金支給額53543円
勉手当 所より酒見勝

封ン書筒
二あて

21 (21) 昭和35年12月分 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

21 (22) 期末手当追給 昭和35年 福岡県繭検定 印制・ぺ 差引現金支給額2737円
所より酒見勝

封ン筒書
ーあて

21 (23) 10・11月時間外勤務 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ペ

手当 所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

21 (24) 昭和35年分給与所得 昭和35年 福岡県繭検定 印刷・ペ

源泉徴収票 所長福島鋼治 ン書
郎より技術吏
員酒見勝二あ
て

22 昭和36年給与袋績 昭和36年 7cはホ 21.0X 11.5 1綴 2004P2123 
チキス
留め

22 (1) 昭和36年l月分 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

22 (2) 昭和35年10"-'12月分 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ペ
追給 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

22 (3) 昭和36年2月分 昭和36年 福岡県繭検定 印制・ペ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

22 (4) 昭和36年3月分 昭和36年 福岡県蔽検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

22 (5) 昭和36年4月分 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

22 (6) 3月分時間外勤務手当 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

22 (7) 昭和36年5月分 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

22 (8) 昭和36年4月分追給 昭和36年 福岡県繭検定 印制・ぺ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

22 (9) 昭和36年度市民税県 昭和36年 福岡市長阿部
民税特別徴収税額の 5月25日 源蔵より酒見
納税者への通知書 勝二あて

22 (10) 4月分時間外勤務手当 昭和36年 福岡県競検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

22 (11) 昭和36年前期期末手 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
当勤勉手当 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
22 (12) 昭和36年6月分 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

22 (13) 昭和36年7月分 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

22 (14) 昭和36年6月分時間外 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ペ
勤務手当 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
22 (15) 昭和36年8月分 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

22 (16) 7・8月分時間外勤務 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ペ
手当 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
22 (17) 昭和36年9月分 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

22 (18) 昭和36年9月分時間外 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ペ
勤務手当・日宿直料 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
22 (19) 昭和36年10月分 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

22 (20) 昭和36年11月分 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

22 (21) 昭和36年期末勤勉手 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 差引現金支給額63160円
当 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
22 (22) 昭和36年12月分 昭和36年 福岡県議検定 印刷・ペ

所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

22 (23) 10・11月分時間外勤 昭和36年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
務手当 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒

」 ー
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

22 (24) 昭和36年分給与所得 昭和36年 福岡県繭検定 印制・ぺ
の源泉徴収票 所長福島鋼治 ン書

郎より酒見勝
ーあて

23 昭和37年給与袋綴 昭和37年 7Gはホ 21.8 X 11.5 l擁 2004P2124 
チキス
留め

23 (1) 昭和37年l月分 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

23 (2) 昭和37年2月分 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

23 (3) 昭和36年10月 ~12月 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ペ
分追給 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
23 (4) 昭和37年3月分 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

23 (5) 1 .2月分時間外勤務 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ペ
手当 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
23 (6) 昭和37年4月分 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

23 (7) 昭和37年4月分追給 昭和37年 福岡県繭検定 印制・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

23 (8) 昭和37年5月分 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

23 (9) 昭和37年前期期末手 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
当勤勉手当 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
23 (10) 昭和37年6月分 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

23 (11) 昭和37年4月分時間外 昭和37年 福岡県繭検定 印制・ペ
勤務手当 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
23 (12) 昭和37年度市民税県 昭和37年 福岡市長阿部 印刷・ペ

民性特別徴収税額の 5月25日 源蔵より酒見 ン書
通知書 勝ーあて

23 (13) 昭和37年7月分 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

23 (14) 昭和37年5・6月分時 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ペ
間外勤務手当 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
23 (15) 昭和37年8月分 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

23 (16) 昭和37年9月分 昭和37年 福岡県繭検定 印制・ペ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

23 (17) 昭和37年7~8月分時 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
問外勤務手当 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
23 (18) 昭和37年9月分 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

23 (19) 昭和37年10月分 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

23 (20) 昭和37年11月分 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

23 (21) 昭和37年後期期末手 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ぺ

当勤勉手当 所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

23 (22) 昭和37年12月分 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

23 (23) 10・11月分時間外勤 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ぺ

務手当 所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

23 (24) 昭和37年分給与所得 昭和37年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
の源泉徴収票 所長福島鋼治 ン書

郎より酒見勝
ーあて

24 昭和38年給与袋綴 昭和38年 冗はホ 22.3X 11.8 1綴 2004P2125 

l留チキめス

24 (1) 昭和38年1月分 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝

封ン書筒ーあて

24 (2) 昭和37年12月分時間 昭和38年 福岡県繭検定 印制・ぺ
外勤務手当 所より酒見勝

封ン書筒
ーあて

24 (3) 昭和38年2月分 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝

封ン筒書ーあて
24 (4) 昭和38年1月分時間外 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ぺ

勤務手当 所より酒見勝
封ン書筒ーあて

24 (5) 昭和38年年度末勤勉 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
手当 所より酒見勝

封ン書筒ーあて
24 (6) 昭和38年3月分 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ぺ

所より酒見勝
封ン筒書

二あて
24 (7) 昭和37年10月""38年 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ペ

2月分追給 所より酒見勝
封ン書筒ーあて

24 (8) 昭和38年4月分 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝

封ン筒書ーあて
24 (9) 昭和38年5月分 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所より酒見勝
封ン書筒

二あて
24 (10) 昭和38年度市民税県 昭和38年 福岡市長阿部 印刷・ペ

通民税知特書別徴収税額の 5月25日 !躍さより酒見 ン書
あて

24 (11) 期末手当勤勉手当 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引現金支給額42484円
所より酒見勝

封ン書筒ーあて
24 (12) 時間外勤務手当 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 差引現金支給額1857円

所より酒見勝
封ン筒書ーあて

24 (13) 昭和38年6月分 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝
ーあて

24 (14) 昭和38年7月分 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝

封ン筒書ーあて
24 (15) 6月分時間外勤務手当 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ペ

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

24(16) 期末手当加算分 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引現金支給額2760円
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

24(17) 7月分時間外勤務手当 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

24(18) 昭和38年8月分時間外 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ペ
勤務手当 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
24(19) 昭和38年8月分 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ぺ

所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

24(20) 昭和38年9月分 昭和38年 福岡県繭検定 印制・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

24(21) 昭和38年10月分 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

24 (22) 昭和38年11月分 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

24(23) 昭和38年9月分 昭和38年 福岡県繭検定 印制・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

24(24) 期末手当勤勉手当 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引現金支給額78548円
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

24(25) 昭和38年12月分 昭和38年 福岡県繭検定 印制・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

24(26) 期末手当 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 差引現金支給額4600円、
所より酒見勝 ン書 3860円
二あて 封筒

24(27) 時間外勤務手当 昭和38年 福岡県繭検定 印制・ぺ 差引現金支給額7634円
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

24(28) 昭和38年分給与所得 昭和38年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
の源泉徴収票 所長福島鏑治 ン書

郎より酒見勝
二あて

25 昭和39年給与袋綴 昭和39年 冗はホ 22.7X 11.8 1綴 2004P2126 
チキス
留め

25(1) 昭和39年1月分 昭和39年 福岡県蔽検定 印削・ぺ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

25 (2) 昭和39年2月分 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

25 (3) 勤勉手当 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引現金支給額7839円
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

25(4) 昭和39年3月 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

25 (5) 12""12月分時間外勤 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ペ
務手当 所より酒見勝

封ン書恒
二あて

25 (6) 追給ヵ 昭和39年 福岡県縞検定 印刷・ペ 差引現金支給額18790円
所より酒見勝

封ン筒書
ーあて

25 (7) 昭和39年4月分 昭和39年 福岡県繭検定 印制・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

25 (8) 昭和39年5月分 昭和39年 福岡県繭検定 印制・ペ
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

25 (9) 昭和39年度市民税県 昭和39年 福岡市長阿部 印刷・ペ

民税特別徴収税額の 5月25日 源蔵より酒見 ン書

通知書 勝ーあて

25 (10) 期末手当勤勉手当 昭和39年 福岡県繭検定 印制・ペ 差引現金支給額53060円
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

25 (11) 昭和39年4・5月分時 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ぺ

間外勤務手当 所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

25 (12) 昭和39年6月分 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

25 (13) 7月分 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
7月21日 所より酒見勝 ン書
(給与明 二あて 封筒
細)

25 (14) 期末手当加算額 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引現金支給額4140円
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

25 (15) 6月分時間外勤務手当 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

25 (16) 昭和39年8月分 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

25 (17) 昭和39年7月分時間外 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ぺ
勤務手当 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
25 (18) 昭和39年9月分 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細入り

9月21日 所より酒見勝 ン書
(給与明 二あて 封筒
細)

25 (19) 昭和39年10月分 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
10月21 所より酒見勝 ン書
日(給与 二あて 封筒
明細)

25 (20) 昭和39年11月分 昭和39年 福岡県蔽検定 印制・ぺ 11月分給与明細、 10月分
11月21 所より酒見勝 ン書 追給明細入り
日(給与 二あて 封筒
明細)

25 (21) 期末手当勤勉手当 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引現金支給額100829
所より酒見勝 ン書 円
二あて 封筒

25 (22) 昭和39年12月分 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
12月21 所より酒見勝 ン書
日(給与 二あて 封筒
明細)

25 (23) 時間外勤務手当 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引現金支給額7374円
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

25 (24) 昭和39年期末手当 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引現金支給額4457円
所より酒見勝

封ン書筒ーあて

25 (25) 昭和39年分給与所得 昭和39年 福岡県繭検定 印刷・カ
の源泉徴収票 所長心得中尾 ーボン

義人より酒見 複写
勝ーあて

26 昭和40年給与袋綴 昭和40年 福岡県繭検定 7cはホ 22.3X 11.8 1綴 2004P2127I 
所より酒見勝 チキス
二あて 留め
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

26(1) 昭和40年1月分 昭和40年 印制・ペ 22.3X11.8 給与明細入り
1月21日 ン書
(給与明 封筒
細)

26(2) 昭和39年9月.......40年1 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X11.8 明細入り
月分追給 所より酒見勝

封ン筒書
ーあて

26(3) 昭和40年2月分 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X 11.8 給与明細入り
2月20日 所より酒見勝 ン書

(細給)与明 二あて 封筒

26(4) 12・1月分時間外勤務 昭和40年 福岡県繭検定 印制・ペ 22.3X11.8 
手当 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
26(5) 勤勉手当 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X 11.8 差引現金支給額20034円

所より酒見勝
封ン書筒ーあて

26(6) 昭和40年3月分 昭和40年 福岡県繭検定 印制・ペ 22.3X 11.8 給与明細入り
3月20日 所より酒見勝 ン書
(給与明 二あて 封筒
細)

26(7) 期末手当 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 22.3X11.8 差引現金支給額4234円
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

26(8) 4月分 昭和40年 福岡県繭検定 印制・ペ 22.3X11.8 
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

26(9) 時間外勤務手当 昭和40年 福岡県蔚検定 印刷・ぺ 22.3X11.8 差引現金支給額2851円
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

26 (10) 昭和40年5月分 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 22.3X11.8 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

26(11) 昭和40年度市民税県 昭和40年 福岡市長阿部 印刷・カ 2.3X39.5 

通民税知特書別徴収税額の 5月25日 源勝蔵二より酒見
1複ー写ボン

あて
26(12) 期末手当勤勉手当 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X 11.8 差引現金支給額65328円

所より酒見勝
封ン書筒

二あて

26 (13) 昭和40年6月分 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3Xl1.8 給与明細入り
6月21日 所より酒見勝 ン書
(給与明 二あて 封筒

細)
26(14) 4・5月分時間外勤務 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X11.8 

手当 所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

26(15) 昭和40年7月分 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X11.8 給与明細入り
7月21日 所より酒見勝 ン書

(給与明 二あて 封筒

細)

26(16) 期末手当加算 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X 11.8 差引現金支給額4802円
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

26(17) 6月分時間外勤務手当 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X11.8 
所より酒見勝

封ン筒書
二あて

26 (18) 昭和40年8月分 昭和40年 福岡県縞検定 印刷・ペ 22.3X11.8 給与明細入り
8月21日 所より酒見勝 ン書
(給与明 二あて 封筒
細)

26(19) 昭和40年9月分 昭和40年 福岡県繭検定 印制・ペ 22.3X 11.8 給与明細入り
9月21日 所より酒見勝 ン書
(給与明 二あて 封筒
細)
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

26 (20) 昭和40年10月分 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X 11.8 給与明細入り

10月21 所より酒見勝 ン書
日(給与 二あて 封筒
明細)

26 (21) 7・8月分時間外勤務 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X 11.8 
手当 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
26 (22) 昭和41年11月分 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X 11.8 給与明細入り

所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

26 (23) 9・10月分時間外勤務 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 22.3X 11.8 
手当 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
26(24) 後期期末手当勤勉手 昭和40年 福岡県麟検定 印制・ぺ 22.3X 11.8 差引現金支給額117947円

当 所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

26 (25) 昭和40年12月分 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X 11.8 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

26 (26) 宿日直手当・ 11月分 昭和40年 福岡県繭検定 印制・ぺ 22.3X11.8 
時間外勤務手当 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
26 (27) 期末手当 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X 11.8 差引現金支給額3382円

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

26 (28) 昭和40年分給与所得 昭和40年 福岡県繭検定 印刷・ペ 10.5X14.8 
の源泉徴収票 所長森園仁武 ン書

より酒見勝二
あて

27 昭和41年給与袋綴 昭和41年 7Gはホ 22.3X 11.7 1線 2004P2128 
チキス
留め

27(1) 昭和41年l月分 昭和41年 福岡県繭検定 印制・ペ 22.3X 11.7 給与明細入り
所より酒見勝

封ン筒書ーあて

27 (2) 追給ヵ 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 22.3X 11.7 差引現金支給額20078円
所より酒見勝

封ン書筒ーあて

27 (3) 昭和41年2月分 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X 11.7 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

27(4) 昭和40年12月・ 41年 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 22.3X11.7 
1月分時間外勤務手当 3月15日 所より酒見勝

封ン筒書ーあて

勤勉手当 昭和41年 福岡県繭検定 印制・ぺ 22.3X11.7 
27 (5) 3月19日 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
27 (6) 簡易保険第1回保険料 昭和41年 郵政省より酒 印刷・ペ 12.2X8.6 

預り証 見勝ーあて ン書
27 (7) 昭和41年1月分通勤手 昭和41年 福岡県繭検定 印制・ペ 22.3Xll.7 

当 所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

27 (8) 昭和41年2月分時間外 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 22.3X 11.7 
勤務手当 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
27(9) 昭和41年3月分 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X11.7 給与明細入り

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

27 (10) 昭和41年3月分時間外 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X 11.7 
勤務手当 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
27 (11) 昭和41年4月分 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X 11.7 給与明細入り

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

27(12) 昭和41年5月分 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 22.3X 11.7 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

27(13) 期末手当勤勉手当 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X11.7 差引現金支給額75624円
所より酒見勝 ン書 控除額明細入り
二あて 封筒

27(14) 昭和41年6月分 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X11.7 給与明細、控除額明細、昭
所より酒見勝 ン書 和41年度市民税県民税特
二あて 封筒 別徴収税額の通知書入り

27(15) 時間外勤務手当 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X 11.7 時間外勤務・旅費明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

27(16) 昭和41年7月分 昭和41年 福岡県繭検定 印制・ペ 22.3X 11.7 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

27(17) 5月分時間外勤務手 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X11.7 差引現金支給額4248円
当・期末手当 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
27(18) 時間外勤務手当 昭和41年 福岡県繭検定 印制・ペ 22.3X 11.7 差引現金支給額4896円

所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

27 (19) 昭和41年8月分 昭和41年 福岡県繭検定 印制・ペ 22.3X 11.7 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

27(20) 昭和41年9月分 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 22.3X11.7 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

27(21) 6.7・8月分時間外勤 昭和41年 酒見勝ーあて 封筒 22.3X9.0 「日本蚕綜新聞Jの使用済
務手当 み封筒

27 (22) 昭和41年10月分 昭和41年 福岡県繭検定 印制・ペ 22.3X11.7 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

27(23) 時間外勤務手当 昭和41年 酒見勝ーあて 封筒 22.3X9.0 「日本蚕線新聞」の使用済
み封筒

27(24) 昭和41年11月分 昭和41年 福岡県繭検定 印刷・ペ 22.3X11.7 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

27(25) 期末手当勤勉手当 昭和41年 福岡県繭検定 印制・ペ 22.3X 11.7 差引現金支給額140776円
所より酒見勝 ン書 控除額明細入り
ーあて 封筒

27 (26) 昭和41年12月分 昭和41年 福岡県繭検定 印制・ペ 22.3X11.7 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

27(27) 時間外勤務手当 昭和41年 酒見勝ーあて 封筒 22.3X9.0 「日本蚕線新聞」の使用済
み封筒

27(28) 昭和41年分給与所得 昭和42年 福岡県繭検定 印刷・カ 1O.6X15.0 
の源泉徴収票 所長森園仁武 ーボン 22.3X11.7 

より酒見勝二 複写
あて

28 昭和42年給与袋綴 ホチキ 1綴 2004P2129 
ス留め

28(1) 昭和42年1月分 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

28(2) 期末手当 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引現金支給額2520円
所より酒見勝 ン書 明細入り
ーあて 封筒

28(3) 時間外勤務手当 酒見勝ーあて 封筒 支給額1749円 「日本蚕
福岡県繭検定 線新聞」の使用済み封筒
所より

28(4) 追給 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 差引現金支給額29359円
ン書 給与明細、控除額明細入り
封筒
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

28 (5) 昭和42年2月分 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細、控除額明細入り

所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

28 (6) 勤勉手当 福岡県繭検定 印制・ぺ 差引現金支給額24556円
所より酒見勝

封ン書筒
ーあて

28(7) 3月分 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

28 (8) 時間外勤務手当 酒 見 勝あて 封筒 丸丈旅館の使用済み封筒

28 (9) 昭和42年4月分 福岡県議検定 印刷・ペ 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

28 (10) 昭和42年5月分 給与明細、控除額明細入り

28 (11) 昭和42年度市民税県 昭和42年 福岡市長阿部 印刷
民税特別徴収額の納 5月31日 源蔵よりサケ
税者への通知書 ミカツジあて

28 (12) 時間外勤務手当 昭和42年 酒見勝ーあて 封筒 支給額3860円 福 岡 銀 行

雑筒飼隈支底の使用済み封

28 (13) 期末手当勤勉手当 昭和42年 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引現金支給額80770円
所より酒見勝
ーあて

28 (14) 5月分時間外勤務手当 昭和42年 福岡県繭検定 印刷・ペ
所より酒見勝
ーあて

28 (15) 6月分 昭和42年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝

封ン筒書
二あて

28 (16) 昭和42年7月分 昭和42年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝

封ン書筒
ーあて

28 (17) 時間外勤務手当・期 昭和42年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 期末手当明細入り
末手当 所より酒見勝

封ン書筒
ーあて

28 (18) 月分 昭和42年 福岡県藤検定 印刷・ぺ 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

28 (19) 昭和42年9月分 昭和42年 福岡県繭検定 印制・ぺ 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝

封ン書筒
ーあて

28 (20) 6月分時間外勤務手当 昭和42年 酒見勝ーあて 封筒 「日本蚕線新聞」の使用済
み封筒

28 (21) 昭和42年10月分 昭和42年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

28 (22) 昭和42年11月分 昭和42年 福岡県繭検定 印制・ペ 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝

封ン書筒
ーあて

28 (23) 昭和42年7月・ 10月 昭和42年 酒見勝ーあて 封筒 宮崎県繭検定所の使用済
分時間外勤務手当 み封筒

28 (24) 期末手当勤勉手当 昭和42年 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引現金支給額148291円
12月5日 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
28 (25) 10・11月分時間外勤 昭和42年 酒見勝ーあて 封筒 増津産業株式会社の使用

務手当 済み封筒
28 (26) 昭和42年12月分 昭和42年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細、控除額明細入り

所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

28 (27) 時間外勤務手当 昭和42年 酒見勝ーあて 封筒 支給額2602円呉共同機
工株式会社の使用済み封
筒
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

28 (28) 昭和42年分給与所得 昭和42年 福岡県繭検定 印刷・カ
の源泉徴収票 所長森園仁武 ーボン

より酒見勝二 複写
あて

29 昭和43年給与袋綴 昭和43年 ホチキ 22.0X 11.8 l綴 2004P2130 
ス留め

29 (1) 昭和43年1月分 昭和43年 福岡県繭検定 印制・ぺ 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

29 (2) 追給 昭和43年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細、控除額明細入り
1月30日 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
29(3) 昭和43年2月分 昭和43年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細、控除額明細入り

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

29 (4) 時間外勤務手当 昭和43年 酒見勝ーあて 封筒 支給額7397円 「日本蚕
総新聞」の使用済み封筒

29 (5) 勤勉手当 昭和43年
福所岡よ県り繭酒検見定勝

印刷・ぺ 差引現金支給額34717円
ン書

ーあて 封筒
29 (6) 昭和43年3月分 昭和43年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細、控除額明細入り

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

29(7) 昭和43年4月分 昭和43年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書

二あて 封筒
29 (8) 昭和43年2・3月分時 昭和43年 福岡県繭検定 印制・ペ

間外勤務手当 所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

29 (9) 昭和43年5月分 昭和43年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

29 (10) 昭和43年度市民税県 昭和43年 福岡市長阿部 印刷

民税特別徴収額の納 5月31日 源蔵よりサケ

税者への通知書 ミカツジあて

29 (11) 昭和43年4月分時間外 昭和43年
l福所よ岡県り繭酒検見定勝

印刷・ペ

勤務手当 ン書
ーあて 封筒

29 (12) 期末手当勤勉手当 昭和43年 福岡県繭検定 印刷・ペ
6月15日 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒

29 (13) 昭和43年6月分 昭和43年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細、控除額明細入り
所より酒見勝 ン書

二あて 封筒

29 (14) 昭和43年5月分時間外 昭和43年 福岡県繭検定 印刷・ペ

勤務手当 所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

29 (15) 昭和43年7月分 昭和43年 福岡県繭検定 印帰IJ・ぺ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

29 (16) 時間外勤務手当 昭和43年 酒見勝ーあて 封筒 支給額13565円城北製
総株式会社の使用済み封
筒

29 (17) 時間外勤務手当 昭和43年 福岡県繭検定 印制・ぺ 差引現金支給額6671円
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

29 (18) 昭和43年7月分時間外 昭和43年 酒見あて 封筒 支給額3335円 「日本蚕

勤務手当 線新聞Jの使用済み封筒

29 (19) 昭和43年8月分 昭和43年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

29 (20) 8月分時間外勤務手当 昭和43年 酒見あて 封筒 「日本蚕線新聞」の使用済
み封筒

29 (21) 昭和43年9月分 昭和43年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り

所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

29(22) 昭和43年10月分 昭和43年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細入り

所より酒見勝
封ン筒書

ーあて

29 (23) 昭和43年11月分 昭和43年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り

所より酒見勝
五言ーあて

29(24) 時間外勤務手当 昭和43年 酒見あて 封筒 支給額13405円 繭 検 定

印刷・ペ 所運営協議会の使用済み

ン書 封筒

29 (25) 期末手当勤勉手当 昭和43年 福岡県繭検定 封筒
12月 所より酒見勝

ーあて

29 (26) 福岡県繭検定 印制・ペ 給与明細入り

昭和43年12月分 昭和43年 所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

29 (27) 11月分時間外勤務手 昭和43年 酒見あて 封筒 支給額5200円 豊 栄 繊 維

当 株式会社の使用済み封筒

29 (28) 10月分時間外勤務手 昭和43年 酒見あて 封筒 支給額7249円 「日本蚕

当 線新聞jの使用済み封筒

29(29) 昭和43年分給与所得 昭和43年 福岡県繭検定 印制・カ
の源泉徴収票 所長大津徳亀 ーボン

智より業務課 複写
長酒見勝二あ

て
30 昭和44年給与袋綴 昭和44年 ホチキ 22.0X 11.8 1綴 2004P2131 

ス留め

30(1) 昭和43年7~12月分 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
追給 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
30(2) 昭和44年1月分 給与明細入り
30 (3) 1月分時間外勤務手当 酒見あて 封筒 朝倉蚕業技術指導書の使

用済み封筒
30(4) 昭和44年2月分ヵ 酒見あて 封筒 福岡県繭検定所の封筒に

明細貼付
30(5) 勤勉手当 昭和44年 福岡県繭検定 印制・ペ

3月15日 所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

30 (6) 昭和44年3月分 昭和44年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

30(7) 昭和44年3月分時間外 昭和44年 酒見あて 封筒 「日本蚕線新聞Jの使用済
勤務手当 み封筒

30(8) 昭和44年4月分 昭和44年 福岡県蔚検定 印刷・ぺ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

30 (9) 昭和44年5月分 昭和44年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

30(10) 4月分時間外勤務手当 昭和44年 酒見あて 封筒 「日本蚕線新聞Jの使用済
み封筒

30 (11) 昭和44年度市民税県 昭和44年 福岡市長阿部 印刷
民税特別徴収額の納 5月31日 源蔵よりサケ
税者への通知書 ミカツジあて

30(12) 昭和44年6月分 昭和44年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

30(13) 5月分時間外勤務手当 昭和44年 酒見あて 封筒 農林省蚕糸園芸局の使用
済み封筒
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

30(14) 昭和44年6月分 昭和44年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

30(15) 昭和44年7月分 昭和44年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

30(16) 6月分・ 6月分後半時 昭和44年 酒見あて 封筒 中牟田船具店の使用済み
間外勤務手当 封筒

30(17) 昭和44年8月分 昭和44年
福所よ岡県り酒繭検見定勝 印ン刷書・ペ 給与明細入り

二あて 封筒
30(18) 7月分時間外勤務手当 昭和44年 酒見あて 封筒 福岡県繭検定所の封筒の

使用済み封筒
30(19) 昭和44年9月分 昭和44年 福岡県り繭酒検見定勝 印刷・ペ 給与明細入り

所よ ン書
二あて 封筒

30(20) 昭和44年8月分時間外 昭和44年 酒見あて 封筒 「日本蚕線新聞」の使用済
勤務手当 み封筒

30(21) 昭和44年10月分 昭和44年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

30(22) 昭和44年11月分 昭和44年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

30(23) 9.10月分時間外勤務 昭和44年 福岡県繭検定 印刷・ペ
手当 所より酒見勝

封ン書筒
ーあて

30(24) 期末手当勤勉手当 昭和44年 福岡県繭検定 印刷・ペ 明細入り
12月 所より酒見勝 ン書

二あて 封筒

30(25) 昭和44年12月分 昭和44年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

30(26) 昭和44年11月分時間 昭和44年 福岡県繭検定 印刷・ペ
外勤務手当 所より酒見あ ン書

て 封筒

30(27) 昭和44年分給与所得 昭和44年 福岡県繭検定所 印制・カ
の源泉徴収票 長大津徳亀智よ ーボン

勝り業二務あ課て長酒見 複写

31 昭和45年給与袋綴 昭和45年 7Gはホ 22.0Xl1.8 1綴 2004P2132 
チキス
留め

31 (1) 昭和44年6........12月分 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ペ 明細入り

追給ヵ 所より酒見勝
封ン書筒

ーあて

31 (2) 昭和45年1月分 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝

封ン書筒ーあて

31 (3) 通勤手当追給 昭和45年 福岡県繭検定 印制・ペ 差引現金支給額432円
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

31 (4) 昭和45年2月分 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

31(5) 時間外勤務手当 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 差引現金支給額6774円
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

31(6) 期末手当 昭和45年 福岡県繭検定 印制・ぺ 差引現金支給額43066円
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

31 (7) 昭和45年3月分 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細2枚入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

31 (8) 2月分時間外手当 昭和45年 酒見あて 封筒 千代田火災海上保険株式
会社の使用済み封筒

31(9) 昭和45年4月分 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

31(10) 昭和45年3月分時間外 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ペ
勤務手当 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
31(11) 昭和45年5月分 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細入り

所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

31(12) 4月分時間外手当 昭和45年 酒見勝ーあて 封筒 丸石化学品株式会社の使
用済み封筒

31 (13) 昭和45年度市民税県 昭和45年 福岡市長阿部 印刷
民税特別徴収額の納 5月30日 源蔵よりサケ
税者への通知書 ミカツジあて

31 (14) 期末手当勤勉手当ヵ 昭和45年 福岡県臨検定 印刷・ペ 明細入り
6月15日 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
31 (15) 5月分時間外手当 昭和45年 酒見あて 封筒 「日本蚕線新聞Jの使用済

み封筒
31 (16) 昭和45年6月分 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細入り

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

31 (17) 6月分時間外手当 昭和45年 酒見あて 封筒 鐘淵繊維株式会社臼杵乾
繭場の使用済み封筒

31 (18) 昭和45年7月分 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

31 (19) 6月分時間外手当 昭和45年 酒見勝ーあて 封筒 「日本蚕線新聞Jの使用済
福岡県繭検定 み封筒
所より酒見勝
二あて

31(20) 昭和45年8月分 昭和45年 酒見勝ーあて 印制・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

31(21) 7月分時間外手当 昭和45年 酒見勝ーあて 封筒 福岡銀行雑鏑隈支店の封筒
31 (22) 8月分時間外手当 昭和45年 福岡県繭検定 封筒 呉共同機工株式会社の使

所より酒見勝 用済み封筒
二あて

31 (23) 昭和45年9月分 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

31 (24) 昭和45年10月分 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

31(25) 昭和45年11月分 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

31 (26) 期末手当勤勉手当ヵ 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 明細入り
12月5日 所より酒見勝 ン書

ーあて 封筒
31 (27) 昭和45年12月分 昭和45年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細入り

12月21 所より酒見勝 ン書
日 二あて 封筒

31 (28) 昭和45年5"'"'12月分 昭和45年 福岡県繭検定 印制・ペ 明細入り
差額追給 所長酒見勝二 ン書

より酒見勝二 封筒
あて

31 (29) 昭和45年分給与所得 昭和45年 印制・カ
の源泉徴収票 ーボン

複写
32 昭和46年給与袋綴 昭和46年 ホチキ 21.9Xl1.8 l綴 2004P2133I 

ス留め
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

32(1) 昇給による差額追給 昭和46年 福岡県繭検定 印刷・ペ 明細入り
1月21日 所より酒見勝

封ン筒書ーあて
32(2) 昭和46年1月分 昭和46年 福岡県踊検定 印刷・ペ 給与明細入り

所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

32(3) 昭和46年2月分 昭和46年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝

封ン書筒
二あて

32(4) 期末手当ヵ 昭和46年 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引支給額47718円 0.50
3月15日 所より酒見勝 ン書 明細入り

ーあて 封筒
32(5) 昭和46年3月分 昭和46年 福岡県繭検定 印制・ペ 給与明細入り

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

32(6) 昭和46年4月分 昭和46年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

32(7) 昭和46年5月分 昭和46年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

32(8) 昭和46年度市民税県 昭和46年 福岡市長阿部 印刷
民税特別徴収税額の 5月31日 源蔵よりサケ
納税者への通知書 ミカツジあて

32(9) 期末手当勤勉手当 昭和46年 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引現金支給額145321円
6月15日 所より酒見勝 ン書 1.00 0.60 明細入り

二あて 封筒
32(10) 明治生命配当 昭和46年 酒見あて 印刷・ペ 配当額3120円

ン書
32(11) 昭和46年6月分 昭和46年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

32(12) 昭和46年7月分 昭和46年 福岡県繭検定 印制・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

32(13) 昭和46年8月分 昭和46年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

32(14) 昭和46年9月分 昭和46年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り
所より酒見勝

封ン書筒
二あて

32(15) 昭和46年10月分 昭和46年 福岡県繭検定 印制・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

32(16) 昭和46年11月分 昭和46年 福岡県繭検定 印制・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

32 (17) 期末手当勤勉手当ヵ 昭和46年 福岡県繭検定 印刷・ペ 差引現金支給額269291円
12月4日 所より酒見勝

封ン書筒
2.00 0.60 明細入り

二あて
32(18) 昭和46年12月分 昭和46年 福岡県繭検定 印刷・ペ 給与明細入り

所より酒見勝 ン書
二あて 封筒

32(19) 差額追給 昭和46年 福岡県繭検定 印制・ペ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書 差引現金支給額142807円
二あて 封筒 明細入り

32(20) 昭和46年分給与所得 昭和46年 福岡県繭検定 印刷・カ
の源泉徴収票 所長酒見勝二 ーポン

より酒見勝二 複写
あて

33 昭和47年給与袋綴 昭和47年 ホチキ 21.9X 11.9 1綴 2004P2134 
ス留め
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

33(1) 昭和47円1月分 昭和47年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

33(2) 昭和47年2月分 昭和47年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

33(3) 期末手当ヵ 昭和47年 福岡県繭検定 印刷・ぺ 差引現金支給額57665円
3月15日 所より酒見勝

封ン筒書
明細入り

ーあて

33(4) 昭和47年3月分 昭和47年 福岡県繭検定 印刷 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
ーあて

33 (5) 昭和47年4月分 昭和47年 福岡県繭検定 印刷 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
二あて

33(6) 昭和47年5月分 昭和47年 福岡県繭検定 印刷 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
二あて

33(7) 期末・勤勉手当 昭和47年 福岡県繭検定 印刷 1.10 0.60 明細入り
6月 所より酒見勝 封筒

ーあて

33(8) 昭和47年6月分給料 昭和47年 福岡県繭検定 印刷 納入通知書、給与明細入り
所より酒見勝 封筒
ーあて

33(9) 昭和47年7月分給与 昭和47年 福岡県繭検定 印刷 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
二あて

33(10) 昭和47年8月分給料 昭和47年 福岡県繭検定 印刷 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
二あて

33 (11) 昭和47年9月分給与 昭和47年 福岡県繭検定 印刷 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
二あて

33 (12) 昭和47年10月分給料 昭和47年 福岡県繭検定 印刷 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
二あて

33 (13) 昭和47年11月分給料 昭和47年 福岡県繭検定 印刷 給与明細、差引額明細入り
所より酒見勝 封筒
二あて

33(14) 期末勤勉手当 昭和47年 福岡県繭検定 印刷 2.00 0.60 明細入り
12月 所より酒見勝 封筒

二あて
33 (15) 昭和47年12月分級呂 昭和47年 福岡県繭検定 印制 給与明細入り

つ 所より酒見勝 封筒
二あて

33 (16) 昭和47年4~12月分 昭和47年 福岡県繭検定 印制 明細入り
差額追給 所より酒見勝 封筒

ーあて
33 (17) 昭和47年分給与所得 昭和47年 福岡県繭検定 印刷・カ

の源泉徴収票 所長酒見勝二 ーボン
より酒見勝二 複写
あて

34 昭和48年給与袋綴 昭和48年 ホチキ 22.0X 11.9 l綴 2004P2135 
ス留め

34(1) 1月分給料 昭和48年 福岡県繭検定 印刷 差引現金支給額163153円
所より酒見勝 封街 給与明細入り
二あて

34(2) 昭和48年1月分給料 昭和48年 福岡県繭検定 印制 差引現金支給額131830円
所より酒見勝 封筒 給与明細入り
二あて

34(3) 昭和48年1月分差額 昭和48年 福岡県蔽検定 印制 明細入り
所より酒見勝 封筒
二あて
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34(4) 昭和48年2月分給料 昭和48年 福岡県繭検定 印制 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
ーあて

34(5) 給与計算メモヵ 昭和48年 不詳 鉛筆書
34(6) 振込金領収証 昭和48年 福岡銀行雑鍋 印刷・ペ 栄光共済会あて

2月21日 隈支庖より酒 ン書・ス
見勝ーあて タンプ

34(7) 振込金領収証 昭和48年 福岡銀行雑鯛 印制・ペ 栄光共済会あて
3月20日 隈支庖より酒 ン書・ス

見勝ーあて タンプ
34(8) 振込金領収証 昭和48年 福岡銀行雑鏑 印制・ぺ 栄光共済会あて

4月21日 隈支庖より酒 ン書・ス
見勝二あて タンプ

34(9) 期末手当 昭和48年 福岡県繭検定 印刷 0.50 明細入り
3月 所より酒見勝 封筒

二あて
34(10) 昭和48年3月分給料 昭和48年 福岡県繭検定 印制 給与明細入り

所より酒見勝 封筒
ーあて

34(11) 昭和48年4月分給料 昭和48年 福岡県繭検定 印刷 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
ーあて

34(12) 昭和48年5月分給料 昭和48年 福岡県繭検定 印刷 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
二あて

34(13) 振込金領収証 昭和48年 福岡銀行春日 印刷・ペ 栄光共済会あて
5月21日 原支店より酒 ン書・ス

見勝二あて タンプ
34(14) 期末勤勉手当 昭和48年 福岡県繭検定 印刷 1.10 0.60 明細入り

6月 所より酒見勝 封筒
二あて

34(15) 昭和48年6月分給料 昭和48年 福岡県繭検定 印制 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
ーあて

34(16) 明治生命配当金 昭和48年 酒見勝ーあて 封筒 4340円 「日本養蚕綿
新聞」の使用済み封筒

34(17) 昭和48年7月分給料 昭和48年 福岡県繭検定 印刷 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
二あて

34(18) 振込金領収証 昭和48年 福岡銀行雑倒 印刷・ペ 栄光共済会あて
7月21日 隈支店より酒 ン書・ス

見勝二あて タンプ
34(19) 昭和48年8月分給料 昭和48年 福岡県繭検定 印刷 給与明細、振込金領収証入

所より酒見勝 封筒 り
二あて

34(20) 昭和49年9月分給料 昭和48年 福岡県繭検定 印制 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
ーあて

34(21) 昭和48年度市民税・ 昭和48年 福岡市よりサ 印刷
県民税特別徴収税額 ケミカツジあ
表(特別徴収義務者控) て

34(22) 生命保険配当金 昭和48年 酒見勝ーあて 封筒 3250円 故末延隆士君遺
児育英資金援助会の使用
済み封筒

34(23) 昭和48年10月分給料 昭和48年 福岡県繭検定 印制 給与明細入り
所より酒見勝 封筒
ーあて

34(24) 昭和48年4--10月分 昭和48年 福岡県繭検定 印刷 明細入り
差額追給 所より酒見勝 封筒

二あて
34(25) 昭和48年11月分給料 昭和48年 福岡県繭検定 印刷 明細入り

所より酒見勝 封筒
二あて
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34(26) 期末勤勉手当 昭和48年 福岡県繭検定 印刷 2.00 0.60 明細入り

12月 所より酒見勝 封筒
ーあて

34(27) 昭和48年12月分給料 昭和48年 福岡県繭検定 印刷 給与明細入り

所より酒見勝 封筒
ーあて

34(28) 期末手当(追給ヵ) 昭和48年 福岡県繭検定 印刷 差引現金支給額42408円
所より酒見勝 封筒 明細入り
ーあて

34(29) 昭和48年分給与所得 昭和48年 福岡県繭検定 印刷・カ
の源泉徴収票 所長酒見勝二 ーボン

より酒見勝二 複写
あて

35 昭和49年給与袋綴 昭和49年 ホチキ 22.5X12.0 l綴 2004P2136 
ス留め

35(1) 昭和49年3月分給料 昭和49年 福岡県繭検定 印局IJ 給与明細入り

所より酒見勝 封筒
ーあて

35(2) 期末手当 昭和49年 福岡県繭検定 印刷 明細入り

3月 所より酒見勝 封筒
ーあて

35(3) 昭和49年4月分 昭和49年 福岡県繭検定 印制・ぺ 給与明細入り
所より酒見勝 ン書
ーあて 封筒

35(4) 昭和49年度市民税・ 昭和49年 福岡市長進藤 印刷
県民税特別徴収税額 5月31日 一馬よりサケ

の納税者への通知書 ミカツジあて
35 (5) 昭和49年5月分 昭和49年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り

ン書
封筒

35 (6) 期末手当 昭和49年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 差引現金交付額59618円
ン書 明細入り
封筒

35(7) 期末手当勤勉手当 昭和49年 酒見勝ーあて 印制・ペ 差引現金父付額322836円
6月 ン書 1.10 0.60 明細入り

封筒
35(8) 昭和49年6月分 昭和49年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り

ン書
封筒

35 (9) 昭和49年4"-'5月分差 昭和49年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 明細入り
額 ン書

封筒
35 (10) 昭和49年7月分 昭和49年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り

ン書
封筒

35 (11) 4・5・6月時間外手当 昭和49年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ
ン書
封筒

35 (12) 昭和49年8月分 昭和49年 酒見勝二あて 印ン刷書・ペ 給与萌福入り

封筒
35(13) 7月分時間外手当 昭和49年 酒見勝ーあて 印ン刷書・ペ

封筒
35(14) 家族医療費 昭和49年 酒見勝ーあて 印刷・ペ

ン書
封筒

35 (15) 昭和49年9月分 昭和49年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

35(16) 昭和49年10月分 昭和49年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒
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35 (17) 昭和49年11月分 昭和49年 酒見勝二あて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

35 (18) 昭和49年7~9月分差 昭和49年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 明細入り
額 ン書

封筒
35 (19) 8・9・10月時間外手 昭和49年 酒見勝ーあて 印制・ぺ

当 ン書
封筒

35 (20) 期末手当勤勉手当 昭和49年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 明細入り
12月 ン書

封筒
35 (21) 昭和49年12月分 昭和49年 酒見勝ーあて 印制・ペ 給与明細入り

ン書
封筒

35 (22) 時間外勤務手当 昭和49年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 差引現金支給額30058円
ン書
封筒

35 (23) 昭和49年4~11月分 昭和49年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 明細入り
差額 ン書

封筒
35 (24) 昭和49年分給与所得 昭和49年 福岡県蚕業指 印刷・カ

の源泉徴収票 導所長西昇一 ーボン
郎より酒見勝 複写
二あて

36 昭和49年分年間給与 昭和49年 不詳 ペン書・ 25.7X36.0 l枚 2004P2137 
一覧表 鉛筆書

37 昭和50年給与袋綴 昭和50年 ホチキ 22.0X12.0 1綴 2004P2138 
ス留め

37 (1) 未払分 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ペ
ン書
封筒

37 (2) 時間外手当 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 差引支給額23270円
ン書
封筒

37 (3) 昭和50年1月分 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

37 (4) 昭和50年2月分 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

37 (5) 旅費 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 差引支給額41979円
ン書
封筒

37 (6) 追給ヵ 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 差引現金交付額21000円
ン書 明細入り
封筒

37 (7) 期末手当 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 明細入り
3月 ン書

封筒

37 (8) 1~2月分時間外手当 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ペ
ン書
封筒

37 (9) 昭和50年3月分 昭和50年 酒見勝ーあて 印制・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

37 (10) 昭和50年4月分 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

37 (11) 時間外手当 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 差引支給額3400円
ン書
封筒
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37(12) 昭和50年5月分 昭和50年 酒見勝二あて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

37 (13) 期末手当 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 1.40 0.60 明細入り

6月分 ン書
封筒

37 (14) 昭和50年6月分 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細、昭和50年度市民
ン書 税・県民税特別徴収税額の

封筒 納税者への通知書入り

37 (15) 昭和50年7月分 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

37 (16) 昭和50年8月分 昭和50年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

37 (17) 昭和50年9月分 昭和50年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

37 (18) 5月分時間外手当 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ペ
ン書
封筒

37(19) 昭和50年10月分 昭和50年 酒見勝ーあて 印制・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

37 (20) 昭和50年11月分 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

37 (21) 期末手当勤勉手当 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 2.10 0.60 明細入り
12月 ン書

封筒
37 (22) 時間外手当 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 差引支給額62187円

ン書
封筒

37 (23) 昭和50年12月分 昭和50年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

37 (24) 昭和50年1O~12月分 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 明細入り
差額 ン書

封筒
37 (25) 昭和50年税金過納金 昭和50年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ

ン書
封筒

37 (26) 昭和50年分給与所得 昭和50年 福岡県査業指 印刷・カ
の源泉徴収票 導所より酒見 ーボン

勝二あて 複写
38 昭和51年給与袋綴 昭和51年 ホチキ 22.0X12.0 1綴 2004P2139 

ス留め
38(1) 昭和51年1月分 昭和51年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り

ン書
封筒

38(2) 昭和51年2月分 昭和51年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

38 (3) 期末手当 昭和51年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 0.50 明細入り
3月 ン書

封筒
38(4) 昭和51年4~6月分時 昭和51年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ

間外手当 ン書
封筒

38(5) 昭和51年3月分 昭和51年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒
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38(6) 住居手当・通勤手当 昭和51年 酒見勝二あて 印制・ぺ 差引現金支給額3000円
追給ヵ ン書 明細入り

封筒
38(7) 昭和50年8-9月分差 昭和51年 酒見勝二あて 印刷・ペ 明細入り

額 ン書
封筒

38(8) 昭和50年4月分 昭和51年 酒見勝二あて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

38(9) 1-3月分時間外手当 昭和51年 酒見勝ーあて 印制・ぺ
ン書
封筒

38(10) 昭和51年5月分 昭和51年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

38 (ll) 昭和51年6月分 昭和51年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

38(12) 昭和51年度市民税・ 昭和51年 福岡市長進藤 印刷

県民税特別徴収税知額書 5月8日 一馬よりサケ
の納税者への通 ミカツジあて

38(13) 期末手当・勤勉手当 昭和51年 酒見勝ーあて 印制・ペ 明細入り
6月 ン書

封筒
38(14) 昭和51年7月分 昭和51年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り

ン書
封筒

38 (15) 昭和51年8月分 昭和51年 酒見勝二あて 印ン刷書・ペ 給与明細入り

封筒

38(16) 昭和51年9月分 昭和51年 酒見勝二あて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

38(17) 昭和51年10月分 昭和51年 酒見勝ーあて 印制・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

38 (18) 昭和51年11月分 昭和51年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

38(19) 期末手当・勤勉手当 昭和51年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 明細入り
12月 ン書

封筒

38(20) 7-9月分時間外手当 昭和51年 酒見勝ーあて 印刷・ペ
ン書
封筒

38(21) 昭和51年12月分 昭和51年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

38(22) 昭和51年4-12月分 昭和51年 酒見勝ーあて 印制・ペ 明細入り

差額 ン書
封筒

38 (23) 第一生命配当金 昭和51年 酒見勝ーあて 印制・ペ 配当額4116円
ン書
封筒

38(24) 昭和51年分給与所得 福岡県蚕業指 印制・カ

の源泉徴収票 導所より酒見 ーボン
勝二あて 複写

39 昭和52年給与袋綴 昭和52年 ホチキ 22.0X12.0 1綴 2004P2140 
ス留め

39(1) 10-12月分時間外手 昭和52年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ
当 ン書

封筒
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39(2) 昭和52年1月分 昭和52年 酒見勝二あて 印刷・ペ 給与明細入り

ン書
封筒

39 (3) 昭和52年2月分 昭和52年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

39(4) 期末手当 昭和52年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 0.50 明細入り

3月 ン書
封筒

39(5) 昭和52年3月分 昭和52年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

39 (6) 昭和52年4月分 昭和52年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

39(7) 1.......3月分時間外手当 昭和52年 酒見勝ーあて 印制・ぺ
ン書
封筒

39(8) 昭和52年5月分 昭和52年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

39(9) 昭和52年度市民税・ 昭和52年 福岡市長進藤 印刷
県民税特別徴収税額 5月16日 一馬よりサケ
の納税者への通知書 ミカツジあて

39(10) 期末手当・勤勉手当 昭和52年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 1.40 0.50 明細入り
6月 ン書

封筒
39 (11) 昭和52年6月分 昭和52年 酒見勝ーあて 印制・ペ 給与明細入り

ン書
封筒

39(12) 昭和52年7月分 昭和52年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

39(13) 昭和52年8月分 昭和52年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

39(14) 昭和52年9月分 昭和52年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

39(15) 4.......7月分時間外手当 昭和52年 酒見勝ーあて 印制・ペ
ン書
封筒

39(16) 昭和52年10月分 昭和52年 酒見勝ーあて 印制・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

39(17) 昭和52年11月分 昭和52年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

39(18) 期末手当・勤勉手当 昭和52年 酒見勝ーあて 印制・ペ 2.00 0.60 明細入り
12月 ン書

封筒
39 (19) 8.......11月分時間外手当 昭和52年 酒見勝ーあて 印刷・ペ

ン書
封筒

39 (20) 昭和52年12月分 昭和52年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

39 (21) 昭和52年4.......12月分 昭和52年 酒見勝二あて 印刷・ペ 明細入り
差額 ン書

封筒
39(22) 昭和52年分給与所得 昭和52年 福岡県蚕業指 印刷・カ

の源泉徴収票 導所より酒見 ーボン
勝二あて 複写
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

40 昭和53年給与袋綴 昭和53年 ホチキ 22.1 X 12.0 l綴 2004P2141 
ス留め

40(1) 昭和53年1月分 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

40(2) 昭和53年2月分 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

40(3) 期末手当 昭和53年 酒見勝ーあて 印制・ペ 0.50 明細入り
3月 ン書

封筒
40(4) 昭和53年3月分 昭和53年 酒見勝ーあて 印制・ペ 給与明細入り

ン書
封筒

40 (5) 12.......2月分時間外手当 昭和53年 酒見勝ーあて 印制・ペ
ン書
封筒

40(6) 3月分時間外手当 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ペ
ン書
封筒

40(7) 昭和53年4月分 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

40(8) 昭和53年5月分 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細、昭和53年度市民
ン書 税・県民税特別徴収税額の
封筒 納税者への通知書入り

40(9) 期末手当・勤勉手当 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 1.40 0.50 明細入り
6月 ン書

封筒
40 (10) 昭和53年6月分給与 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り

ン書
封筒

40(1l) 昭和53年7月分 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

40 (12) 昭和53年8月分給与 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

40 (13) 昭和53年4.......6月分(時 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ペ
間外手当ヵ) ン書

封筒
40(14) 昭和53年9月分給料 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り

ン書
封筒

40 (15) 昭和53年10月分給与 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

40 (16) 昭和53年11月分給与 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

40 (17) 期末手当・勤勉手当 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 明細入り
ン書
封筒

40 (18) 昭和53年7.......10月分 昭和53年 酒見勝ーあて 印刷・ペ
時間外手当 ン書

封筒
40(19) 昭和53年12月分給料 昭和53年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 給与明細入り

ン書
封筒

40 (20) 昭和53年4.......12月分 昭和53年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 明細入り
差額 ン書

封筒
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

40 (21) 昭和53年分給与所得 昭和53年 福岡県蚕業指 コピー
の源泉徴収票 導勝所二より酒見

あて

41 昭和54年給与袋綴 昭和54年 ホチキ 22.1X12.0 1綴 2004P2142 
ス留め

41 (1) 4月分時間外手当 昭和54年 酒見勝ーあて 印制・ぺ
ン書
封筒

41 (2) 1・2月分時間外勤務 昭和54年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ

手当 ン書
封筒

41 (3) 3月分時間外手当 昭和54年 酒見勝ーあて 印刷・ペ
ン書
封筒

41 (4) 昭和54年1月分給与 昭和54年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

41 (5) 昭和54年2月分給与 昭和54年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

41 (6) 昭和53年11・12月分 昭和54年 酒見勝ーあて 印制・ペ
時間外勤務手当 ン書

封筒
41 (7) 昭和54年度市民税・ 昭和54年 福岡市長進藤 印刷

県民税特別徴収税額 5月16日 一馬よりサケ
の納税者への通知書 ミカツジあて

41 (8) 期末手当 昭和54年 酒見勝ーあて 印制・ペ 0.40 明細入り
3月 ン書

封筒
41 (9) 昭和54年3月分 昭和54年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り

ン書
封筒

41 (10) 昭和54年4月分給与 昭和54年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

41 (11) 昭和54年5月分 昭和54年 酒見勝ーあて 印制・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

41 (12) 期末手当・勤勉手当 昭和54年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 1.40 0.50 明細入り
6月 ン書

封筒
41 (13) 昭和54年6月分給与 昭和54年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り

ン書
封筒

41 (14) 昭和54年7月分給与 昭和54年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

41 (15) 昭和54年8月分給与 昭和54年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書

封筒
41 (16) 昭和54年9月分 昭和54年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り

ン書
封筒

41 (17) 昭和54年10月分 昭和54年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

41 (18) 昭和54年11月分給与 昭和54年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

41 (19) 期末手当・勤勉手当 昭和54年 酒見勝ーあて 印制・ペ 1.90 0.60 明細入り
12月 ン書

封筒
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号|

41 (20) 昭和54年12月分給与 昭和54年 酒見勝二あて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

41 (21) 昭和54年4"-'12月分 昭和54年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 明細入り
差額 ン書

封筒
41 (22) 昭和54年給与所得の 昭和54年 福岡県蚕業指 印刷・カ

源泉徴収票 導所より酒見 ーボン
勝二あて 複写

42 昭和55年給与袋綴 昭和55年 ホチキ 22.1 x 12.0 1綴 2004P2143 
ス留め

42 (1) 昭和55年1月分給与 昭和55年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り

封ン筒書

42 (2) 昭和55年2月分給与 昭和55年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

42 (3) 期末手当 昭和55年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 0.50 明細入り
3月 ン書

封筒
42(4) 昭和55年3月分 昭和55年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 給与明細入り

ン書
封筒

42 (5) 昭和55年4月分給与 昭和55年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り

封ン書筒

42 (6) 昭和55年度市民税・ 昭和田年 福岡市長進藤 印刷
県民税特別徴収税額 5月16日 一馬よりサケ

の納税者への通知書 ミカツジあて

42(7) 昭和55年5月分給与 昭和55年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

42 (8) 期末手当・勤勉手当 昭和55年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 1.40 0.50 明細入り
6月 ン書

封筒
42 (9) 昭和55年6月分給与 昭和55年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 給与明細入り

封ン筒書

42 (10) 昭和55年7月分給与 昭和55年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

42 (11) 昭和55年8月分給与 昭和55年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

42 (12) 昭和55年9月分給与 昭和55年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

42 (13) 昭和55年10月分 昭和55年 酒見勝ーあて 印制・ぺ 給与明細入り

封ン筒書

42 (14) 昭和55年11月分 昭和55年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

42 (15) 期末手当・勤勉手当 昭和55年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 1.90 0.60 明細入り
12月 ン書

封筒

42 (16) 昭和55年12月分 昭和田年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り
ン書
封筒

42 (17) 昭和55年4"-'12月分 昭和55年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 明細入り
差額 ン書

封筒
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寄贈資料 6.酒見勝二資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

42 (18) 昭和55年分給与所得 昭和55年 福岡県蚕業指 コピー
の源泉徴収票 導勝所二より酒見

あて
43 昭和56年給与袋綴 昭和56年 ホチキ 22.l X 12.0 1綴 2004P2144 

ス留め
43 (1) 昭和56年1月分 昭和56年 酒見勝ーあて 印刷・ぺ 給与明細入り

ン書
封筒

43 (2) 昭和56年2月分 昭和田年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り
ン書
封筒

43 (3) 期末手当 昭和56年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 0.50 明細入り
3月 ン書

封筒
43 (4) 昭和56年3月分給与 昭和56年 酒見勝ーあて 印刷・ペ 給与明細入り

ン書
封筒

」一
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寄贈資料 7.小森田トワ資料

7.小森田トワ資料

(資料内訳)古銭箱3点 (82枚収納)、証明書入1(証明書2通)、擢災古銭一括、古銭用封筒2点

(総計 36件91点

3 貨幣・紙幣

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 小箱 近代 木製・草張 20.5X15.5 1)長 2""6を収納 2004P2145 
X3.5 

2 乾字小判 宝永7年 江戸幕府 金・銀 6.0X3.2 1枚
裏の栂面印に 「乾lにJ入のる字 2004P2146 

3 丁銀 江戸時代 江戸幕府 銀・銅 9.5X3.5 1枚 1に入る 2004P2147 
4 小銭(豆板銀等) |銀等 |長1.9 他 9枚 1に入る 2004P2148""2156 
5 万銭 戦国時代 銅・錫・亜鉛 長18.7 1枚 lに入る 2004P2157 

(中国)
6 円金貨 明治7年 大日本 金・銀 径1.2 1枚 lに入る 2004P2158 
7 桐箱(小) 近代 桐 32.0X 15.0 1，'i'a 8""15を収納 2004P2159 

X4.1 
8 寛永通宝 江戸時代 江戸幕府 鉄 径2.5 1枚 7に入る 2004P2160 
9 十銭銀貨 明治3年 大日本 銀・銅 径1.8 l枚 7に入る 2004P2161 
10 五十銭銀貨 明治3年 大日本 銀・銅 径3.2 1枚 7に入る 2004P2162 
11 貿易銀 明治8年 大日本 銀・銅 径3.8 2枚 7に入る 2004P2163""2164 
12 円金貨 明治15年 大日本 金・銀 径3.8 1枚 7に入る 2004P2165 
13 五十銭銀貨 明治31年 大日本 銀・銅 径3.0 1枚 7に入る 2004P2166 
14 五十銭銀貨 大正2年 大日本 銀・銅 径2.7 1枚 7に入る 2004P2167 
15 外貨 近代 銀・銅・ーツ 径3.8 他 12枚 7に入る 2004P2168""2179 

ケル等
16 桐箱(大) 近代 桐 29.9XI7.8 1点 17""31を収納 2004P2180 

X4.4 
17 昭和天皇在位五十年記念 昭和51年 日本国 銅・ーツケル 径2.9 21枚 16に入る 2004P2181 ""2201 

百円白銅貨
18 沖縄博記念百円白銅貨 昭和50年 日本国 銅-ーツケル 径2.2 7枚 16に入る 2004P2202"，，2208 
19 一円アルミ ウム貨 昭和42年 日本国 アルミーウム 径2.0 3枚 16に入る 2004P2209""2211 
20 五円黄銅貨 昭和32年 日本国 銅.I鉛 径2.2 1枚 16に入る 2004P2212 
21 五円黄銅貨 昭和42年 日本国 銅・亜鉛 径2.2 1枚 16に入る 2004P2213 
22 十円青銅貨 昭和29年 日本国 銅・錫・亜鉛 径2.3 1枚 16に入る 2004P2214 
23 五十円 ッケル貨 昭和31年 日本国 ッケル 経2.4 1枚 16に入る 2004P2215 
24 五十円 ッケル貨 昭和37年 日本国 ッケル 径2.4 1枚 16に入る 2004P2216 
25 五十円ーツケル貨 昭和41年 日本国 ーツケル 径2.4 1枚 16に入る 2004P2217 
26 百円白銅貨 昭和38年 日本国 銅- ッケル 径2.2 1枚 16に入る 2004P2218 
27 百円白銅貨 昭和39年 日本国 銅- ッケル 径2.2 1枚 16に入る 2004P2219 
28 五百円硬貨 昭和60年 日本国 銅- ッケル 径3.0 1枚 16に入る 2004P2220 
29 五厘青銅貨 大正6年 大日本 銅・錫・亜鉛 径1.8 8枚 熱16でに熔入着る・変形 2004P2221 ""2228 

30 一銭青銅貨 大正7年 大日本 銅・錫.I鉛 径2.2 1枚 熱で変形 16に入 2004P2229 
る

31 一銭青銅貨 昭和11年 日本国 銅・錫・亜鉛 径2.3 1枚 熱で変形 16に入 2004P2230 
る

32 擢災証明書 昭和21年 福岡市 紙・印刷・ペ 17.3XI4.1 1通 2004P2231 
ン書

33 証明書入 近代 布製 15.1 X 11.1 L'i'a 表に「小森田登和 2004P2232 

|子収」納と有り。悦

34 居住証明書 17.5X12.6 1通 33に入る 2004P2233 
35 熔着古銭 近代 径3.8 他 5点 「古銭焼跡ヨリJ 2004P2234""2238 

とある袋に入る

36 封筒 近代 紙製・封筒 16.2X 11.5 2点 かつて古銭を収納 2004P2239"，，2240 
他

唱
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寄贈資料 8.古田腐治資料(追加分)

8.古田鷹治資料(追加分)

(資料内訳) 絵はがき....・ H ・...・ H ・....…………………30件30点 絵図・…...・ H ・...・ H ・..…・………...・H ・ 1件 1点

(総計 31件31点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

絵はがき

l (福岡女子高等小学校)正面 大正中期
福小学岡女校子/発高行等ヵ

印刷葉書 9.1 X 14.1 1点 2004P2241 

2 (福岡女子高等小学校)二階よ 大正中期 福岡女子品等 印刷葉書 9.1 X 14.1 1}~ 2004P2242 
り見たる市街 小学校/発行ヵ

3 (福岡女子高等小学校)二階よ 大正中期 福岡女子両等 印刷葉書 9.1 X 14.1 1点 2004P2243 
り見たる福岡市 小学校/発行ヵ

4 (福岡女子両等小学校)朝会訓 大正中期 福岡女子高等 印刷葉書 9.1 X 14.1 1点 2004P2244 
話 小学校/発行ヵ

5 (福岡女子高等小学校)生花実 大正中期 福岡女子高等 印制葉書 9.1 X 14.1 1)長 2004P2245 
習 小学校/発行ヵ

6 (福岡女子局等小学校)作法実 大正中期 福岡女子両等 印制葉書 9.1 X 14.1 1)長 2004P2246 
習 小学校/発行ヵ

7 (福岡女子高等小学校)裁縫実 大正中期 福岡女子高等 印制葉書 9.1 X 14.1 l，~ 2004P2247 
習 小学校/発行ヵ

8 (福岡女子高等小学校)家事実 大正中期 福岡女子高等 印刷葉書 9.1 X 14.1 1)点 2004P2248 
習 小学校/発行ヵ

9 (福岡女子局等小学校)体操 大正中期 福岡女子高等 印刷葉書 9.1 X 14.1 1点 2004P2249 
其二 小学校/発行ヵ

10 福岡女子品等臨海学校朝会 大正~昭和 福岡女子両等 印刷葉書 9.1 X 14.1 1 ，~ 2004P2250 
前期 小学校/発行ヵ

11 福岡女子品等臨海学校学習 大正~昭和
福小学岡女校子/発高行等ヵ

印刷葉書 9.1 X 14.1 1)点
前期

12 福岡女子品等臨海学校体操 大正~昭和 福岡女子両等 印制葉書 9.1 X 14.1 1点 2004P2252 
前期 小学校/発行ヵ

13 福岡女子両等臨海学校全景 大正~昭和 福岡女子両等 印制葉書 9.1 X 14.1 1点 2004P2253 
前期 小学校/発行ヵ

14 福岡女子高等臨海学校児童 大正~昭和 福岡女子品等 印制葉書 9.1 X 14.1 1点 2004P2254 
慮f 前期 小学校/発行ヵ

15 朝鮮鎮南浦一丁目通り 大正7"'8年 磯村井筒屋/発 印制葉書 9.1 X 14.1 1点 2004P2255 
噴購入ヵ 行

16 鎮南浦鮮人町 大正7"'8年 磯村井筒屋/発 印刷葉書 9.1 X 14.1 1)点 2004P2256 
頃購入ヵ 行

17 朝鮮鎮南浦海岸 大正7"'8年 磯村井筒屋/発 印刷葉書 9.1 X 14.1 l点 2004P2257 
頃購入ヵ |行

18 朝鮮鎮南滞太神宮山ヨリ見タ 大正7"'8年 磯村井筒屋/発 印刷葉書 9.1 X 14.1 1点 2004P2258 
ル全景(其二) 噴購入カ 行

19 朝鮮鎮南浦郵便局 大正7"'8年 磯村井筒屋/発 印制葉書 9.0X 14.1 1点 2004P2259 
頃購入カ 行

20 (安東県)市場通り 大正7"'8年 文英堂/発行 印制葉書 9.1 X14.1 1点 2004P2260 
噴購入カ

21 (鴨緑江)鉄橋全景 大正7"'8年 文英堂/発行 印刷葉書 9.1 X 14.1 1点 2004P2261 
頃購入カ

22 朝鮮平壌乙蜜台ヨリ市中遠望 大正7"'8年 平壌脇坂写真 印刷葉書 9.1 X 14.1 1点 2004P2262 
頃購入ヵ 部/発行

23 平北中江鎮筏繋留所 大正7"'8年 山口写真館/発 印刷葉書 9.2X 14.1 1点 2004P2263 
頃購入ヵ 行

24 瑞気山ノ忠魂碑 大正7"'8年 中村書店/発行 印刷葉書 14.1X9.0 1点 2004P2264 
頃購入ヵ
大正7"'8年 S.KUWADA 印刷葉書 9.0X 14.1 1点 2004P2265 

25 平安北道慈城々内全景 頃購入ヵ & SONS(大阪)
/印刷

26 平安北道慈城官街ノ景 大正7"'8年 S.KUWADA 印刷葉書 9.0X 14.0 1点 2004P2266 
頃購入ヵ & SONS(大阪)

/印刷

つUF
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寄贈資料 8.古田鷹治資料(追加分)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

27 (朝鮮名所)景福宮勤政殿 大正7~8年 不詳 印制葉書 9.0X14.1 l点 2004P2267 
頃購入ヵ

28 朝鮮東莱温泉場東莱館客室 大正7~8年 柴田写真館/撮 印刷葉書 9.0X 14.1 l点 座敷部分のみ 2004P2268 
の一部 頃購入ヵ 影

K.KUWADA 

&印刷Co.(大阪)/

29 朝鮮東莱温泉場東莱館客室 大正7~8年 柴田写真館/撮 印刷葉書 9.0X14.0 1点 簾がある座敷 2004P2269 
の一部 頃購入ヵ 影

K.KUWADA 
& Co.(大阪)/
印制

30 朝鮮東莱温泉場東莱館団体 大正7~8年 柴田写真館/撮 印刷葉書 9.1 X 14.1 1点 2004P2270 
及宴会用広間 頃購入ヵ 影

K.KUWADA 
& Co.(大阪)/
印刷

絵図

31 北九州鉄道沿線案内図 昭和9年4月 北九州鉄道株 色刷 8.0X47.3 1)長 裏面に沿線名 2004P2271 
1日発行 式会社/編輯・ 所案内

発行

qδ R
U
 --



寄贈資料 9.宮内悲資料

9.宮内悲資料

(資料内訳〉 民俗資料芸能・娯楽用具....・H ・-……26件26点

番号 名称 時代 産地 作者 品質・形状 法量 員数 備考
整理

備品番号番号

1 北山田のきじ車 昭和 大分県玖珠郡 中村昌夫 木(朴) 二輪 長18.0幅 1点 墨書「玖珠のきじ車 2 2004P2272 
51年 玖珠町 鞍有り 9.8高10.1 中村自夫作五一、

コ、二六」
2 北山田のきじ車 昭和 大分県玖珠郡 中村利市 木(朴) 一輪 長22.8幅 1点 墨書「北山田中村 3 2004P2273 

時代 玖珠町 鞍有り 10.5 高12.3 利市J
3 北山田のきじ車 昭和 大玖分珠県町玖珠郡 村上 木鞍有(朴り) 二輪 長22.0高幅11. l点 鉛筆書 I村上氏」 l 2004P2274 

時代 11.6 iflil1.3 
4 北山田のきじ車 昭和 大玖分珠県町玖珠郡 |木二輪剛、鞍穂有欄り 長16.29.幅2 1点 7 2004P2275 

時代 7.3高
5 北山田のきじ車 昭和 大分県玖珠郡 木(朴) 一輪 長28.7幅 1 ，~ 11 2004P2276 

時代 玖珠町 鞍有り 15.5高14.5
6 北山田のきじ車 昭和 大分県玖珠郡 l鞍木有〔平卜り) 二輪 長17.37.幅1 1点 未完成品 19 2004P2277 

時代 玖珠町 4.5高
7 日田のきじ車

時昭和代
大分県日田市

長101.36.5高幅7.8 
1点 鉛験筆所書;:r日田工業試 14 2004P2278 

8 吉井の雑子車 昭和 福岡県うきは 金子文夫 木 着 色 ー 長19.7幅 1点 6 2004P2279 
時代 市((日吉井町) 輪鞍有り 5.2 高5.8

9 きじ車
時昭和代

不詳 木、陶器一輪 長31.2幅 1点 車輪のみ陶器 13 2004P2280 
鞍有り 14.6 高20.0

10 きじ車 昭和 不詳 木着色ー 長37.0幅 1点 10 2004P2281 
時代 輪鞍有り 10.0高9.3

11 宗像のきじ車 昭和 福岡県宗像市 木着色四 長17.5幅 1点 墨書「宗像」 5 2004P2282 
時代 輪鞍有り 4.7高3.7

12 ニ池のきじ車 昭和 福岡県大牟田 戸上国雄
|輪木 看鞍色有り四 長21.05幅.7、 1対 署ル名「三「とくに」 シー 16. 2004P2283 

時代 市 7.3 高 池Jr￥200J 17 
長18.9幅
7.4高5.1

13 大畑のきじ馬 昭和 熊本県人吉市 木 着鞍色無 ー 長16.5幅 1 ，~ 「口畑きじ口」 15 2004P2284 
時代 輪し 6.1高6.7

14 人吉のきじ車 昭和 熊本県人吉市 住岡忠嘉
木輪 着鞍色無し一

長32.7幅 1点 「人吉名口きじ馬 12 2004P2285 
時代 15.4高11.3 住岡製J

15 湯前のきじ馬 昭和 |熊湯本前県町球磨郡 小沢小一 木二輪(桐)鞍無有し彩 長25.5高幅8.3 1点 8 2004P2286 
時代 良日 12.0 

16 きじ車 昭和 不詳
木輪 着鞍色無し一

長27.0幅 1点 鉛筆書 r600J 4 2004P2287 
時代 13.5 高11.4

17 きじ車 昭和 不詳 木着色ー 長30.8幅 1点 2004P2288 
時代 輪鞍無し 12.2高8.6

18 きじ車 昭和 不詳 木着色ー 長10.2幅 1点 18 2004P2289 
時代 輪鞍無し 4.3高4.0

19 法車華岳のうずら |宮郡崎国県富東町諸県 市来喜一 木二輪(タラ鞍)無着し色 長高87 . 3 幅7.1 1点 20 2004P2290 
.8 

20 太宰府の木鷺 昭和 木着色 高10.5幅 1点 21 2004P2291 
時代 11.5奥8.7

21 人吉の羽子板 昭和 熊本県人吉市 池口正樹 木着色 長17.0幅 1点 墨書「瓢古庵主人 23 2004P2292 
時代 9.4 溝崖作」

22 守青護井獅阿蘇子神社の 昭和 熊本県人吉市 池口正樹 紙、木着色 高4.7幅6.5 1点 印「九州相良守護 24 2004P2293 
時代 奥6.2 獅子J

23 獅子頭 昭和 不詳 木(桐) 高4.8幅8.2 1点 25 2004P2294 
時代 奥4.7

24 薩摩糸びな 昭和 鹿島児市島県鹿児 細井ミキ 麻、紙、布 長28.0幅 1組 雛2点でー組箱付 26 2004P2295 
時代 9.5 

25 彦山ガラガフ 昭和 福岡県田川郡 篠崎嘉丈 土、藁着色 高12.0幅 l組 土鈴5点で一組 22 2004P2296 
時代 添田町 7.0奥4.5

26 彦山ガラガラ 昭和 福添岡田県町田川郡 篠崎嘉丈 士、藁着色
高7.012.奥04幅5 

1組 土う鈴ち25点で 組 22 2004P2297 
時代 点破損
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寄贈資料 10.岡田由子資料

10.岡田由子資料

(資料内訳) 信伸・年中行事の用具…・………....・H ・13件13点 芸能・娯楽用具....・ H ・-…….....・ H ・ 2件 2点

(総計 15件15点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

l 博町多祇当番園法山笠被 大黒流下洲崎 絹滝縞 丈 86.5 桁 56.5 1点 2004P2298 

2 博町多祇当番園法山被笠 大黒流下洲崎 昭和時代 木綿 丈 82.0 桁 65.5 1)長 2004P2299 

3 博l.l4多芳毛祇主主園主申山笠 大黒流須崎町 昭和時代 木綿 丈 85.0 桁 57.0 1)点 「須ー」 2004P2300 

4 博水多法祇被園山笠 大黒流須崎町 昭和時代 木綿 丈 61.0 桁 46.5 l点 2004P2301 

5 博多祇園山笠締め込み 昭和時代 木綿 長 376.0 幅 36.5 l点 2004P2302 
6 |博多祇園山笠脚紳 昭和時代 木綿 |長 29.5 1占 2004P2303 
7 |博多祇園山笠脚紳 昭和時代 木綿 |長 28.0 11点 2004P2304 
8 博多松磯子紋付袴下着物 昭和時代 絹 丈 96.5 桁58.5 l点 2004P2305 
9 博多松鳴子肩衣 昭和時代 木綿 丈 66.0 桁33.0 1点 2004P2306 
10 |博多松曜子肩衣 昭和時代 木綿 丈 66.0 桁33.0 l点 2004P2307 
11 博多松曜子裁着袴 昭和時代 木綿 長 96.0 l点 2004P2308 
12 博多松畷子裁着袴 昭和時代 木綿 長 86.0 1点 2004P2309 
13 |紅白慢幕 昭和時代 木綿 |長 98.5 幅 460.0 1占 紐、房付き 2004P2310 
14 菅公手習図刺繍 明治時代 岡田ウタ 絹刺繍 縦65.0 横50.0 l点 2004P2311 
15 衣裳人形 昭和50年 山田トキ 布、紙 人形:両39.0 幅17.5 1)点 2004P2312 

頃 奥14.5
ケース:高43.8 幅28.0
奥22.5
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寄贈資料 11.渡遺源吾資料

11.渡遺源吾資料

(資料内訳)1 ガラス写真…………...・H ・...………...4件 4点

番号 名称 時代 作者 品質・形状

1 ガラス写真 (慶応4年ヵ) ガラス(写
(渡遺和平 真)、木(写
軍服) 真箱)

2 ガラス写真 慶応3年9月 望遠鏡写真鏡等之職 ガラス(写
(渡遺和平 工洛陽仏光寺通堀 真)、木・
平服) 川西入五石吉田 紙・黒布

有親(朱角印) 俗称 (写真箱)
大坂屋佐兵衛

3 ガラス写真 (幕末) 浪花心斎橋北詰 ガラス(写
(渡謹和平 写真師中川信輔(朱 真)、木・黒
6名の女性 印) 布(写真
と) 箱)

4 ガフス写真 (明治時代) ガラス(写
(傘をさし 真)、木・黒

た父渡男遺性源と吾) |布J写真

5 仙洞御法楽 宝永8年1月 講師尚久朝臣、題者左 墨書書
和歌集完

|年凶1日2~月正26徳日l 衛他多門督数、奉行為久朝臣 冊

6 後撰和歌集 (江戸時代) 選者:大中臣能宣・清 木版書
天暦5年成立 原坂元上輔望城・源順・紀時文・ 冊

7 拾遺和歌集 (江戸時代) 選者:花山法皇・藤原 木版書
寛弘2--4年 公任 冊
頃成立

8 新選和歌六 (江戸時代) (編)皇都一条通冨小 木版書
帖 路東江入町吉田四 冊

郎右衛門尉 (版行)
皇都書林寺町通四

|条政南堂へ入山城町屋藤佐井兵文衛

9 歌格類選 嘉永4年6月 (著)半井忠見、(蹴)陸 木版書
20日 奥介景恒、(発行)京都 冊

堀川通二条下ル町
井上治兵衛、(書林)京

|都町二条林通芳堺兵衛町西江入

10 続歌格類選 嘉永6年秋 (著)半井忠見、(序)山 木版書
田泰平、(発行)京都堀 冊
川通二条下ル町井
上治兵衛、(書林)京都
二条通堺町西江入町
林芳兵衛
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2 近世版本・………・・…...・H ・..………一 6件12点

(総計 10件16点

法量 員数 備考 備品番号

13.0X9.8 1点 写真左下破損 2004P2313 

11.3X9.5 1点 蓋表に書込「和平四十一歳 2004P2314 
写真J、蓋裏に価格記した
広告、箱内底に書込「慶応
コ年卯九月於西京写歳

11.1 x8.5 1点 盟四渡込益射『右に和ノ融平上勘貞ヨ商刺定リ壱奉l・有箱行り向立併底華にお番圃 2004P2315 

同二同房鶴岡三舞子
若作同下壱河内屋仲居

お間楽三 立同二華お伊市j勢有島りおと

11.2X8.8 1点 2004P2316 

27.1 X 19.3 l冊 随所に朱筆で訂正有り 2004P2317 

26.2XI8.4 2冊 上下巻 「林下山文庫」の 2004P2318 
朱印有り --2319 

26.4XI8.5 2冊 上下巻 「林下山文庫」の 2004P2320 
朱印有り --2321 

25.5XI8.4 4冊 2004P2322I 
-2325 

25.2XI7.7 1冊 下巻のみ 「二宅」の朱印 2004P2326 
有り

25.2XI7.7 2冊 上下巻 「ニ宅」の朱印有 2004P2327 
り --2328 



寄贈資料 12.中川三治郎資料(追加分)

12.中川三治郎資料(追加分)

(資料内訳) 絵葉書...・ H ・...・ H ・....・ H ・...・ H ・....……….13件13点 戦時資料…...・ H ・......・ H ・....・ H ・.....・ H ・ 1件 1点

(総計 14件14点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 絵実葉祝書軽「気九州球j特別大演習 大正5年 作者不詳
I葉印刷書

9.1 X 14.2 1)点 2004P2329 
カ

2 絵葉書「九州特別大演習 大正5年 作者不詳 印刷 9.0X14.1 1点 2004P2330 

実(福況岡県南軍雑働飛行隈)根J拠地 カ 葉書

3 東京陸軍少年通信兵学校 昭和前期 中牟田明より中牟 色制 14.0X8.9 1通 使用済み(近況報告「前 2004P2331 
絵葉書「少通兵」 5月17日 田松茂あて 葉書 略、皆元気で頑張って

消印 ペン書
4 東京陸軍少年通信兵学校 昭和前期 中牟田明より中牟 色刷 14.0X8.9 1通 使用済み(近祝報告「前 2004P2332 

絵葉書「愛校日J 6月12日 田松茂あて 葉書 略、初夏の候……J)
消印 ペン書

5 東京陸軍少年通信兵学校
6消昭月和印1前9日期

中田牟松田明より中牟
色葉ペ刷書ン書

14.0X8.9 1通 使略、用其済のみ後(近況報告「前 2004P2333 
絵葉書「実習J 茂あて 家中皆御元

気にて……12
6 東京陸軍少年通信兵学校 昭和前期 中牟田明より中牟 色刷 14.2X8.9 1通 使用済み(近況報告「家 2004P2334 

絵葉書「現字機送信」 田松茂あて
葉ペ書ン書

中皆元気のこと』…
…J) 

7 東京陸軍少年通信兵学校 昭和前期 中牟田明より中牟 色刷 14.0X8.9 1通 使用済み(近況報告「前 2004P2335 
絵葉書「愛校日」 田松茂あて 葉書 略もう酒殿では土上げ

ペン書 が......J) 
8 

絵東京葉陸書軍「通少年信通所信キ兵ン学ムJ校
昭和両期 中田牟松茂田明より中牟

色葉ペ刷書ン書

14.1 x8.9 1通
使校用以済来二み(ヶ近月況以報上告経「入過

2004P2336 
あて

-・・J)
9 絵葉書「百五十糎同型探 昭和前期 作者不詳 色刷 9.2X 14.2 1)点 2004P2337 

照灯」 葉書
10 書簡(近況報告) 昭和前期

l合すみ田勝(久義留よ米り市笠篠か
便筆 23.7X 16.1 1通 便筆4枚 2004P2338 

鉛封筆書書
山町4丁目)あて

11 飛行第二連隊絵葉書 原資料:昭 八日市町演野太田 印刷 各9.2X 11 封筒入り 2004P2339 
和前期ヵ 新聞庖発行(中川 葉書 14.0 枚入

コ治郎復刻) り
12 航空第二大隊絵葉書 原資料:昭 航空第二大隊酒保 色制 各9.3X 9枚 封筒入り 2004P2340 

和前期ヵ 発行(中川三治郎 葉書 14.3 入り
復刻)

13 絵飛葉行機書 r原色版帝国軍用 原資料:昭 八日市飛行第二連 色局IJ 各9.1X 5枚 封筒入り 2004P2341 
和前期ヵ 隊(中川三治郎復 葉書 14.4 入り

刻)
14 警防団バンド金具 昭和前期 不詳 紙製 最大6.5X 1組 2004P2342 

(圧縮 7.7 (3点)
紙)

司
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D
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寄贈資料 13.林ツル子資料(追加分 14.高田茂贋資料(追加分)

13.林ツル子資料(追加分)

(資料内訳〉 絵葉書…...・ H ・..………...・ H ・.....・ H ・...… 3件 3点

番号 名称 時代 作者 品質・形状

絵葉書

1 躍進熊熊本本大博博会覧会絵はが 昭和37年 不詳
き ( 場入口) カ

2 躍進熊本大博覧会絵はが 昭和37年 不詳 印制
館き(熊本博会場内宇宙 カ 葉書

-原子力館)
3 TOZANMARU 不詳 TOHO海運会社 色刷

絵はがき カ 葉書

書簡など

4 封筒 昭和16年 宮入慶之助より林 ペン書
9月3日 昌治あて 封筒

5 封書(礼状) 昭和20年 l宮昌治入慶あ之て助より林 ペン書
3月27日 便筆

封筒
6 書状 (昭和) 宮入慶之助より林 ペン書

11月5日 ツル子あて 罫紙

14.高田茂贋資料(追加分)

(資料内訳) 漁具ほか....・ H ・....・ H ・....…・….....・ H ・.... 2件 2点

番号 名称 時代 作者 品質・形状

1 捕鯨用鈷 (江戸時代) (不詳) 鉄
2 |鏑付者合異 10斤代) I(不詳) 量i
3 漁船の図面 (現代) 高田茂慶 トレース用紙
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書簡など…...・ H ・.....・ H ・..……………・・ 3件 3点

〈総計 6件 6点

法量 員数 備考 備品番号

10.4X 13.9 1点 2004P2343 

14.0X 10.4 1点 2004P2344 

8.9X 14.1 1，'i'a TOHO海運会社の船 2004P2345 

21.0X8.1 1点 2004P2346 

28.0X 17.9 1通 官事E枝 2004P2347 

24.5X16.8 1通 2004P2348 

図面・……...・ H ・.....・ H ・..………...・ H ・ 1件 1点

(総計 3件 3点

法量 員数 備考 備品番号

長さ42.0 1本 2004P2349 
長室75.5 l2tf 崖宜空盤且.tl 2004P2350 
83.8X85.4 l枚 2004P2351 



寄贈資料 15.前田家平資料 16.エリコ・ゴーマン資料 17.佐野栄・佐野雅子資料

15.前田家平資料

〈資料内訳〉 信仰・年中行事の用具...・ H ・...…...・ H ・.. 1件 1点 社会生活の用具…...・ H ・..…...・ H ・..…・・ 1件 1点

(総計 2件 2点

番号 名称 時代 制作・使用地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 下魚町当番法被 昭和10年代 旧博多下魚町 木米綿緋製・久留 桁丈6 9 4. 0 1点 昭和て10制年作代に旧博多下魚 2004P2352 
3.5 町に

2 下魚町之印 昭和時代ヵ 旧博多下魚町 木製・柘植 3.5X3.5 1点 旧博多下魚町の区有事務 2004P2353 
材 X6.3 に用いられた公印

16.エリコ・ゴーマン資料

(資料内訳〉 万剣………………...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・... 1件 l点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号|

l 万鬼塚吉園 (江戸中期) 鬼塚吉園 鉄、木、漆、 長70.8cm 1口 銃砲万剣類登録番号福 2004P2354 
銀、銅 反りl.lcm 岡県第100424号

目釘穴1cm (財)日本美術万剣保存協
会認定書付「貴重万剣」

17.佐野栄・佐野雅子資料

(資料内訳) 近代資料...・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・... 1件 2点

名称

1 I旅順口戦争之図

法量 備考

の略攻情
唄旅の時争戦清日

図
点q

b
 

n
U
 

5
 

バ
せ約×

 
oo 

n
u
 

唱

i約
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寄贈資料 18.松尾和生資料 19.小西薫資料(追加分) 20.宮徹男資料(追加分)

18.松尾和生資料

(資料内訳) 近代資料....・ H ・-…....・ H ・....・ H ・...・ H ・... 1件 1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 小型テレビ(マ 昭和39年発売開始 ソニー製 5インチ 高16.5 1点 箱っき家庭用電源コー 2004P2357 
イクロテレビ 昭和40年12月購入 白黒テレビ 幅20.0 ド・カーアダプター付き

5-206) 奥行20.0 電源コードっき

19.小西薫資料(追加分)

(資料内訳〉 戦時資料・...・ H ・....…...・ H ・....・ H ・.....・ H ・. 1件 1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

l 昭和七年満洲事変 昭和7年12月 陸軍他兵部 印刷書冊 33.0 x 24.5 1冊 「此の園民の純情篤志を龍 2004P2358 
上海派遣軍記念写 20日発行 めて贈られた他兵金の一部
真帖 を割きて調整し、記念品と

して出動将兵に頒ち」
東京名所絵葉書33枚貼付
(昭和40年代頃ヵ)

20.宮徹男資料(追加分)

(資料内訳〉 戦時資料....・ H ・...・ H ・-……....・ H ・.....・ H ・. 1件 1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

l 福岡県国民精神 昭和12年~ 福岡県:発行 印刷リー 8.9X39.0 1部 2004P2359 
総動員綱要 15年 松屋百貨庖:提 フレット

供
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寄贈資料 21.松尾修資料 22.博多祇園山笠振興会資料 23.福助株式会社資料(追加分)

21.松尾修資料

(資料内訳) 博多人形....・ H ・......・ H ・......・ H ・-… H ・H ・.. 1件 1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量

1 博多人形 昭和57年ヵ 亀田均/製作 陶製彩色 高36.0
「憲兵」 幅12.0

22.博多祇園山笠振興会資料

(資料内訳)信仰・年中行事の用具….....・H ・...・H ・...… 1件 37点

番号 名称 時代 製作・使用地 品質・形状 法量

1 山台・昇 昭和時代 博多 木製赤松・杉・ (棒)長546.2
棒 樫材他 (台)幅226.0

高175.0

23.福助株式会社資料(追加分)

(資料内訳) 博多人形...・ H ・.....・ H ・..………...・ H ・-… 1件 1点

名称

1 I商標福助人形

作者

藤尾虎笑(福岡市博多
妙楽寺新町)/製作
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員数 備考

1体 木札に朱筆「博多人形」墨書
「憲兵Jr亀田均作」とあり(株)
博多滞崎人形庖の送り状(昭
和57年6月9日 憲友会より
松尾博あて)あり

員数 備考

1式 昭和時代に博多の二つの
流で使用されたものをー
体としたもの

備考

1体|平成2年度寄託資料を寄
贈へ切替

備品番号

2004P2360 

備品番号

2004P2361 
........2397 





<寄託資料>





寄託資料 1貝島忠夫資料 2.川笥隆司資料 3.崇福寺資料

1.貝島忠夫資料

(資料内訳〉 美術資料(絵画)・…...・H ・....…… H ・H ・... 2件 7点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 白鷺に燕子花園杉戸 昭和2年 水上泰生 杉板着色 1(9各2).7×151.8 3枚 「昭和二年十二月 泰生」 2004Dl 

2 蝶図戸袋小襖 昭和2年ヵ 水上泰生 紙本着色 33.8X47.0 (各) 4枚 『泰生」 2004D2 

2.川寄隆司資料

(資料内訳) 民俗資料(絵画)…・…...・H ・....…...・H ・.. 2件 2点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 漫画寄書扉風 昭和46年 牧野玄一、ゃなせたかし、手塚 紙本墨書淡彩 179X393 六曲一隻 2004D3 
治虫、清水島、鈴木義司、永井 扉風装
保、小島功、小川哲男、桜井勇、
馬場のぼる、山下紀一郎、中村
伸助、富田英=

2 漫画寄書扉風 昭和46年 杉浦幸雄、清水昆、松下井知夫 紙本墨書淡彩 179X 168 -曲一隻 2004D4 
扉風装

3.崇福寺資料

(資料内訳) 美術資料(彫刻n……H ・H ・......・H ・...・H ・. 1件 1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 獅子 南北朝時代 不詳 木造(ヒノキ材) 像高103.0 1躯 正平17年 (1362)仏師院什作崇福 2004D5 
玉眼彩色 寺木造釈迦三尊像脇侍文殊菩薩像の

台座か。福岡市指定有形文化財
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寄託資料 4.吉永千香子資料

4.吉永千香子資料

(資料内訳) 美術資料(彫刻)……・…...・ H ・-…・…. 1件 l点

番号 名称 時代 作者 品質・形状

1 毘沙門天立像 平安時代後期 不詳 木造(ヒノキ材)彫眼
彩色(現状素地)
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法量 員数 備考 備品番号

像高181.5 l躯 福岡市指定有形文化財 2004D6 



<購 入資料>





I 一括資料

1.桐山家文書

(資料内訳)近世資料

l 知行関係……・・……………………… .33件33点

2 系譜類……・…......・ H ・-…一-………32件32点

3 道具関係…...・ H ・..……………………・ 4件 4点

4 黒田長政関係…...・H ・-・……………・… 7件 7点

5 大坂城築城関係・……………………・ 3件 3点

6 近世文書………...・H ・-一… H ・H ・-…・・40件40点

7 幕末京都聞役関係…………………46件46点

8 武芸・軍学・文芸関係……....・ H ・-… 10件10点

購入資料 1.桐山家文書

近代資料

9 辞令・書状類....・ H ・....・ H ・-……… 85件 85点

10 崇福寺黒田家墓所関係…………・… 16件 16点

11 炭鉱実測図……-…・……-……… 21件 21点

12 写本類...・ H ・..…・…………………… 3件 3点

〈総計) 300件300点

「備考」覧の「県史」は『福岡県史 近世史料編 福岡藩初期(上)~収録の文書番号、 「県図」は福岡県文化会館編『福岡県近
世文書目録 1970~ に収録された桐山家文書(電子複写収集資料福岡県立図書館蔵)の目録番号、 r1952調査Jは昭和27年の
調査時に作成したアルバム(当館蔵)の掲載順(フィルムNo.-フィルム内No.) を表す。

1 知行関係

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

[黒団長政代官目録]其方江預 慶長6年3 黒田長政(黒印) 墨書切紙 15.5X49.0 l幅 県史448号、県図 2004Bl 
置代官所之事0324.84石)] 月21日 →桐山孫兵衛 |掛(も幅と装折紙) 25-2、1952調査

1-3 
2 [黒田長政知行目録(4500 慶長7年 黒田長政(黒印)→ 墨書竪紙 35.1 x52.2 Uj 県史449、1952調 2004B2 

石)] 12月23 桐山孫兵衛 掛幅装 査1-2
日

3 [黒田長政黒印状]桐山孫兵衛 慶長9年4 黒田長政(黒印)→ 墨書竪紙 30.6X49.8 I幅 県史450、県図 2004B3 
ニ遣分(如水遺物としてl貫l 月24日 桐山孫兵衛 掛幅装 25-1、1952調査
匁5分4厘) 1-1 

4 [黒団長政黒印状]代官所村付 慶長9年9 黒田長政(黒印)→ 墨書竪紙 35.5X53.0 l幅 県史451、県図 2004B4 
之事(4457.0657石) 月21日 桐山孫兵衛 掛幅装 25-4、1952調査

1-4 
5 [黒田長政知行目録 慶長12年 黒田長政(黒印)→ 墨書折紙 35.2X53.5 l通 5"'18、77"'79は 2004B5 

(2408.703石)] 12月28 桐山大炊助 巻子装 同巻県史452、
日 県図25-5、1952調

査1-5
6 [黒田忠之知行宛行状(200 寛永2年8 黒田忠之(花押)→ 墨書折紙 41.0X56.8 l通 5'" 18、77"'79は 2004B6 

石)] 月28日 桐山作兵衛女房衆 巻子装 同巻県史455、
J¥ 県図25-8、1952調

査1-8
7 [黒田忠之知行目録(2000 寛永2年8 黒田忠之(黒印)→ 墨書竪紙 35.8X50.8 1通 5"'18、77"'79は 2004B7 

石)] 月28日 桐山作兵衛 巻子装 同巻県史454、
県図25-7、1952調
査1-7

8 [黒田忠之知行目録(400石)] 寛永2年8 黒田忠之(黒印)→ 墨書竪紙 35.7X51.4 1通 5"'18、77"'79は 2004B8 
月28日 桐山六兵衛 巻子装 同巻県史453、

県図25-6，1952調
査1-6

9 [桐山作兵衛知行宛行状(200寛永2年 桐山作兵衛(花押)墨書折紙 25.0X38.4 1通 5'" 18、77"'79は 2004B9 
石)] 10月18 →志方彦太夫 巻子装

同19巻52調県査図413-2、
日 -5 

10 [黒田忠之加増地宛行状 寛永11年 黒田忠之(花押)→ 墨書切紙 20.5X57.4 1通 5"'18、77"'79は 2004BI0 
(1200石)] 8月8日 桐山六兵衛 (元折紙) 巻 同巻県史456、

子装 県図25-9、1952調
査1-9
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購入資料 1.桐山家文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

11 [黒田忠之替地宛行状(1600 寛永16年 黒田忠之(花押)→ 墨書折紙 40.1X57.0 1通 5-18、77-79は 2004B11 
石)] 1月9日 桐山六兵衛 巻子装 同巻県史457、1:畑県閥調査図2お5-剖川川-吐叫l叩瓜O仏、 印

1-10 
12 [黒田忠之知行目録(400石)] 寛永16年 黒田忠之(黒印)→ 墨書竪紙 36.0X51.5 1通 5-18、77-79は 2004B12 

2月 桐山六兵衛 巻子装 同巻県史459、
県図25-12、1952
調査1-12

13 [黒田綱政加増地宛行状 宝永7年5黒田綱政(花押)→ 墨書折紙 39.1 X53.0 1通 5-18、77-79は 2004B13 
(1300.767石)] 月11日 桐山六兵衛 巻子装 同19巻52調県査図12513、

-13 
14 貴殿拝領地高目録(500石) 宝永7年9母里正左衛門(黒 墨書竪紙 30.0X l通 5-18、77-79は 2004B14 

月21日 印)、櫛橋貞右衛門 巻子装 109.0 同巻県図25-14、
(黒印)→桐山六兵 1952調査1-14
衛

15 嘉麻郡穂波郡遠賀郡鞍手郡右 延享2年8青柳伝五(黒印)、 墨書竪紙 32.5X45.6 1通 5-18、77-79は 2004B15 
四郡之米大豆大坂登ニ相成候 月 野坂孫十郎(黒 巻子装 同巻県図25-5、
付貴殿定為替之分当丑年より 印)、木村彦右衛門 1952調査1-15
村割証拠之事 (黒印)、神崎正右

衛門(黒印)→桐山
孫兵衛

16 貴殿新知拝領役高証拠之事 天明6年9櫛田甚内(黒印)、 墨書竪紙 28.2X38.5 
月 宇野作兵衛(黒 巻子装 l通 5-18、77-79は 2004B16 

印)、定府手塚孫太 同巻県図25-16、
郎、在坂沢木五郎 1952調査1-16
右衛門、皆田藤太
夫(黒印)→桐山直
=口t 

17 [書状(御判物の儀に付明日朔 (江戸時 蒔田権右衛門→桐 墨書切継紙 15.5X51.9 l通 5-18、77-79は 2004B17 
日御館へ出頭すべし)] 代後期) 山直吉 巻子装 同巻

11月29
日

18 貴殿知行定為替米大豆井御足 嘉永2年5桐山九郎次(黒印)、 墨書継紙 26.5X68.7 l通 5-18、77-79は 2004B18 
大豆村割証拠之事 月 矢野太郎左衛門 巻子装 同巻県図25-17、

(黒印)、内野太郎 1952調査1-17
左衛門(黒印)、天
野弥三郎(黒印)、

在→大桐坂山丹小寺右藤衛三門郎

19 御笠郡向佐野村新知畠名寄帳 天明6年6山口村大庄屋利兵 墨書竪帳 28.0X21.5 l冊 県図7、1952調査 2004B19 
月 衛(印)→桐山直吉 3-4 

20 御帳笠郡向佐野村新知百姓軒付 天明6年6
衛山口(印村)大→庄桐屋山利直兵吉

墨書竪帳 28.0X21.5 1冊 県図8、1952調査 2004B20 
月 4-2 

21 御笠郡畑詰村新知百姓軒付帳 天明6年6山口村大匝屋利兵 墨書竪帳 28.0X21.7 l冊 県図10、1952調査 2004B21 
月 衛(印)→桐山直吉 3-2 

22 御笠郡畑詰村新知田畠名寄帳 天明6年6山口村大庄屋利兵 墨書竪帳 28.0X22.0 l冊 県図9、1952調査 2004B22 
月 衛(印)→桐山直吉 3-3 

23 桐山直吉様御知行宗像郡曲村 天明6年6 田久村大庄屋藤右 墨書竪帳 24.5X19.0 1冊 県図13-1、1952調 2004B23 
百姓軒付帳 月 衛門(印)→桐山直 査会3

吉
24 裏粕屋郡ニ苫村桐山直吉様御 天明6年6浜男村大庄屋勘兵 墨書竪帳 25.0X19.0 l冊 県図11、1952調査 2004B24 

知行田畠名寄帳 月 衛(印)→桐山直吉 2-10・3-1
25 裏知粕行屋百郡姓三軒苫付村帳桐山直吉様御 天明6年6

浜衛男(印村)大→匝桐屋山勘直兵吉
墨書竪帳 25.0X19.0 l冊 県図12、1952調査 2004B25 

月 3-5・4-1
26 [知行高目録(250石の内訳 不詳 墨書竪帳 24.0X16.8 1冊 「亥ノ冬取留メ」と 2004B26 

村向佐、下野山村田、畑村詰)]村、曲村、三苫 1(挿6.0入×文59書.6) 記りした県挿図入20文ヵ書有

27 覚[桐1山丹波知行六千石分知之 代(江)戸時 不詳 墨書継紙 27.5X73.0 l通 2004B27 

28 口上覚(桐山六兵衛名跡取立 (江戸時 森源八郎、林作左 墨書折紙 24.7X26.7 1通 2004B28 
に付) 代)3月 衛門、桐山孫太夫

→関札、宮内十郎
右衛門、熊沢庄右
衛門
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購入資料 1.桐山家文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

29 [福岡藩分限帳(家老:播磨、山 (江戸時 不詳 墨書袖珍本 8.0X17.0 1冊 2004B29 
城、讃因幡岐)、織1部、長門、信濃、内 代後期)
記、

30 [包紙]長政公御直書ー 不詳 墨書竪紙 27.9X23.4 l枚 2004B30 

31 [包紙]長政公御判物 不詳 墨書竪紙 25.3X45.7 l枚 2004B31 

32 中[包之紙知]行志摩為穂替定波遠証賀拠鞍壱手枚四郡 不詳 墨書竪紙 15.6X33.3 l枚 2004B32 

33 [包紙]高目録井役高証拠共 (江戸時 不詳 墨書竪紙 34.7X23.5 1枚 2004B33 
二通 代)

2 系譜類

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

34 桐山家譜(桐山丹粛の一代記)安永3年 加藤一純[朱印] 墨書竪帳 26.0X18.8 l冊 34-40は一括 2004B34 
晩春17日 県史460-469、県

図.51-1、1952調査4-6
.6・1

35 覚(丹粛、孫兵衛利章、作兵衛 文化13年 不詳 墨書継紙 36.0X l通 34-40は一括 2004B35 
利す)房の三代までの系図を記 カ 117.0 

36 |付[桐)]山丹粛墓碑銘(100年忌に 享月保9年3爾孫桐山丹英 墨書継紙 24.2 X 71.0 l通 34-40は一括 2004B36 

37 |兵[桐衛山利家昌分ま知で書)]上(丹祷から孫 延以宝降6年 不詳 墨書切継紙 15.8X l通 34-40は一括 2004B37 
129.9 

38 [桐山家先祖書上(桐山六郎入 (江戸時 不詳 墨書竪紙 25.1X34.2 l通 34-40は一括 2004B38 

|道没、年桐と山戒丹名費)、]桐山十郎入道の 代)

39 黒田ー十五騎(石高と別名) 代(江)戸時 不詳 墨書切継紙 15.6X62.0 l通 34-40は一括 2004B39 

40 売渡証(黒田知水公御自筆御 明治18年 桐山康二郎、桐山 墨書ー紙 27.0X30.4 l通 34-40は一括 200担40
書一通) 6月 破窓

41 小河氏家系(小河武蔵守義直 (江戸時 安保小河両家末賊 墨書竪帳 24.2X17.1 l冊 県図14、1952調査 200担41
|でよ)り月瀬十郎右衛門定賢ま 代) 川端仲津常貞 7-2・8-1

42 [桐山家譜稿本ヵ] 代(江)戸時 不詳 墨書竪帳 25.8X 17.1 l冊 1952調査6・2 2004B42 

43 [桐山家譜稿本ヵ(島原での利 (江戸時 不詳 墨書竪帳 24.8X17.0 l冊 1952調査6・3、7-12004B43 
章の活躍及び、桐山家の石高 代)
の変遷)]

44 |桐寿山主家で1系(丹青から鹿二郎丹 イ(4江:)戸時
不詳 墨書竪帳 24.5X16.0 l冊 I~県M図26は一括

2004B44 

45 [桐山家歴代戒名一覧] 代(江)戸時 不詳 墨書切紙 15.6X39.6 l通 44-46は一括 200岨45

46 宗郎、門九(桐郎次山大の助墓、所孫等一)郎、重次 代(江後戸期時) 不詳 墨書切紙 25.1 X34.2 l通 44-46は一括 200岨46

47 先ま祖で)聞書(丹脅から六左衛門 延以宝降7年 不詳 墨書竪帳 24.6X16.9 l冊 県図4、1952調査 2004B47 
9・3

48 |跡[桐等山)]氏系譜(名前の読み、事 以天降明6年 不詳 墨書横半帳 12.2X17.8 l冊 2004B48 

49 [桐山作兵衛新規取立ー付(桐 天明6年2不詳 墨書書綴 12.0X29.0 1綴 2004B49 
山家断絶の経緯等)] 月

50 丹波居士一百回忌一件覚書 文月政177日年3桐山源一郎利広 墨書横半帳 16.8X12.4 1冊 50-52は一括 2004B50 
1952調査12・1

51 丹波様御遠思ー付部屋ヨリ出 (文政7年 不詳 墨書横半帳 12.0X 16.0 1冊 50-52は一括 2004B51 
財左ノ知シ ヵ)3月15

日
52 [覚(桐山丹粛御代香に付)] (江戸時 不詳 墨書切紙 18.7X35.0 l通 50-52は一括 2004B52 

代後期)

唱
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購入資料 1.桐山家文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

53 |覚図書等)(歴代当主の事跡、指物の 安月政上旬3年9桐山丹忠 墨書竪帳 37.0X15.9 1冊 県図5、1952調査 2004B53 
12・2

54 |桐代山目作氏家兵衛系覚ま書で)(丹粛から8 代(江後戸期時) 
不詳 墨書竪帳 24.8X19.1 l冊 54・55は一2調括査 県 2004B54 

l図3、1952oMJ1!t9-4
55 [明細書(知行250石桐山作 安政6年2不詳 墨書切紙 34.4X12.1 l通 54・55は一括 2004B55 

兵衛源丹安政6年32歳天 月26日
明跡6被年相2立月)断]絶同年4月4日名

56 [覚(桐山作兵衛の履歴)] 安政6年 不詳 墨書切継紙 16.0 X 94.3 l通 2004B56 
正月16日
~慶応元
年

57 [御先祖御出生内々御尋] 不詳 墨書竪紙 16.4X30.6 1通 2004B57 

58 遺7名族)名許(市郎太夫、権之進他 不詳 墨書切紙 15.7X29.0 l通 2004B58 

59 [書状控(論語其外分家同士で (江戸時 不詳 墨書竪紙 23.5X33.6 1通 2004B59 
熟覧、分家のこと等)] 代)

60 [書状控(桐山家に関する聞い (江戸時 不詳 墨書継紙 24.3X66.1 l通 2004B60 
合せへの回答源氏と推測さ 代)

れ明ると答がえ口伝る)の1みにて詳細は不

61 覚下書(黒田家系図) (江戸時 不詳 墨書横半帳 20.2X13.8 l冊 2004B61 
代後期)

62 
l御菩提代香寺順を覚列記(黒す田る二)十四騎の l代(江後戸期時) 

不詳 墨書切継紙 15.5X75.0 1通 2004B62 

63 寛政9年午より丹粛牌前江蒙 寛政9年 不詳 墨書切継紙 15.6X l通 63---65は一括 2004B63 
御代香御書附之覚(黒田斉隆 正月23日 .57.8 
の意向について) 以降

64 [書状(御代香について)] 6明月治32日4年 l黒亨→団長桐成山家運令奥山 墨書切継紙 18.0X27.4 1通 63---65は一括 200担64

65 毎年正月廿ニ日御香被差立候 (明治時 不詳 墨書切紙 18.2X51.6 1通 63---65は一括 2004B65 
代)

3 道具関係

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

66 [黒田家重宝書上(合子形兜、 (江戸時 不詳 墨書書綴 23.5 X 33.7 l冊 1952調査9-2 2004B66 
水牛児、ーノ谷兜等)] 代)

67 [甲宵太万椿様] (江戸時 不詳 墨書切継紙 15.3X l通 2004B67 
代) 228.9 

68 [甲胃捺様(金瓢箪の頭立)] (江戸時 不詳 墨書切継紙 16.3X57.9 l通 2004B68 
代)

69 [害状(桐山様証文当村陣内と (江戸時 坂田冗貞→藤田儀 墨書切継紙 15.8X56.3 l通
申者所持仕候云々)] 代)5月23右衛門

日

4 黒田長政関係

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

70 [黒田長政条々(財用定則を含 (元和8年 長政→右衛門佐、 墨書竪帳 24.2X16.7 l冊 2004B70 
む)] 9月) 井上周防、小河内

蔵允、黒田美作、桐
山丹波、栗山大膳
亮
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購入資料 1.桐山家文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

71 長政公御代御財用書付之書 (元和8年 長政→右衛門佐、 墨書竪帳 27.1 X 19.6 1冊 71・72は一括県 2004B71 
一巻指上候控書也(r長政公御 9月) 井上周防、小河内 図23、1952調査
財用定則ハ桐山氏之方知何ニ 蔵允、黒田美作、桐 8-2、9-1
御座候哉」との聞いを記した 山丹波、栗山大膳
紙片を巻頭に貼付。桐山氏の 亮
回答付。)

72 黒田長政と其御定則(黒田長 昭和6年2編輯兼発行者:高 印刷書冊 23.0X 15.2 l冊 71・72は一括 2004B72 

政神公社略と伝其由・言来行ほ録か之)一節・光雲 月16日 |宮場義良郎憲、印制者:大

73 長の政件公等御)判物覚(御定則指上 不詳 墨書横帳 12.4X33.7 l冊

74 [慶長5年9月19目黒田長政宛 明和5年 (朱印=桐山) 墨書竪帳 18.5X20.3 l冊

徳献川上家の康経感緯状等1の解説 梶原氏

75 [長政公御代御書出令状写 (江戸時 不詳 墨書竪帳 15.3 X 16.8 l冊 1952調査10-1・ 2004B75 
(慶長、元和年問、「太閤様御他 代) 11-1 
他界)之]瑚諸大名被成御書誓情」

76 [覚(長政公御代御書付之写に 宝暦11年 桐山孫兵衛・梶原 墨書切継紙 15.2 X 80.4 l通 2004B76 
付)J 8月27日 喜大夫

5 大坂城築城関係

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

77 [書状(大坂城普請石の数と 元和6年9馬杉木右衛門(花 墨書継紙 25.4X26.7 1通 5""'18、77""'79は 2004B77 
運賃)J 月1日 押)→相山丹波守 巻子装 同巻県図

殿門御、同内長大田音次彦兵左衛衛
25-18-2、1952調
査1-18

78 西宮ー而石船積請切申銀子之 冗和6年8大音彦左衛門(花 墨書竪紙 25.4X25.0 l通 5""'18、77""'79は 2004B78 
事(大坂城普請石の数と運 月17日 押)→長田仁右衛 巻子装 同巻県図
賃) 門 25-18-1、1952調

査1-19
79 桐山丹波殿材木蔵より請取申 冗和10年 不詳 墨書継紙 25.4X 77.5 1通 5""'18、77""'79は 2004B79 

御普請口口材木之事(大坂城 1月15日 巻子装 同巻県図25-19
普請必要な材木の数、長さ
一覧)

」一一

6 近世文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

80 包紙 不詳 墨書 43.6X30.6 1通 80""'82は一括 2004B80 

81 [と書先状祖(書の籍こ寄と贈ににつ対いすてる)J謝辞 臓月)月1(71日2 桐九郎山作次兵→衛桐山・桐元山仲 墨書竪紙 31.8X89.8 l通 80~528調2査は一括 2004B81 
1952llJi1j]tI-20 

82 [書状(13日の書状に対する返 4月18日 桐山冗仲→桐山作 墨書竪紙 32.5X l通 80""'82は一括

書丹波子の息碑虎銘三の郎のこと、先祖 兵衛、桐山九郎次 107.2 1952調査2-1
こと等)] 

83 [書状(寅二郎様来訪のこと、 4月13日 桐山作兵衛・桐山 墨書竪紙 15.9X l通 83・84は一括
石摺寄贈に対する謝辞)J

|仲九郎・桐次山→寅桐三山郎元
120.4 

84 [書状(見送りに対する謝辞、 5月22日 桐山冗仲・同寅二 墨書竪紙 17.6X 1通 83・84は一括 2004B84 
24日江戸発足、5月5日京都着 郎→桐山作兵衛・ 103.5 (包紙

[っ旅て館いでた黒件等田)公1の名前が間違 桐山九郎次 27.8X41.2) 

85 [書状(家族の近況を尋ねる)J(江戸時 作兵衛→奥 墨書切継紙 15.9X 1通 2004B85 
代)9月12 128.9 
日

qδ 
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購入資料 1.桐山家文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

86 [書状(御本丸御社御建立の節 (江戸時 不詳 墨書切継紙 15.7X83.2 l通 2004B86 
製作の石の銘摩滅に付)] 代)午10

月
87 [覚(田沼殿棺良城受取りに 天明2年2不詳 墨書切継紙 14.6X l通 2004B87 

付)] 月 234.6 
88 る[書)]状(悼大助馬廻組に加え 文化6年 (→桐山利隣ヵ) 墨書切継紙 16.5X49.7 1通 2004B88 

10月23日

89 奉顕口上覚(惇千次郎への相 (江戸時 桐弥兵山作衛兵衛→立花 墨書切紙 24.4X35.3 1通 2004B89 
続願い) 代)11月

90 [達(婚姻御礼、養子願等の対 (江戸時 聞頭定役→ 墨書横帳 12.2X31.8 l冊 2004B90 
応について)] 代)子9月

23日
91 明細書案文(雛形含む) 安政3年3不詳 墨書切紙 11.4X 1通 2004B91 

月 34.1/36.2X 
34.0/2.6X 
21.4(包紙
23.7X16.0) 

92 [明細書雛形(明細書作成のた (江戸時 不詳 墨書切継紙 15.3X63.0 l通 2004B92 
めの詳細なマーュアル)] 代)

93 口上覚(拝領屋敷類焼に付修 (江戸時 桐山孫兵衛→明石 墨書折紙 24.2X35.5 l通 2004B93 
復紙許右可削願い 許可する旨の付 代)3月 助九郎

×(包1紙5.52)3.9 

94 [嘆願書下書] (江戸時 不詳 墨書切紙 15.6X7.5 1通 2004B94 
代)

95 根模写(屋敷の表と入の寸法) (江戸時 桐山作兵衛、小田 墨書切紙 16.1X28.4 1通 2004B95 
代) 長衛三門郎、久田弥左

96 旦那用事ー付貴殿口入を以借 享保8年 桐山作兵衛印→志 墨書継紙 23.8X59.6 1通 2004B96 
用致米之事 12月 村元右衛門

97 借用証文之事(米13俵) 万延元年 大塩範兵衛利明 墨書切紙 24.4X35.2 l通 2004B97 
8月 |衛(花押)→桐山作兵 (包紙35.4

X23.7) 
98 [書状(借金の催促の件)] (万延苅 範兵衛→作兵衛 墨書切継紙 15.7X37.7 1適 2004B98 

年ヵ)8月
27日

99 覚(銭35貫100文) (万延元 範兵衛→作兵衛 墨書切紙 15.9X16.7 1通 2004B99 
年ヵ)申8
月27日

100 [覚(小山権之助から借りた金 (江戸時 桐山孫兵衛 墨書切継紙 16.0X l通 1952調査2・3 2004B100 
24両返済難渋の件)] 代)午12 112.7 

月
101 覚(旗立石寄付金の受取証 (江戸時 御家頼[黒印]→桐 墨書切紙 15.0X 17.8 l通 2004B101 

銀6匁2分5厘) 代)5月14山栄

日
102 [覚(甲斐守様御縁女様と日向 (江戸時 不詳 墨書切紙 15.9 X 24.2 1通 2004B102 

高鍋秋月長門守様の件J)] 代後期)
卯9月28
日、 10月
21日

103 [書状(左の御書数馬殿へ渡す (江戸時 大音与兵衛、藤井 墨書切紙 15.6X41.6 l通 2004B103 
ように)] 代)10月 甚二郎、山杉孫山兵文衛大

12日 夫→桐
104 [達(御留守中何れも請持筋出 (江戸時 →勘定所付頭取格 墨書切継紙 15.4X39.8 l通 2004B104 

精に付御沙汰に及び候)] 代) 富永伊惣次、同平

中、山鈴徳木平次、永石熊
次平

105 [達(近年狸に町人から音物を (江戸時 不詳 墨書継紙 24.3X86.0 l通 前後欠 2004B105 
受ける者が多いので今後はそ 代)
のようなことが無いようにす
ること)]

106 [達(大目付より、取締に付、城 (江戸時 杉山新兵衛 墨書切継紙 14.7X 1通 1952調査会6 2004B106 
下の警備を厳重にすべきこ 代)子7月 178.5 
と)] 11日
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購入資料 1.桐山家文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

107 [辞令(御軍事御用兼帯を命じ (江戸時 →足軽頭桐山作兵 墨書切紙 15.8X30.7 l通 2004B107 
る)J 代後期) 衛

108 る[辞)]令(御軍事御用兼帯を命じ l代(江後戸期時) l→衛足軽頭桐山作兵 墨書切紙 15.3X25.8 l通 2004B108 

109 御行軍そ事の他請持の警(春備吉)、六本松、地 l代(江後戸期時) 
→相模殿 墨書切紙 16.1 X41.9 l通 2004B109 

110 [火事場出方行列] (江戸時 不詳 墨書切継紙 16.5X l通 2004BllO 

代23)日11月 115.0 

111 図[太等鼓)]離方(戦陣での進退の合 不詳 墨書切継紙 15.8X68.5 l通 2004Blll 

112 [覚(杉山文左衛門隠居、旅人 (江戸時 杉山→桐山 墨書切継紙 14.6X41.1 l通 2004B1l2 
の宗旨改めについて)J 代)6月4

日
113 [書状(御館へ明後8日出頭の (江戸時 河村五大夫、木山 墨書切継紙 15.4X90.0 l通 2004B1l3 

こと)J 代日)2月6 安門兵→衛桐、山棋作長兵左衛衛

114 [書状(御館へ明後8日出頭の (江戸時 竹田安之進→桐山 墨書切紙 15.0X38.5 l通 2004B1l4 
こと)J 代日)3月6 作兵衛

115 [書状(御館へ明後7日出頭の (江戸時 竹田安之進→桐山 墨書切継紙 16.0X45.4 1通 2004B1l5 
こと)J 代)5月5 作兵衛

日
116 [書状(御館へ明後14日出頭 (江戸時 竹中彦大夫→桐山 墨書切継紙 16.0X47.0 l通 2004B1l6 

のこと)J 代12)日11月 作兵衛

117 [書状(御館へ明日16日出頭 (江戸時 田代十之進、衣非 墨書切紙 16.0X46.3 l通 2004Bll7 
のこと)J 代15)日11月 茂門→記、桐木山村作太兵左衛衛

118 [書状(御館へ明後22日出頭 (江戸時 野村新兵衛→桐山 墨書切紙 15.8X53.5 1通 2004B1l8 
のこと)J 代20)日12月 作兵衛

119 [書状(御館へ23日出頭のこ (江戸時 河村五大夫、木山 墨書切継紙 15.6X82.6 l通 2004B1l9 
と)J 代20)日12月 l安門兵→衛桐、山横作長兵左衛衛

120 [書状(体作兵衛を連れ御館へ (江戸時 肥塚権之丞→桐山 墨書切継紙 15.5X46.3 l通 2004B120 
出頭のこと)J 代月後24期日)2 丹右衛門

121 子ノ冬押米 桐山 墨書切継紙 15.0X36.7 l通 後欠 2004B121 

122 亥ノ冬押米
l代(江後戸期時) 

不詳 墨書切継紙 16.2X83.2 l通 2004B122 

123 道中日記之二(江戸~姫路) (江戸時 桐山 墨書袖珍本 8.2 X 16.5 l冊 2004B123 
代)10月
11日~
11月13
日

124 木曽路中国路御道割 万延2年3不詳 墨書小横帳 2.0 X 24.6 1冊 2004B124 
月

125 [薩英戦争見聞書(6月27日~ 文久3年 不詳 墨書竪帳 25.1 X 17.0 1冊 2004B125 
8月18日まで)J 以降

7 幕末京都聞役関係

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

126 覚(滞京資金として金1000疋 (江戸時 →御足軽頭 墨書切紙 16.7X22.8 1通 2004B126 
与える) 代後期)4

月2日
127 覚(禁門の変前後の状況を記 (冗治π 小河伝右衛門判、森 墨書切継紙 16.3X l通 127・134""143は 2004B127 

す) 年)7月18三五右衛門、桐山作 192.8 一括
日 兵衛、安田作左衛門、

貝原一兵衛
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購入資料 1.桐山家文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

128 [京都聞役探索書下書(禁門の 元治元年 不詳 墨書切継紙 15.2X39.4 l通 2004B128 
変す)に]関した制札の文面を記 10月

129 差出(拙者儀京都表より尾州 元治2年 桐山作兵衛 墨書切継紙 23.8X20.7 1通 129"'131は一指 20048129 
|様越為)御付添芸州広島表ニ被差 正月

130 へ[覚差(尾し州越様す)付]添として広島表 元11治月2年 不詳 墨書切紙 15.1 x36.2 1通 129"'131は一括 200担130

131 (御封直書書 尾州公江被差出候御 ヵ(元)治2年 不詳 墨書切継紙 15.7X l通 129'" 131は一括 2004B131 
113.0 

132 |付[褒)]状(長州征伐付添大儀に 元月治282日年3→桐山作兵衛 墨書切継紙 63.5X15.4 l通 200担132

133 [前大納言慶勝言上書] 代(江後戸期時) 前大納言慶勝 墨書切継紙 16.0X93.3 l通 2004B133 

134 [褒状(去年7月の変動の節出 慶応元年 不詳 墨書切紙 14.7X31.5 1通 127・134"'143は 2004B134 
精に付轡を与える)] 12月23 一括

日
135 覚(今回の役儀は自分には重 (慶応2年 桐山作兵衛→小河 墨書切継紙 16.4X l通 127・134"'143は 2004B135 

責過ぎるので、遠慮したい) 月ヵ)臨寅日正 伝右衛門 181.3 一括

136 覚(崩御に付御所司代より御 (慶応3年 不詳 墨書切継紙 15.8X l通 127・134"'143は 2004B136 
停止触あり)

正ヵ)月卯7ノ日 116.6 一括

137 覚(屋敷地貸借に付) (江戸時 桐山運→調井目太 墨書切継紙 16.5X78.8 l通 127・134"'143は 20048137 
代月後期)6 良日 一括

138 
|様[下よ賜り金頂目戴録分(I「寅ほ十か一18月件広)]橋 ヵ(慶)応2年 不詳 墨書切紙 15.6X54.9 1通 一12括7・134"'143は 2004B138 

139 覚(京地一件に付) (慶応2年 桐山作兵衛 墨書切継紙 16.4X72.5 l通 127・134"'143は 20048139 
ヵ)寅7月 一括
24日

140 覚(御当地の変動及び敦賀表 (慶応3年 墨書切継紙 15.7X56.7 1通 127・134"'143は 20048140 
へ御人数差出の件)

月ヵ)1卯1日正 一括

141 覚の大(不変容革易にのつ御い時て勢)及び去冬 (ヵ慶)応2月3年 桐山作兵衛 墨書切継紙 15.8X l通 一12括7・134"'143は 20048141 
172.3 

142 覚(5月の京都の情勢、日記抜 (慶応3年 不詳 墨書切継紙 15.9X90.2 1通 127・134"'143は 2004B142 
書) 2ヵ9)日卯5月 一括

143 覚(倹約令に関して) (江戸時 御足軽頭中 墨書切継紙 14.5X96.7 1通 127・134"'143は 2004B143 
代月後期)5 一括 1952調査

2-5 
144 日記(滞京中の日記)

慶月応8~2年192日
桐山作兵衛 墨書横半帳 16.5X12.0 1冊 2004Bl44 

145 [褒状(200両与える)] (江戸時 →左京聞役桐山作 墨書切紙 15.9X25.5 l通 2004B145 

代10後月期3)日
兵衛

146 [書状(朝廷の動きについて)] (江戸時 内田→桐山 墨書切継紙 15.7X 1通 2004B146 

代月後1日期)3 128.7 

147 [書状(福嶋平蔵、堀尾久だけ (江戸時 ニ左衛門(花押)→ 墨書切継紙 15.4X57.3 l通 前欠 2004B147 

差小越吉郎し、は小差生越、孫さず左衛云門々、)]少輔、 代月後1日期)9 作兵衛

148 [京都聞役探索書下書(西周助 (江戸時 不詳 墨書切継紙 15.8X l通 20048148 
等の)周]辺調査、学力、教え子の数 代後期) 149.3 

149 [京都聞役探索書下書(f御城 (江戸時 不詳 墨書切紙 15.9X30.7 1通 2004B149 
御達相済直ニ御老中江御達相 代後期)
済面々」として薩州、芸州、備

i言前日、す宇)1和島、土州の藩士の名を

150 [京都聞役探索書下書(英馬京 (慶応2年 不詳 墨書切紙 16.0X15.1 l通 2004B150 
着、二条様太鼓、将軍宣下他)] ヵ)
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購入資料 1.桐山家文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

151 [京都聞役探索書下書(将軍宣 (慶応2年 不詳 墨書切継紙 15.9X88.1 l通 2004B151 
下の様子)J ヵ)

152 覚(将軍宣下の様子) (慶応2年 不詳 墨書切紙 15.8X33.0 1通 2004B152 
ヵ)12月9
日

153 [褒状(去年7月の変動の節出 (慶応2年 →桐山作兵衛 墨書切紙 16.0X24.0 1通 2004B153 
精に付輿を与える)] ヵ)

154 [書状(尽都での出費多く援助 (慶応3年 桐山孫兵衛(花押) 墨書切継紙 15.8X l通 2004B154 
を求める、禁裏崩御を伝え ヵ)正月 →御父様 107.0 
る)J 11日

155 
の[京日都限聞定役ま探ら索ず書、下親書王様(御践葬詐式 年(慶ヵ応)2・3不詳 墨書切紙 15.7X 16.1 l通 2004B155 

も延期か)] 
156 大行天皇御葬送来ル廿七日酉 (慶応3年 不詳 墨書書綴 24.8X 17.4 l綴

刻御治定被仰出候事(葬列に 1月ヵ)
加わった人物一覧、日程の詳
細を記す)

157 [京都聞役探索書下書(尽都で (慶応3年 不詳 墨書切紙 15.9X29.5 1通 2004B157I 
の内府様の動向)] ヵ)卯5月

11日
158 [書状(その後の様子について (慶応3年 北小路治部権大輔 墨書切継紙 16.8X29.3 l通 2004B158 

の問い合せ)J ヵ)10月 →桐山作兵衛、井
19日 上六之承

159 [京都聞役探索書下書(f先般 (慶応3年 不詳 墨書切継紙 24.2X32.5 l通 2附日
大非常之御変革」云々 18藩 ヵ)
の藩士の名を連ねる)] 

160 [京都聞役探索書下書(r今度 (慶応3年 不詳 墨書竪紙 15.7X l通
内府政権奉帰御儀ニ付J)J ヵ)12月 145.9 

12日
161 [京都聞役探索書下書(15日 (江戸時 不詳 墨書切紙 15.9X11.5 l通 2004B161 

頃より公儀御人数御出)] 代後期)
162 [隠居願(体調不良に付、尽都 (江戸時 桐山作兵衛 墨書切継紙 19.1 X l通 2004B162 

聞役解任を願う] 代後期)3 191.6 
月

163 [帰国願下書(京都詰役中、病 (江戸時 桐山作兵衛 墨書切継紙 15.7X61.3 I通 2004B163 
気頻発に付帰国を願う)J 代後期)

10月
164 [覚(京都詰の交代に感謝す (江戸時 (桐山作兵衛ヵ) 墨書切紙 15.8X 11.7 l通 2004B164 

る)J 代後期)
165 [書状(京都滞在中世話になっ (慶応4年 将監(久野四兵衛) 墨書切継紙 16.4X l通 2004B165 

た御礼、関白様将軍様の御配 ヵ)2月8 →桐山作兵衛 140.3 (包紙
慮に恐察す)] 日 17.0X10.l) 

8 武芸・軍学・文芸関係

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

166 [香西流兵法目録] 安政4年8香西少輔(花押)→ 墨書切紙 35.1 X48.7 l通 2004B166 
月11日 桐山作兵衛

167 覚(剣術目録) (江戸時 不詳 墨書切継紙 15.3X63.9 1通 2004B167 
代)

168 中伝印誌 安政4年8香西少輔(花押) 墨書切継紙 19.9X98.2 1通 1952調査2-4
月 [朱印]→桐山作兵

衛丹忠雅丈
169 L城享15凶j |安政2年 桐山汁忠 l墨書竪紘 26.7X38.3 l枚 2004B169 
170 [城郭図] (江戸時 不詳 墨書竪紙 23.9X32.0 l枚 2004B170 

代後期)
171 [城郭図(唱春先生十二回忌追 万延冗年 不詳 墨書竪紙 24.4X35.7 1枚 2004Bl71 

善城地)] 6月16日
172 [城郭図] (江戸時 不詳 墨書竪紙 26.8X39.2 l枚 2004Bl72 

代後期)
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購入資料 1.桐山家文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号|

173 墨談仮名頭草稿 (江戸時 不詳 墨書竪帳 24.2X16.7 l冊 200岨173
代)

174 深草玄政壁書写 (江戸時 不詳 墨書継紙 27.3X42.2 l通 2004B174 
代ヵ)

175 深草玄政壁書写 (江戸時 不詳 墨書継紙 24.1X62.1 l通 2004B175 
代ヵ)

9 辞令・害状類

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

176 [覚(家禄 27石3斗9升7合J] (明治時 不詳 墨書切継紙 16.2X34.3 1適 200担176
代)

177 借用証(金8円) 明治16年 桐山運→郡繕至 墨書切紙 24.4X26.8 1通 2004B177 
2月7日

178 財用出入覚 明治23年 不詳 墨書横半帳 16.2X12.9 l冊 178"-' 180は一括 2004B178 
9月

179 近藤利右衛門ー差越控 明治27年 →近藤利右衛門 墨書継紙 24.9X41.8 1通 178"-'180は一括 2004B179 
7月13日
l日6月
11日

180 頼[金む子)]書上(下村春雄一弁用相 明治25年 不詳 墨書切継紙 18.0X 1通 178"-'180は一括 2004B180 
7月31日 100.1 

181 [辞令(ニ小区保長)] (明治時 第一大区調所[朱 墨書ー紙 18.5X24.5 1通 2004B181 
代)2月2 印]→桐山運

日
182 [辞令(ニ小区副戸長免職務)] 明治8年5福岡県→桐山運 墨書ー紙 20.0X26.3 1通 2004B182 

月10日
183 7[褒厘状献納(学奇校特資にと付し)て]1円88銭 明治9年4福岡県→桐山運 墨書・印刷 21.3X28.2 1通 2004B183 

月 一紙
184 [辞令8銭(第宛二支級給申)]し付ける 1 明治9年5福岡県第一課[朱 墨書ー紙 19.6 X 26.1 1通 2004B184 

日1 月23日 印]→桐山運

185 [出頭命令(礼服着用の上来る 明治18年 福岡県警察本署 墨書・印刷 24.0X16.9 l通 2004B185 
25日午前8時に)] 12月24 [朱印] 一紙

日
186 [辞令(柳河警察署詰を命ず)] 明治19年 福岡県警察本部→ 墨書ー紙 19.5X26.3 1通 2004B186 

9月7日 巡査桐山運
187 [辞令(今月より給金7円支給 明治19年 福岡県→巡査桐山 墨書ー紙 19.6X26.2 l通 2004B187 

す)] 7月17日 運
188 ず[辞)]令(第八区駐在所詰を命 明治20年 柳河警察署→桐山 墨書ー紙 18.0 X 24.2 l通 200担188

6月4日 運
189 [褒状(職務勉励に付慰労金2 明治20年 福岡県→巡査桐山 墨書ー紙 19.6X25.8 1通 2004B189 

円10銭支給す)] 2月19日 運
190 [褒状(コレフ流行の際職務勉 明治20年 福岡県→巡査桐山 墨書・印刷 24.1X31.4 1通 2004B190 

励に付)] 1月15日 運 一紙
191 [辞令(依願免職務)] 明治20年 福岡県→巡査桐山 墨書ー紙 228X30.8 1通 2004B191 

12月27 運
日

192 [招集状(太政官代へ出頭すぺ (明治時 太政官代書記役所 墨書切継紙 15.8X55.0 l通 2004B192 
し)] 代)2月14→筑前家来中

日
193 [辞令(任六番饗導叙七等)] (明治時 藩政庁[朱印]→桐 墨書切継紙 19.3X94.3 1通 2004B193 

代)6月 山運

194 屋敷図
代(江ヵ戸)時

不詳 墨竪紙書・朱書 23.8X32.4 1枚
朱19で4・部19屋5等はの一名括称

2004B194 

を記す

195 [地券写御笠郡山家村4813明治13年 桐山運 墨書ー紙 24.2X22.3 l通 194・195は一括 2004B195 
番地] 8月10日

196 [褒状(福島警察署新築費寄付 明治20年 福岡県知事正四位 墨書ー紙 22.7X30.8 l通 2004B196 
奇特に付)] 12月2日 勲三等安場保和

[朱印]→桐山運
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購入資料 1.桐山家文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

197 [辞令(10等傭申し付ける)] 明治21年 三池磁山局→桐山 墨書一紙 21.5X28.5 l通 2004B197 
1月7日 運

198 [辞令(巡視申し付ける)] 明治21年 二池噴山局→十等 墨書ー紙 21.5X28.5 l通 2004B198 
1月7日 傭桐山運

199 [褒状(勤務勉励に付5円与え 明治21年
磁一池山噴局十山等局→傭桐ー池山

墨書一紙 21.5X28.5 l通 2004B199 
る)] 12月16日

運
200 [褒状(勤務勉励に付11円与 明治22年 旧ニ池磁山局→冗 墨書一紙 21.6X28.6 1通 2004B200 

える)] 4月22日 三池噴山局傭桐山
運

201 [辞令(倉庫課詰を命じる)] 明治22年 ニ池炭磁社[朱印] 墨書ー紙 20.0X26.6 l通 2004B201 
6月12日 →桐山運

202 [辞令(役宅取締を免ず)] 明治22年 ニ池炭磁社[朱印] 墨書ー紙 20.2X26.6 1通 2004B202 
6月12日 →桐山運

203 [褒状(震災の節尽力に付金1 明治22年 二池炭繍社[朱印] 墨書ー紙 17.8X25.1 l通 2004B203 
円与える)] 9月18日 →八等雇桐山運

204 5[褒0銭状与(勤え務る勉)]励に付金46円 明治23年 ニ池炭碩社[朱印] 墨書・印制 19.7X28.3 1通 2004B204 
8月 →桐山運 一紙

205 [辞令(7等雇を申し付ける)] 明治23年 二池炭硝社[朱印] 墨書一紙 21.1 X26.3 l通 2004B205 
12月26日 →八等雇員桐山運

206 [褒状(職務勉励に付金15円 明治24年 二池炭破社[朱印] 墨書一紙 23.1X30.9 l通 2004B206 
与える)] 9月25日 →桐山運

207 け[辞る令)](倉庫課倉庫方を申し付 明治25年 ニ池炭等磁雇社員桐[朱山印運] 墨書ー紙 18.0X25.7 l通 2004B207 
8月1日 →七

208 [辞令(日給40銭とする)] 明治25年 ニ池炭硝社[朱印] 墨書ー紙 17.9X25.6 l通 2004B208 
8月1日 →七等雇員桐山運

209 [辞令(日給42銭とする)] 明治25年 二池炭破社[朱印] 墨書ー紙 17.7X25.5 1通 2004B209 
12月8日 →七等雇員桐山運

210 [褒状(職務勉励に付金15円 明治25年 二池炭磁社[朱印] 墨書ー紙 17.2 X 24.4 1通 200担210
与える)] 12月 →七等雇員桐山運

211 [褒状(明治24年県下震災の 明治26年 岐阜県知事従一位 墨書一紙 22.7X30.5 1通 2004B211 
節衣類等差出す事奇特に付)] 2月1日 勲三等小崎利準

[朱印]→福岡県
三池郡大牟田町桐
山運

212 [褒状(勤務勉励に付金12円 明治26年 ニ池炭噴社[朱印] 墨書ー紙 21.3X29.0 1通 200担212
与える)] 4月 →七等雇員桐山運

213 [褒状(勤務勉励に付金14円 明治26年 二池炭噴社[朱印] 墨書一紙 21.1 X28.6 1通 2004B213 
与える)] 8月 →七等雇員桐山運

214 [褒状(大浦坑火災の節尽力に 明治26年 ニ池炭破社[朱印] 墨書ー紙 21.0X28.6 1通 2004B214 
付き)] 8月 →七等雇員桐山運

215 [辞令(事務員に雇い入れ等級 明治26年 ニ池繍山事務長団 墨書ー紙 21.1 X28.7 l通 2004B215 
12等とする)] 10月16日 琢磨→桐山運

216 [辞令(二池晴山倉庫科倉庫方 明治26年 ニ池破山事務長団 墨書一紙 21.1 X28.8 l通 200担216
を命じる 日給42銭)] 10月16日 琢磨→事務員十二

等桐山運

217 契約証 明治26年 福岡県筑後園二池 墨書ー紙 24.0X32.0 l通 2004B217 
11月9日 郡大牟田町大字下

里八百十五番地桐
山運→高谷恒太郎

218 [褒状(明治24年県下震災の 明治26年 愛知県知事正四位 墨書・印刷 27.3X19.0 l通 2004B218 
節金10銭寄付の事殊勝に 12月20日 勲三等時任為基 一紙
付)] [朱印]→桐山運

219 [褒状(明治24年県下震災の 明治27年 岐阜県知事正五位 墨書・印刷 27.4X19.9 l通 2004B219 
節金10銭寄付の事殊勝に 2月20日 曽我部道夫[朱印] 一紙
付)] →社福桐岡県三池炭鉱

山運
220 [褒状(勤務勉励に付金16円 明治27年 二井二池炭破事務 墨書一紙 21.3X29.0 l通 2004B220 

与える)] 2月 所事務長団琢磨
[朱印]→事務員
12等桐山運
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[褒状(勤務勉励に付金20円 明治27年 三井三池炭噴事務 墨書ー紙 21.4X28.6 1通 2004B221 
与える)] 7月31日 所事務長田琢磨

[朱印]→事務員
12等桐山運

222 [辞令(日給45銭とする)] 明治28年 ニ井ニ池炭磁事務 墨書ー紙 20.8X28.4 1通 2004B222 
1月5日 所事務長心得島田

純一[朱印]→事務
員12等桐山運

223 承認状(第297799号金1円 明治28年 陸軍姐兵監陸軍騎 墨書ー紙 24.0X32.0 1通 2004B223 
5銭受取)] 2月7日 兵大差正六位勲四

等大蔵平三[朱印]
→桐山運

224 [褒状(職務勉励に付金32円 明治28年 ニ井ニ池炭磁事務 墨書ー紙 21.0X28.6 1通 2004B224 
与える)] 2月18日 所事務長心得島田

純一[朱印]→事務
員12等桐山運

225 与[褒え状る()職]務勉励に付金33円 明治28年
三所井事三務池長炭心破得事島務田

墨書一紙 19.4X26.2 1通 2004B225 
7月22日

純一[朱印]→事務
員12等桐山運

226 [褒状(職務勉励に付金32円 明治29年 ニ井ニ池炭破事務 墨書一紙 21.0X25.7 1通 2004B226 
与える)] 8月1日 所事務長島田純一

[朱印]→事務員
12等桐山運

227 [辞令(事務員9等、給金月給 明治29年 ニ井ニ池磁山合名 墨書一紙 22.0X27.9 1通 2004B227 
15円とする)] 9月8日 会社社長三井三郎

助[朱印]→事務員
12等桐山運

228 特別貸費生採用願(長男義之 明治28年 桐山運(朱印)→黒 墨書罫紙綴 27.4X19.6 1通 2004B228 
助(明治12年生)、次男利実(明 9月3日 田家家令山中立木
治14年生)の奨学金について)

229 [特別貸費生採用願の返書(ー 明治28年 山中立木→桐山運 墨書罫紙 27.9X19.9 1通 2004B229 
度に一家で2名は不可、再度 9月14日
手続されたし)]

230 [福岡県尋常中学校修猷館入 明治29年 修猷館校長隈本有 墨書罫紙 24.3X16.3 1通 2004B230 
学許可証(9月21日まで在学 9月14日 尚→志願者桐山利
証書提出のこと)] 実、保護者平山虎

雄
231 |御願(外套購入費借用願い) 明治30年

l桐(朱山印利)実→、侯桐爵山黒運田11月
墨書罫紙綴 24.4X16.0 1通 2004B231 

長成
232 [外套購入費貸与許可証] (明治30 黒田家家扶→桐山 墨書罫紙 28.5X20.2 1通 2004B232 

年ヵ)12 運
月1日

233 [任命状(賛助社員に列す)] 明治29年 大日本勲赤位十功字二社総裁 墨書・印刷 21.1X30.2 l通 2004B233I 
12月23日 級彰仁 一紙

親王[朱印]、日本
赤十字社社長従二
位勲一等伯爵佐野
常民[朱印]→桐山

運
234 [褒状(勤務勉励に付金49円 明治30年 ニ井ニ池炭破事務 墨書・印刷 21.8X28.8 l通 2004B234 

与える)] 1月25日 長嶋田純一[朱印] 一紙
→事務員9等桐山
運

235 [褒状(明治27・8年戦役の際、 明治30年 福岡県知事従ニ位 墨書・印制 22.4X30.6 l通 2004B235 
寄付金1円5銭の事奇特に 6月1日 勲三等男爵岩村高 一紙
付)] 俊[朱印]→福岡県

筑後園三池郡大牟
田町桐山運

236 [辞令(月給18円とする)] 明治30年 三[朱井印鉱]→山合名会社 墨書ー紙 21.9X27.9 1通 2004B236 
7月1日 桐山運

237 [褒状(職務勉励に付金52円 明治30年 ニ井鉱山合名会社 墨書・印刷 25.9X 19.1 1通 2004B237 
与える)] 7月10日 [朱印]→桐山運 一紙
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238 [褒状(職務勉励に付金44円 明治30年 三井鉱山合名会社 墨書・印制 25.9 X 19.1 l通 2004B238 
与える)J 12月22日 [朱印]→桐山運 一紙

239 [辞令(会計科会計方を命ず)] 明治31年 二井鉱山合名会社 墨書・印制 19.4X27.3 l通 2004B239 
3月31日 三池炭破事務所 一紙

[朱印]→倉庫科倉
庫方桐山運

240 [辞令(本所衛生委員を命ず)J明治31年 二井鉱山合名会社 墨書・印刷 19.5X27.0 1通
4月28日 三池炭破事務所 一紙

[朱印]→桐山運

241 [辞令(庶務科庶務方を命ず)J明治31年 二井鉱山合名会社 墨書・印刷 19.6X27.0 I通 2004B2411 
5月14日 三池炭破事務所 一紙

[朱印]→会計科会

計方桐山運

242 [褒状(職務勉励に付金39円 明治31年 二井鉱山合名山会運社 墨書・印刷 25.8X18.9 1通 2004B242 
与える)J 6月27日 [朱印]→桐 一紙

243 [褒状(特別勉励に付金5円与 明治31年 三井鉱山合名会社 墨書・印刷 19.5X27.0 l通 2004B243 
える)J 7月13日 三池炭破事務長山 一紙

田直矢[朱印]→桐
山運

244 [褒状(職務勉励に付金40円 明治31年 二井鉱山合名会社 墨書・印刷 25.7X18.8 l通 2004B244 
与える)J 12月20日 [朱印]→桐山運 一紙

245 [辞令(月給21円とする)J 明治32年 二井鉱山合名会社 墨書・印刷 23.0X28.3 l通 2004B245 
4月18日 [朱印]→三池炭磯 一紙

詰桐山運

246 [辞令(庶務方を命ず)J 明治32年 二池炭破事務所 墨書・印刷 19.6X26.8 l通 2004B246 
5月16日 [朱印]→桐山運 一紙

247 [褒状(職務勉励に付金43円 明治32年 二井鉱山合名会社 墨書・印刷 25.9X 19.3 l通 2004B247 
与える)J 6月24日 [朱印]→桐山運 一紙

248 [褒状(職務勉励に付金49円 明治32年 二井鉱山合名会社 墨書・印刷 26.2X 19.0 1通
与える)J 12月26日 [朱印]→桐山運 一紙

249 [褒状(職務勉励に付金47円 明治33年 二井鉱山合名会社 墨書・印刷 23.5X 15.4 l通 2004B249 
与える)J 6月30日 [朱印]→桐山運 一紙

250 [褒状(職務勉励に付金48円 明治33年 二井鉱山合名会社 墨書・印刷 26.6X19.3 l通 2004B250 
与える)] 12月17日 →桐山運 一紙

251 [辞令(月給23円とする)] 明治33年 二井鉱山合名会社 墨書・印刷 22.1 X28.6 1通 2004B251 
12月25日 [朱印]→三池炭破 一紙

詰桐山運
252 [辞令(庶務財産事務取扱を命 明治34年 二池炭破事務所 墨書・印刷 20.6X28.4 l通 2004B252 

ず)J l月23日 [朱印]→桐山運 一紙
253 [褒状(職務勉励に付金54円 明治34年 二池鉱山合名会社 墨書・印刷 26.3X 19.3 l通 2004B253 

与える)] 12月13日 →桐山運 一紙
254 [褒状(職務勉励に付金51円 明治34年 二池鉱山合名会社 墨書・印制 26.3X 19.3 l通 2004B2541 

与える)J 6月12日 →桐山運 一紙
255 [褒状(職務勉励に付金54円 明治35年 二池鉱山合名会社 墨書・印刷 22.5X14.9 l通 2004B255 

与える)] 6月14日 社長三井三郎助 一紙
[朱印]→桐山運

256 領収書(金10銭て報寄放付船)] 隊設 明治35年 報交文義会会長郡司 墨書・印刷 18.5 X 17.8 l通 2004B256 
立の趣旨に賛し 8月25日 成忠[朱印]→桐山 一紙

運
257 [褒状(大牟田尋常小学校建設 明治36年 福岡県知事正五位 墨書・印制 27.7X 19.8 1通 2004B257 

費寄付奇特に付)J 7月l日 勲=等河島醇[朱 一紙
印]→三池郡大牟
田町桐山運

258 [褒状(大牟田尋常小学校及び 明治40年 福岡県知事正四位 墨書・印崩IJ 22.7X30.7 l通 2004B258 
同町役場建設費寄付殊勝に 12月1日 勲二等寺原長輝 一紙
付)] [朱印]→三池郡大

牟田町桐山運
259 記(桐山家の財産書上秀吉 明治16年 (桐山破窓ヵ) 墨書罫紙綴 24.1 X 16.0 l綴 2004B259 

より拝領の甲胃、家康より拝 以降
領の印龍、そのた土地建物に
ついて)

260 [書類書上(印簡預かり証、借 (近代) 不詳 墨書ー紙 24.0X31.2 l通 2004B260 
用書、戸籍写等12通)J
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261 [崇福寺境内図] 明治15年 桐山氏 彩色継紙 54.1X71.5 1鋪 表紙はずれ県図 2004B261 
5月 (表紙18.6 18 

X 12.2) 
262 [書状控(桐山破窓と黒田一美 明治18年 桐山稜窓(朱印)→ 墨書罫紙綴 24.6X16.5 l通 1952調査2-2 2004B262 

らの書状のやりとり)] 10月30日 松本、黒田一美ほ
カ=

263 崇副寺御塔所之儀ー付始末廉 明治20年 桐山波窓(作兵衛)墨書罫紙竪 24.5X16.6 l冊 1952調査13-1・ 2004B263 
|書末を(黒記田す家)墓所改修に至る顛 12月19日 →黒田一美 帳 14-1 

264 安場保和殿ヱ差出候歎願書控 明治21年 桐山破窓、破窓ー 墨書罫紙綴 24.2X15.9 1綴 2004B264 
6月3日 男和鹿三郎→安場保

265 [書状控(長知の保証及び破窓 明治21年 福岡区福岡魚町二 墨書罫紙綴 26.5X18.7 l綴 2004B265 
せ懲戒)]の真意に対する問い合 9月19日 拾→黒七番田地一桐美山破窓

266 
書ニ差留郵上便候配書達状井証明ニ願ニ書テ東之京控表 2明月治2266日年 桐成山破窓→黒田長 墨書罫紙綴 24.5X16.0 l綴 266-268は一括 2004B266 

267 書留郵便受取証 2明月治2266日年 取大牟人黒田郵田便長局成 受 11.3X7.8 1通 266-268は一括 2004B267 

268 郵便物配達証明書 明治26年 東京麹町郵便局→ 墨書専用用 15.6X12.2 1通 266-268は一括 2004B268 
3月2日 桐黒山田破長窓成 受取人 紙

269 桐山破窓宛封筒 明治26年 黒田家家令奥山亨 墨書 21.5X8.5 l通 269-273は一括 2004B269 
3月29日 →桐山稜窓 1952調査2-7

270 [書状(長成公は出願の内容は 明治26年 黒田家家令奥山亨 墨書切継紙 17.7X44.0 l通 269-273は一括 200担270
許容いし)難1しとの返答、相談さ 3月29日 (朱印)→桐山破窓 1952調査2・8
れた

271 上申書之内可加ヶ条 (明治26 (黒田家家令ヵ) 墨書切継紙 18.1X21.7 l通 269-273は一括 2004B271 

年日3ヵ月)29 1952調査2-9

272 郵便物配達証明書 明治26年 東京麹町郵便局→ 墨書専用用 15.7X12.7 1通 269-273は一括 200担272
3月28日 桐黒山田破長窓成 受取人 紙

273 [書状(書面の趣、当家に於い 明治26年 黒田家執事→桐山 墨書切継紙 16.8X33.4 l通 269-273は一括 2004B273 

l返て送説す明す1]るに及ばず、よって 9月18日 破窓

274 崇副寺御塔所之儀ー付始末廉 明治26年 桐山破窓(作兵衛)墨書罫紙竪 24.6X15.9 l冊 2004B274 
書(嘆願書控や寄付金一覧等 6月28日 →黒田長成 帳

I終を記る。す)。黒田長成宛願書控で

275 崇福寺御塔所之儀ー付奉歎願 6明月治2286日年 桐黒山田破長窓成(朱印)→ 墨書罫紙綴 24.5X16.6 l綴 1952調査12・3 2004B275 

276 [黒田家墓所改修設計図(豊公 (明治時 彩色・印制 25.1X 18.5 l冊 2004B276 
墓表之図、唐門之図、拝殿之図 代) 書綴
他)]

11 炭鉱実測図

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

277 明治舟八年鉱業施業案宮崎 明治38年 鉱業人高崎正三 墨書竪帳 28.0X19.5 1通 277-279は一括 2004B277 
県児湯郡西米良村大字村所 12月13日 郎(朱印)→福岡県 小杉轍三郎の認可

|天認包可拡願山安質母尼鉱業施業案 |櫨鉱山監督署長小杉 印有り

278 [鉱山図(宮崎県児湯郡天包鉱 (明治38 不詳 彩色継紙 78.4X55.3 l鋪 277-279は一括 2004B278 

山を描九く州)]の中での鉱山の位置 年131日2月ヵ) 

279 [鉱業施業案他一括(宮崎県児 明治38年 鉱業人柘下茂実→ 墨書・印刷 28.0X19.9 l綴 277-279は一括 2004B279 
湯郡天包鉱山含む「鉱夫使 福岡県鉱山監督署 書綴
役規則Jr鉱夫救他規則J] 長小杉轍三郎
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考

280 金鉱試掘認可願大分県速見 明治31年 福岡県三池郡大牟 墨書罫紙綴 39.2X39.4 l通 280・281は一括 2004B280 
郡山浦村大字吉野渡り 4月l日 田町大字下里板見 鉱山彩色図面有り

喜七、同県同町大
字横須高浜仁平→
福岡県鉱山監督署
長南誕=

281 金鉱試掘地実測図 六千分之 (明治31 福岡県二池郡大牟 彩色継紙 44.0X78.9 1鋪 280・281は一括 2004B281 
一(大分県速見郡山浦村大字 年4月1 田町大字下里板見 「第二図jと有る
吉野渡り) 日) 喜七、同県同町大

字横須高浜仁平
282 石炭鉱試掘地実測図写六千 明治33年 不詳 彩色継紙 39.6X54.1 l鋪 282"-'285は一括 2004B282 

分之ー(福岡県筑後圏三池郡 8月26日 「第二図Jと有る
玉川村)

283 石炭試掘地(筑後闘ニ池郡玉 (明治33 乙昨栄代理人井冗 彩色ー紙 27.9X39.7 l枚 282"-'285は一括 2004B283 
)fI村) 年8月26 信祐

日ヵ)
284 石炭鉱試掘地面六千分之ー (明治33 長崎県肥前国東彼 彩色ー紙 39.4X55.2 1枚 282"-'285は一括 2004B284 

(筑後園三池郡玉川村) 年8月26 杵郡佐世保町平民
日ヵ) 願人乙昨栄、代理人

兼測量者井元信祐
285 石炭鉱試掘地実測図 六千分 (明治33 不詳 彩色継紙 55.1 X79.2 l鋪 282"-'285は一括 2004B285 

之一(筑後国三池郡玉川村) 年8月26
日ヵ)

286 石炭鉱区実測図 六千分之一 (明治時 不詳 彩色継紙 55.7X79.0 l鋪 2004B286 
(豊前園田川方城村上野村) 代)

287 伊万里徳須恵切木間各鉱区関 (明治時 不詳 彩色ー紙 45.1 X39.3 1枚 287・288は一括 2004B287 
係図 代) 裁を含断む図面、住状図

288 [佐賀県東松浦郡切木村鉱区 (明治時 不詳 彩色継紙 79.1 x55.6 l鋪 287・288は一括 2004B288 
図] 代)

289 石炭鉱区図(福岡県筑前国穂 (明治時 不詳 彩色継紙 55.1 X78.3 l鋪 289・290は一括 2004B289 
波郡穂波村) 代)

290 
l 石1Bi炭--鉱士区、，図村)(福岡県筑前国穂 不詳 彩色継紙 55.6X79.1 1鏑 289・290は 括 2004B290 

291 石炭鉱借山現地ニ千分壱縮図 (明治時 借区主渡遺源ニ 墨書継紙 39.1 X46.2 l鋪 291・292は一括 2004B291 
(豊前国田川郡大任村) 代) 郎外八名

292 鉱区略図(豊前園田川郡大任 (明治時 不詳 墨書継紙 27.1 X56.0 l鋪 291・292は一括 2004B292 
村) 代)

293 石炭鉱区図(嘉穂郡笠松村) (明治時 不詳 彩色継紙 23.8X47.4 l鋪 2004B293 
代)

294 金鉱試掘地図写(鹿児島県薩 明治37年 不詳 彩色一紙 27.6X39.7 I枚 2004B294 
摩郡大村) 12月21日

295 麻生芳雄炭山 (明治時 不詳 彩色 紙 23.8X32.3 1枚 2004B295 
代)

296 海軍予備炭田 (明治時 不詳 彩色継紙 106.4X l鋪 2004B296 
代) 116.0 

297 [作業場図面ヵ]八分之ー (明治時 不詳 彩色ー紙 35.7X50.4 l枚 2004B297 
代ヵ)

12 写本類

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

298 正徳三年夏薩藩飛脚鞍手郡 (明治時 不詳 墨書罫紙綴 24.7 X 17.0 1冊 2004B298 
奈良津堤一而遭難之事跡 代ヵ)

299 筑後地鏡抄(1北筑古城館及諸 (明治時 不詳 墨書罫紙綴 24.4X 16.3 l冊 2004B299 
寺諸邑Jについて記す) 代ヵ)

300 倶蘭土将軍新嘗祭を頒賛す 明治12年 不詳 墨書竪帳 25.1 X 17.0 1冊 2004B300 
(米大統領来日の記録) 以降
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2.大坂津嶋屋文書

(資料内訳) 近世文書….....・H ・............・ H ・...・H ・.133件133点

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 隅田主膳様御帰国 木曽路御勘定帳 文化7年3月 不詳 墨書横帳 12.4X34.2 1冊 2004B301 I 
(4丁)

2 諸事覚控(日数別道割、船賃の一覧等) 文化7年孟 津嶋屋庖 墨書小横 9.8X 14.0 1冊 2004B302 
冬 帳(20丁)

3 御帰国東海道中国路御道割(斉 文化10年3 津嶋屋 墨書横帳 34.0X 12.5 l冊 2004B303 
清 3月2日江戸発駕 33日間) 月 (6丁)

4 冨小路殿御内寺崎掃部家来牧半四郎 文化10年2 不詳 墨書横帳 12.2X34.8 1冊 中山道 2004B304 
継人足賃銭払帳 月 (10丁) 各宿場

問屋印
多数有

5 御道中御道割井ー御供御役附(斉清 文化13年秋 不詳 墨書横帳 12.2X34.4 1冊 2004B305 
福岡~江戸36日間) (11丁)

6 御帰国 人馬持出賃銀帳(斉清) 文化14年3|津嶋屋
墨(9書丁)横帳

12.5X36.0 1冊 2004B306 
月

7 雲州様御用直段控 文化14年 不詳 墨書小横 7.7X16.9 l冊 2004B307 
10月 帳(7丁)

8 御参勤御用ニ十石井ー牧方持出人足 文政冗年10不詳 墨書横帳 12.4X 36.0 l冊 2004B308 
控万法事覚帳(斉清) 月 (12丁)

9 御帰国御用 下払日下恵(斉清) 文政2年4月 不詳 墨書横帳 12.5 X 35.4 1冊 津嶋屋 2004B309 
(6丁) の黒角

割印有
10 御帰国四月二日御発駕 人馬持出シ 文政2年4月 不詳 墨書横根 12.7X34.9 1冊 津嶋屋 2004B310 

賃銀請取帳(斉清) 1日 (10丁) の黒角
印多数
有

11 御帰国御用 人馬之控(斉清) 文政8年3月 津嶋屋 墨書横帳 12.5 X 34.0 l冊 2004B311 
(2丁)

12 御帰国御用日下恵(斉清 25日滞座 文政8年3月 不詳 墨書横帳 12.7X35.0 l冊 2004B312 
26日発駕) 24日 (10丁)

13 御参勤御用諸事控(斉清 11日着座 文政9年10 不詳 墨書横帳 12.4X35.0 1冊 2004B313 
12日滞座) 月10日 (5丁)

14 御帰国御用人馬持出し諸事控(斉清 文政10年4 不詳 墨書横帳 13.4X39.0 l冊 2004B314 
12日滞座 13日発駕) 月11日 (9丁)

15 若殿様御初入御用人馬持出し諸事控 文政10年8 不詳 墨書横帳 12.0 X 34.9 l冊 2004B315 
(斉薄) 月 (8丁)

16 若殿様御帰国御用日下恵(斉簿) 文政11年 不詳 墨書横帳 12.4X34.8 1冊 2004B316 
11月 (9丁)

17 若殿様御参府御用控(斉樽 12日滞 文政13年 不詳 墨書横帳 12.5X34.0 1冊 2004B317 
座 13日発駕 津嶋屋よりの進物ー 10月11日 (8丁)
覧有)

18 少将様御下向御用控(斉清 17日発 天保2年4月 不詳 墨書横帳 12.2X34.5 1冊 2004B318 
駕) 15日 (11丁)

19 参宮日下恵(奈良、松坂、京都、伏見等3天保4年3月 伊辻作次郎 墨書横半 12.4X 16.9 l冊 2004B319 
月19日""4月3日まで) 帳(10丁)

20 美濃守様御帰国御用日下恵(斉樽 天保4年4月 不詳 墨書横帳 12.4X 35.5 1冊 2004B320 
23日発駕) 21日 (16丁)

21 雲州様御帰国御用日下恵(4月23日発 天保4年5月 津嶋屋 墨書横帳 12.2X35.4 1冊 2004B321 
駕 5月9日大坂) 藤蔵 (13丁)

22 御帰国美濃守様御宿割(斉樽) 天保6年3月 不詳 墨書横帳 12.3X30.7 l附 2004B322 
(12丁)

23 御帰国美濃守様御用賃銀(斉薄 天保6年3月 津藤 墨書横帳 12.3X31.6 1冊 2004B323 
30日滞座 4月1日発駕) 29日 (16丁)

24 松平美濃守様御参勤御宿割(斉薄 天保7年10 不詳 墨書横帳 12.5 X 34.7 1冊 2004B324 
8日大坂着 9日滞座 10日発駕) 月8日 (9丁)

25 松平美濃守様御参府御用日下恵(斉 天保7年10 不詳 墨書横帳 14.5X35.5 1冊 2004B325 
樽 8日大坂着 9日滞鹿 10日発駕) 月8日 (6丁)

26 御帰国 松平美濃守様御宿割(斉樽) 天保8年4月 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.0X33.7 l冊 2004B326 
(黒印) (10丁)

27 御帰国松平美濃守様人馬賃銀(斉薄 天保8年4月 不詳 墨書横帳 12.5X35.4 1冊 2004B327 
12日着座 13日滞座 14日発駕) 12日 (12丁)
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番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

28 御出府松平美濃守様御宿割帳(斉 天保9年10 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.4X34.8 1冊 2004B328 
樽) 月 (8丁)

29 御参勤松平美濃守様人足御用賃銀 天保9年10 不詳 墨書横帳 12.7X33.8 1冊 2004B329 
(斉樽) 月8日 (5丁)

30 御帰国 松平美濃守様御宿割帳(斉 天保10年4 不詳 墨書横帳 12.7X34.7 1冊 2004B330 
滞) 月 (8丁)

31 御帰国松平美濃守様25人日馬滞御座用2賃6銀武庫川 天保10年4 不詳 墨書横帳 12.6X34.7 1冊 2004B331 
支(斉薄 24日着座 日発駕) 月24日 (14丁)

32 松平美濃守様余時御参8勤日御西供宮付泊山崎 天保10年 不詳 墨書横帳 12.1 X34.2 1冊 2004B332 
通御越被遊候(斉樽 9 10月 (5丁)
日伏見泊 10日出立)

33 松薄平美14濃日守江様戸木発曽駕路御宿帰割国帳御)供付(斉 天保12年3 不詳 墨書横帳 12.2 X 34.2 1冊 2004B333 
月14日 (7丁)

34 松平美濃守様木曽路御帰国御供付(斉 天保12年3 津嶋屋 墨書横帳 12.5 X 34.5 1冊 2004B334 
湾) 月14日 (7丁)

35 御帰国 松平美濃守様人馬御用賃銀 天保12年3 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.5 X 35.4 1冊 2004B335 
(斉樽 14日江戸発駕木曽路越 4 月14日 (11丁)
月2日着座 3日滞座 4日早朝発駕)

36 道中日記日下恵(大坂周辺に於ける出 天保13年3 不詳 墨書横帳 12.3X35.4 1冊 2004B336 
銭覚) 月22日 (9丁)

37 松平美濃守様 中国路十五御泊り十 天保13年秋 不詳 墨書横帳 11.8X33.7 1冊 2004B337 
六日割(斉樽宿泊日数別に各宿場開 (9丁)
の距離を算出)

38 東海道道中宿々本陣名前(伏見から 天保13年9 不詳 墨書横帳 12.2 X 34.4 1冊 2004B338 
品川まで) 月 (6丁)

39 御参勤松平美濃守様人足御用賃銀 天保13年 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.4X34.8 l冊 2004B339 
帳(斉樽) 10月9日 (4丁)

40 御帰路松平美濃守様御宿割帳(斉 天保14年3 大坂津嶋屋 墨書横帳 11.6X33.2 1冊 2004B340 
湾) 月14日 (8丁)

41 御l局路松平美濃守様御宿割帳(斉樽 天保14年3 不詳 墨書横帳 11.7X32.8 1冊 2004B341 
3月14日江戸発駕) 月14日 (8丁)

42 御帰国松平美濃守様人馬御用賃銀(斉 天保14年3 不詳 墨書横帳 11.6X33.1 1冊
樽 3月14日江戸発駕東海道越3月29 月14日 (12丁)
日着座同晦日滞座 4月1日早朝発駕)

43 御帰国大坂附出帳(斉湾) 天保14年3 不詳 墨書横帳 11.6X33.2 l冊 済印多 2004B343 
月29日 (7丁) 数

44 御参勤御道割御供附(斉湾) 嘉永3年9月 不詳 墨書横帳 12.6 X 34.4 1冊 2004B344 
23日 (7丁)

45 御参勤御宿割帳(斉湾) 嘉永5年秋 不詳 墨書横帳 12.4X34.9 l冊
(8丁)

46 御参勤人足御用帳(斉滞) 嘉永5年10 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.5X35.4 1冊 2004B346 
月 (8丁)

47 御初入御下宿割帳(慶賛 3月27日江 嘉永6年3月 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.2 X 34.4 l冊 2004B347 
府発駕 4月14日着坂 15・16日滞 27日 (9丁)
座 17日発駕)

48 侍従様御着座進物(慶賛) 嘉永6年4月 不詳 墨書横帳 12.2X34.5 1冊 2004B348 
14日 (4丁)

49 侍従様御初入人足御用帳(慶賛) 嘉永6年4月 不詳 墨書横帳 12.4X34.4 1冊 2004B349 
14日 (6丁)

50 諸事覚日記(斉湾 8月19日江府発駕 嘉永6年8月 不詳 墨書横帳 12.4X34.5 1冊 2004B350 
9月3日着坂 4・5日滞座 6日出立) 19日 (5丁)

51 少将様御帰国御下宿割(斉鴻 8月 嘉永6年8月 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.2X35.2 l冊 2004B351 
19日江府発駕 9月3日着坂 4日滞 19日 (9丁)
座 5日発駕)

52 少将様御帰国人足御用控井ー下 嘉永6年8月 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.4X34.5 l冊 2004B352 
方勘定控(斉薄 8月19日江府発駕 19白 (12丁)
9月3日着坂同4・5日御発駕)

53 少将様御帰国人馬御用帳(斉薄 8 嘉永6年8月 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.4X35.1 1冊 2004B353 
月19日江府発駕 9月3日着坂 9月 19日 (8丁)
4日滞座 同5日大坂発駕)

54 少将様御帰国御下宿割(斉樽 8月 嘉永6年8月 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.5 X 34.0 1冊 2004B354 
19日江戸発駕 9月3日着 同4・5日 19日 (7丁)
滞座 6日発鴛)
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55 侍従様御初入御供附(慶賛) (嘉永6年 不詳 墨書横帳 12.5 X 34.4 1冊 2004B355 
ヵ) (4丁)

56 侍従様御参府人馬御用 井諸事覚(慶 (嘉永7年 不詳 墨書横様 12.2 X 34.6 1冊 2004B356 
賛 4月9日着坂) ヵ)4月9日 (9丁)

57 侍従様御参府御下宿割帳(慶賛) 嘉永7年初 不詳 墨書横帳 12.3X34.4 1冊 2004B357 
夏 (8丁)

58 侍従様御参府御下宿割帳(慶賛) 嘉永7年初 津嶋屋藤蔵
墨(9書丁)横帳

12.2X34.3 1冊 2004B358 
夏

59 侍従様御下国両御道中御道割(慶賛 安政3年2月 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.5X34.5 1冊 2004B359 
2月21日江戸発駕 山崎通※別紙 21日 (8丁)
に3月7日発の場合の道割有り)

60 少将様御参勤御下宿割帳(斉滞 8月 安政3年8月 大坂津島屋 墨書横帳 12.2 X 34.7 1冊 2004B360 
5日江戸発駕 22日着坂 23日滞座 5日 (7丁)
24日

61 少将 、御下宿道割帳井御道 安政3年秋 大坂津島屋 墨書横様 12.4X34.8 1冊 結付文 2004B361 
割細記(斉樽) (16丁) 書有

62 少将様御参府御用帳(斉樽) 安政3年秋 大坂津島屋 墨書横帳 12.7X35.0 1冊 2004B362 
(7丁)

63 少将様御参府御供面々(斉樽 11月18 万延冗年11大坂津島屋 墨書横帳 12.3X33.8 1冊 2004B363 
日発駕山崎、 行 12月5日伏見着) 月18日 (5丁)

64 少将様御参 下宿割帳写(斉樽 万延冗年11大坂津島屋 墨書横帳 12.4X33.7 1冊 2004B364 
11月18日発駕山崎通通行 12月5 月18日 (8丁)
日伏見着)

65 江戸御供附(斉薄) 万延元年冬 不詳 墨書横帳 11.9X34.5 1冊 2004B365 
(3丁)

66 筑州継人足帳(斉樽 3月2日江戸発 辛酉(文久 大坂津島屋 墨書・朱書 12.1X34.7 1冊 2004B366 
駕木曽路越 17日着坂 18日滞座 元年)3月2 横帳(14丁)
19日発駕) 日

67 筑州継馬帳(斉滞) 辛酉(文久 不詳 墨書・朱書 12.2X36.0 1冊 2004B367 
元年)3月 横帳(15丁)

68 中将様御帰国継人馬数写(斉樽) 辛酉(文久 不詳 墨書横帳 12.1X35.2 1冊 2004B368 
元年)3月 (8丁)
17日

69 中将様御帰国御供井御道割控(斉湾 文久元年3 不詳 墨書横帳 12.5 X 34.2 1冊 2004B369 
3月2日江戸発駕木曽路越 17日着 月2日 (10丁)
坂 18日滞座 19日発駕)

70 中将様御帰国人馬御用控(斉薄 3月 文久元年3 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.4X34.1 1冊 2004B370 
2日江戸発駕木曽路越 17日着坂 月2日 (10丁)
18日滞座 19日発駕)

71 中将様御帰国人馬御用控(斉樽 3月 文久元年3 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.2 X 34.0 l冊 2004B371 
2日江戸発駕木曽路越 17日着坂 月2日 (9丁)
18日滞座 19日発駕)

72 中将様御帰国御下宿割帳(斉樽 3月 文久冗年3 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.4X33.7 1冊 2004B372 
2日江戸発駕木曽路越 17日着坂 月2日 (7丁)
18日滞座 19日発駕)

73 中将様御帰国御下宿割帳(斉樽 3月 文久冗年3 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.4X33.7 1冊 2004B373 
28日日江滞戸座発駕 木曽路越 17日着坂 月2日 (8丁)
18BlIIfm 19日発駕)

74 2中日将江様戸御発帰駕国御下宿割帳(斉樽 3月 文久冗年3 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.5X33.6 1冊 2004B374 
木曽路越 17日着坂 月2日 (7丁)

18日滞座 19日
75 侍従様御帰国両a 御道割井御供 文久冗年8 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.4X33.8 1冊 2004B375 

附控(慶賛 8月18日江戸発駕 9月6月18日 (16丁)
日伏見着 8日伏見表発駕)

76 中将様御参府御供附井御道割写(斉簿 文久2年3月 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.5X34.1 1冊 2004B376 
3月27日発駕 4月13日大蔵谷着 27日 (14丁)
14日同所滞座 15日同所より引返し
御帰国不例有り)

77 御参勤筑州継人足帳大坂(書出 壬戊(文久2不詳 墨書・朱書 12.3X33.8 1冊 2004B377 
「前日 =人雷原九平J) 年)秋 横帳(3丁)

78 中将様御参府御下宿帳割(斉樽) 文久2年9月 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.5 X 34.0 1冊 2004B378 
(7丁)

79 中将様御参府御下宿帳割写(斉薄) 文久2年9月 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.6 X 34.3 1冊 2004B379 
(8丁)
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80 中将様御参勤両御道中御道割(斉樽 文久2年9月 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.5 X 34.2 1冊 2004B380 
9月28日発駕) 28日 (7丁)

81 中将様御参勤人馬御用控(斉薄 10 文久2年9月 不詳 墨書横帳 12.5 X 34.2 1冊 2004B381 
月15日着坂 16日滞座 17日発駕) 28日 (3丁)

82 乍恐奉願上候口上覚(近年相場高直に 文久2年10 津嶋屋藤蔵→ 墨書ー紙 27.4X41.5 1通 2004B382 
付、引き続き人馬賃の銭渡しを願う) 月 陣馬掛方御役

人衆中様
83 薄中将)様御参勤御着坂之節進物控(斉 文久2年10 不詳 墨書横帳 12.6X34.0 1冊 2004B383 

月15日 (3丁)
84 御若御前様御帰路両御道中御道割御 文久2年12 不詳 墨書横帳 12.6X34.5 1冊 2004B384 

供附御下宿割控(慶賛夫人 12月26 月26日 (10丁)
日江戸発輿 1月20日着坂)

85 若御前様御帰国人馬御用(慶賛夫人 文久2年12 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.5X33.7 1冊 結付文 2004B385 
12月26日発輿) 月26日 (11丁) 書有

86 若御前様御帰国人馬御用2(慶0日賛着夫坂人) 文久2年12 大坂津嶋屋
墨書2丁)横帳

12.7 X 34.0 1冊 2004B386 
12月26日江戸発輿 1月 月26日 (1 

87 若御前様御帰国御下宿割控(慶賛夫人 文久3年1月 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.3 X 34.0 l冊 2004B387 
1月20日着坂八幡参詣成ノ刻 21 20日 (5丁)

2日5滞日座発輿2)2日住吉参詣 23・4日滞座

88 若御前様御着坂之節伏見御取替物井 (文久3年)1 不詳 墨書横帳 12.2X34.2 1冊 2004B388 
(慶賛夫人住吉参詣、芝居見物等で 月22日 (3丁)
使用した金の記録)

89 中将様御帰路御供附井両御道中御道 文久3年1月 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.3 X 34.2 1冊 2004B389 
割(斉縛 1月26日江府表発駕) 26日 (13丁)

90 中将様御帰国御下宿割帳(斉樽 3月 文久3年3月 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.3X33.6 1冊 2004B390 
1日伏見より着坂) 1日 (7丁)

91 中将様御帰路御下宿割帳控(斉漕 3 文久3年3月 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.3X33.4 1冊 2004B391 
月1日着坂) 1日 (7丁)

92 中将様御帰国御下宿割帳(斉樽 3月 文久3年3月 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.4X33.7 1冊 2004B392 
1日着坂) 1日 (8丁)

93 中将様御帰国人馬御用帳(斉薄 3月 文久3年3月 不詳 墨書検帳 12.3X33.8 1冊 2004B393 
1日) 1日 (7丁)

94 中将様御帰国人馬御用帳(斉縛 3月 文久3年3月 不詳 墨書横帳 12.5X33.9 1冊 2004B394 
1日着坂) 1日 (3丁)

95 中将様御帰国人馬御用控(斉薄 3月 文久3年3月 不詳 墨書横帳 12.4X33.9 1冊 2004B395 
1日) 1日 (7丁)

96 侍従様御上京御下宿割写(慶賛) 文久3年9月 津嶋屋 墨書横帳 12.4X33.7 1冊 2004B396 
(10丁)

97 侍従様御上京御下宿割写(慶賛) 文久3年9月 津嶋屋 墨書横帳 12.4X33.5 1冊 2004B397 
(9丁)

98 侍従様御上京人馬帳(慶賛) 文久3年10 津嶋屋 墨書横帳 13.2 X 34.6 1冊 結付文 2004B398 
月17日 (9丁) 書有

99 侍従様御上京人馬帳(慶賛) 文久3年秋 大坂津嶋屋 墨書横帳 12.4X34.0 1冊 2004B399 
(7丁)

100 甲子四月心覚(慶賛) (元治克年) 不詳 墨書横帳 12.0X33.3 1枚 2004B400 
4月 断簡(1丁)

101 侍従様御帰国御用人馬帳(慶賛) 元治冗年4 津嶋屋 墨書横帳 12.5X35.0 l冊 2004B401 
月 (3丁)

102 侍従様御帰国御下宿割帳(慶賛) 冗治冗年4 津嶋屋
墨(9書丁)横帳

12.6X35.0 1冊 2004B402 
月

103 侍従様御帰同国タ御着道坂割5控日(慶賛 4月4日 元治冗年4 津嶋屋
墨(3書丁)横帳

12.0X33.3 1冊 2004B403 
京都発駕 滞坂 6日発駕) 月4日

104 侍従様御帰国御下宿割帳(慶賛 4月 冗治冗年4 津嶋屋 墨書横帳 12.0X33.5 l冊 2004B404 
46日日京発駕都)発駕 同タ着坂 5日滞坂 月4日 (10丁)

105 侍従4日様京御都帰発国駕御下宿割帳写(慶賛 4 元治元年4 津嶋屋 墨書横帳 12.7 X 34.8 l冊 2004B405 
月 間タ着坂 5日滞坂 月4日 (9丁)
6日発駕)

106 侍従様御帰国御用(慶賛) 7c治元年4 不詳 墨書横帳 12.4X33.9 1冊 結付文 2004B406 
月 (8丁) 書、済

印有
107 

中日数国別路に東各宿海道場開泊の休距道離割を算之記出)(宿泊 後(江期戸)時代 水谷正啓
墨(1書2丁)横帳

12.0X34.2 1冊 2004B407 

-187-



購入資料 2.大坂津嶋屋文書

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

108 [道中道割井供附](広島~江戸、書出 (江戸時代 不詳 墨書横帳( 12.4X35.1 l冊 2004B408 
「御用人大音六左衛門様御馬壱疋J) 後期) 6丁前欠)

109 [道中道割](福岡~大坂) (江戸時代 不詳 墨書横帳 11.8X31.0 1冊 2004B409 
後期) (3丁)

110 [道中道割](福岡~京都 9月26日~ (江戸時代 不詳 墨書横帳 11.5X31.4 1冊 2004B410 
10月19日) 後26期日)9月 (3丁)

111 大坂御発足御道割(大坂~福岡) (江戸時代 不詳 墨書横帳 12.7X35.4 1冊 2004B411 
後期)12月 (3丁)
19日

112 [継人足帳](書出「前日四人月成 (江戸時代 不詳 墨書横帳 12.1X33.5 1冊 2004B412 
彦之進J) 後期) (5丁)

113 [継人足帳](藤田弥兵衛、荻野道見、斉 (江戸時代 不詳 墨書横帳 12.2X35.4 l冊 2004B413 
藤杢左衛門、喜多村佐市、雑賀九左衛 後期)10月 (3丁)
門ら) 9日

114 [継人足帳](書出「前日 中嶋伝平様 (江戸時代 不詳 墨書横帳 12.9X33.9 1冊 2004B414 
弐人J) 後期) (7丁)

115 大坂人馬根帳(書出「前日 壱疋ニ人 (江戸時代 津嶋屋藤蔵 墨書横帳 12.3 X 34.4 1冊 2004B415 
小河半七J) 後期) (6丁)

116 筑州大坂付出人馬帳(書出「前日 丑春 不詳 墨書横帳 12.3X32.8 1冊 2004B416 
=人壱疋小河喜右衛門J) (7丁)

117 勝筑州馬」継〕馬帳(書出「前日 弐疋 込山 後(江期戸)時代 不詳
横墨書帳・(朱11書丁)

12.2X33.7 l冊 2004B417 

118 筑伝州平継J)馬帳(書出「前日 弐疋 中嶋 後(江期戸)時代 不詳
墨(5書丁)横帳

12.1X33.5 1冊 2004B418 

119 筑州継人馬帳小(書右出衛「前門日 弐疋 中 (江戸時代 不詳 墨書・朱書 12.4X34.4 1冊 2004B419 
嶋伝平矢柄 J) 後期) 横帳(8丁)

120 筑州継人足帳(書出「宇和島やしき (江戸時代 不詳 墨書・朱書 12.2X33.9 1冊 2004B420 
弐駄平仁J) 後期) 横帳(21丁)

121 筑州継人足帳(書出「前日ニ人斉 (江戸時代 不詳 墨書横帳 12.4X33.6 1冊 2004B421 
村孫蔵様J) 後期) (7丁)

122 筑州継人足根帳(書出「前日 四人 (江戸時代 不詳 墨書・朱書 12.2X34.2 1冊 2004B422 
月成彦之進J) 後期) 横帳(11丁)

123 筑州継人足根帳(書出「前日 四人 (江戸時代 不詳 墨書横帳 12.1X33.5 1冊 2004B423 
月成彦之進J) 後期) (6丁)

124 当時人馬指立記
l期(江)戸丑時9月代5後日 不詳

墨(2書丁)横帳
12.3X34.5 1冊 2004B424 

125 両御道中御道割御泊御休御小休(福岡 (江戸時代 不詳 墨書横帳 12.5X33.9 1冊 2004B425 

~日江付戸は伏見111月2月185日日~ま1で2月)19日ヵ 後18期日)11月 (5丁)

126 心覚(書出「建部孫左衛門様生鯛壱 (江戸時代 不詳 墨書検帳 12.0 X 34.8 1冊 2004B426 
尾J) 後期) (2丁)

127 蔵入用(食品購入支払帳) 寅5月 不詳 墨書横帳 12.2X33.8 1冊 2004B427 
(2丁)

128 心覚(書出「六月廿六日分久野角 (江戸時代 不詳 墨書横帳 12.6X33.4 1冊 2004B428 
様J) 後期)6月 (3丁)

26日
129 有之所(書出「壱ツ 足軽岩熊J) (江戸時代 津嶋屋 墨書横帳 12.0 X 33.4 1冊 2004B429 

後期) (4丁)
130 小差新吉請持荷物控(書出「覚 、八 (江戸時代 津嶋屋 墨書横帳 12.1X33.4 1冊 2004B430 

ツ七嶋包J) 後期) 大神熊平、児 (3丁)
131 筑州人馬合印(印) (江戸時代 嶋平内、矢 墨書切紙 39.9X13.2 1枚 2004B431 

後期) 柄小六、石瀧
右内、新野十
兵衛

132 [ー十弐将書上](由井正雪、丸橋忠弥 (江戸時代 不詳 墨書横帳 12.2 X 34.9 l冊 2004B432 
らの名前を記す) 後期) (2丁)

133 [黒田-十四騎配置図](名前と石高を (江戸時代) 不詳 墨書切継 64.4X6.9 1枚 2004B433 
記す) 紙
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E その他の資料

3.書籍

(資料内訳) 1 中世・近世書籍...・ H ・....一…ー… 10件12点 2 近代書籍……........………....・ H ・... 69件72点

(総計 79件84点

1 中世・近世書籍

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 尺素往来 長享3 伝・一条兼良 美濃判袋 27.2X 19.0 1冊 奥書「長享三夏五 2004B434 
(1489)5月 綴 月白書之(本文同
白書・ 筆)/一条禅閤兼
天文13年 良公作之/天文十
(1544)10月 コ歳甲辰十月初五
5日写 畢目」、於曹誼山書之

2 イエズス会士東洋通信集 1565・ 古羊皮装 15.0X10.7 1冊 ヴエース刊、イタ 2004B435 
信-集イエ(ズス会土インド通 1568年刊 -印刷 リア語訳

合冊)
3 イエズス会士書簡集 1572年刊 アコスタ/マフ ・古印羊刷皮装

16.8X 11.0 l冊 第2版、パリ刊 2004B436 
ェイ

4 イエズス会4年日本通信 1586年刊 フラルロイ他ス/カブ ・半印背刷革装
16.6 X 11.4 l冊

初装版備、は現ロー代マの刊改、装
2004B437 

1582-8 
5 1587年度日本報告 1590年刊 ルイス・フロイ 古羊皮装 15.0 X 10.5 l冊 ローマ刊、イタリ 2004B438 

ス -印刷 ア語訳 1588年(天
正16)2月20日付
肥前有馬より発信、

イエスズ会総長宛
6 1624年イエズス会日本年 1628年刊 ジョアン・ロド 厚紙装 15.9X 10.0 1冊 アイリンゲン刊 2004B439 

報 行 リゲス・ジラン

7 日本殉教精華 1646年刊 カルディム 羊印刷皮装・ 19.7X 15.2 1冊 ローマ刊 2004B440 

8 出生伝私考 享和4年 亀齢軒務来 木 版 竪 25.5X18.1 2冊 奥書に「此書者 2004B441 
(奥書)亀齢軒斗 帳 先師法眼所著述之 ~442 

遠 錐為秘書依執心
竹田霞演子ニ所授
輿也」とあり

9 東肥百瓶 文政9年 亀齢軒斗遠 木帳版 竪 23.0X16.0 l冊 「鞠屋文庫」の印 2004B443 
あり

10 挿花筑紫百瓶集上下 文政11年5 亀齢軒斗遠 木 版 竪 26.5X 17.4 2冊 2004B444 
月 帳 ~445 

2 近代書籍

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

洋書

11 L'EXPOSITION DE P ARIS 1888年 LA LIBRAIRIE 印刷書 37.5X28.0 1冊 No.1-----No.40 2004B446 
1889(1889年パリ万国博覧会) 10月15 ILLUSTREE(パリ) 冊

日ヵ~ 発行

188月92年日
10 

12 L'EXPOSITION DE PARIS 1889年 LA LIBRAIRIE 印刷書 37.5X28.0 1冊 No.41 -----No.80 2004B447 
1889 (1889年パリ万国博覧会) 10月5日 ILLUSTREE (J，リ) 冊

~1890 発行
年2月19
日
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

13 L'EXPOSITION DE PARIS 1900年 LA LIBRAIRIE 印刷書 38.0X28.0 1冊 2004B448 
監19会00) 女(1900年パリ万国博 頃 I発LL行USTREE(パリ) 冊

14 L'EXPOSITION DE PARIS 1900年 LA LIBRAIRIE 印制書 38.0X28.0 1冊 2004B449 
博19覧00会)3長女(1900年パリ万国 頃 I発LL行USTREE(J'¥リ) 冊

15 L'EXPOSITION DE PARIS 1900年 LA LIBRAIRIE 印刷書 38.0X28.0 1冊 2004B450 
1900 1公安食(1900年パリ万 頃 ILLUSTREE (J'¥リ) 冊
国博覧会) 発行

16 l レ・ァアトル 1898 1898年 マンツィ，ジョワイア 印刷(ー 27.5 X 34.5 1冊 No.1 "'No.12 2004B451 
ン社(パリ) 部書色冊刷)

17 ル・ァアトル 1899 1898年 マンツィ，ジョワイア 印刷(ー 27.5X34.5 1冊 No.13"'No.24 2004B452 
ン社(パリ) 部書色冊刷)

18 ル・ァアトル 1900 "* 1900年 マンツイ，ジョワイア 印刷(一 27.5X34.5 l冊 No.25 "'No.36 2004B453 
ン社(パリ) 部書冊色刷)

19 jレ・ァアトル 1900 1公安 1900年 マンツィ，ジョワイア 印刷(ー 27.5 X 34.5 1冊 No.37 '" No.48 2004B454 
ン社(パリ) 部書色冊刷)

20 ル・ァアトル 1901 "* 1901年 マンツィ，ジョワイア 印刷(ー 27.5 X 34.5 1冊 No.49'" No.60 2004B455 
ン社(パリ) 部色刷)

書冊
21 ル・ァアトル 1901 1公安 1901年 マンツイ，ジョワイア 印刷(一 27.5 X 34.5 1冊 No.61 "'No.72 2004B456 

ン社(パリ) 部書色冊制)

22 ル・ァアトル 1902 "* 1902年 マンツイ，ジョワイア 印刷(ー 27.5X34.5 1冊 No.73 "'No.84 2004B457 
ン社(パリ) 部書色冊刷)

23 ル・ァアトル 1902 1公安 1902年 マンツイ，ジョワイア 印刷(ー 27.5 X 34.5 1冊 No.85 "'No.96 2004B458 
ン社(パリ) 部書色冊刷)

24 ル・ァアトル 1903 "* 1903年 マンツィ，ジョワイア 印刷(ー 27.5X34.5 1冊 No.97'" 2004B459 
ン社(パリ) 部書色冊刷) No.108 

25 ル・ァアトル 1903 1公安 1903年 マンツィ，ジョワイア 印刷(一 27.5 X 34.5 1冊 No.109'" 2004B460 
ン社(パリ) 部書色冊制) No.120 

26 ル・ァアトル 1904 女 1904年 マンツィ，ジョワイア 印刷(一 27.5X34.5 1冊 No.121 '" 2004B461 
ン社(パリ) 部書色冊刷) No.132 

27 jレ・ァアトル 1904 "*女 1904年 マンツイ，ジョワイア 印刷(一 27.5 X 34.5 1冊 No.133'" 2004B462 
ン社(パリ) 部書冊色制) No.144 

28 ル・ァアトル 1905 "* 1905年 マンツィ，ジョワイア 印刷(ー 27.5 X 34.5 l冊 No.145'" 2004B463 
ン社(パリ) 部書色冊刷) No.156 

29 Jレ・ァアトル 1905 1公安 1905年 マンツィ，ジョワイア 印刷(ー 27.5X34.5 l冊 No.157'" 2004B464 
ン社(パリ) 部書色冊刷) No.168 

30 ル・ァアトル 1906 "* 1906年 マンツィ，ジョワイア 印制(一 27.5X34.5 l冊 No.169'" 2004B465 
ン社(パリ) 部書色冊刷) No.180 

31 jレ・ァアトル 1906 "*女 1906年 マンツィ，ジョワイア 印刷(一 27.5X34.5 l冊 No.181 '" 2004B466 
ン社(パリ) 部書色冊刷) No.192 

32 ル・ァアトル 1907 "* 1907年 マンツィ，ジョワイア 印刷(一 27.5 X 34.5 l冊 No.193'" 2004B467 
ン社(パリ) 部書色冊刷) No.204 

33 ル・ァアトル 1907 "*女 1907年 マンツィ，ジョワイア 印刷(ー 27.5 X 34.5 l冊 No.205'" 2004B468 
ン社(パリ) 部色刷) No.216 

書冊
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

34 ル・テアトル 1908 * 1908年 マンツィ，ジョワイア 印制(ー 27.5X34.5 1冊 NO.217~ 2004B469 
ン社(パリ) 部色刷) NO.228 

書冊
35 ル・ァアトル 1908 "'公安 1908年 マンツイ，ジョワイア 印刷(ー 27.5X34.5 l冊 NO.229~ 2004B470 

ン社(パリ) 部色刷) NO.240 
書冊

36 ル・ァアトル 1909 女 1909年 マンツイ，ジョワイア 印刷(ー 27.5 X 34.5 l冊 NO.241~ 2004B471 
ン社(パリ) 部書色冊刷) NO.252 

37 jレ・ァアトル 1909 *女 1909年 マンツィ，ジョワイア 印刷(ー 27.5X34.5 l冊 NO.253~ 2004B472 
ン社(パリ) 部書色冊刷) NO.264 

38 ル・ァアトル 1910 女 1910年 マンツィ，ジョワイア 印刷(ー 27.5X34.5 l冊 NO.265~ 2004B473 
ン社(パリ) 書部冊色刷) NO.276 

39 ル・ァアトル 1910 "'公安 1910年 マンツィ，ジョワイア 印刷(ー 27.5X34.5 l冊 NO.277~ 2004B474 
ン社(パリ) 部書冊色刷) NO.288 

40 j レ・ァアトル 1911 * 1911年 マンツイ，ジョワイア 印刷(ー 27.5X34.5 l冊 NO.289~ 2004B475 
ン社(パリ) 部書冊色刷) NO.300 

41 ル・ァアトル 1911 1公安 1911年 マンツィ，ジョワイア 印刷(一 27.5X34.5 1冊 NO.301~ 2004B476 
ン社(パリ) 部書冊色刷) NO.312 

42 ル・ァアトル 1912 * 1912年 マンツイ，ジョワイア 印刷(ー 27.5X34.5 l冊 NO.313~ 2004B477 
ン社(パリ) 部書冊色制) NO.324 

43 jレ・ァアトル 1912 官公安 1912年 マンツイ，ジョワイア 印刷(一 27.5X34.5 l冊 NO.325~ 2004B478 
ン社(パリ) 部色制) NO.336 

書冊
44 ル・ァアトル 1913 * 1913年 マンツイ，ジョワイア 印刷(ー 27.5X34.5 l冊 NO.337~ 2004B479 

ン社(パリ) 書部冊色制) NO.348 

45 ル・ァアトル 1913 1長女 1913年 マンツイ，ジョワイア 印刷(ー 27.5 X 34.5 l冊 NO.349~ 2004B480 
ン社(パリ) 書部冊色刷) NO.360 

46 jレ・ァアトル 1914 * 1914年 マンツイ，ジョワイア 印制(ー 27.5X34.5 1冊 NO.361~ 2004B481 
ン社(パリ) 部色刷) NO.372 

書冊

村是

47 福岡県那周郡安徳村是 大代正時 紫印刷郡:雑内制田限活)版所(筑 印刷書 22.9X15.2 l冊 75丁 2004B482 
冊

48 福岡県筑紫郡岩戸村是 大正時 紫印制郡:雑内銅田隈活)版所(筑 冊印刷 書 22.9X 15.2 l冊 71丁 2004B483 
代

49 福岡県筑紫郡大野村是 紫印刷郡:雑内鍋田隈活)版所(筑 冊印刷 書 22.9X15.2 1冊 77丁 2004B484 

50 福岡県筑紫郡春日村是 紫印刷郡:雑内嗣田隈活)版所(筑 冊印刷 書 22.9X15.2 1冊 68丁 2004B485 

51 福岡県筑紫郡堅粕村是 大代正時 印刷:内田活版所(筑
l 冊印刷 書 22.9X15.2 2冊 87丁 2004B486 

紫郡雑制限) ""'487 
52 福岡県筑紫郡警固村是 大正時 紫印刷郡:雑内鏑田隈活)版所(筑 |冊印刷 書 22.9X 15.2 1冊 73丁 2004B488 

代
53 福岡県筑紫郡住吉村是 大代正時 紫印刷郡:雑内嗣田隈活)版所(筑 冊印制 書 22.9X15.2 1冊 82丁 2004B489 

54 福岡県筑紫郡席田村是 代大正時 紫印刷郡:雑内制田限活)版所(筑 冊印刷 書 22.9X 15.2 1冊 70丁 2似 B4901

55 福岡県筑紫郡太宰府町是 大代正時 紫印刷郡:雑内鯛田隈活)版所(筑 冊印刷 書 22.9X 15.2 1冊 82丁 2004B491 

56 福岡県筑紫郡筑紫村是 大代正時 印刷:内田活版所(筑 冊印刷 書 22.9X 15.2 1冊 84丁 2004B492 
紫郡雑鮪隈)

57 福岡県筑紫郡 千代村是 大正時 印刷:内田活版所(筑 印刷書 22.9X15.2 1冊 84丁 2004B493 
代 紫郡雑嗣隈) 冊
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

58 福岡県筑紫郡豊平村是 大代正時 印刷:内田絢隈活)版所(筑 冊印刷 書 22.9X15.2 1冊 56丁 2004B494 

59 福岡県筑紫郡那岡村是 大代正時 印岨制町:内出田泊隈活)版所(筑 冊印制 書 22.9X 15.2 1冊 72丁 2004B495 

60 福岡県筑紫郡 八幡村是 大代正時 豊印郵刷:雑内髄田醒活L版所(筑 冊印刷 書 22.9X 15.2 2冊 70丁 2004B496 
~497 

61 福岡県筑紫郡一日市町是 大代正時 紫印刷郡:雑内鏑田隈活)版所(筑 冊印刷 書 22.9X15.2 1冊 83丁 2004B498 

62 福岡県筑紫郡御笠村是 大代正時 印肌刷且:岨内田前"寝活)版所(筑 冊印刷 書 22.9X15.2 1冊 79丁 2004B499 

63 福岡県筑紫郡水城村是 大代正時 印刷:内田活版所(筑 冊印制 書 22.9X15.2 1冊 88丁 2004B500 
向隈)

64 福岡県筑紫郡南畑村是 代大正時 紫印刷郡:雑内鏑閏限活)版所(筑 冊印刷 書 22.9X15.2 1冊 75丁 2004B501 

65 福岡県筑紫郡二宅村是 大代正時 印刷:内田活版所(筑 冊印刷 書 22.9X 15.2 1冊 72丁 2004B502 
向隈)

66 福岡県筑紫郡 山家村是 代大正時 印刷:内田活版所(筑 印冊刷 書 22.9X15.2 1冊 86丁 2004B503 

67 福岡県筑紫郡 山口村是 代大正時 紫印刷郡:雑内鍋田隈活)版所(筑 冊印刷 書 22.9X 15.2 2冊 79丁 2004B504 
~505 

その他

68 太宰府博覧会目録全 明治6 会主:太宰府尾崎 木版墨摺 19.0X 15.5 l冊 2004B506 
年4月 護・西高辻信厳・三木 書冊

隆助版元:荒巻武
七・小野田次三郎・安
藤圭次郎

69 福岡県地方税沿革全 明治23 福岡県会議課属海妻 印刷書 22.4X 15.1 1冊 明治23年12月日 2004B507 
年10月 猪勇彦誌 冊 「福岡県地方税沿
序 革J印刷料金

60銭領収書(福
陵新報社より生
葉郡江浦村江浦
県会課員栗林亀
次郎あて)1枚挿
入23.9X16.5

70 荒尾精氏日清貿易談 博多青年 明治42 発行兼編述者:江島茂 印刷書 23.0X 15.2 1冊 31丁 2004B5081 
須読完 年5月5 逸 冊

日発行
71 福岡藩太老黒田一葦老完 明治44 編輯兼発行者:江島茂 印刷書 22.9X15.5 l冊 42丁 2004B509 

年10月 逸 冊
24日発
行

72 博多織考 大正7 著作:春山育次郎印 印刷書 23.0X15.8 1冊 122丁+30丁 2004B510 
年12月 刷:英文者印刷所 冊
7日印
届リ

73 大戦ポスター集 大正10 株式会社朝日新聞社 単色刷 25.7X20.0 l冊 2004B511 

年日発9月行l 発行
刷()一部書冊色

74 史劇名匠満田弥二右衛門一 大正12 博多歌劇協会(福岡 印刷書 19.2X 12.8 l冊 国産博多織・正 2004B512 
幕 発年行8月 市住吉橋詰)発行 冊 調号博多29節頁宣伝

75 福岡県立図書館郷土志料目録 昭和6 福岡県立図書館 印刷書 26.3X 18.9 1冊 69頁 2004B513 
年2月 籍

10日発
f丁-

76 管内郷土過去・現代文献展覧会 昭和6 主催:福岡県立図書館 印刷パ 26.4XI9.1 l部 会場:福岡県立 2004B514 
出品目録 年2月 ンフレッ 図書館階上

11日~ ト 15頁
15日開
催
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

77 全国図書祭記念大展覧会展観目 昭和9 主催:福岡県書籍雑誌 印刷パ 22.0X15.5 1部 会場:福岡日日
録 年11月 商組合・福岡日日新 ンフレッ 新聞社大講堂

2日"-'4 聞社後援:九州帝国 ト 46頁
日開催 立大学図書図館書館・福岡県

20048516 
78 歩兵一十四聯隊歴史 昭和9 編纂兼発行者:歩兵一 印刷書 22.8X 15.3 l冊 178頁

年12月 十四聯隊五十君弘 冊
31日発 発隊行所:歩兵二十四聯
行

79 福岡県郷土発展回顧志料展覧会 昭和13 福岡県立図書館 印制パ 19.0X26.0 1部 24頁 20048517 
目録 年2月 ンフレッ

19日~ ト
21日開
催

80 市制施行五十周年記念大福岡発 昭和13 主催福岡市教育会・ 印制パ 26.5X 19.2 l部 会場:岩田屋百 20048518 
展史展覧会出品目録 年4月9 福岡市通俗博物館 ンフレッ 貨店

日"-'20 ト
日開催
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購入資料 4古文書

4.古文書

〈資料内訳) 1 中世文書………….........・ H ・....・ H ・... 3件 4点

2 近世文書...・ H ・..……H ・H ・..…...・ H ・... 5件 5点

1 中世文書

番号 名称 時代 差出・作者 宛所

1 大友宗麟書状 (年永)禄正6[月1563] '" 12 宗麟(花押 渡辺民部少
案 28日 影) 輸

2 大友義統書状 (天正11[1583]or 12 義統(花押 渡辺民部少
案 年)6月18日 影) 輔

3-1 大友義統名字 (天正8年[1580]ヵ) 義統(花押)渡辺掃部助
状 11月1日

3-2 田原紹忍書状 (天正8年[1580]ヵ)9 紹忍(花押)渡辺掃部助
月9日

2 近世文書

3 近代文書....・H ・...・H ・.....・H ・....・H ・ 1件 1点

(総計 9件10点

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

椿竪紙紙・ 22.5X33.5 1通 台紙貼り(元額装) 2004B519 

椿紙・ 24.8X33.9 
竪紙

1通 台紙貼り(元額装) 2004B5201 

斐紙・ 11.4X35.6 1通 台紙貼り(元額装)、 2004B521 
切紙 3-2号文書と一括し

て貼付
格紙・ 11.4X35.4 1通 台紙貼り(元額装) 2004B522 
切紙

番号 名称 時代 作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

4 黒田長政書状 (江戸時代 黒筑前守/長 小遠州(小堀 椿紙・切 15.1 X45.0 1幅 掛幅装 2004B523 
初日期)2月19政(花押) 遠州政一)

5 慶長九年筑前 原本:慶長 池田村庄屋善 墨書 28.7X22.3 1冊 1.358石5斗8升8 2004B524 
国宗像郡池田村 9年承応4四郎、御検使高 竪帳 iロL 

検地帳 年写 杉口源喜兵右衛衛門・井

6 筑前国夜須郡朝 文化6年12 (不詳) 墨書 24.6X 17.2 1冊 2004B525 
日村弥四郎御称 月 竪帳
誉留書

7 長野日記 (江戸時代) 原本:長野源太 墨書 23.0X16.0 1冊 巻末に「久間何 2004B526 
夫 竪帳 某之日記Jを含む

印「星あ原り氏書記」の

8 漂流奇謂華夷 安永4年 鈴木重翼 墨書 23.8X16.4 1冊 「小寺氏Jの印 2004B527 
九年録 竪帳 あり

3 近代文書

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

9 明治十年九州筑前暴動賊 明治13年3月 坂口庄太郎写 墨書 24.2X17.1 1冊 奥付墨書「明治十三年三 2004B528I 
徒口供加藤堅武・越知 16日写 書冊 月十六日福岡県筑前回福
彦四郎・建武小四郎・久 岡医学校附属病院警察病
光忍太郎 室へ入院中是ヲ宇津仕置

者也鹿児島県薩摩国鹿
児島郡郡元出産 当時福
岡県三等巡査坂口庄太
良sJとあり
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5.絵画

(資料内訳) 絵画……...・H ・..……………………...・H ・5件 5点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

l 霊昭女図 室町時代 伝・等梅 紙本着色掛幅装 88.8X37.2 l幅 2004B529 
策彦周良賛

2 布袋図 江戸時代 上田永朴 紙本墨画掛幅装 128.8X57.3 1幅 「永朴筆」 2004B530 
3 育緑山水図 弘化2年 石丸春牛 絹本着色掛幅装 135.3X51.0 1幅 「春江捕魚Jr乙巳辰J 2004B531 
4 黒田十四騎図 (江戸時 不詳 |刷装平但己 掛幅 128.0X27.0 1幅 平成10(備年品度番収号集1「9黒9田 十四 2004B532 

代中期) 騎図J(fFm8Mli~1998B0236) 
の原図ヵ

5 幽霊図 明治時代 久保田米信 |絹幅本装墨画淡彩掛 122.5 X 12.2 1幅 旧観方コレクション 2004B533 

6.地図・絵図

(資料内訳) 近世絵図...・ H ・..………...・H ・..…………・ 7件 7点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 関ヶ原合戦図 (天保期) 高井知周 紙本彩色 58.0X96.0 l鋪 2004B534 
2 大坂夏の陣図 (江戸時 (不詳) 紙本彩色 76.0X109.0 l鋪 2004B535 

代)
3 大坂城絵図 (江戸時 (不詳) 紙本彩色 38.0X26.5 1鋪 2004B536 

代)
4 那珂郡之図 (江戸後 ニ宅酒壷洞 紙本着色 掛幅 33.2X63.6 1幅 二宅酒査洞の蔵書印あり 2004B537 

期) (安太郎)旧 装

蔵
5 大阪御城図 明治27 尾形至写 紙本彩色 37.5X49.0 l鋪 「黒田家蔵書印Jあり 2004B538 

年
6 慶長十九年大阪 明治27 尾形至写 |紙本彩色 92.0X72.0 l鋪 「黒田家蔵書印」あり 2004B539 

城攻各配軍之図 年
7 大之阪図陣夏冬陣取 明治27 尾形至写 |紙本彩色 72.6X57.0 1鋪 「黒田家蔵書印」あり 2004B540 

年

7.書跡

(資料内訳) 中世書跡…………………………………. 1件 l点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 雪村友梅墨蹟 (鎌倉時代末期~南 雪村友梅 紙本墨書 100.1 X24.3 1通 掛幅装、落款:朱文鼎印「雪村」 2004B541 
「紅煉ー貼雪」 北朝時代初期) (3.5 X 2.4、左側欠失)・朱文方

印「畢友梅J(2.4x 2.3) 

FLD 
nv 

唱

E
A



購入資料 8万剣 9工芸品

8.万剣

(資料内訳〉 万剣...・H ・H ・H ・..……....・H ・.....・H ・...・H ・.3件 3点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

l 大身鑓 (江戸時 銘「九州肥口(後カ)岡田貫 鉄、木、漆、 刃長67.2 全長138.5 l口 藤巴石餅紋唐草模 2004B542 
代)2月 二月 日」 金、銀等 鞘長78.4柄長226.0 様務付

2 大薙万 宝永3年 銘「皇子十一代筑前住源信 鉄金、、木銀等、漆、 刃長70.0 全長132.01口 藤巴石餅紋唐草模 2004B543 
8月奉納 国平四郎重宗作Jr宝永三丙成 鞘長76.5 柄長210.0 様権付

年別所八播月磨奉守源納常治之従J五位下

3 龍鑓 (江戸時 銘「安華左之作J 鉄、木、漆、 刃長8.3 全長26.5 1口 獣毛飾鞘螺銅柄付 2004B544 
代) 銀、獣毛等 鞘長20.9 黒漆塗藤巴紋入鞘

付

9.工芸品

(資料内訳) オランダ製舶来機器……………H ・H ・-… 7件 7点

番号 名称 時代 作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

l 震雷験器(気圧計) 1770年噴 オランダ製 ガラス 縦9.2 横11.6 高26.0 l点 2004B545 
2 顕微鏡 18世紀 オフンダ製 木、ガフス等 縦13.5 横16.8 高32.21点 2004B546 
3 温度計 1840年頃 オランダ製 木、ガフス等 縦7.2 横11.0 高48.0 1点 2004B547 
4 医療用エレキァル 1850年頃 オフンダ製 木、真鎗等 縦20.0 横29.5 高24.01点 2004B548 
5 航海用磁針器 1880年頃 オランダ製 木、 真真語銭専等 縦23.5 横25.0 高14.51点 2004B549 
6 実験用エレキテル 1890年頃 オランダ製 木、 縦27.0 横31.0 高38.81点 2004B550 
7 幻灯機 1900年噴 オフンダ製 木、真銭等 縦27.3 横13.3 高24.31点 2004B551 
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10.広告類

(資料内訳) 1 引札...・ H ・H ・H ・..………...・ H ・H ・H ・..… 4件 4点

1 引札

番号 名称 時代 作成 品質・形状

l 引札(馬に乗った軍装の男 明治~ 石油卸商其他油類 木版色摺
の子と袴姿の女の子) 大正

マ七ッ(博チ多販行売町園)田小

2 引札(明治16年略歴) 明治15的野漸(福岡橋口町 木版色摺
年ヵ 東御県庁の向ひ)

出版人:藤吉郎(博多
呉服町)彫刻~:竹田芝
郎(博多下呉服町)

3 引札(えびすと寿老人) 代明治時 袋塵屋(博事多吉綱田場又町吉)本
木版色摺

4 引札(凱旋飛行兵に花輪を 大正時 岩田屋呉服庖(福岡 木版色摺
手渡す女性) 代 市大工町)

2 ポスター

番号 名称 時代 作成 品質・形状

5 広告「斬新適切なる運動機 明治時 製造発売元:松坂書 色制
提供」 代 籍庖(福島県白河

町)
6 ポスター「第七回復興貯蓄 大正時 凸版印制株式会社 色制

債券売出五円券」 代 印刷
7 |ポ空報スター|工員大募集 航 昭和10

社中島・太飛田行製機作株所式・会小
色刷

国」 年代
泉製作所吉田 印
刷納

8 ポスター「少年工員大募集 昭和15中島飛行機株式会 色刷
航空報国」 年ヵ 社・太田製作所・小

泉製作所群馬吉
田印刷印

9 ポスター「ワタナベチウイ 昭和20東京・名古屋渡辺 色刷
ンガムのラッキー売出 年代 製菓株式会社

し!J 
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購入資料 10広告類

2 ポスター...・ H ・..……・ H ・H ・.....・ H ・ 5件 5点

(総計 9件 9点

法量 員数 備考 備品番号

36.5X51.1 1枚 2004B552 

25.3X37.4 1枚 厨面に鉢植の図「新 2004B553 
教則学材用習字手本
仕立所J/四角に福
助と羽子板の図「訴
訟用罫紙印紙類

00数品J/ハート
形に日の出図「新た
たみ立具類畳の表

呉座類色々J
34.lX50.8 1枚 「正札附卸小売 2004B554 

呉服商」
26.0X38.1 l枚 2004B555 

法量 員数 備考 備品番号

39.7 X 54.7 1枚 考案者:高本大栄(福 2004B556 
島県白河町)

61.6X30.8 1枚 2004B557 

54.7X38.6 l枚 2004B558 

52.8X37.7 1枚 「資格昭和十六年 2004B559 
三月高等小学校卒業
見込ノ者」とあり

74.3X35.1 1枚 2004B560 



購入資料 11歴史資料

11.歴史資料

(資料内訳) 近代資料…・…....・ H ・-….....・H ・...・ H ・...3件 3点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 慰問袋 昭和10年代 不詳 麻布に単色刷 33.5X21.5 1}~( 絵柄:兵士3人、鉄カブト、野菜を 2004B561 
手に持つ農家の女性と少女裏
面にラベル「指定品検品済/和装
製品中央製造配給統制株式会社」
「大阪府戦意品価格査定委員会/
公価番号又は整理番号ワ号404
号/査定番号57610号/品種
和装/総理業者最高販売価格 l 
点34銭J

2 弾丸占い 昭和10年代 不詳 紙製色刷 カード各 1組 文字カード15枚(単色刷)、絵カ 2004B562 
9.0X5.2 ード5枚(色刷)が紙製ケース入り

3 文化家族合せ 昭和23年 須田松盛堂|色刷箱入り 箱10.5X l組 カ ド(色刷)50枚(8.8X 3.1) 2004B563 
11月1日発 玩具出版社 7.3 X 1.8 説明書(単色刷)1枚(13.9X18.1)
行昭和28(名古屋市)
年11月1日 発行
再版

一一
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