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「あかりの館」灯火具コレクション（九州エネルギー館資料）

　昭和57（1982）年、九州電力株式会社の創立30周年記念事業として福岡市中央区薬院にエネ

ルギーに関わる国内初の展示施設「九州エネルギー館」が開館した。「あかりの館」は、昭和59

（1984）年に、その別館として開館。照明の歴史をテーマに、広く市民に親しまれてきたが、

両館ともに平成26（2014）年3月に閉館した。

　灯火具コレクションを含む九州エネルギー館資料は、「あかりの館」が収蔵・展示していた

照明器具類その他からなり、人びとのくらしに不可欠な灯火照明の変遷を知ることができる。

なかでも110点余からなるランプコレクションは、台ランプ、座敷ランプ、吊ランプ、豆ラン

プなど多種にわたり、国内に限らず、アメリカ、フランス、イギリスなど国外で製造された

ものも多く含まれている。19世紀から20世紀にかけてのランプの発展史のみならず工芸的に

も充実したコレクションである。　（本文113頁）





　福岡は大陸に近く、古より今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、この地域の特徴をふまえ「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。

　昭和58年4月の博物館建設準備室発足以来、多くのみなさまのご協力により、当館では様々

な資料の収集をすすめてきました。その成果は『収蔵品目録』として毎年刊行し、平成24年度

までに129,073件を掲載しています。本目録では、平成25年度の寄贈・寄託・購入資料2,354件

を収録しました。これらの収集資料は今後、新収蔵品展で一部を公開するほか、様々な展示

に活用してまいります。

　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、今後ともより一層のご

支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成28年3月

� 福岡市博物館長　有 馬 　 学

は じ め に



1.� 本目録では、平成25年度の収蔵品を寄贈、寄託、購入の順に並べ、家別資料として件数の多い順に配列した。

� ただし、購入資料のうち、一括資料については、時代の古い順に配列した。

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□とし、原本通りの時は（例）
��ママ

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）2013P1234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。写しや編集、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・撮影地、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一したが、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。

< 凡　　　例 >



〈口絵〉�

「あかりの館」灯火具コレクション

はじめに

凡例
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寄贈資料

（1）

1. 内田改造資料

413　写真（博多松囃子稚児土居流当番町の世話人）

417　写真（博多祇園山笠町総代）

〈寄贈資料〉

2. 鳥越雅美資料

416　写真（博多祇園山笠）

2　〔出納帳〕



寄贈資料

（2）

236　石油ランプ／ 128　燭台／ 235　石油ランプ
193　吊ランプ／ 240　石油ランプ

3. 九州エネルギー館資料

517　〔三行書〕



寄贈資料

（3）

4. 池田善朗資料（追加分）

72 〜 75　乗車券�国鉄線

132 〜 134　山笠記念乗車券 138 〜 140　福岡市制90周年記念乗車券

5. 堀田茂治資料

31　浜崎祇園山笠人形頭部

48　浜崎祇園山笠人形頭部

44 〜 45　浜崎祇園山笠人形頭部



寄贈資料

（4）

7. 豊田泰光資料

3　博多張り子石膏型　だるま／ 15　博多張り子型　だるま

6. 中尾英樹資料

19　トロフィー「首位打者賞　豊田泰光選手」

6−1　ペナント「最優秀新人賞　西鉄ライオンズ　豊田泰光選手」



寄贈資料

（5）

9. 前田満子資料

1　絵葉書（陣中の火） 23　絵葉書〔京城百景〕

1　銅銭

10. 奥村忠夫資料

4　扁額「観雲荘」

44　防火行李

8. 松本法泉資料

27　アルバム



寄贈資料

（6）

11. 田中鉄也資料

12. 博多高砂連資料（追加分）

4 〜 8　どんたく衣装

11　絵葉書（福博名勝）天神町付近 14　絵葉書（福博名勝）名島飛行場



寄贈資料

（7）

1　襟巻

13. 岡玲子資料（追加分）

1　牛乳缶
3　トップクーラー

14. 都地國太郎資料

15. 川鍋正雄資料

4　博多風俗屏風



寄贈資料

（8）

1　「明治三十六年織物牛本」
2　「明治三十七年拾枚風通織記録」

18. 江頭重利資料

1 〜 3　焼夷弾部品

17. 波多野聖雄資料（追加分）

1　勲七等瑞宝章

19. 石野昭資料

1　ウインドブレーカー「LIONS�17」

16　玉造陽二資料



寄贈資料

（9）

2　ソノシート

22. 戸川英幸資料21. 小林孝資料（追加分）

1　綾竹

1　童子人形

20. 井上清方資料（追加分）



寄贈資料

（10）

24. 仏師城戸家関係資料

1　煙草入れ・根付

2 〜 3　根付

23. 戸川ユキ資料

3　大隈言道書状



寄贈資料

（11）

1　寄書

25. 高橋よし子資料

27. 橋本猛資料

1　色紙

26. 長澤宏昭資料（追加分）

2　目録

1　一束一本



寄贈資料

（12）

1　極楽浄土之図

28. 福山恵美子資料

1　一升瓶（祝いめでた）

29. 石蔵酒造株式会社資料

1　博多祇園山笠当番法被南流

31. いなりや資料
30. 光吉正邦資料

1　癋見面（阿形　吽形）



寄贈資料

（13）

1　色紙（西鉄ライオンズ選手サイン）

33. 坂本幸子資料32. 江島康博資料

1　黒田長興和歌短冊

1　風呂敷（西鉄ライオンズ選手サイン）

35. 中村ケイ子資料

34. 下澤義一資料

1　刀　銘「氏貞」



寄贈資料

（14）

1　博多町人文化勲章

37. 博多町人文化連盟資料

38. 筥崎宮資料

1　鳩杖

39. 早魚行事保存会資料

1　まな板

1　杉山鶴心日記

36. 二宮健資料



寄贈資料

（15）

42. 村田邦夫資料

1　脇差　無銘

41. 平山マサ子資料

1　大日本職業別明細図案706号「福岡市」

40. 樋口泰助資料

1　焼夷弾部品



寄託資料

（16）

3. 筑紫丘高等学校資料（追加分）

4. 鳥飼八幡宮資料

〈寄託資料〉

1. 内海一雄資料 2. 飯盛山出土瓦経

1　蘭渓翁記録　一〜九

1　荒戸番丁子供山笠図絵馬

1　ナウマン象臼歯

1　瓦経



購入資料

（17）

〈購入資料〉
1. 松本家文書

2. 立花実山関係資料

2　御受戒之次第　

6　豊臣秀吉朱印状

7−1 ／ 7−2　黒田如水書状



購入資料

（18）

2　恵比寿大黒寿老図

1　西鉄ライオンズユニフォーム上着（複製）

4. 絵画

1　文殊菩薩図

3. 西鉄ライオンズユニフォーム資料



購入資料

（19）

5. 古文書

1　威伯聖猊袖判譲状写

4　筑前福岡藩京都守衛屯営図



購入資料

（20）

7. 地図・絵図

6. 書籍

2　巵言抄1　回天三策

1　名島城図



< 資　料　解　題 >
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資料解題

〈寄贈資料〉

1. 内田改造資料
	 （寄贈者）下川良子
	 （現住所）福岡市城南区七隈
　博多旧川口町で焼印店を営んでいた、内田家の写真、
スケッチなどからなる。写真には、博多祇園山笠や博多
松囃子などの博多の年中行事のほか、節供や結婚式など
の人生儀礼、潮干狩りや苺狩りの行楽の様子などが写さ
れており、大正から平成にわたる博多の人びとのくらし
とその変化がよみとれる。

2. 鳥越雅美資料
	 （寄贈者）鳥越雅美
	 （現住所）福岡市南区長住
　寄贈者の実家・園田家に残された、明治時代から昭和
時代にわたる福岡部の商家の経営や土地所有に関する文
書類で、このほかに絵葉書類や近世〜近代の書跡類も含
む。
　園田家は、江戸期は福岡藩御用達をつとめていたとい
われ、近代には砂糖、油類を取り扱っていた。寄贈者の
祖父から父・原田雅彦氏の時代にかけては、大名、天神

（本宅）、行町（支店）、谷（別宅）などに土地・屋敷など
を持っていた。大正5（1916）年には、香椎の埋め立て計
画などにも関わっており、その関係の絵図、地図類など
も残されている。なお寄贈者の祖母は醤油・味噌・酒類
を取り扱っていた白水家の出身で、母の美智子氏は、原
田嘉平（人形師、大乗寺前町住）の長女であるため、原
田嘉平関係の資料も残されていた。これらは寄贈者より、
平成23年度に原田嘉平資料（追加分）として寄贈された。
なお雅彦氏も、母方の関係で博多東町流の山笠に参加し
ていた。

3. 九州エネルギー館資料
	 （寄贈者）九州電力株式会社
	 （現住所）福岡市中央区渡辺通
　九州エネルギー館別館「あかりの館」（福岡市中央区薬
院）が所蔵していた灯火具・電化製品等。
　「あかりの館」は、昭和59（1984）年に九州エネルギー
館に隣設して建てられた施設で、照明器具の変遷やラン
プのコレクションなどを展示していたが、平成26（2014）
年3月に閉館した。

4. 池田善朗資料（追加分）
	 （寄贈者）池田善朗
	 （現住所）福岡市東区美和台
　平成21年度寄贈資料（SP レコード・8ミリフィルム）
の追加分。寄贈者が収集した鉄道乗車券類。
　昭和20 〜 50年代の日本国有鉄道（国鉄）の普通乗車券・
急行券・特急券、関東・近畿圏の私鉄の乗車券、西日本
鉄道乗車券などで構成される。
　福岡市関係では、旧国鉄の筑肥線、西日本鉄道の福岡
市内線および福岡市営地下鉄の乗車券が含まれる。この
うち、地下鉄の乗車券は天神−室見間が開通した昭和56

（1981）年のものである。この他、福岡駅高架竣工記念、
博多祇園山笠記念、福岡市制90周年記念などの記念乗車
券などがある。
　福岡市の交通発展を考える上で重要な乗車券を多く含
んでおり、さまざまな展示での活用が期待できる。

5. 堀田茂治資料
	 （寄贈者）堀田茂治
	 （現住所）佐賀県唐津市浜玉町浜崎
　佐賀県唐津市浜玉町浜崎地区では、毎年7月、諏訪神
社で浜崎祇園山笠が行われている。本資料群は、浜崎祇
園山笠の人形師である堀田豊治氏の人形製作道具および
山笠人形からなる。当館の特別展「山笠の力」展（平成25

（2013）年）出品を機に寄贈された。山笠人形の頭部には、
博多で製作されたものが含まれており、山笠における浜
崎と博多の関係が見いだせる。

6. 中尾英樹資料
	 （寄贈者）中尾英樹
	 （現住所）糸島市二丈深江
　明治時代から続く博多張り子の製造元・中尾俊雄商店
で使用されてきた張り子の型。博多張り子は、節供や祭
礼などで縁起物として販売され親しまれてきた。現在、
福岡県の特産民工芸品に指定されている。
　同店は、かつて博多対馬小路に店を構えていたが、戦
争を機に糸島市二丈深江に移り製造を続けている。
　博多張り子は、型の外側に和紙を貼り重ねた後に、そ
れを割り開いて型を取り除き、切断部分を膠で接合する
手法を用いている。乾燥させた張り子には、膠で溶いた
胡粉を塗り、彩色を施すのが特徴。
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資料解題

7. 豊田泰光資料
	 （寄贈者）豊田泰光
	 （現住所）東京都渋谷区広尾
　本資料群は、プロ野球選手豊田泰光氏が所有していた
トロフィー・盾などからなる。市民のため、展示・公開
に役立てて欲しいという寄贈者の希望により、当館に寄
贈されたもの。
　寄贈者は茨城県出身、水戸商業高等学校を経て、昭和
28（1953）年に西鉄ライオンズに入団した。初年度に27
本塁打を放ち、新人王を獲得。昭和31（1956）年には首
位打者となる。強打の遊撃手であり、西鉄ライオンズの
中心選手としてその黄金期を支えた。日本シリーズでは、
MVP をはじめ首位打者賞、優秀選手賞などを受賞して
いる。昭和38（1963）年のオフシーズンに国鉄スワロー
ズに移籍。現役引退後は解説者として活躍した。

8. 松本法泉資料
	 （寄贈者）松本春枝
	 （現住所）福岡市東区箱崎
　寄贈者の父・松本法泉氏関係の資料。法泉氏（1913 〜
1977）は長崎県島原の加津佐出身で、寺院に預けられて
僧侶の資格を取り、長崎市内寺院に在籍した。その後徴
兵され、久留米にあった自動車化輜重部隊の将校として
中国戦線へ出征し、胸に戦傷を負って軍病院などで療養
した。戦後復員後は福岡市内に居住し、福岡県の復員援
護局に勤めるなどしたが、戦傷のため在宅などを余儀な
くされていた時期もあった。
　本資料群は、法泉氏の使用した軍隊行李に納められた、
自動車部隊関係の記録類のほか、法泉氏の持っていた写
真機と、それによって撮影された軍隊内部や戦地のスナ
ップ、軍の療養地でのスナップを納めた写真アルバムが
中心。また戦傷を受けた際の、弾痕のある軍刀が残され
ている。戦時〜戦後にかけての戦時・生活資料として活
用できる。

9. 前田満子資料
	 （寄贈者）前田満子
	 （現住所）福岡市早良区西新
　昭和戦前期の絵葉書および華道免状からなる資料群。
寄贈者の夫と義母が所持していたもの。なお、寄贈者の
夫・盛幸氏（故人）からは昭和59年度に生活資料、16ミ
リフィルムなど、平成7年度に羽織、平成19年度に昭和
戦前期の雑誌の寄贈を受けている。

　絵葉書は大きく分けて、①戦時期の従軍画家の作品と
②京城・奉天の写真の2種がある。前者については、日
本画家小早川秋声（1889 〜 1974）や陸軍軍人で陸軍省の
ポスター原画も描いた今村嘉吉の作品が多く、画題から
推定すると、日中戦争期に制作されたものと思われる。
後者には、独立門や京城中学校など、当時の建物を写し
た写真が含まれる。

10. 奥村忠夫資料
	 （寄贈者）奥村忠夫
	 （現住所）福岡市早良区百道
　寄贈者宅で保管されていた近世・近現代資料。奥村家
は江戸時代から博多・麹屋町（現博多区）で煙草商を営
む家で、代々利助を名乗った。昭和20（1945）年6月19日
の福岡大空襲では、屋敷が大きな被害を受けたという。
　近世資料は、江戸時代の銅銭と人形、壺である。銅銭
と人形は、福岡大空襲による変形・変色がみられる。
　近代資料は、扁額、写真、書籍からなる。このうち、
樟に玄洋社社員頭山満の書が彫られた「観雲荘」の扁額
は、昭和10年頃の市内バス観光の振興に伴い、奥村家が
油山に設置した休憩所に掲げられたもの。裏面には、こ
の樟が昭和5（1930）年の区画整理の際、市内住吉町（現
博多区）で発見されたことが記されている。写真は、戦
後に再建された麹屋町商店街などがある。

11.	田中鉄也資料
	 （寄贈者）田中鉄也
	 （現住所）福岡市城南区田島
　昭和戦前期の福岡市内の写真を印刷した絵葉書。寄贈
者の父・善平氏（明治43（1910）年生）が収集したもの。
　本資料群には東公園、天神町、玉屋デパート、名島飛
行場、光雲神社、筥崎宮など、福岡市内の主たる観光名
所の写真が揃っている。同一シリーズではなく、「福岡
名所」「福博名勝」などの複数のシリーズで構成される。
いずれも絵葉書としては未使用であるが、宛名面にペン
書で写真の説明が書かれているものがある。ペン書は善
平氏によるものと考えられる。
　絵葉書としてだけでなく、移り変わる福岡・博多の街
並みに関する貴重な記録として、さまざまな展示への活
用が期待される。
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12.	博多高砂連資料（追加分）
	 （寄贈者）博多高砂連
	 （現住所）福岡市博多区御供所町
　平成10年度、22年度の追加分。博多高砂連は、明治26

（1893）年に発足した博多の老人会で、全国でも屈指の
歴史を持つ。博多どんたくのパレードでは、博多松囃子
に続く「通りもん」の筆頭を務め、高砂人形を載せた山
車を曳き、どんたく囃子を三味線で奏でながら街を練り
歩く姿は、古い通りもんの姿を受け継ぐとされる。
　また、明治44（1911）年に建てられた詰所・高砂会館（冷
泉亭）には、物故会員をまつる仏壇があり、隣接する「高
砂連供養塔」では8月21、22日の両日、供養塔大施餓鬼
が行われる。これにあわせて周辺には関係者からもらい
受けた盆提灯（博多提灯）が並ぶ。

13.	岡玲子資料（追加分）
	 （寄贈者）岡玲子
	 （現住所）春日市弥生
　平成19年度の追加分。資料は、寄贈者の実母、養母、
義母の衣類。昭和初期に日常着として使われた季節ごと
の着物、夏用の喪服（着物）のほか、流行した動物の襟
巻きなどからなる。生前に譲られたものと形見分けによ
るものが含まれる。

14.	都地國太郎資料
	 （寄贈者）都地國太郎
	 （現住所）福岡市西区今津
　西区今宿上ノ原にあった都地牧場で使用された昭和30
年〜 50年代の酪農道具や甕、地搗き石など。
　都地牧場は、戦後、今宿青木より上ノ原に移住した寄
贈者がはじめたもので、当時今宿にあった3つの牧場の
ひとつ。主に乳牛の飼育をおこなったが、平成20（2008）
年頃に牧場を閉鎖した。

15.	川鍋正雄資料
	 （寄贈者）川鍋正雄
	 （現住所）大分県大分市青葉台
　博多区中呉服町（旧官内町）の川鍋家に残された博多
風俗図屏風および生活道具。
　博多風俗屏風は各扇に博多松囃子恵比須、同大黒、同
福神、同稚児、博多祇園山笠、博多仁和加の画に賛が配
されている。画は吉村百耕、賛は五世自遊李月による。
吉村百耕は、博多櫛田前町で絵馬店を営んだ絵師で、明

治11（1878）年同地に生まれ、昭和33（1958）年同地にて
没した。博多橋口町の南画家・上田鉄耕のもとで絵を学
んでいる。自遊李月については詳細不明である。

16.	玉造陽二資料
	 （寄贈者）玉造陽二
　本資料群は、寄贈者でプロ野球選手の玉造陽二氏が使
用したユニフォーム類で構成される。
　玉造氏は茨城県出身で、水戸第一高等学校卒業後、昭
和30（1955）年に西鉄ライオンズに入団した。俊足巧打
の外野手として同球団の黄金期を支え、昭和42（1967）
年のオフシーズンに引退した。
　背番号17が入ったウインドブレーカーは、寄贈者が島
原キャンプで愛用したもの。選手時代に実際に使用され
たものとして貴重である。西鉄ライオンズの歴史を示す
貴重な資料群であり、展示活用が期待できる。

17.	波多野聖雄資料（追加分）
	 （寄贈者）波多野聖雄
	 （現住所）福岡市中央区唐人町
　昭和63年度および平成18、19、20年度寄贈資料の追加
分。昭和20（1945）年6月19日の福岡大空襲の際に、寄贈
者が住職をつとめる大圓寺（福岡市中央区唐人町）に投
下された焼夷弾の部品である。なお、近年における聞き
取り調査によって、福岡大空襲時による当仁校区の被害
状況の詳細が判明した。
　本資料は、福岡大空襲の際に投下された焼夷弾の部品
で、大圓寺の敷地整理の際に地中から発見されたもので
ある。投下後に拾得したものであり、金属不足の折に役
立つようにと地中に埋めたが、そのまま忘れられていた
という。福岡大空襲に関する資料として、常設展示およ
び企画展において活用が期待できる。

18.	江頭重利資料
	 （寄贈者）江頭重利
	 （現住所）福岡市南区中尾
　本資料群は、寄贈者が収集した近代文書と武具類から
なる。
　近代文書は明治時代後期の紡績会社厚生舎に関するも
のである。旧佐賀藩主鍋島直大の資金提供により成立し
た士族授産結社厚生会社は、明治26（1893）年の商法実
施に伴い厚生舎と改称した。当初は養蚕・製糸・織物・
植物栽培を行った。のちに織物に特化し、木綿フランネ
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ルの製造を開始した。明治38（1905）年頃から、第12師
団（小倉）からの注文を受けるようになり事業規模が拡
大した。
　本資料は見習職工が明治36、37年にかけて作成した織
方の記録であり、厚生舎の経営の一端や、職工養成の実
態を考える上で有益である。

19.	石野昭資料
	 （寄贈者）石野昭
	 （現住所）福岡市博多区銀天町
　本資料群は、寄贈者の父・石野栄二氏（1886 〜 1957）
に宛てられた勲章・辞令などからなる。
　栄二氏は広島県生まれ。熊本高等工業高校（明治39

（1906）年第五高等学校工学部から改称）機械科卒業後、
明治時代末に広島の呉海軍工廠に就職した。大正12

（1923）年に呉海軍工廠を退職し、その後は名古屋モリ
スン（現 : ユニチカ）に長く勤務した。
　本資料群は、大正時代末期の軍縮を示す資料として貴
重である。近代日本の軍事、大正時代をテーマとする展
示での活用が期待できる。

20.	井上清方資料（追加分）
	 （寄贈者）井上徳世
	 （現住所）筑紫郡那珂川町片縄北
　昭和61年度寄贈「井上清助奮闘五十年史」の追加分。
寄贈者の義父は明治〜大正期に博多人形の発展に尽くし
た井上清助（1867 〜 1922）で、明治から大正時代にかけ
て博多人形の近代化と販路の拡大に努め、小島与一ら名
工を育てるとともに井上式地歴人形などの販売によって
博多人形のブランド化に大きく貢献した。資料のうち小
島与一作の童子人形は清助の33回忌の際に小島与一が供
えたもので、法要には原田嘉平、中ノ子長次郎など数十
人の人形師が参列したという。

21.	小林孝資料（追加分）
	 （寄贈者）小林孝
	 （現住所）福岡市東区志賀島
　平成10年度の追加分。志賀島の盆踊り（福岡市指定無
形民俗文化財）において使用される綾竹とうちわ。綾竹
は、2本の細竹を打ち鳴らす素朴な民俗楽器の一種であ
る。富山県五箇山地方の民俗芸能「こきりこ節」に使わ
れるコキリコなど、他地方にも同種の楽器が知られる。
現在志賀島で使用されているものは、紅白のビニールテ

ープと両端の紙の房で装飾される。うちわには盆踊り唄
の歌詞が添付されている。

22.	戸川英幸資料
	 （寄贈者）戸川英幸
	 （現住所）福岡市早良区野芥
　本資料は、寄贈者が昭和40年代から子どもに聞かせる
ために収集したレコードとソノシートである。レコード

『日本軍歌集』は全31曲、「仰げ軍功」「愛国行進曲」「海ゆ
かば」など、昭和戦中期に流された「国民歌」を多く含む。
ソノシートは、朝日ソノラマの商標で、一般的なレコー
ドの代用品として生産されたもの。一般のレコードより
薄く曲がりやすく、片面しかプレスできなかったが、廉
価であったため、雑誌の付録等に用いられた。戦中・戦
後の音楽文化を示す資料として活用が期待できる。

23.	戸川ユキ資料
	 （寄贈者）向井道子　中野菅子
	 	 古賀正子　古賀直樹
	 （現住所）福岡市東区　愛知県名古屋市緑区
	 	 神奈川県川崎市宮前区
　本資料群は、幕末期の福岡を代表する歌人・大隈言道
の和歌・書状。寄贈者の母方の実家と大隈家が縁戚関係
にあたる。
　大隈言道は、福岡の商家に生まれたが、歌道に専念す
るため早くに家督を譲り、地元福岡に密着した身近な対
象物を詠み込む独自の歌風を展開させた人物。門人には
野村望東尼などがいる。晩年には上方に滞在し、文久3

（1863）年には「草径集」などを出版した。慶応3（1867）年
に福岡に戻り、翌年に「ささのや」で死去した。

24.	仏師城戸家関係資料
	 （寄贈者）中西広祐
	 （現住所）福岡市博多区博多南
　博多織の生地を用いた煙草入れおよび木製の根付2点。
煙草入れには仏師が仁王像を彫る姿をあらわした根付が
付属し「仁慶」と銘が彫られている。根付は妖怪の一種
とされる足長および瓢箪を持つ仙人をあらわしたもの
で、仙人には「久平」と銘がある。寄贈者の祖父は博多
織で有名な中西金次郎（初代）の末子。また金次郎の妻
エイは仏師を家業としていた城戸家から嫁入りしてい
る。根付付きの煙草入れはこうした姻戚関係を物語る資
料と言える。根付の作者「仁慶」と「久平」については不
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詳であるが、城戸家には幕末頃に活躍した仁平という仏
師がおり「仁慶」との関係が考慮される。

25.	高橋よし子資料
	 （寄贈者）高橋よし子
	 （現住所）福岡市早良区飯倉
　寄贈者の母・キヨ子氏の遺品である寄せ書き入りの日
の丸旗と麻袋。
　高橋キヨ子氏と夫・博多（ひろた）氏は戦時期、福岡
市瓦町に住んでいたが、博多氏は召集に応じて出征、昭
和19（1944）年9月に戦死した。本資料は、戦後に博多氏
が所属していた部隊の生存者からキヨ子氏に遺留品とし
て麻袋に入れられて送られてきたものである。
　寄せ書きは「富山初」という人物に宛てて贈られたも
ので、経緯は不詳であるが、部隊内の同僚であった富山
氏に故障があり、博多氏が預かっていた寄せ書きが、博
多氏の戦死後遺品としてキヨ子氏へ送付された可能性が
考えられる。戦時関係資料として、常設展示および企画
展示での活用が期待できる。

26.	長澤宏昭資料（追加分）
	 （寄贈者）長澤宏昭
	 （現住所）福岡市早良区室見
　平成23年度寄贈資料及び購入資料の追加分。結納品の
内容を記した目録と博多松囃子で三福神や稚児からの表
敬を受ける側が、返礼として渡す祝儀「一束一本」（半紙
と白扇）。江戸時代には、福岡城内での祝賀の際にも祝
儀のやりとりが行われており、松囃子の歴史を今に伝え
るものである。

27.	橋本猛資料
	 （寄贈者）橋本猛
	 （現住所）福津市花見の里
　昭和38（1963）年の西鉄ライオンズの島原キャンプ時
に、取材のため南風楼（報道関係者の宿舎）を訪れた野
球解説者の小西得郎氏と中澤不二雄氏が、料理長村上氏
の為に書いたサイン色紙。
　本資料は、当時、寄贈者の実兄が島原で優秀な鍼灸医
で、お世話になったお礼にと村上氏から受領したものを、
寄贈者がある機会に「お前は野球が好きだから」と譲り
受けた。

28.	福山恵美子資料
	 （寄贈者）福山恵美子
	 （現住所）奈良県磯城郡川西町唐院
　寄贈者の祖父の代から所蔵されていた、①萩藩御用絵
師雲谷等潤（1785 〜 1812）作で長崎悟真寺聲譽上人の記
名のある「極楽浄土之図」、および②長崎悟真寺住職の箱
書き等のある「福岡御主殿尊霊銘記」の2点。②から福岡
藩九代藩主黒田斉隆乳母で奥女中の峰浦が、かつての主
君や、黒田家に関わる諸霊（宇都宮氏など）の冥福と鎮
魂を、聲譽上人に依頼しことが記され、悟真寺十四世海
敬がセットで保存した。筑前福岡藩の奥向に勤めた女性
の事跡を示す資料として貴重。

29.	石蔵酒造株式会社資料
	 （寄贈者）石蔵酒造株式会社
	 （現住所）福岡市博多区堅粕
　博多の済酒や結納の際によく購入される清酒「祝いめ
でた」の一升瓶。
　福岡の婚姻儀礼は、申し入れと承諾の儀式である済
酒（すみざけ）と結納という二段階の儀礼に特徴がある。
済酒は、内諾のあかしに、男性方が一生添い遂げる意味
を込めて「一升一鯛」（一生一代）を持参し、女性側は「熨
斗出し」の作法を披露し、同意を表現した。また、酒は
結納品の一つとして「家内喜多留（やなぎだる）」の名で
呼ばれる。

30.	光吉正邦資料
	 （寄贈者）光吉光代
	 （現住所）東京都小金井市前原町
　江戸時代の福岡・博多で活動した陶工、正木宗七が制
作した阿吽一対の癋見面。正木宗七は幕末まで六代続い
た瓦師出身の陶工で、特に三代堅茂と四代幸弘は名工と
して知られた。その作品は人形や面、香炉、床間の置物
などの精巧な高級品が多く、「柚子肌錆地焼」と称され
る独自の技法を駆使し、福岡藩の贈答品としても珍重さ
れた。本資料は面の裏に押された「宗七」の印章から三
代堅茂（1748 〜 1830）の作とみられる。

31.	いなりや資料
	 （寄贈者）島田芙美子
	 （現住所）福岡市南区野多目
　戦前博多の寿通りに店を構えていた玩具店「いなりや」

（安西家）の主人が使用していた博多祇園山笠南流の当
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番法被。戦後一丁目通りに移転した際に、山笠の奉納が
始まり、その時に作った南流の当番法被という。
　南流は、渡辺通り一丁目地区が中心となり、昭和26

（1951）年一丁目流として飾り山を奉納、翌年には南流
と改め十三番山笠として舁き山を奉納している。ビル建
設等の関係から、昭和44（1969）年を最後に山笠奉納を
中断したが、昭和54（1979）年に「渡辺通一丁目」の名で
再度飾り山の奉納が始まり、現在に至っている。
　法被は、「いなりや」の娘である香代子氏より、親交
のあった寄贈者に贈られたもの。

32.	江島康博資料
	 （寄贈者）江島康博
	 （現住所）飯塚市大分
　本資料は、西鉄ライオンズの選手14人のサイン入り色
紙である。寄贈者の叔父・多田美昭氏が平和台球場に仰
木彬氏を訪ねた際に受領したもの。多田氏は大洋ホエー
ルズ球団に昭和29（1954）年入団、同32（1957）年に退団
したプロ野球選手であり、当時ブリヂストンタイヤの野
球チームに在籍していた。

33.	坂本幸子資料
	 （寄贈者）坂本幸子
	 （現住所）福岡市早良区原
　寄贈者の父・坂本氏が秋月黒田家の黒田長榮氏から、
終戦時に海軍時代に世話になった礼として贈られた短
冊。初代秋月藩主黒田長興の和歌が記される。黒田長榮
氏は戦時中、九州帝国大学から学徒出陣により海軍へ入
隊、機雷・対潜関係の学生や勤務をへて、回天戦の訓練
を受け、その後また掃海任務に就いた。坂本氏自体の海
軍軍歴は不詳であるが、いずれかの時期に黒田氏と交流
があったといわれ、福岡関係の戦時資料として貴重。

34.	下澤義一資料
	 （寄贈者）下澤義一
	 （現住所）神奈川県横浜市
　福岡藩二代藩主黒田忠之所用の刀。美濃国で天正頃に
活躍した氏貞の作。金象眼銘で「二ツ胴落　松平右衛門
佐殿御所持　切手　中川左平太」とある。下澤家は福岡
藩士許斐家と遠戚にあたる。寄贈者の父が戦前から刀剣
を数多く収集しており、本資料は黒田家との関係がある
刀剣ということで特に大切に伝えられてきたもの。ちな
みに、中川左平太が試し切りした刀剣で黒田家ゆかりの

ものは明治段階で5口あったことが確認できるが、この
氏貞はそれ以前に黒田家を離れたと見られ、目録等には
載っていない。

35.	中村ケイ子資料
	 （寄贈者）中村ケイ子
	 （現住所）久留米市宮ノ陣
　本資料は、昭和43（1968）年に製造された西鉄ライオ
ンズの風呂敷である。中央にライオンの図柄を置き、そ
の周囲に西鉄ライオンズの選手のサインが寄せ書き状に
印刷される。同球団のファンであった寄贈者が、デパー
トの外商担当者から本資料を受領した。

36.	二宮健資料
	 （寄贈者）二宮健
	 （現住所）大分県大分市緑が丘
　幕末の福岡藩の重臣であった杉山文佐衛門（尚行）の
残した日記で、寄贈者が収集したもの。
　杉山尚行は石高700石で大組に属し、文政12（1829）年
に格式1000石の御納戸頭に就任し、以後は弘化年間に裏
判役、嘉永4（1851）年に家老次席・御財用方元締に就任
するなど、藩主側近から中枢にまで登った人物。元治元

（1864）年に隠居しており、この日記は隠居後に「鶴心」
と号した時期のもの。杉山尚行の日記等はすでに杉山家
から離れ、本館も文政12年から文久元（1861）年にわた
る分を平成11年度の購入資料として収集しており、今回
はそれらを補う資料である。

37.	博多町人文化連盟資料
	 （寄贈者）博多町人文化連盟
	 （現住所）福岡市博多区中呉服町
　博多町人文化連盟は、昭和48（1973）年に、次第に消
えつつあった博多の町人気質を受け継ぎ、古き良き博多
を守ろうと結成された団体である。博多町人文化勲章は、
博多のために身を粉にして黙々と努力し続けている人に

「もらっていただこう」と昭和50（1975）年に制定したも
の。受章者には、有名無名を問わず、多彩な顔ぶれが揃う。

38.	筥崎宮資料
	 （寄贈者）筥崎宮
	 （現住所）福岡市東区箱崎
　筥崎宮の敬老祭において、数え年90歳の男性、93歳の
女性に授与される150㎝ほどの木製の鳩杖。杖の頭部に
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は鳩の形がほりだされている。同祭典は、氏子6校区（箱
崎・筥松・馬出・千代・吉塚・東吉塚）の数え年70歳以
上を招いて行われるもので、昭和40年代に創始されたも
のという。鳩杖は、古くは宮中における賀の祝いに用い
られたもので、近代においては、これに加えて神社本庁
が功績ある77歳以上の長老神職に贈呈することが行われ
てきた。

39.	早魚行事保存会資料
	 （寄贈者）早魚行事保存会
	 （現住所）福岡市東区奈多
　東区奈多で行われる早魚行事で使われるまな板。毎年
11月19日、志式神社の秋祭り「おくんち」において奉納
される神楽には、乙太夫・献魚庖刀式・ひれ舞からなる
早魚舞という演目が含まれている。その中のひとつ、献
魚庖刀式（早魚行事）は、24歳・25歳の青年が地区を代
表して塩鯛をさばく速さを競う。本資料は「2012ゴール
デンオールディーズ・ワールドラグビーフェスティバル
福岡」におけるイベントとして早魚行事が行われた際に
使用されたもの。

40.	樋口泰助資料
	 （寄贈者）樋口泰助
	 （現住所）福岡市南区桧原
　本資料は、福岡大空襲の際に投下された焼夷弾の部品
である。
　寄贈者の家は当時、福岡市魚町（現：福岡市中央区）で
石材店を営んでいたが、空襲により家屋を焼失、家族を
失った。寄贈者は罹災証明書・家族の死亡証明書等を保
管しており、現在は空襲の語り部として活動している。
　本資料は寄贈者が魚町で拾得したもので、転居先でも
保管していたもの。福岡大空襲に関する資料として、常
設展示および企画展において活用が期待できる。

41.	平山マサ子資料
	 （寄贈者）平山四郎
	 （現住所）福岡市東区千早
　寄贈者の母・平山マサ子氏の遺品である福岡市の地図。
マサ子氏は大正12（1923）年生まれ、昭和10年代は女学
生であった。本資料は映画が好きだったマサ子氏が、映
画を見に博多に遊びに来た際に入手したという。
　地図は昭和17（1942）年に発行されたもので、西部軍
司令部許可済と印刷されている。商店・学校等の名称が

表記され、特に博多部の商店は詳細に記されている。西
部軍司令部のあった福岡城趾に関しては、機密保持のた
めか建物の配列や名称が記されていない。戦時期の福岡
市を知る上で貴重な資料である。

42. 村田邦夫資料
	 （寄贈者）村田邦夫
	 （現住所）福岡市西区戸切
　福岡藩士村田家に伝来した脇差1口。村田家は黒田
二十四騎の一人である村田出羽吉次を祖とする。吉次は
幼年期に黒田家に仕官、朝鮮出兵で活躍し、長政から朱
柄の槍の使用を許された。関ヶ原合戦時は黒田如水（孝
高）に従い九州各地を転戦。この時、鍋島家に無傷の家
臣がいるということで、その姓をもらい村田に姓を改め
た。
　本資料は、無銘で所用者についても不詳であるが、村
田家で代々伝えられてきたもの。

〈寄託資料〉

1. 内海一雄資料
	 （寄託者）内海一雄
	 （現住所）福岡市東区香椎
　内海蘭渓（1738 〜 1819）が残した記録。蘭渓は博多呉
服町下で薬種問屋を営む傍ら、本草学者としても活躍し、
十代藩主黒田斉清の信任を得て薬園奉行に取り立てられ
た人物。当館所蔵黒田資料にある植物図譜「本草正画譜」
は、元々は蘭渓が作成した図譜であったが、その完成度
の高さによって斉清の求めるところとなったものであ
る。
　全体の内訳は、「蘭渓翁記録一〜九」（8冊）と「御薬園
伝書十二」（1冊）の9冊で、内容は、斉清関係、内海家の
系譜、家中諸士関係、薬種商関係、薬園奉行関係などか
らなる。特に「記録七」にある「雑用記」は、簡単な記述
ながら、寛政3年〜文化9年の間の博多の出来事を収録し
た年代記として貴重な情報を含んでいる。本資料は以前
から奥村武氏によって紹介されているもの。関連資料と
しては、当館以外では「本草正画譜」（九州大学蔵、当館
所蔵分の分かれ）、内海蘭渓像（個人蔵）などがある。

2. 飯盛山出土瓦経
　縦22.3㎝、横18.5㎝、厚1.7㎝の粘土板の表裏面に1行
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幅1.7㎝の縦罫線を10行分引き、1行17文字ずつ経典の文
字を刻み、焼き上げている。左上隅が少し欠けているの
を除けば、完全な形で残っている。色調は表面が灰黒色、
裏面が黄褐色である。
　経典は妙法蓮華経方便品第二にあたり、裏面の罫線右
上の欄外に第一巻十九枚目を表す「一十九」の丁付が刻
まれている。
　粘土板のサイズ・焼成、刻まれた字の書体から、福岡
市西区・飯盛山山頂で発見された永久2（1114）年銘瓦経
の一部とみられる。
　飯盛山出土瓦経は、その多くが破片となって全国に散
らばっており、本品のような完全な形のものは、大変貴
重である。

3. 筑紫丘高等学校資料（追加分）
	 （寄託者）筑紫丘高等学校
	 （現住所）福岡市南区野間
　平成2年度寄託資料の追加分。ナウマン象の臼歯で右
側上顎に相当する。縦・横15㎝、厚さ5㎝である。昭和
26（1951）年、福岡市南区老司、那珂川の河床で個人に
より採集された。福岡市内出土としては唯一である。

4. 鳥飼八幡宮資料
	 （寄託者）鳥飼八幡宮
	 （現住所）福岡市中央区今川
　大正時代に福岡荒戸町（中央区荒戸）で行われていた
子供山笠を描いた絵馬。荒戸町は、明治になって荒戸通
町・二番丁・三番丁・四番丁・五番丁・杉土手・松土手
という町々が統合されて生まれた町で、左枠銘の「荒津
番丁」はこれらの町のことを示している。
　この山笠は博多の山笠と異なり、人形のない御輿型の
形態を持つ。「子供五番山笠」とあることから、当時少
なくとも五台以上の子供山笠があったと見られる。

〈購入資料〉

I. 一括資料

1. 松本家文書
　福岡藩の船手頭を務めた松本家の文書。
　松本家は系図によると、紀州の出身であるが、織田信
長に敗れた後流浪し、天正7（1579）年、播州姫路にて松

本勝重（光勝）が黒田家に仕えたとする。筑前入国の翌年、
慶長6（1601）年10月6日付で如水から宗像郡内で知行400
石を充行われ、代官分207石3斗9升3合9夕を預けられた。
翌慶長7年12月23日には、御牧郡内にて知行500石、代官
分519石8斗4升1合に加増となる。勝重の後は長男吉右衛
門勝良（市郎右衛門家）と次男孫九郎利勝（主殿家）の2家
に別れ、寛永14（1637）年7月28日付で二代藩主黒田忠之
からそれぞれ知行400石と300石を与えられた。
　本文書群は嫡流家に伝来した文書であり、これまで存
在が知られなかった未公開のものである。従来知られて
いた松本家文書は次男家のもので、『福岡県史』近世史
料編・福岡藩初期（下）に81通が翻刻紹介されている。
　藩祖黒田孝高（如水）・初代藩主黒田長政の発給文書が
半数を占め、孝高・長政時代の黒田家家臣、歴代藩主の
知行充行状、豊臣秀吉の朱印状等、すべて新出の文書で
ある（一部、次男家の文書に写として伝来）。

2. 立花実山関係資料
　福岡藩三代藩主黒田光之の側近で「南方録」で知られ
る立花実山（五郎左衛門重根）関係の資料5点。四代藩主
黒田綱政夫人の院号（心空院）受戒に関する記録、黒田
光之死後に実山が出家を願い出た願書の控、江戸参勤時
の覚書など、主に藩主家や藩政に関わる資料であり、藩
士としての立花実山の動向がうかがい知れる。いずれも
屏山文庫旧蔵資料。

3. 西鉄ライオンズユニフォーム資料
　西鉄ライオンズは、昭和26（1951）年に創立したプロ
野球チームである。平和台野球場を本拠地とし、昭和31

（1956）年から日本シリーズ3連覇を達成した。福岡市の
現代を考える上でも重要な存在である。
　本資料群は、常設展示室に展示するために複製した、
3連覇達成時のユニフォームである。帽子・上着・下着・
ベルト・アンダーシャツ・ストッキングからなる。
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寄贈資料　1. 内田改造資料

1. 内田改造資料
〈資料内訳〉
1. 社会生活の用具	� 	2件2点
2. 芸能・娯楽の用具	� 	5件5点
3. その他（書籍）	� 	8件8点
4. その他（近代資料）	� 	43件81点

5. その他（写真資料）	� 	790件793点
　（1）写真アルバム	� 	72件72点
　（2）紙焼き写真	� 	699件702点
　（3）ネガアルバム	� 	19件19点
	 〈総計〉	848件889点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 冷泉小学校閉校記念色
紙

平成10年3月
ヵ

作画 : 長谷川法
世

色紙　カラー 縦27.2　横24.0 1枚 2013P1

2 記念誌「安河内延代の
米寿を記念して　あの
日　あの頃」

昭和59年10月
7日

不詳 冊子　印刷 縦25.9　横36.5 1冊 裏にボールペン書
「平成二年四月八日
安河内眞彦氏より
頂く」

2013P2

1. 社会生活の用具

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

3 ビデオ「振興会」 昭和〜平成時
代

不詳 VHS　90分 長10.5　幅19.3
高2.7　

1本 2013P3

4 ビデオ「内田改造　焼
き印の世界　第一部　
なんじゃもんじゃ」

平成14年10月
26日、28日、
30日

撮影 : 井上康夫 VHS　120分 長10.5　幅19.3　
高2.7　

1本 2013P4

5 ビデオ「陸軍」 1944年製作 監督 : 木下恵介 VHS　録画　
モノクロ

長10.5　幅19.3　
高2.7　

1本 ケースにペン書
「H20年7月29日久
保さんより頂く」

2013P5

6 ビデオ「東雲堂」 平成18年3月 不詳 VHS　録画ヵ　
カラー

長10.5　幅19.3　
高2.7　

1本 2013P6

7 スケッチブック 昭和20年代 不詳 紙 縦15.3　横22.0　 1冊 2013P7

2. 芸能・娯楽の用具

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

8 字典（冊子「第四編　当
用漢字のくずし方」）

近代 不詳 冊子　印刷 縦26.3　横18.6　 1冊 他の冊子の一部を
抜いて別途綴った
もの

2013P8

9 篆書小辞典 著 : 安本春湖	
発行 : マール社

冊子　印刷 縦18.4　横13.3　 1冊 2013P9

10 広日本文典 初版明治37年
2月20日　大
正15年2月10
日改版第486
版

著 : 大槻文彦
発行 : 林平次郎

冊子　印刷 縦19.0　横13.5　 1冊 破損あり 2013P10

3. その他（書籍）
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

16 賞状（九州自転車競争
大会）

昭和2年5月7
日

東亜第二協賛博
覧会［印］、福岡
日日新聞社［印］
→内田改造

一紙 24.0×33.0 1枚 2013P16

17 賞状（九州自転車競争
大会）

昭和2年5月7
日

東亜第二協賛博
覧会［印］、福岡
日日新聞社［印］
→内田改造

一紙 24.0×33.0 1枚 ｢内田改造｣の左に
｢五才｣とあり

2013P17

18 賞状（九州自転車競争
大会）

昭和2年5月7
日

東亜第二協賛博
覧会［印］、福岡
日日新聞社［印］
→内田改造

一紙 24.0×33.0 1枚 ｢二着｣とあり 2013P18

19 賞状（九州自転車競争
大会）

昭和2年5月8
日

東亜第二協賛博
覧会［印］、福岡
日日新聞社［印］
→内田改造

一紙 24.0×33.0 1枚 2013P19

20 賞状（小学校年間操行
善良学業優等）

昭和5年3月25
日

福岡県福岡市冷
泉尋常小学校

［印］→内田改造

一紙 19.7×27.0 1枚 2013P20

21 感謝状（図画が優秀作
品に選出）

昭和5年6月21
日

大福岡発展研究
会［印］、福岡時
事新報社［印］→
内田改造

一紙 25.4×35.7 1枚 2013P21

22 賞状（小学校年間学業
優等）

昭和6年3月25
日

福岡県福岡市冷
泉尋常小学校

［印］→内田改造

一紙 20.0×26.9 1枚 2013P22

23 任命状（第三学期間副
級長に任命）

昭和7年1月8
日

福岡市冷泉尋常
小学校［印］→内
田改造

一紙 19.4×27.0 1通 2013P23

4. その他（近代資料）

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

11 熟語模範自書辞典 不詳 不詳 冊子　印刷 縦18.5　横12.7　 1冊 破損あり 2013P11

12 漢和辞典 不詳 不詳 冊子　印刷 縦18.5　横13.3　 1冊 破損あり 2013P12

13 書道通解 昭和8年 著 : 鈴木香雨	
発行 : 東京書道
院

冊子　印刷 縦20.8　横15.2　 1冊 破損あり 2013P13

14 字典 不詳 不詳 冊子　印刷 縦25.4　横18.2　 1冊 破損あり 2013P14

15 手帳 昭和25年〜昭
和39年

使用者 : 内田改
造

冊子　印刷 縦15.7　横9.0　 1冊 帳簿ヵ 2013P15
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

24 賞状（小学校年間操行
善良学業優等）

昭和7年3月25
日

福岡県福岡市冷
泉尋常小学校

［印］→内田改造

一紙 20.0×27.0 1枚 2013P24

25 任命状（第二学期間副
級長に任命）

昭和7年9月1
日

福岡市冷泉尋常
小学校［印］→内
田改造

一紙 19.7×26.9 1通 2013P25

26 賞状（小学校年間操行
善良学業優等）

昭和8年3月24
日

福岡県福岡市冷
泉尋常小学校

［印］→内田改造

一紙 19.6×27.1 1枚 2013P26

27 任命状（第二学期間副
級長に任命）

昭和8年9月1
日

福岡市冷泉尋常
小学校［印］→内
田改造

一紙 19.7×27.1 1通 2013P27

28 賞状（小学校年間操行
善良学業優等）

昭和9年3月24
日

福岡県福岡市冷
泉尋常小学校

［印］→内田改造

一紙 19.6×27.0 1枚 2013P28

29 任命状（第三学期間副
級長に任命）

昭和10年1月8
日

福岡市冷泉尋常
小学校［印］→内
田改造

一紙 19.5×27.0 1通 2013P29

30 卒業証書（尋常小学校
卒業）

昭和10年3月
22日

福岡県福岡市冷
泉尋常小学校長
勲八等樋口繁雄

［印］→内田五改
造

一紙 26.1×35.9 1通 2013P30

31 賞状（小学校年間操行
善良学業優等）

昭和10年3月
22日

福岡県福岡市冷
泉尋常小学校

［印］→内田改造

一紙 19.5×27.1 1枚 2013P31

32 表彰状（小学校年間皆
勤）

昭和10年3月
22日

呉服校第六回卒
業朋誠会→内田
改造

一紙 26.8×38.8 1枚 2013P32

33 任命状（第一学期間副
級長に任命）

昭和10年4月
10日

福岡男子高等小
学校［印］→内田
改造

一紙 19.6×27.6 1通 2013P33

34 賞状（遠泳会） 昭和10年7月
27日

福岡男子高等小
学校［印］→内田
改造

一紙 13.1×19.2 1枚 2013P34

35 任命状（第二学期間副
級長に任命）

昭和10年9月9
日

福岡男子高等小
学校［印］→内田
改造

一紙 19.6×27.1 1通 2013P35

36 賞状（珠算等級認定試
験）

昭和10年11月
11日

福岡市福岡男子
高等小学校［印］
→内田改造

一紙 19.5×27.2 1枚 2013P36
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

37 任命状（第三学期間級
長に任命）

昭和11年1月
14日

福岡男子高等小
学校［印］→内田
改造

一紙 19.6×27.2 1通 2013P37

38 賞状（珠算等級認定試
験）

昭和11年2月
29日

福岡市福岡男子
高等小学校［印］
→内田改造

一紙 19.6×27.2 1枚 2013P38

39 任命状（第一学期間級
長に任命）

昭和11年4月
10日

福岡男子高等小
学校［印］→内田
改造

一紙 19.6×27.0 1通 2013P39

40 賞状（硬筆競技会） 昭和11年6月
28日

福岡市福岡男子
高等小学校［印］
→内田改造

一紙 19.9×27.0 1枚 2013P40

41 任命状（第二学期間級
長に任命）

昭和11年9月1
日

福岡男子高等小
学校［印］→内田
改造

一紙 19.6×27.0 1通 2013P41

42 賞状（珠算伝票競技会）昭和11年9月
11日

福岡市福岡男子
高等小学校自彊
会［印］→内田改
造

一紙 19.4×27.1 1枚 2013P42

43 任命状（第三学期間級
長に任命）

昭和12年1月
14日

福岡男子高等小
学校［印］→内田
改造

一紙 19.6×27.0 1通 2013P43

44 賞状（硬筆競技会） 昭和12年1月
22日

福岡市福岡男子
高等小学校自彊
会［印］→内田改
造

一紙 19.4×27.1 1枚 2013P44

45 賞状（珠算一級） 昭和12年3月
20日

福岡市福岡男子
高等小学校自彊
会長奥園悦次郎

［印］→内田改造

一紙 19.7×27.1 1枚 2013P45

46 賞状（小学校年間操行
善良学業優等）

昭和12年3月
23日

福岡県福岡市福
岡男子高等小学
校［印］→内田改
造

一紙　印刷　
墨書　

19.6×27.1 1枚 2013P46

47 表彰状（高等小学校卒
業）

昭和12年3月
23日

大福岡発展研究
会総裁正二位勲
一等子爵栗野慎
一郎［印］→内田
改造

一紙　印刷　
墨書　

25.8×36.1 1枚 2013P47

48 卒業証書（高等小学校
卒業）

昭和12年3月
23日

福岡県福岡市福
岡男子高等小学
校長正八位奥園
悦次郎［印］→内
田改造

一紙　印刷　
墨書　

26.1×36.4 1通 2013P48
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

49 通告表（昭和4年度・小
学校1年生）

昭和5年3月25
日

福岡市冷泉尋常
小学校［印］→内
田改造

一紙　印刷　
ペン書　

22.7×27.2 1通 2013P49

50 通告表（昭和5年度・小
学校2年生）

昭和6年3月25
日

福岡市冷泉尋常
小学校［印］→内
田改造

一紙　印刷　
ペン書　

22.7×27.2 1通 2013P50

51 通告表（昭和6年度・小
学校3年生）

昭和7年3月25
日

福岡市冷泉尋常
小学校［印］→内
田改造

一紙　印刷　
ペン書　

22.7×27.2 1通 2013P51

52 通告表（昭和7年度・小
学校4年生）

昭和8年3月24
日

福岡市冷泉尋常
小学校［印］→内
田改造

一紙　印刷　
ペン書　

23.0×27.5 1通 2013P52

53 通告表（昭和8年度・小
学校5年生）

昭和9年3月24
日

福岡市冷泉尋常
小学校［印］→内
田改造

一紙　印刷　
ペン書　

23.3×27.3 1通 2013P53

54 通告表（昭和9年度・小
学校6年生）

昭和10年3月
24日ヵ

福岡市冷泉尋常
小学校［印］→内
田改造

一紙　印刷　
ペン書　

23.0×27.0 1通 2013P54

55 通告表（昭和10 〜 11年
度・高等小学校）

昭和11年3月
24日

福岡県福岡市福
岡男子高等小学
校［印］→内田改
造

一紙　印刷　
ペン書　

23.4×30.8 1通 2013P55

56 履歴書 昭和20代ヵ 内田改造 書綴　印刷　
ペン書　

20.1×9.0 1綴 2013P56

57 証書（現役兵証書） 昭和19年5月
15日

福岡聡隊区司令
官［印］→内田改
造

一紙　印刷　 18.0×13.4 1枚 2013P57

58-1 スケッチ（旧住吉堤） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 15.2×20.7 1枚 58-1 〜 58-37は明治
30年代を回顧した
スケッチ、袋に一
括

2013P58

58-2 スケッチ（旧博多海岸）昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.7×17.9 1枚 2013P59

58-3 スケッチ（県庁前） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.5×18.0 1枚 表面に｢明治三十五
年頃｣とあり

2013P60

58-4 スケッチ（天神町十字
路）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.7×17.9 1枚 表面に｢明治三十年
頃｣とあり

2013P61

58-5 スケッチ（京公園競馬
場）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.6×17.8 1枚 表面に｢明治三十五
年頃｣とあり

2013P62
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

58-6 スケッチ（博多電気灯
会社）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.8×18.1 1枚 表面に｢博多最初ノ	
発電所｣｢明治三十	
五年頃｣、裏面に絵
あり

2013P63

58-7 スケッチ（現	水上公
園、西中洲附近）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨・
ボールペン画　

12.7×18.1 1枚 表面に｢明治三十五
年頃｣とあり

2013P64

58-8 スケッチ（博多商会） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨・
ボールペン画　

12.7×17.9 1枚 2013P65

58-9 スケッチ（明治生命） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨・
ボールペン画　

12.8×17.1 1枚 2013P66

58-10 スケッチ（少林寺） 昭和32年7月
20日

内田良蔵 画用紙　墨・
ボールペン画　

14.4×17.9 1枚 裏面に年月日付あ
り

2013P67

58-11 スケッチ（住吉橋より）昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 15.2×20.7 1枚 2013P68

58-12 スケッチ（福日新聞　
中島橋）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨・
ボールペン画　

12.7×18.0 1枚 2013P69

58-13 スケッチ（福岡城） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.8×17.9 1枚 2013P70

58-14 スケッチ（赤坂門跡） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.7×17.9 1枚 2013P71

58-15 スケッチ（春吉湖畔） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.7×17.1 1枚 2013P72

58-16 スケッチ（明治時代回
顧、発音器）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.9×17.1 1枚 2013P73

58-17 スケッチ（明治時代回
顧、発音器）

昭和30年代ヵ	
10月6日

内田良蔵 画用紙　墨画 12.7×16.9 1枚 58-16と同じ内容の
絵。焦げ跡、裏面
に「山田（ひろや）
さんへ」とあり

2013P74

58-18 スケッチ（河川のある
風景）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨・
鉛筆画　

12.8×17.1 1枚 裏面に「今井栄米
堂」｢神保本舗｣	
｢佐々の光武｣の焼
印型と思われる絵
あり

2013P75

58-19 スケッチ（街の風景） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.9×17.1 1枚 2013P76

58-20 スケッチ（曲淵貯水池）昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨・
鉛筆画　

15.2×20.6 1枚 2013P77

58-21 スケッチ（博多川） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.7×17.8 1枚 表面に｢明治三十年
頃｣とあり

2013P78

58-22 スケッチ（肥前堀） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.9×17.1 1枚 2013P79

58-23 スケッチ（旧　福岡監
獄）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 紙　墨画 14.7×20.7 1枚 2013P80
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

58-24 スケッチ（京中洲） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.5×17.9 1枚 裏面に文章あり 2013P81

58-25 スケッチ（京中洲　明
治屋）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 紙　墨画 14.2×20.3 1枚 2013P82

58-26 スケッチ（西中島） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 紙　墨画 14.0×20.7 1枚 表面に｢昭和三十五
年頃｣、裏面に絵あ
り

2013P83

58-27 スケッチ（福岡高等小
学校）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨・
ボールペン画　

12.6×17.9 1枚 2013P84

58-28 スケッチ（旧　光雲神
社）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 紙　墨・鉛筆
画　

14.0×20.3 1枚 裏面に文章あり 2013P85

58-29 スケッチ（小島馬場　
光雲神社）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨・
ボールペン画　

12.9×17.0 1枚 2013P86

58-30 スケッチ（旧　福岡海
岸）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.7×17.9 1枚 裏面に絵あり 2013P87

58-31 スケッチ（博多川河口）昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨・
ボールペン画　

8.6×17.9 1枚 2013P88

58-32 スケッチ（馬車　壱岐
の松原）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨・
ボールペン画　

12.7×17.9 1枚 表面に｢明治三十五
年頃｣とあり

2013P89

58-33 スケッチ（水鏡尋常小
学校）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 10.2×15.2 1枚 表面に｢明治二十八
年頃｣とあり

2013P90

58-34 スケッチ（須崎　お台
場）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 紙　墨画 9.9×15.6 1枚 2013P91

58-35 スケッチ（お台場） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 紙　墨画 9.9×15.6 1枚 58-33と同じ場所の
絵ヵ

2013P92

58-36 スケッチ（高砂館（櫛田
神社境内））

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 17.9×10.9 1枚 表面に｢明治三十年
七月建設｣、裏面に
文章あり

2013P93

58-37 スケッチ（大濠城外） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨・
ボールペン画　

12.6×17.9 1枚 裏面に絵あり 2013P94

58-38 スケッチ（オイツチニ
の薬屋）

昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 12.5×18.8 1枚 表面に文章あり 2013P95

58-39 スケッチ（山林風景） 昭和30年代ヵ 内田良蔵 画用紙　墨画 20.7×15.2 1枚 山林に小屋が見え
る画

2013P96



20
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59 写真アルバム	
（遠足、博多祇園山笠、
クラス集合写真、博多
松囃子、東亜博覧会ほ
か）

大正〜昭和時
代

福岡市博多区、
中央区ほか

冊子　白黒写
真51枚

14.7×20.5×2.8 1冊 整理番号 a1 2013P97

60 写真アルバム	
（内田改造の生育写真、
博多祇園山笠、博多松
囃子ほか）

大正〜昭和時
代

福岡市博多区 冊子　白黒写
真51枚

18.1×26.5×2.5 1冊 破損あり、整理番
号 a2

2013P98

61 写真アルバム	
（大濠公園、博多祇園
山笠、博多おくんち、
宮島旅行ほか）

近代 福岡市博多区、
中央区ほか

冊子　白黒写
真106枚

25.0×18.5×3.0 1冊 破損あり、整理番
号 a3

2013P99

62 写真アルバム	
（博多祇園山笠、家族、
クラス集合写真、葬儀、
結婚写真ほか）

近代 福岡市博多区
旧川口町ほか

冊子　白黒写
真53枚

18.0×27.4×2.5 1冊 整理番号 a4 2013P100

63 写真アルバム
（博多松囃子、遠足、
博多祇園山笠、婦人会、
家族、運動会、内田焼
印製造所ほか）

昭和時代 福岡市博多区
ほか

冊子　白黒写
真109枚

27.0×24.5×3.7 1冊 整理番号 a5 2013P101

64 写真アルバム	
（遠足、博多祇園山笠
ほか）

昭和時代 福岡市博多区
ほか

冊子　白黒写
真13枚

8.4×12.8×0.7 1冊 整理番号 a6 2013P102

65 福岡男子高等学校　卒
業記念アルバム

昭和20年3月 福岡市中央区
旧天神町ほか

冊子　白黒写
真　	

16.5×22.5 1冊 破損大、表紙に印
字「第二十五回 / 卒
業記念 / 昭和二十
年三月 / 福岡男子
高等小学校」、整理
番号 a7

2013P103

66 写真アルバム	
家族写真（内田照子ほ
か）

大正〜昭和時
代

不詳 冊子　白黒写
真16枚

18.4×14.2 1冊 表紙に「給與台帳　
九州支店」、整理番
号 a8

2013P104

67 写真アルバム	
（大濠公園、内田照子
の人生儀礼ほか）

大正〜昭和時
代

福岡市中央区
大濠公園、西
公園ほか

冊子　白黒写
真63枚

28.5×25.0 1冊 表紙に印字「祝卒業
/1967年 / ナーラン
ダー保育園」、整理
番号 a9

2013P105

68 写真アルバム	
（旅行）

昭和28年6月 不詳 冊子　白黒写
真41枚

27.2×24.7×3.5 1冊 表紙に墨書「昭和
二十八年目6.6~ 至
6.28　北海道旅行 /
すいらん會 / 思□
で乃會 / 冩眞帖」、
整理番号 a10

2013P106

5. その他（写真資料）
（1）写真アルバム
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番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

69 写真アルバム	
（内田良蔵、博多祇園
山笠、博多松囃子ほか）

大正〜昭和時
代

福岡市博多区
旧川口町

冊子　白黒写
真237枚

24.0×31.5×5.3 1冊 整理番号 a11 2013P107

70 写真アルバム	
（博多駅、博多どんた
く、結婚式、婦人会旅
行ほか）

昭和40 〜 50年
代前後

福岡市博多区
須崎町ほか

冊子　カラー
写真71枚

33.7×28.5 1冊 フエルアルバム、
整理番号 a12

2013P108

71 写真アルバム	
（北海道旅行）

昭和28年6月 北海道 冊子　白黒写
真123枚

27.0×35.0 1冊 表紙に「日本交通
公社 / 日本旅行倶
楽部福岡班 / 北海
道旅行記念写眞
集 / 自28.6.6　至
28.6.24」、整理番号
a13

2013P109

72 写真アルバム
（小学校行事、結婚式、
遠足、家族ほか）

昭和30 〜 40年
代

福岡市近郊ほ
か

冊子　白黒・
カラー写真78
枚

31.5×27.0 1冊 フエルアルバム、
整理番号 a14

2013P110

73 写真アルバム	
（結婚式、福岡市動物
園、博多祇園山笠、博
多松囃子、家族）

昭和35年 福岡市博多区
ほか

冊子　白黒・
カラー写真143
枚

33.8×29.0 1冊 裏にペン書「S35」、
整理番号 a15

2013P111

74 写真アルバム	
（博多松囃子、博多ど
んたく、打上げ旅行）

昭和60年 福岡市博多区 冊子　カラー
写真23枚

23.0×16.2 1冊	 表紙に「S60年 /85　
どんたく」、整理番
号 a16

2013P112

75 写真アルバム	
（博多祇園山笠、自宅
の花、アジア美術館）

平成14年 福岡市博多区 冊子　カラー
写真26枚

23.0×16.2 1冊 裏にボールペン書
「H14.7　山笠 / 朝
比奈さん / 清水さ
ん親子 / 我が家の
花 / アジア美術館
で　中国画家　祥
泉水墨」、整理番号
a17

2013P113

76 写真アルバム	
（博多松囃子、自宅の
花壇）

平成16年 福岡市博多区
須崎町

冊子　カラー
写真29枚

23.0×16.2 1冊 裏にペン書「H16.5　
どんたく　当番町3
日 / あじさい / 柴
田、内田、山田分」、
最後の頁にインデ
ックス2点あり、整
理番号 a18

2013P114

77 写真アルバム	
（ダイエーホークス優
勝パレード、博多祇園
山笠、千灯明ほか）

平成12 〜 15年 福岡市博多区 冊子　カラー
写真21枚

23.0×16.2 1冊 裏にペン書「別冊浜
野さんへ　H15.7/
コモダス（馬場崎）/
旭道山 / 千灯明」、
整理番号 a19

2013P115

78 写真アルバム	
（博多祇園山笠）

昭和60 〜 61年 福岡市博多区 冊子　カラー
写真22枚

21.2×13.8 1冊 表紙に黒書「S60-
61　山笠」、整理番
号 a20

2013P116
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79 写真アルバム	
（博多松囃子、博多祇
園山笠、博多どんたく、
山笠打上げ）

平成4 〜 12年 福岡市博多区
ほか

冊子　カラー
写真16枚

23.0×16.2 1冊 表紙にペン書「H4
年　どんたく / 山
笠　打上げ / 平成
12年　どんたく」、
整理番号 a21

2013P117

80 写真アルバム	
（博多祇園山笠、博多
松囃子、金比羅宮参拝
記念）

昭和58 〜 61年 福岡市博多区 冊子　カラー
写真16枚

23.0×16.2 1冊	 表紙にペン書「S58
年〜 S61年 / どん
たく　山笠 / 各當
番町」、整理番号
a22

2013P118

81 写真アルバム	
（博多どんたく、博多
松囃子）

平成10年 福岡市博多区 冊子　カラー
写真9枚

20.0×14.0 1冊	 表紙にペン書
「H10.5　どんたく」
「柴田　ひろ　内田　
あじさい」、整理番
号 a23

2013P119

82 写真アルバム	
（博多松囃子）

昭和46年 福岡市博多区 冊子　白黒・
カラー写真2枚

23.0×16.2 1冊	 裏にペン書「S46年5
月どんたく / 同　7
月山笠」、整理番号
a24

2013P120

83 写真アルバム	
（新築祝い、法事、遠足、
博多祇園山笠ほか）

昭和57年 不詳 冊子　カラー
写真21枚

20.0×14.0 1冊	 表紙にボールペン
書「佐賀」、裏にペ
ン書「江□訪問　新
□ 新 築 祝 /57.4.29　
大西へふじ　つつ
じ見」、整理番号
a25

2013P121

84 写真アルバム	
（博多松囃子、自宅の
花壇ほか）

昭和61年 福岡市博多区 冊子　カラー
写真21枚

20.0×14.0 1冊	 表紙にボールペン	
書「博多どんたく
/61.5.3　大黒流　
町内」、整理番号
a26

2013P122

85 写真アルバム	
（花）

平成11 〜 12年 福岡市博多区
須崎町

冊子　カラー
写真20枚

14.0×20.0 1冊	 裏にボールペン書
「99.10　ランタナ　
朝顔　~00.6~10　
朝顔　あじさい」、
整理番号 a27

2013P123

86 写真アルバム	
（博多松囃子、博多祇
園山笠）

平成10 〜 12年 福岡市博多区 冊子　カラー
写真9枚

14.0×20.0 1冊	 表紙にペン書「98.5　
どんたく /99.7　山
笠□見 /2000.5　ど
んたく / 川上音二
郎　H11.7.19	」、整
理番号 a28

2013P124
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87 写真アルバム	
（博多祇園山笠）

平成16年7月9
日

福岡市博多区 冊子　カラー
写真8枚

23.2×16.2 1冊	 表紙に「H16年7月9
日汐井取り　大黒
流　すの三当番」	
裏にボールペン書

「H16年7月9日汐井
取り　内田分」、ア
ルバム中にネガフ
ィルム「大黒流五番
山笠　すの三当番
町　お汐井取り」あ
り、整理番号 a29

2013P125

88 写真アルバム	
（博多松囃子、博多ど
んたく、打ち上げ旅行、
博多祇園山笠）

昭和59 〜 62年 福岡市博多区、
中央区、東峰
村、鹿児島県

冊子　カラー
写真60枚

28.9×16.1 1冊	 背表紙に「S/59年
~S/62年どんたく・
山笠」、整理番号
a30

2013P126

89 写真アルバム	
（初節供、結婚式、幼児）

平成元〜3年 不詳 冊子　カラー
写真16枚

20.0×14.0 1冊	 表紙にボールペン
書「中尾悦親子 / 今
任　孫 / 今任みゆき
挙式の日 / 山口さん　
孫」、整理番号 a31

2013P127

90 写真アルバム	
（端午の節供、親族集
合写真）

近代 不詳 冊子　カラー
写真16枚

20.0×14.0 1冊	 整理番号 a32 2013P128

91 写真アルバム
（雷山千如寺、大相撲
九州場所、内田照子と
長尾家）

平成4年11月
15日、16日、
22日

糸島市　雷山
千如寺、福岡
国際センター

冊子　カラー
写真22枚

20.0×14.0 1冊	 表紙に「雷山　92.	
11/ 九州場所 / 長
尾家」、整理番号
a33

2013P129

92 写真アルバム	
（川上音二郎碑植林祭
の祭典）

平成11年7月
20日

福岡市博多区　
沖濱稲荷大明
神

冊子　カラー
写真2枚

20.0×14.0 1冊	 表紙にボールペン
書「新派　水谷　池
野外 /H11.7	/ 川上
音二郎碑植林祭」、
整理番号 a34

2013P130

93 写真アルバム	
（和装の女性）

近代 不詳 冊子　白黒写
真2枚

20.0×14.0 1冊	 整理番号 a35 2013P131

94 写真アルバム	
（家族写真）

近代 不詳 冊子　白黒写
真14枚

20.0×14.0 1冊	 表紙にペン書「平方
家写真　後写」、裏
に「昔の写真　平方
家　内田家」、整理
番号 a36

2013P132

95 写真アルバム	
（吉井ひなめぐりほか）

平成10年 うきは市吉井
町

冊子　カラー
写真7枚

20.0×14.0 1冊	 表紙にボールペン
書「98.3　吉井ひな
めぐり」、整理番号
a37

2013P133

96 写真アルバム	
（旅行、家族写真、花博・
日本美術展）

1990年代 福岡市博多区
須崎町、北九
州市立美術館
ほか

冊子　カラー
写真21枚

20.0×14.0 1冊	 表紙にペン書「H3.	
7.14　流れ舁」、整
理番号 a38

2013P134
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97 写真アルバム	
（同窓会、祝賀会、研
修旅行）

1970年代 みやま市清水
寺、福岡市西
区今宿ほか

冊子　カラー
写真24枚

20.3×14.0 1冊	 表紙にペン書「博
多二中 PTA 役員 /
三年生懇親会 / 松
尾校長祝賀会　萩
の宝山荘 / 二中
PTA 武雄・清水
観音行き / 今宿ゴ
ミ処理場見学 / 堤
先生お別れ　見送
り」、整理番号 a39

2013P135

98 写真アルバム	
（花）

昭和59 〜平成
5年

福岡市博多区
須崎町

冊子　カラー
写真23枚

20.3×14.0 1冊	
	

表紙に鉛筆・ペン
書「84　89　91　93　
我が家の花　あじ
さい　野ぼたん　
朝顔」、整理番号
a40

2013P136

99 写真アルバム	
（法事、親族写真）

平成5年 不詳 冊子　カラー
写真10枚

20.3×14.0 1冊	 表紙にボールペン	
書「93.2　母7回忌」	
、整理番号 a41

2013P137

100 写真アルバム	
（同窓会写真、旅行（阿
蘇など））

昭和60 〜 61年 津屋崎、二日
市、熊本県阿
蘇ほか

冊子　カラー
写真22枚

20.3×14.0 1冊	 表紙にペン書「85　
津屋崎 / 川□同
窓会 /86　二日市　
大観荘」、整理番号
a42

2013P138

101 写真アルバム	
（手描個展の作品）

昭和〜平成時
代

不詳 冊子　カラー
写真21枚

20.0×14.0 1冊	 表紙にペン書「我
が家の花」裏に「ペ
ラルゴ　あじさい　
夕顔 /96.5　我が家
の花 /97　釣やじ
ね草　□連花」い
づみ□ / 手描個展
/ 井手雪甫先生」、
整理番号 a43

2013P139

102 写真アルバム	
（フラワーメッセ福岡、
墓地、個展ほか）

平成時代 福岡市 冊子　カラー
写真13枚

20.3×14.0 1冊	 裏にボールペン書
「H14.4.3死亡　泰
□さん水彩画 /
H15..3. ナミ17回忌　
美和子さん典子は
早く帰った」、写真
ケースに絵葉書6
枚あり、整理番号
a44

2013P140

103 写真アルバム	
（披露宴）

平成11年10月
30日

福岡市博多区
ホテルオーク
ラ

冊子　カラー
写真16枚

20.3×14.0 1冊	 表紙にペン書「H11.	
9. オークラ貴裕さ
ん披露宴」、11頁に
インデックスあり、
整理番号 a45

2013P141
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104 写真アルバム	
（花、展覧会の作品）

昭和〜平成時
代

福岡市博多区、
中央区

冊子　カラー
写真21枚

23.0×16.0 1冊	 裏にボールペン書
「花見 / ふじ子さん
と逢う /3.21　イム
ズで中国展」、最後
の頁にインデック
スあり、整理番号
a46

2013P142

105 写真アルバム	
（ダイエーホークス優
勝パレード、花ほか）

平成4 〜 12年 福岡市博多区 冊子　カラー
写真24枚

23.6×16.4 1冊	 表紙にボールペン
書「H12.11.26	ダイ
エー優勝パレード
/H11.10.13　貴裕
訓披露宴 /H13.4蘭　
黄　2 ヶ　ピンク
1 ヶ（山田さんよ
り）」、整理番号 a47

2013P143

106 写真アルバム	
（絵画、花）

平成14年 不詳 冊子　カラー
写真9枚

20.4×14.0 1冊	 表紙にボールペン
書「H14. 中央銀行
にて進藤和子展」、
整理番号 a48

2013P144

107 写真アルバム	
（高良大社、石橋美術
館、雷山）

平成5年 久留米市、糸
島市

冊子　カラー
写真13枚

1冊	 表紙にボールペン
書「93.5　久留米　
芥屋行」、整理番号
a49

2013P145

108 写真アルバム	
（大相撲九州場所、公
園の花壇ほか）

昭和〜平成時
代

福岡市博多区 冊子　カラー
写真17枚

19.5×14.0 1冊	 表紙裏面に鉛筆書
「88年 S63年」、整
理番号 a50

2013P146

109 写真アルバム	
（冷泉小学校閉校記念
式典、同窓会）

平成時代 福岡市博多区 冊子　カラー
写真9枚

23.1×16.3 1冊	 表紙にペン書「H10
年3月8日 / さよう
なら冷泉小学校 /
改造リーゼントホ
テルにて同窓会」、
整理番号 a51

2013P147

110 写真アルバム	
（金婚式、家族写真、
入学式ほか）

平成11 〜 13年 福岡市博多区
ほか

冊子　カラー
写真22枚

14.0×20.3 1冊	 裏にボールペン書
「99.8.9　改造　照
子金婚式/2001.4.龍
麻布入学」、整理番
号a52

2013P148

111 写真アルバム	
（織物、花ほか）

平成12年 福岡市博多区
ほか

冊子　カラー
写真17枚

23.0×16.0 1冊	 表紙にペン書「H12.	
10月~11月/ドイツ　
マッティさん/内田　
花　作品」、整理番
号a53

2013P149

112 写真アルバム	
（花、奈良屋小学校の
集まりほか）

平成9 〜 10年 福岡市博多区
須崎町

冊子　カラー
写真18枚

20.2×14.0 1冊	 表紙にペン・鉛
筆書「武富一家
H10/1.3　/　奈良
屋旧恩帰　98.3　/
下川の椿　98.2　/	
我が家の花　98.4」	
、整理番号 a54

2013P150
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番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

113 写真アルバム	
（花）

平成8 〜 9年頃 福岡市博多区 冊子　カラー
写真24枚

20.2×14.0 1冊	 表紙にペン書「我
が家の花」裏に「ペ
ラルゴ　あじさい　
夕顔 /96.5　我が家
の花 /97　釣やじ
ね草　□連花」、整
理番号 a55

2013P151

114 写真アルバム	
（同窓会、愛宕神社ほ
か）

平成10年 福岡市西区ほ
か

冊子　カラー
写真14枚

20.4×14.0 1冊	 表紙に鉛筆書「H10.	
10.24　角屋で同窓
会」、ペン書「98.11.1　
愛宕様　小林　大
塚　内田」、整理番
号 a56

2013P152

115 写真アルバム	
（花）

平成12年 福岡市博多区
須崎町

冊子　カラー
写真16枚

20×14.1 1冊	 最終頁にインデッ
クスあり、整理番
号 a57

2013P153

116 写真アルバム	
（花）

平成9年 福岡市博多区 冊子　カラー
写真16枚

19.5×14.0 1冊	 表紙に鉛筆書「老人
会　宮地11/14　泰
□さん　H9.11.3　
□□まつり」、整理
番号 a58

2013P154

117 写真アルバム	
（新築祝い、内田焼印
製鉄所、花畑ほか）

平成8 〜 9年 福岡市博多区、
南区、大分県
九重ほか

冊子　カラー
写真21枚

23.3×16.2 1冊	 裏にペン書「96.6.二
瓶さんと /96.8鈴木
のり子　村山新築
祝 /97.5九重花公
園」、整理番号 a59

2013P155

118 写真アルバム	
（花、同窓会ほか）

平成13年 福岡市博多区、
中央区、津屋
崎、佐賀県唐
津市ほか

冊子　カラー
写真25枚

23.3×16.2 1冊	 表紙にボールペン
書「H13年10月20
日木曽路で / 川□
同窓会　横山88才
祝」、整理番号 a60

2013P156

119 写真アルバム	
（花）

平成時代 福岡市博多区
須崎町

冊子　カラー
写真13枚

23.3×16.2 1冊	 整理番号 a61 2013P157

120 写真アルバム	
（ハウステンボス）

平成時代 長崎県ハウス
テンボス

冊子　カラー
写真14枚

23.3×16.2 1冊	 整理番号 a62 2013P158

121 写真アルバム	
（花）

平成7年 福岡市中央区
城内ほか

冊子　カラー
写真12枚

20.4×13.9 1冊	 表紙にペン書「城内
花見、紅葉見」、整
理番号 a63

2013P159

122 写真アルバム	
（旅行（阿蘇〜福岡県南
部））

昭和60年11月 みやま市、熊
本県阿蘇地方
ほか

冊子　カラー
写真24枚

19.6×13.9 1冊	 整理番号 a64 2013P160

123 写真アルバム	
（長崎旅行）

昭和60年 長崎県 冊子　カラー
写真16枚

20.3×13.3 1冊	 表紙に「85.8　簡易
御會旅行」、整理番
号 a65

2013P161
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124 写真アルバム	
（花、宗像大社ほか）

平成9 〜 11年 福岡市博多区
須崎町、宗像
大社ほか

冊子　カラー
写真35枚

14.0×20.0 1冊	 表紙にペン書「97.	
11宗像退社 / 老人
会 /98.9/ 憲一君
帰宅 /99.4/ 丸山
公園 /99.6あじさ
い」「H11.6あじさ
い / 追善山笠」、裏
表紙にボールペン
書「H11.6あじさい　
家の花」、整理番号
a66

2013P162

125 写真アルバム	
（花）

平成6年9月 福岡市博多区
須崎町

冊子　カラー
写真17枚

20.2×14.0 1冊	 表紙にボールペン
書「我が家の花」、
整理番号 a67

2013P163

126 写真アルバム	
（親族写真、結婚式、
展覧会ほか）

1990年代 福岡市博多区、
城南区長尾、
ワシントン州
ほか

冊子　カラー
写真22枚

19.5×14.0 1冊	 表紙にボールペン
書「写真いろいろ　
姪 / 悦 / みゆき」、
整理番号 a68

2013P164

127 写真アルバム	
（花）

平成13年5月
25日、6月1日

福岡市博多区
須崎町

冊子　カラー
写真8枚

30.0×23.0 1冊	 整理番号 a69 2013P165

128 写真アルバム	
（花）

1990年代 不詳 冊子　カラー
写真7枚

13.0×26.1 1冊	 整理番号 a70 2013P166

129 写真アルバム	
（ハウステンボス）

平成17年 長崎県ハウス
テンボス

冊子　カラー
写真26枚

23.3×16.6 1冊	 最後頁に写真イン
デックスあり、旅
行チラシ付、整理
番号 a71

2013P167

130 写真アルバム	
（博多祇園山笠、博多
松囃子ほか）

昭和時代 福岡市博多区
ほか

冊子　白黒写
真7枚

22.0×31.0 1冊	 整理番号 a72 2013P168

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

131	 写真（母と乳幼児） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

11.1×7.8 1枚 小路谷写真株式会
社の紙製写真入れ
に6枚入っている、
表紙に「横山分・内
田分」、整理番号 f1

2013P169

132	 写真（内田照子） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×13.2 1枚 2013P170

133 写真（内田家家族） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×13.2 1枚 2013P171

（2）紙焼き写真



28

寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

134 写真（内田家家族） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×13.2 1枚 2013P172

135 写真（藤島家の玄関前で）昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P173

136 写真（子どもと女性） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.4×8.2 1枚 2013P174

137 写真（海苔の養殖） 近代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×17.8 1枚 整理番号 f2 2013P175

138 写真（海苔の養殖） 近代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×17.8 1枚 2013P176

139 写真（海苔の養殖） 近代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×17.8 1枚 2013P177

140 写真（海苔の養殖） 近代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×17.8 1枚 2013P178

141 写真（海苔の養殖） 近代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×17.8 1枚 2013P179

142 写真（大相撲十一月場所）平成4年11月22日 福岡市博多区　
福岡国際セン
ター

紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 整理番号 f3 2013P180

143 写真（大相撲十一月場所）平成4年11月22日 福岡市博多区　
福岡国際セン
ター

紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P181

144 写真（柿落大歌舞伎　船
乗り込み）

平成15年5月29日 福岡市博多区　
博多川

紙焼き　カ
ラー

10.2. ×15.2 2枚 2013P182
~183

145 写真（十二代目市川團十
郎）

平成15年5月29日 福岡市博多区
下川端町　博
多座

紙焼き　カ
ラー

10.2. ×15.2 2枚 2013P184
~185

146 写真（七代目尾上菊五郎
と中村鴈治郎）

平成15年5月29日 福岡市博多区
下川端町　博
多座

紙焼き　カ
ラー

10.2. ×15.2 2枚 2013P186
~187

147 写真（五代目	中村翫雀） 平成15年5月29日 福岡市博多区
下川端町　博
多座

紙焼き　カ
ラー

10.2. ×15.2 1枚 2013P188
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番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

148 写真（クラス集合（男子生
徒））

昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

10.5×15.2 1枚 写真上部に「十四番
二年」、整理番号 f4

2013P189

149 写真（クラス集合（男子生
徒））

昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

12.2×16.4 1枚 写真中に赤ペンで
名字の記載あり

2013P190

150 写真（クラス集合（女子生
徒））

昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

12.2×16.4 1枚 2013P191

151 写真（クラス集合（女子生
徒））

昭和時代 福岡市博多区 紙 11.5×15.7 1枚 紙焼写真の複写を
厚紙に貼り付けた
もの

2013P192

152 写真（クラス集合（女子生
徒））

昭和時代 福岡市博多区 紙 11.5×15.7 1枚 紙焼写真の複写を
厚紙に貼り付けた
もの

2013P193

153 写真（クラス集合（男子生
徒））

昭和時代 福岡市博多区 紙 11.5×15.7 1枚 紙焼写真の複写を
厚紙に貼り付けた
もの

2013P194

154 写真（料亭にて同窓生） 昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

10.9×15.2 1枚 2013P195

155 写真（卒園式） 昭和55年3月20日 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.4×8.2 1枚 「Kodak/	トーヨー
プリント」と書か
れた黄色の封筒に
一括、裏に「井上写
真」、「55.3.20」、整
理番号5

2013P196

156 写真（子ども3名） 昭和55年4月 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.4×8.2 1枚 裏に「55.4」 2013P197

157 写真（入学式） 昭和55年4月8日 多摩市 紙焼き　カ
ラー

11.4×8.2 1枚 裏に「55.4.8」 2013P198

158 写真（少女） 昭和55年4月 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.4×8.2 1枚 裏に「55.4　敦子3
才」

2013P199

159 写真（雛人形の前にて） 昭和55年3月3日 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.4×8.2 1枚 裏に「55.3.3」 2013P200

160 写真（井上と男性1名） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.6 1枚 裏に「井」 2013P201

161 写真（井上兄ヵ） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.6 1枚 裏に「兄」 2013P202
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162 写真（井上と男性1名） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.6 1枚 2013P203

163 写真（花壇にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.6 1枚 2013P204

164 写真（庭にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.6 1枚 2013P205

165 写真（井上） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.6 1枚 2013P206

166 写真（男性） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.6 1枚 2013P207

167 写真（夫婦） 昭和41年10月29日 不詳 紙焼き　白
黒

8.6×11.1 1枚 裏に「41.10.29/ 井
上」、整理番号 f6

2013P208

168 写真（男女） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.6×11.1 1枚 2013P209

169 写真（寺の門前にて） 昭和55年 浄土真宗本願
寺派　順正寺

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P210

170 写真（墓所にて） 昭和55年 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.7×8.2 1枚 2013P211

171 写真（家の玄関前にて） 昭和41年ヵ 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P212

172 写真（屏風「竹」） 平成7年2月16日 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.7×8.2 1枚 整理番号 f7 2013P213

173 写真（水墨画（節供人形））平成8年11月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P214

174 写真（書「鳥」） 平成8年11月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P215

175 写真（水墨画（蟹）） 平成8年11月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P216

176 写真（水墨画（紫陽花）） 平成8年11月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P217

177 写真（水墨画（達磨）） 平成8年11月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P218
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178 写真（水墨画（ひまわり））平成8年11月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P219

179 写真（水墨画（山水画）） 平成8年11月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P220

180 写真（水墨画（竹）） 平成8年11月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P221

181 写真（水彩画（花）） 平成8年11月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P222

182 写真（水彩画（鬼灯）） 平成8年11月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P223

183 写真（水彩画（秋桜）） 平成8年11月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P224

184 写真（水墨画（松）） 昭和59年5月13日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 屏風、整理番号 f8 2013P225

185 写真（水墨画（椿）） 昭和59年5月13日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 屏風　 2013P226

186 写真（水墨画（滝）） 昭和59年5月13日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P227

187 写真（水墨画（洞門）） 昭和59年5月13日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P228

188 写真（水墨画（洞門）） 昭和59年5月13日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P229

189 写真（水墨画（川）） 昭和59年5月13日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P230

190 写真（水墨画（山）） 昭和59年5月13日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P231

191 写真（水墨画（滝）） 昭和59年5月13日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P232

192 写真（個展会場にて） 昭和59年5月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P233

193 写真（個展会場にて） 昭和59年5月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P234
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194 写真（水彩画（花）） 昭和59年5月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P235

195 写真（水彩画（竹）） 昭和59年5月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P236

196 写真（水墨画（滝）） 昭和59年5月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P237

197 写真（水墨画（瀬戸の村））昭和59年5月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P238

198 写真（水彩画（花）） 昭和59年5月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P239

199 写真（暖簾の梅） 昭和59年5月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P240

200 写真（掛軸（月と断崖）） 昭和59年5月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P241

201 写真（掛軸（竹）） 昭和59年5月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P242

202 写真（掛軸（朝顔）） 昭和59年5月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P243

203 写真（水彩画（菖蒲）） 昭和59年5月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P244

204 写真（水墨画（滝）） 昭和59年5月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P245

205 写真（水墨画（梅）） 平成7年2月16日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.9 1枚 2013P246

206 写真（高千穂峡） 昭和時代 宮崎県高千穂 紙焼き　カ
ラー

11.4×8.2 1枚 裏に「岸原さん撮
影」

2013P247

207 写真（高千穂峡） 昭和時代 宮崎県高千穂 紙焼き　カ
ラー

11.4×8.2 1枚 2013P248

208 写真（ハウステンボス） 平成時代 長崎県ハウス
テンボス

紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P249

209 写真（フラワーパーク） 平成15年5月28日 大分県天ヶ瀬 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P250
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210 写真（フラワーパーク） 平成15年5月28日 大分県天ヶ瀬 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P251

211 写真（花壇） 平成17年4月16日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P252

212 写真（プランターの花） 平成15年6月4日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P253

213 写真（プランターの花） 平成15年6月4日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P254

214 写真（プランターの花） 平成15年5月28日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P255

215 写真（プランターの花） 平成15年5月26日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P256

216 写真（プランターの花） 平成15年5月26日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P257

217 写真（プランターの花） 平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P258

218 写真（プランターの花） 平成時代 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P259

219 写真（牡丹と） 平成3年4月21日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P260

220 写真（花見） 平成15年3月30日 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P261

221 写真（花見） 平成15年3月30日 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P262

222 写真（旅館での食事風景）昭和61年5月6日 長崎県 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.4 1枚 2013P263

223 写真（旅館） 昭和61年5月6日 長崎県 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.4 1枚 2013P264

224 写真（浦上天主堂前にて）昭和61年5月 長崎県浦上天
主堂

紙焼き　カ
ラー

11.4×8.2 1枚 2013P265

225 写真（平和祈念公園にて）昭和61年5月 長崎県平和記
念公園

紙焼き　カ
ラー

11.4×8.2 1枚 2013P266
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226 写真（眼鏡橋にて） 昭和61年5月 長崎県眼鏡橋 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P267

227 写真（平和記念公園にて）昭和61年5月 長崎県平和記
念公園

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P268

228 写真（浦上天主堂前にて）昭和61年5月 長崎県浦上天
主堂

紙焼き　カ
ラー

11.7×8.2 1枚 2013P269

229 写真（オランダ村にて） 昭和61年5月 長崎県オラン
ダ村

紙焼き　カ
ラー

14.9×10.1 1枚 2013P270

230 写真（オランダ村にて） 昭和61年5月 長崎県オラン
ダ村

紙焼き　カ
ラー

16.4×11.6 1枚 2013P271

231 写真（グラバー園にて） 昭和61年5月 長崎県グラバ
ー園

紙焼き　カ
ラー

11.6×16.4 1枚 2013P272

232 写真（内田照子） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.1×6.1 1枚 アルバムに貼付痕
あり、整理番号 f10

2013P273

233 写真（女性5名） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

11.9×7.8 1枚 2013P274

234 写真（防空壕の前にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

12.9×18.9 1枚 2013P275

235 写真（公園内の池にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

12.9×18.9 1枚 2013P276

236 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 白封筒表に「内田さ
ま / □哉さん結婚
式」、裏に「内田様」、
整理番号 f11

2013P277

237 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P278

238 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P279

239 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.9 1枚 2013P280

240 写真（結婚式） 昭和56年6月1日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.9 1枚 写真下部にボール
ペン書「56.6　□さ
ん」

2013P281
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241 写真（稲田龍吉先生像） 平成21年3月22日 福岡市東区馬
出九州大学病
院内

紙焼き　カ
ラー

21.0×29.7 1枚 整理番号 f12 2013P282

242 写真（稲田龍吉先生像） 平成21年3月22日 福岡市東区馬
出九州大学病
院内

紙焼き　カ
ラー

21.0×29.7 1枚 2013P283

243 写真（稲田博士像碑文） 平成21年3月22日 福岡市東区馬
出九州大学病
院内

紙焼き　カ
ラー

21.0×29.7 1枚 2013P284

244 写真（稲田博士像碑文） 平成21年3月22日 福岡市東区馬
出九州大学病
院内

紙焼き　カ
ラー

21.0×29.7 1枚 2013P285

245 写真（耶馬溪にて） 昭和時代 大分県耶馬溪 紙焼き　カ
ラー

8.2×12.1 1枚 整理番号 f13 2013P286

246 写真（耶馬溪　五百羅漢
前にて）

昭和時代 大分県耶馬溪 紙焼き　カ
ラー

8.2×12.1 1枚 2013P287

247 写真（耶馬溪にて） 昭和時代 大分県耶馬溪 紙焼き　カ
ラー

8.2×12.1 1枚 2013P288

248 写真（耶馬溪にて） 昭和時代 大分県耶馬溪 紙焼き　カ
ラー

8.2×12.1 1枚 2013P289

249 写真（耶馬溪にて） 昭和時代 大分県耶馬溪 紙焼き　カ
ラー

8.2×12.1 1枚 2013P290

250 写真（耶馬溪の紅葉） 昭和時代 大分県耶馬溪 紙焼き　カ
ラー

11.2×8.2 1枚 No.251と同じ被写
体

2013P291

251 写真（耶馬溪の紅葉） 昭和時代 大分県耶馬溪 紙焼き　カ
ラー

11.2×8.2 1枚 No.250と同じ被写
体

2013P292

252 写真（耶馬溪の紅葉） 昭和時代 大分県耶馬溪 紙焼き　カ
ラー

11.2×8.2 1枚 No.253と同じ被写
体

2013P293

253 写真（耶馬溪の紅葉） 昭和時代 大分県耶馬溪 紙焼き　カ
ラー

11.2×8.2 1枚 No.252と同じ被写
体

2013P294
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254 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 中原カメラの封筒
に一括、表に「ナー
ランダー　こんし
ん会」、裏に鉛筆書

「江上 / 石原 / 西
村 / 中川 / 前田 /
園長 / 野田 / 竹井
/ 大塚 / 内田 / □
木 / □□ / 岩崎」

「波多江 / 澤見 / 浅
川 / 林 / 出口 / 松
井 / 下河内 / 柴田」

「21」、整理番号 f14

2013P295

255 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 裏に鉛筆書「中川 /
林」「2」

2013P296

256 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 裏に鉛筆書「古賀 /
前田 / 波多江 / 園
長/浅川/西村」「6」

2013P297

257 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 裏に鉛筆書「副 / 野
田 / 早田 / 岩崎 /
□□ / □木」「6」

2013P298

258 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 裏に鉛筆書「下河内
/ 柴田 / □□ / 浅
川」「4」

2013P299

259 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 鉛筆書「出□ / 柴田
/ 古賀 / 柴田 / 下
河内」「5」

2013P300

260 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 裏に鉛筆書「古賀先
生 / 園長先生 / 卒
園者14」「16」

2013P301

261 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 裏に鉛筆書「大塚 /
□堀 / 前田 / 白石
/ 林 / 中川」「6」

2013P302

262 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 裏に鉛筆書「園長 /
□□ / 林 / 出口 /
黒松 / 澤見 / 波多
江 / 野田」「8」

2013P303

263 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 裏に鉛筆書「江上 /
□□ / 竹井」「3」

2013P304

264 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 裏に鉛筆書「岩崎 /
早田/野田/副」「4」

2013P305
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265 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 裏に鉛筆書「下河内
/ 柴田 / 古賀 / 西
村 / 浅川 / 園長・
澤見」「7」

2013P306

266 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 裏に鉛筆書「内田 /
園長 / 前田 / 野田
/ 白石 / 竹井 / 江
上」「7」

2013P307

267 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 鉛筆書「園長 / 浅川
/ 西村 / 古賀 / 柴
田 / 下河内 / 杉井
/ 野田 / 江上」「9」

2013P308

268 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.7×11.1 1枚 鉛筆書「古賀 / 野田
/ 岩崎 / 早田 / 岡
杉 / 白石 / 前田 /
□堀 / 古□ / 内田」

「10」

2013P309

269 写真（ナーランダー保育
園懇親会）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

13.0×18.1 1枚 2013P310

270 写真（水彩画（富士山）） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 裏に「鯛飽楽にて」、
整理番号 f15

2013P311

271 写真（水彩画（鳥）） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.6×8.2 1枚 2013P312

272 写真（水彩画（滝）） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.6×8.2 1枚 2013P313

273 写真（水彩画（灯籠絵の植
物））

昭和59年9月16日 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.6×8.2 1枚 2013P314

274 写真（女性） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.5×7.7 1枚 茶封筒にペン書「栗
田妹さん」、整理番
号 f16

2013P315

275 写真（女性） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.5×7.7 1枚 2013P316

276 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 整理番号 f17 2013P317

277 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 No.278と同じ被写
体

2013P318
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278 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 No.277と同じ被写
体

2013P319

279 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P320

280 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P321

281 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P322

282 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P323

283 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P324

284 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P325

285 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P326

286 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P327

287 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P328

288 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P329

289 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P330

290 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P331

291 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P332

292 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P333

293 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P334
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294 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P335

295 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P336

296 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P337

297 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P338

298 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P339

299 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P340

300 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P341

301 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P342

302 写真（結婚披露宴） 昭和62年9月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P343

303 写真（男性） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.9 1枚 2013P344

304 写真（海外旅行） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.9 1枚 2013P345

305 写真（海外旅行（庭園ヵ））昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.9 1枚 2013P346

306 写真（家族） 平成9年1月2日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P347

307 写真（活花） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

9.1×6.4 1枚 整理番号 f18 2013P348

308 写真（親族） 昭和時代 福岡市中央区　
大濠公園

紙焼き　白
黒

7.7×10.1 1枚 裏に「横山」 2013P349
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309 写真（親族） 昭和36年3月ヵ 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 裏に「横山　1」「内
田　1」「鴻巣へ転
勤 /S36年3月 ?」

2013P350

310 写真（演舞稽古ヵ） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 裏に「17」 2013P351

311 写真（外出先にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×6.3 1枚 裏に「9」 2013P352

312 写真（玄関前にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

5.7×4.2 1枚 2013P353

313 写真（阿蘇ヵ） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.4×9.0 1枚 2013P354

314 写真（乳児と） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 裏に「38」 2013P355

315 写真（乳児と） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 裏に「38」 2013P356

316 写真（乳児と） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 2013P357

317 写真（乳児と） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 裏に「38」 2013P358

318 写真（大濠公園にて） 昭和時代 福岡市中央区　
大濠公園

紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 裏に「51」 2013P359

319 写真（大濠公園にて） 昭和時代 福岡市中央区　
大濠公園

紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 裏に「51」 2013P360

320 写真（厳島神社にて） 昭和時代 広島県厳島神
社

紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 2013P361

321 写真（乳児と） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 裏に「38」 2013P362

322 写真（阿蘇ヵ火口にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 2013P363

323 写真（山上の道路にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 2013P364
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324 写真（女性） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 2013P365

325 写真（松林にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.7×8.7 1枚 2013P366

326 写真（参道にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.5×8.9 1枚 2013P367

327 写真（男子学生） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

5.7×4.2 1枚 2013P368

328 写真（自宅の縁側にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.6×11.2 1枚 2013P369

329 写真「村山新築祝」 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.1×11.8 1枚 2013P370

330 写真「村山にて」 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.2×12.0 1枚 2013P371

331 写真（内田改造と姉妹） 大正末期〜昭和初
期

不詳 紙焼き　白
黒

8.7×12.6 1枚 複写 2013P372

332 写真（女性ら） 近代 不詳 紙焼き　白
黒

8.7×12.6 1枚 2013P373

333 写真（演芸会） 近代 不詳 紙焼き　白
黒

8.9×12.5 1枚 裏に「4」 2013P374

334 写真（村山歯科玄関前に
て）

昭和時代 村山歯科 紙焼き　白
黒

11.7×8.9 1枚 2013P375

335 写真（山上にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

9.0×13.0 1枚 2013P376

336 写真（日本庭園にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

9.0×13.0 1枚 2013P377

337 写真（演芸会） 近代 不詳 紙焼き　白
黒

11.0×15.2 1枚 2013P378

338 写真（卒園式ヵ） 近代 不詳 紙焼き　白
黒

11.0×15.2 1枚 2013P379

339 写真（稚児ヵ衣装の子ど
もたち）

近代 不詳 紙焼き　白
黒

12.7×17.8 1枚 複写 2013P380
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340 写真（子どもたち） 近代 不詳 紙焼き　白
黒

12.7×17.8 1枚 複写 2013P381

341 写真（梅の花と） 昭和時代 太宰府天満宮 紙焼き　カ
ラー

8.1×11.4 1枚 2013P382

342 写真（あじさいと） 昭和48年 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.1×11.4 1枚 2013P383

343 写真「村山にて」 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.1×11.4 1枚 2013P384

344 写真（ススキと） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.1×11.4 1枚 2013P385

345 写真（親族） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.1×11.4 1枚 2013P386

346 写真（親族） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.1×11.4 1枚 2013P387

347 写真「井上秀雄入□見舞」昭和時代 奈□□生園 紙焼き　カ
ラー

8.1×11.4 1枚 2013P388

348 写真「於　糸島雷山」 昭和51年6月17日 糸島市　雷山
千如寺

紙焼き　カ
ラー

8.1×11.4 1枚 裏に「51.6.17」 2013P389

349 写真「於　糸島西浦　海
岸」

昭和51年6月17日 福岡市西区西
浦

紙焼き　カ
ラー

8.1×11.4 1枚 裏に「51.6.17」 2013P390

350 写真（潮干狩り） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.1×11.4 1枚 2013P391

351 写真「村山新築祝」 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

7.6×10.8 1枚 裏に「2回」「横山」 2013P392

352 写真（食事風景　庭） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×8.4 1枚 2013P393

353 写真「武富披露宴」 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.5×8.5 1枚 2013P394

354 写真（法事） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.4 1枚 2013P395

355 写真（披露宴） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.4 1枚 2013P396
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356 写真（披露宴） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.4 1枚 2013P397

357 写真（披露宴） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.4 1枚 2013P398

358 写真（法事） 昭和62年3月12日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 裏に「栗田」 2013P399

359 写真「下川披露宴」 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 裏に「横山様」 2013P400

360 写真「栗田葬式の後自宅
にて」

昭和62年9月24日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 裏に「S62年9月24」 2013P401

361 写真（女性4名） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×12.7 1枚 裏に「横山様」 2013P402

362 写真「栗田□哉さん結婚
式」

昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×12.7 1枚 裏に「横山様」 2013P403

363 写真（食事風景） 近代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×12.7 1枚 2013P404

364 写真（食事風景） 近代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×12.7 1枚 2013P405

365 写真「ナミ17回忌」 平成15年3月2日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×12.7 1枚 裏に「H15.3.2」 2013P406

366 写真「ナミ17回忌」 平成15年3月2日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×12.7 1枚 裏に「H16.3.2」H15
年の間違いヵ

2013P407

367 写真「ナミ17回忌」 平成15年3月2日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×12.7 1枚 裏に「H15.3.2（日）」 2013P408

368 写真「ナミ17回忌」 平成15年3月2日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×12.7 1枚 裏に「H15.3.2（日）」 2013P409

369 写真「母ナミ17回忌」 平成15年3月2日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×12.7 1枚 裏に「H15.」 2013P410

370 写真「村山新築祝　3回
目」

平成9年6月5日 福岡市南区野
間

紙焼き　カ
ラー

8.7×12.7 1枚 裏に「平成9年6月5
日」

2013P411

371 写真「新築祝」 平成9年6月5日ヵ 福岡市南区野
間

紙焼き　カ
ラー

11.7×16.4 1枚 裏に「新□」 2013P412
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372 写真（年祝い記念ヵ） 昭和56年11月ヵ 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×17.8 1枚 裏に「S56.11」 2013P413

373 写真（博多祇園山笠水法
被姿）

昭和30 〜 40年代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

6.2×6.2 1枚 白封筒表にペン書
「山、どんたく /30
年代 /40年代」、裏
に「□山□□ /S38
年頃 /44年寿通り /
どんたく / 山笠 /
改造分」、写真下部
にボールペン書「山
口 / 波多江 / 宮崎
/ 内田」、裏に「4」、
整理番号 f20

2013P414

374 写真（博多祇園山笠水法
被姿）

昭和30年代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

6.2×6.2 1枚 2013P415

375 写真（博多祇園山笠大黒
流）

昭和30年代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

6.2×6.2 1枚 写真中にボールペ
ン書「内田 / 宮崎 /
山田 / 渕上 / 山口
/ 津崎」

2013P416

376 写真（博多祇園山笠当番
法被姿）

昭和37年7月 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

5.2×7.4 1枚 裏に「37/7」 2013P417

377 写真（博多祇園山笠山小
屋前）

昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

9.5×7.2 1枚 アルバムに貼った
痕あり、写真下部
にボールペン書「宮
崎 / 山田 / 内田」

2013P418

378 写真（博多祇園山笠大黒
流下洲崎町）

昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

7.6×11.3 1枚 写真上部にボール
ペン書「泉 / 古本 /
高橋 / 中野 / 津崎
/ 宮崎 / 高井 / 山
口 / 内田 / 渕上 /
西山 / 中野」

2013P419

379 写真（博多祇園山笠大黒
流下洲崎町）

昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

11.4×16.1 1枚 写真中にボールペ
ン書「渕上 / 宮崎 /
内田 / 山田 / 高井
/ □人 / 山田」

2013P420

380 写真（博多松囃子大黒流）昭和時代 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　白
黒

6.2×6.2 1枚 写真下部にボール
ペン書「内田 / 高井
/ 井上 / 波多江」

2013P421

381 写真（博多松囃子大黒流）昭和時代 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　白
黒

6.2×6.2 1枚 2013P422
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382 写真（博多松囃子大黒流
賀祝い）

昭和38年5月 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

7.6×10.7 1枚 写真下部にボール
ペン書「S38.5」裏に

「38/5」

2013P423

383 写真（博多松囃子大黒流）昭和38年5月3日 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

8.7×12.6 1枚 右下部破れ、裏に
印字「大黒流　下洲
崎町　昭和卅八年
五月参日」

2013P424

384 写真（博多松囃子大黒流）昭和38年5月3日 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

13.0×19.0 1枚 写真下部に印字「昭
和38年5月3日　大
黒流」

2013P425

385 写真（博多松囃子大黒流）昭和38年5月3日 福岡市博多区　
寿通り

紙焼き　白
黒

13.0×19.0 1枚 写真下部にボール
ペン書「日下部 / 小
路 / こほ屋 / 井上
/ 牧尾 / 河原田 /
金津 / 手嶋 / 日高
/ 阿部 / 久我 / 城 /
樋口 / 土屋 / 石光
/ 国崎 / 梅谷 / 篠
原 / 草場 / 山口 /
入江 / 和田 / 国崎
/ 内田」

2013P426

386 写真（博多松囃子大黒流）昭和44年5月1日 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

13.2×20.2 1枚 写真下部「昭和44	
年5月1日　大黒
流」、写真中にボー
ルペン書「内田 / 山
口 / 小路 / 手嶋」

2013P427

387 写真（博多祇園山笠当番
法被姿）

昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 整理番号 f21 2013P428

388 写真（博多祇園山笠大黒
流）

昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P429

389 写真（博多祇園山笠大黒
流当番法被姿）

昭和56年 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 河原写真店の紙袋
の表紙にボールペ
ン書「S56山笠」、整
理番号 f22

2013P430

390 写真（博多祇園山笠大黒
流当番法被姿）

昭和56年 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P431

391 写真（博多祇園山笠当番
法被姿）

昭和56年 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P432

392 写真（博多祇園山笠当番
法被姿）

昭和56年 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P433
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393 写真（博多祇園山笠当番
法被姿）

昭和56年 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P434

394 写真（博多祇園山笠大黒
流当番法被姿）

昭和56年 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.2×12.7 1枚 2013P435

395 写真（博多祇園山笠当番
町の引き継ぎ）

昭和56年 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.2×12.7 1枚 2013P436

396 写真（博多祇園山笠大黒
流打ち上げ旅行ヵ）

昭和58年5月6日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P437

397 写真（博多祇園山笠大黒
流打ち上げ旅行ヵ）

昭和58年5月6日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P438

398 写真（博多松囃子大黒流
パレード）

昭和58年5月 福岡市博多区
中洲一丁目

紙焼き　カ
ラー

8.2×12.7 1枚 2013P439

399 写真（博多松囃子大黒流
パレード）

昭和58年5月 福岡市博多区
中洲一丁目

紙焼き　カ
ラー

8.2×12.7 1枚 2013P440

400 写真（博多松囃子大黒流
パレード）

昭和58年5月 福岡市博多区
中洲一丁目

紙焼き　カ
ラー

8.2×12.7 1枚 2013P441

401 写真（博多松囃子大黒流
内田家表敬）

昭和58年5月 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.2×12.7 1枚 2013P442

402 写真（博多松囃子大黒流
内田家接待）

昭和58年5月 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.2×12.7 1枚 2013P443

403 写真（博多祇園山笠大黒
流）

昭和61年7月12日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.8×13.5 1枚 整理番号 f23 2013P444

404 写真（博多祇園山笠大黒
流）

昭和61年7月12日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.8×13.5 1枚 2013P445

405 写真（博多祇園山笠大黒
流）

昭和61年7月12日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.8×13.5 1枚 2013P446

406 写真（博多祇園山笠大黒
流舁き山）

昭和61年7月12日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.8×13.5 1枚 2013P447

407 写真「風末けん坊前」 平成5年5月 福岡市博多区　
風末けん坊

紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 裏に「H5」、整理番
号 f24

2013P448

408 写真（食事風景） 平成5年5月 福岡市博多区　
赤ちょうちん

紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 裏に「H5.5」 2013P449
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番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

409 写真（食事風景） 平成5年5月 福岡市博多区　
赤ちょうちん

紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 裏に「赤ちょうちん
にて /H5」

2013P450

410 写真（食事風景） 平成5年5月 福岡市博多区　
赤ちょうちん

紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 裏に「H5.5」 2013P451

411 写真（食事風景） 平成5年5月 福岡市博多区　
赤ちょうちん

紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 裏に「H5.5」 2013P452

412 写真（どんたく隊） 平成5年5月3日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

12.7×17.8 1枚 裏に「どんたく /
H5.5.3/1993.5」

2013P453

413 写真（博多松囃子稚児土
居流当番町の世話人）

昭和時代 福岡市博多区
櫛田神社

紙焼き　白
黒

10.7×14.9 1枚 普通紙表に墨書「土
居流 / 各當番山
笠」、右下にシール

「内田文書 /4」B5用
紙1枚入りボールペ
ンで上段右より「土
居　清成（印刷屋）/
川口　内田 / 浜小
路　阿部 / 片土居　
葉山（下駄屋）/ 行
町　熊本（祝具屋）
/ 昭和十二年 / 川
端　中村（砂糖屋）/
西方寺　三留（乾物
屋）/ 中土居　天田

（くすり屋）/ 大乗
寺前　田原 / 土居　
髙木（染物屋）」下
段右より「森メ / 山
本長次郎 / 内田良
蔵 / 野田作兵衛 /
品川勝四郎 / 山田
久米三郎（町総代）/
眞鍋市五郎 / 川岳
実之助 / 昭和二年
川口町有志」、整理
番号 f25

2013P454

414 写真（博多祇園山笠町総
代）

昭和12年7月 福岡市博多区
旧上土居町

紙焼き　白
黒

22.3×27.0 1枚 破れあり、裏に「土
居流　町総代 / 行
町□具屋　熊本 /
片土居　下駄屋　
葉山 / 浜小路　阿
部 / 川口　焼印屋　
内田 / 土居　御判
屋　清成 / 川端　
砂糖屋　中村 / 土
居　染物屋　髙木
/ 大乗寺　田原 /
中土居　くすり屋　
天田 / 西方寺　乾
物屋　三留」

2013P455
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415 写真（博多祇園山笠町総
代）

昭和12年7月 福岡市博多区
旧濱小路

紙焼き　白
黒

27.0×21.5 1枚 2013P456

416 写真（博多祇園山笠） 昭和12年7月 福岡市博多区
旧川口町

紙焼き　白
黒

29.2×20.0 1枚 アルバム a2に同じ
被写体あり、裏に

「昭和十二年七月 /
土居流川口町当番
町 / 改造　良蔵」

2013P457

417 写真（博多祇園山笠町総
代）

昭和12年7月 福岡市博多区
旧川口町

紙焼き　白
黒

27.4×22.7 1枚 2013P458

418 写真（博多祇園山笠町総
代）

昭和12年7月 福岡市博多区
旧大乗寺前町

紙焼き　白
黒

27.5×22.4 1枚 2013P459

419 写真（大日本帝国海軍の
制服姿の内田改造）

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

16.7×12.7 1枚 フジカラー販売株
式会社の木製額縁
M13キャビネ（24.0
×19.2）に収まる、
整理番号 f26

2013P460

420 写真（博多松囃子大黒流
接待）

平成時代ヵ 福岡市博多区 インスタン
ト（ポラロ
イド）　カ
ラー

8.3×10.2 1枚 整理番号 f27 2013P461

421 写真（博多松囃子どんた
く隊）

平成時代ヵ 福岡市博多区 インスタン
ト（ポラロ
イド）　カ
ラー

10.8×8.8 1枚 2013P462

422 写真（どんたく隊） 平成時代ヵ 福岡市博多区 インスタン
ト（ポラロ
イド）　カ
ラー

10.8×8.8 1枚 2013P463

423 写真（博多松囃子大黒流）昭和時代 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　白
黒

6.7×6.1 1枚 2013P464

424 写真（博多松囃子大黒流）昭和38年5月 福岡市中央区　
護国神社ヵ

紙焼き　白
黒

7.6×11.0 1枚 2013P465

425 写真（博多松囃子傘鉾） 昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

7.7×11.2 1枚 2013P466

426 写真（博多松囃子） 昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

7.7×11.2 1枚 裏に「国崎代町総代
の□」

2013P467

427 写真（博多松囃子） 昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

7.7×11.2 1枚 2013P468
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428 写真（博多松囃子） 昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

7.7×11.2 1枚 2013P469

429 写真（博多松囃子護国神
社の表敬）

昭和時代 福岡市中央区　
護国神社

紙焼き　白
黒

7.7×11.2 1枚 2013P470

430 写真（大黒流の人々） 昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

7.7×11.2 1枚 2013P471

431 写真（博多松囃子大黒天）昭和58年5月 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P472

432 写真（博多松囃子） 昭和55年5月 福岡市中央区　
護国神社

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 写真下部にペン書
「H4.1死亡」

2013P473

433 写真（どんたく隊内田焼
印製造所前にて）

昭和時代 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

11.4×8.3 1枚 2013P474

434 写真（博多松囃子） 昭和44年5月ヵ 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

11.4×8.3 1枚 裏に「44年 ?」 2013P475

435 写真（博多松囃子） 昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

12.7×9.0 1枚 2013P476

436 写真（どんたく隊） 平成5年5月3日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P477

437 写真（どんたく隊） 平成5年5月3日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P478

438 写真（どんたく隊） 平成9年5月3日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 裏に「長崎」 2013P479

439 写真（博多松囃子大黒流）平成10年5月3日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P480

440 写真（どんたくの打ち上
げ）

平成10年5月3日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P481

441 写真（博多どんたくパレ
ード（博多町人文化連盟
ヵ））

平成15年5月3日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P482

442 写真（どんたく通りもん）平成15年5月3日 福岡市博多区　
博多座

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P483
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443 写真（博多松囃子大黒流）平成15年5月3日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 裏に「H15/3」 2013P484

444 写真（博多松囃子稚児の
舞姫）

近代 福岡市博多区 紙焼き　白
黒

14.7×10.9 1枚 2013P485

445 写真（どんたく隊内田焼
印製造所前にて）

平成時代ヵ 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

12.7×17.8 1枚 破れあり 2013P486

446 写真「大黒流松囃子」 平成4年5月3日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

12.7×21.5 1枚 写真中に「平成4年5
月3日」

2013P487

447 写真（葬儀　火葬場） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.5×15.8 1枚 整理番号 f28 2013P488

448 写真（葬儀　火葬場） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.0×11.0 1枚 2013P489

449 写真（葬儀　祭壇前） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.5×12.2 1枚 2013P490

450 写真（葬儀　喪服姿） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 裏に「井上」 2013P491

451 写真（葬儀　食事風景） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 裏に「大西 / 井上 /
武富」

2013P492

452 写真（葬儀） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 裏に「7」 2013P493

453 写真（法事　親族） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.3 1枚 2013P494

454 写真（法事　親族） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×12.6 1枚 2013P495

455 写真（葬儀風景） 平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 裏に「武富 / 林長女
ケイコ68才 / 横山
三女由紀夫婦」

2013P496

456 写真（葬儀風景） 平成2年3月4日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 裏に「H2.3.2延代さ
ん死亡 /3.4葬儀の
時」

2013P497

457 写真（葬儀風景） 平成2年3月4日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P498
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458 写真（葬儀風景） 平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P499

459 写真（櫛田神社御遷宮ヵ）近代 不詳 紙焼き　白
黒

9.3×13.1 1枚 No.460と同じ被写
体、破損あり、整
理番号 f29

2013P500

460 写真（櫛田神社御遷宮ヵ）近代 不詳 紙焼き　白
黒

12.7×17.8 1枚 No.459と同じ被写
体、再度複写した
ものヵ

2013P501

461 写真（クラス集合（小学
校・男女ともに制服））

近代 不詳 紙焼き　白
黒

11.3×16.0 1枚 整理番号 f30 2013P502

462 写真（クラス集合（女子児
童のみ））

近代 不詳 紙焼き　白
黒

11.3×16.0 1枚 破損大、裏に「人丸
様 / 原田先生」

2013P503

463 写真（クラス集合（女子学
生のみ））

近代 不詳 紙焼き　白
黒

13.6×19.5 1枚 2013P504

464 写真（船乗り込み） 平成16年6月 福岡市博多区　
博多川

紙焼き　カ
ラー

12.7×17.8 1枚 （六月博多座大歌舞
伎）中村雀右衛門・
中山来蔵ほか、整
理番号 f31

2013P505

465 写真（船乗り込み） 平成16年6月 福岡市博多区　
博多川

紙焼き　カ
ラー

12.7×17.8 1枚 （六月博多座大歌舞
伎）中村雀右衛門
ほか

2013P506

466 写真（船乗り込み） 平成16年6月 福岡市博多区　
博多川

紙焼き　カ
ラー

12.7×17.8 1枚 （六月博多座大歌舞
伎）役者と博多券
番

2013P507

467 写真（花） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.0×8.2 1枚 整理番号 f32 2013P508

468 写真（花） 昭和61年3月21日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P509

469 写真（花） 昭和61年3月21日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P510

470 写真（花と女性） 昭和63年4月19日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P511

471 写真（花壇） 平成元年9月10日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P512
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472 写真（花壇） 平成2年4月19日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P513

473 写真（花壇） 平成2年7月10日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P514

474 写真（秋桜） 平成2年10月21日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P515

475 写真（秋桜と） 平成2年10月21日 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 裏に「二宮さんと高
田ネーム」

2013P516

476 写真（和傘を差した花壇
（連鶴））

平成3年4月25日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P517

477 写真（花壇） 平成3年6月9日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P518

478 写真（花壇） 平成4年7月20日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P519

479 写真（花壇） 平成5年4月25日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P520

480 写真（花壇） 平成5年4月25日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P521

481 写真（花壇） 平成5年4月25日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P522

482 写真（花壇） 平成5年4月25日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P523

483 写真（花壇（デンタータ））平成5年5月16日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P524

484 写真（花壇） 平成5年5月16日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P525

485 写真（花壇） 平成5年5月16日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P526

486 写真（花壇） 平成5年5月16日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P527

487 写真（花壇） 平成5年5月16日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P528
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488 写真（滝と紅葉） 平成8年11月24日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P529

489 写真（水彩画（植物）） 平成9年3月16日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P530

490 写真（水彩画（植物）） 平成9年3月16日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P531

491 写真（暖簾の植物） 平成9年5月6日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P532

492 写真（花瓶の花） 平成9年7月22日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P533

493 写真（花瓶の花） 平成9年7月22日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P534

494 写真（花瓶の花） 平成9年7月22日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 裏に「山ごぼう / ワ
レコウ / ガマ / カ
ワラナデシコ / 梶
栗さん九重より」

2013P535

495 写真（西日本菊花大会） 平成9年11月10日 宗像大社ヵ 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P536

496 写真（花壇） 平成10年11月10日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P537

497 写真（花壇） 平成10年11月10日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P538

498 写真（花壇） 平成12年4月29日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 裏に「H12年4月29
日」

2013P539

499 写真（花壇） 平成12年4月29日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P540

500 写真（花壇） 平成11年5月30日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P541

501 写真（花壇） 平成11年5月30日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P542

502 写真（花壇） 平成11年5月30日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 裏に「H11年5月30
日」

2013P543
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

503 写真（水墨画） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P544

504 写真（花壇） 昭和時代 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P545

505 写真（庭園にて） 平成時代ヵ 久留米市石橋
美術館ヵ

紙焼き　カ
ラー

8.8×12.7 1枚 2013P546

506 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.5×6.3 1枚 整理番号 f33 2013P547

507 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

15.4×11.0 1枚 2013P548

508 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.2×6.0 1枚 裏に「3」 2013P549

509 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.2×6.0 1枚 裏に「3」 2013P550

510 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.2×6.0 1枚 裏に「3」 2013P551

511 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.2×6.0 1枚 裏に「3」「片山様」 2013P552

512 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.2×6.0 1枚 裏に「3」「片山光子
様」

2013P553

513 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.6×11.8 1枚 写真下部にボール
ペン書「五女由紀
子」

2013P554

514 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.6×11.8 1枚 写真下部にボール
ペン書「光子 / ツタ
エ / □代 / 由紀子・
神田チエコ」

2013P555

515 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

12.3×8.4 1枚 2013P556

516 写真（結婚披露宴） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.7×12.5 1枚 2013P557

517 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

9.0×6.3 1枚 裏に「横山」「すみ
え　栗田結婚式」

2013P558
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

518 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

15.1×5.5 1枚 2013P559

519 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.7×12.5 1枚 裏に「泰□」「仲人
夫妻」

2013P560

520 写真（結婚式） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

12.8×9.2 1枚 2013P561

521 写真（披露宴） 昭和53年 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 2013P562

522 写真（婚礼　参列者） 昭和47年 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.7 1枚 2013P563

523 写真（婚礼　参列者） 昭和60年5月30日 不詳 紙焼き　カ
ラー

13.5×10.1 1枚 2013P564

524 写真（披露宴） 平成2年2月24日 不詳 インスタン
ト（ポラロ
イド）　カ
ラー

9.7×10.2 1枚 写真下部にボール
ペン書「H2.2.24」

2013P565

525 写真（披露宴） 平成6年5月7日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P566

526 写真（披露宴） 平成6年5月7日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P567

527 写真（博多の結納品） 平成10年9月15日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P568

528 写真（舞台　お夏狂乱） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

10.0×7.0 1枚 裏に「照子様 / お夏
狂乱」、整理番号
f34

2013P569

529 写真（風呂敷の絞り柄） 昭和58年 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 2013P570

530 写真（水墨画（滝）） 昭和58年 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 2013P571

531 写真（博多人形） 平成元年 福岡市早良区
百道浜　アジ
ア太平洋博覧
会

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 博多人形師、西頭
哲三郎製作・監修、
アジア太平洋博覧
会のパビリオン「福
岡鴻臚館」に出品
された、裏に「神代」

2013P572
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

532 写真（博多人形） 平成元年 福岡市早良区
百道浜　アジ
ア太平洋博覧
会

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 裏に「平安・奈良」 2013P573

533 写真（博多人形） 平成元年 福岡市早良区
百道浜　アジ
ア太平洋博覧
会

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 裏に「平安桃山」 2013P574

534 写真（博多人形） 平成元年 福岡市早良区
百道浜　アジ
ア太平洋博覧
会

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 裏に「江戸」 2013P575

535 写真（博多人形） 平成元年 福岡市早良区
百道浜　アジ
ア太平洋博覧
会

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 裏に「大正」 2013P576

536 写真（博多人形） 平成元年 福岡市早良区
百道浜　アジ
ア太平洋博覧
会

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 裏に「十日戎」 2013P577

537 写真（博多人形） 平成元年 福岡市早良区
百道浜　アジ
ア太平洋博覧
会

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 裏に「えびす」 2013P578

538 写真（博多人形） 平成元年 福岡市早良区
百道浜　アジ
ア太平洋博覧
会

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 裏に「大黒」 2013P579

539 写真（博多人形） 平成元年 福岡市早良区
百道浜　アジ
ア太平洋博覧
会

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 裏に「松囃子・どん
たく」

2013P580

540 写真（博多人形） 平成元年 福岡市早良区
百道浜　アジ
ア太平洋博覧
会

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 裏に「山笠」 2013P581

541 写真（博多人形） 平成元年 福岡市早良区
百道浜　アジ
ア太平洋博覧
会

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 裏に「山笠」 2013P582
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

542 写真（博多人形） 平成元年 福岡市早良区
百道浜　アジ
ア太平洋博覧
会

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 裏に「放生会」 2013P583

543 写真（SL 車） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.8 1枚 2013P584

544 写真（個展の書） 平成元年1月15日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P585

545 写真（雛人形） 平成3年3月26日 大分県日田市 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P586

546 写真（店内にて） 平成3年3月26日 大分県日田市 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 裏に「H3年3月26日
/ 漢さん栗原さん
とバスで日田へ /
おひな様見学」

2013P587

547 写真（椀（植物柄）） 平成4年5月7日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P588

548 写真（松の木の下にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

5.6×4.2 1枚 整理番号 f35 2013P589

549 写真（洋装の女性3名） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

5.8×4.2 1枚 裏に「昭和□年六月
二十三日」

2013P590

550 写真（女性と子ども3名） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

5.5×4.6 1枚 2013P591

551 写真（家族） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.1×5.6 1枚 2013P592

552 写真（海岸にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

5.6×5.4 1枚 2013P593

553 写真（子ども） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.2×5.5 1枚 2013P594

554 写真（女性と子ども2名） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.1×6.4 1枚 2013P595

555 写真（福岡市動物園にて）昭和時代 福岡市中央区
福岡市動物園

紙焼き　白
黒

6.9×6.3 1枚 裏に「9」 2013P596

556 写真（子ども2名） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.0×5.3 1枚 2013P597
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

557 写真（庭にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

5.7×7.5 1枚 2013P598

558 写真（ミシンと女性） 昭和27年2月5日 不詳 紙焼き　白
黒

8.0×5.9 1枚 裏に「昭和二十七年
二月五日撮　20才」

2013P599

559 写真（庭にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.4×8.5 1枚 2013P600

560 写真（食事風景） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.0×8.5 1枚 No.585と同じ被写
体、裏に「E881」

2013P601

561 写真（記念碑の前にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.3×8.8 1枚 裏に「6」 2013P602

562 写真（家族） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

9.0×6.4 1枚 裏に「38」 2013P603

563 写真（女性） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.1×5.5 1枚 2013P604

564 写真（内田良蔵） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.2×5.5 1枚 紙の台紙付 2013P605

565 写真（内田家姉妹兄弟ヵ）昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

10.0×7.3 1枚 2013P606

566 写真（夫婦） 昭和28年10月 福岡市中央区
大濠公園

紙焼き　白
黒

10.0×7.9 1枚 裏に「横山」「昭和
28.10」

2013P607

567 写真（平方敏子） 昭和29年1月1日 不詳 紙焼き　白
黒

9.6×7.9 1枚 裏に「昭和二十九年
1月元日 / 平方敏子　
五十二才」

2013P608

568 写真（大濠公園にて） 昭和28年10月ヵ 福岡市中央区
大濠公園

紙焼き　白
黒

7.8×10.2 1枚 裏に「□田様」 2013P609

569 写真（大濠公園にて） 昭和28年10月ヵ 福岡市中央区
大濠公園

紙焼き　白
黒

10.1×7.6 1枚 2013P610

570 写真（神社の鳥居にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

10.6×7.7 1枚 写真上部にボール
ペン書「桑原夫婦」、
裏に「桑原千恵子」

2013P611

571 写真（玄関前にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

10.5×7.4 1枚 2013P612
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

572 写真（玄関前にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

10.5×7.4 1枚 2013P613

573 写真（花畑にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

10.5×7.5 1枚 2013P614

574 写真（少年と男性） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.6×12.2 1枚 裏に「栗田家の応接
間」「24」

2013P615

575 写真（内田良蔵） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.6×12.2 1枚 裏に「8」「良蔵」 2013P616

576 写真（男児） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

11.6×8.0 1枚 2013P617

577 写真（男児） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

11.6×8.0 1枚 2013P618

578 写真（内田照子） 昭和27年8月 不詳 紙焼き　白
黒

11.6×8.1 1枚 写真下部にボール
ペン書「S27.8」

2013P619

579 写真（女子児童） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

11.8×8.2 1枚 2013P620

580 写真（家族） 近代 不詳 紙焼き　白
黒

9.5×13.3 1枚 2013P621

581 写真（男性ら6名） 近代 不詳 紙焼き　白
黒

9.7×13.7 1枚 2013P622

582 写真（内田改造と照子） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

14.6×10.6 1枚 裏に「写真の山下」 2013P623

583 写真（親族集合（祝賀ヵ））昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

10.7×15.2 1枚 2013P624

584 写真（婦人会ヵ） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

11.3×15.7 1枚 2013P625

585 写真（食事風景） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

11.7×16.2 1枚 No.560と同じ被写
体、裏に「E850」

2013P626

586 写真（山の斜面にて（国旗
を掲げ））

昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

11.4×16.2 1枚 2013P627



60

寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

587 写真（家族） 昭和36年 不詳 紙焼き　白
黒

8.9×12.7 1枚 裏に「井上東京へ久
留米より転勤 / 岡
□ /S36/」

2013P628

588 写真（家の塀の前にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.9×12.7 1枚 複写 2013P629

589 写真（和装姿） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.9×12.7 1枚 複写 2013P630

590 写真（松囃子にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

8.9×12.7 1枚 複写 2013P631

591 写真（内田焼印製造所前
にて）

昭和時代 福岡市博多区
旧川口町

紙焼き　白
黒

8.9×12.7 1枚 複写 2013P632

592 写真（筥﨑宮放生会） 昭和24年9月 福岡市東区箱
崎筥﨑宮

紙焼き　白
黒

8.9×12.7 1枚 複写、裏に「安武ふ
でさん放生会にて
/S24.9」

2013P633

593 写真（松茸狩り） 近代 不詳 紙焼き　白
黒

12.7×17.8 1枚 複写 2013P634

594 写真（女性2名と幼児3名）近代 不詳 紙焼き　白
黒

12.7×17.8 1枚 複写、写真折れあ
り

2013P635

595 写真（女性） 近代 不詳 紙焼き　白
黒

12.7×17.8 1枚 複写 2013P636

596 写真（女性） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

12.7×17.8 1枚 アルバムの複写 2013P637

597 写真（焼印製造風景） 昭和40年代ヵ 福岡市博多区
須崎町

紙　白黒印
刷

12.7×17.8 1枚 紙焼写真の複写、
裏に「S41年頃 /43
才」

2013P638

598 写真（福岡雙葉学園） 昭和時代 福岡市中央区　
福岡雙葉学園

紙焼き　カ
ラー

10.9×8.6 1枚 No.599と同じ被写
体、裏に「横山」

2013P639

599 写真（福岡雙葉学園） 昭和時代 福岡市中央区　
福岡雙葉学園

紙焼き　カ
ラー

10.9×8.6 1枚 No.598と同じ被写
体

2013P640

600 写真（福岡雙葉学園） 昭和時代 福岡市中央区　
福岡雙葉学園

紙焼き　カ
ラー

10.9×8.6 1枚 No.601と同じ被写
体、裏に「内田」

2013P641

601 写真（福岡雙葉学園） 昭和時代 福岡市中央区　
福岡雙葉学園

紙焼き　カ
ラー

10.9×8.6 1枚 No.600と同じ被写
体

2013P642
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

602 写真（福岡雙葉学園） 昭和時代 福岡市中央区　
福岡雙葉学園

紙焼き　カ
ラー

10.9×8.6 1枚 2013P643

603 写真（福岡雙葉学園） 昭和時代 福岡市中央区　
福岡雙葉学園

紙焼き　カ
ラー

10.9×8.6 1枚 2013P644

604 写真（福岡雙葉学園） 昭和時代 福岡市中央区　
福岡雙葉学園

紙焼き　カ
ラー

10.9×8.6 1枚 2013P645

605 写真（乳児と母） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.4×7.6 1枚 2013P646

606 写真（男性7名） 昭和時代 福岡市博多区
須崎町ヵ

紙焼き　カ
ラー

11.4×7.6 1枚 2013P647

607 写真（建物の屋上にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

7.5×10.8 1枚 2013P648

608 写真（博多祇園山笠山小
屋にて）

昭和時代 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.7×11.7 1枚 2013P649

609 写真（花壇の前にて） 昭和時代 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.7×11.7 1枚 2013P650

610 写真（応接間にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×11.7 1枚 2013P651

611 写真（外出先にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.7×11.7 1枚 2013P652

612 写真（庭にて幼児2名） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.9×8.6 1枚 2013P653

613 写真（男性） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.4 1枚 2013P654

614 写真（祝いの席にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.4 1枚 2013P655

615 写真（内田ナミ） 昭和49年5月 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.4 1枚 裏に「なみ」「49.5」 2013P656

616 写真（男女） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.7 1枚 2013P657

617 写真（内田良蔵） 昭和55年 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.4 1枚 2013P658
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

618 写真（庭園にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.4 1枚 2013P659

619 写真（花見） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.4 1枚 2013P660

620 写真（内田照子） 昭和58年9月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.3×11.4 1枚 2013P661

621 写真（内田焼印製造所前
にて）

昭和時代 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

12.8×8.9 1枚 破損大 2013P662

622 写真（ピクニックにて） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P663

623 写真（ピクニックにて） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P664

624 写真（花畑にて） 昭和時代 福岡市中央区
城内ヵ

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P665

625 写真（誕生日記念） 平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P666

626 写真（桜と） 平成4年4月 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P667

627 写真（乳児） 平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P668

628 写真（お宮参り） 平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P669

629 写真（乳児） 平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P670

630 写真（自宅前にて） 平成時代ヵ 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P671

631 写真（内田家親族） 平成時代 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P672

632 写真（親族） 昭和時代ヵ 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P673

633 写真（乳児） 昭和時代ヵ 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P674
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634 写真（家族） 近代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P675

635 写真（誕生祝い） 昭和59年5月3日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P676

636 写真（内田改造長女ヵ） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×13.3 1枚 2013P677

637 写真（内田改造長女ヵ） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×13.3 1枚 2013P678

638 写真（内田改造次女ヵ） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×13.3 1枚 2013P679

639 写真（内田家家族） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×13.3 1枚 2013P680

640 写真（内田良蔵、ナミ） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×13.3 1枚 2013P681

641 写真（内田照子と乳児） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×6.2 1枚 写真を半分に切っ
たもの

2013P682

642 写真（内田家親族） 昭和60年7月14日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.9×13.3 1枚 2013P683

643 写真（内田家親族） 昭和60年7月14日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

12.7×17.8 1枚 2013P684

644 写真（内田焼印製造所前
にて）

昭和63年1月1日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.2×12.0 1枚 2013P685

645 写真（食事風景） 平成元年1月27日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P686

646 写真（子ども3名） 平成元年1月27日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P687

647 写真（食事会にて） 平成2年5月2日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P688

648 写真（カメラ屋の前にて）平成8年1月5日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P689

649 写真（親族） 平成9年6月15日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P690
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650 写真（乳児） 平成9年9月9日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P691

651 写真（親族） 平成10年1月3日 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P692

652 写真（博多松囃子の表敬）平成10年5月3日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P693

653 写真（親族） 平成10年8月16日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P694

654 写真（内田照子と男性） 平成10年9月15日 福岡市博多区
須崎町ヵ

紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P695

655 写真（内田改造と男性） 平成10年9月15日 福岡市博多区
須崎町ヵ

紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P696

656 写真（男性2名　女性3名）平成22年4月5日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P697

657 写真（男性2名　女性3名）平成22年4月5日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P698

658 写真（内田焼印製造所） 平成12年10月27日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P699

659 写真（食事風景） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

5.4×6.2 1枚 裏に「19」、整理番
号 f36

2013P700

660 写真（石灯籠の前にて） 近代 不詳 紙焼き　白
黒

5.8×8.6 1枚 2013P701

661 写真（遺跡の前にて） 昭和時代 宮崎県ヵ 紙焼き　白
黒

6.0×8.8 1枚 裏に「宮崎」 2013P702

662 写真（建物の前にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.1×8.8 1枚 2013P703

663 写真（建物の駐車場にて）昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

6.3×8.8 1枚 裏に「11」 2013P704

664 写真（指宿のホテルにて）昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.2×10.2 1枚 裏に「指宿観光 / ホ
テル□」

2013P705
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665 写真（婦人会班長） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.8×11.6 1枚 裏に「天ヶ瀬 ?/ 小
林婦人会班長 ?/ 内
田婦人会班長」

2013P706

666 写真（酒席にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

9.0×12.9 1枚 一部破れあり、裏
に「篠里」

2013P707

667 写真（秋月城下にて） 昭和時代ヵ 朝倉市秋月 紙焼き　カ
ラー

10.3×10.0 1枚 2013P708

668 写真（黒門前にて） 昭和時代ヵ 朝倉市秋月 紙焼き　カ
ラー

10.3×10.0 1枚 2013P709

669 写真（秋月郷土館前にて）昭和時代ヵ 朝倉市秋月 紙焼き　カ
ラー

10.3×10.0 1枚 2013P710

670 写真（秋月郷土館にて） 昭和時代ヵ 朝倉市秋月 紙焼き　カ
ラー

10.3×10.0 1枚 2013P711

671 写真「村山家新築祝」 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

7.6×10.8 1枚 裏に「横山」 2013P712

672 写真「村山家新築祝」 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

7.6×10.8 1枚 裏に「横山 / 村山二
回目　新築祝」

2013P713

673 写真（外出先にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.8×12.3 1枚 2013P714

674 写真（同窓会ヵ） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 裏に「辺見 / □岡 /
村山 / 内田 / 先生
/ 岸原 / 篠原さん」

2013P715

675 写真（和装姿） 昭和51年 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 写真下部にボール
ペン書「51.5」、裏
に「51.6.3」

2013P716

676 写真（食事会） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P717

677 写真（海岸にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P718

678 写真（披露宴） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P719

679 写真（高千穂ヵ） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P720
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680 写真「振興会打上げ」 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P721

681 写真（山笠関係者の打上
げヵ）

昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 写真下部にボール
ペン書「S59」ペン
で「H6死亡」、裏に

「59.7/84　山笠」

2013P722

682 写真（女性4名） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 裏に「内田様」 2013P723

683 写真（応接間にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P724

684 写真（旅行風景） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P725

685 写真（旅行風景） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P726

686 写真（旅行風景） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P727

687 写真（旅行風景） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P728

688 写真（同窓会ヵ） 昭和60年8月10日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 裏に「60.8.10（土）」 2013P729

689 写真（同窓会ヵ） 昭和60年8月10日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 裏に「60.8.10（土）」 2013P730

690 写真（建物の庭にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P731

691 写真（庭園にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P732

692 写真（旅行風景） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P733

693 写真（旅行風景） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P734

694 写真（女性の集まり） 平成2年5月19日 八仙閣 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 裏に「9」「八仙閣 /
H2.5.19」

2013P735
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695 写真（八仙閣にて） 平成2年5月19日 八仙閣 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 裏に「9」「八仙閣 /
H2.5.19」

2013P736

696 写真（八仙閣にて） 平成2年5月19日 八仙閣 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 裏に「9」「八仙閣 /
H2.5.19」

2013P737

697 写真（集まり） 昭和59年9月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 No.698と同じ被写
体

2013P738

698 写真（集まり） 昭和59年9月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 No.697と同じ被写
体

2013P739

699 写真（女性4名） 昭和59年9月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 No.700と同じ被写
体

2013P740

700 写真（女性4名） 昭和59年9月29日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 No.699と同じ被写
体

2013P741

701 写真（集まり） 昭和60年3月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P742

702 写真（建物の前にて） 昭和61年5月 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P743

703 写真（食事会にて） 昭和63年 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P744

704 写真（雪の積もる山道） 平成元年10月24日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P745

705 写真「暁昇会有志」 昭和62年4月11日 柳川市 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 裏に「59.5/ 柳川行」 2013P746

706 写真（堀割） 昭和62年4月11日 柳川市 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P747

707 写真（堀割と並倉） 昭和62年4月11日 柳川市 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P748

708 写真（川下り　船着き場）昭和62年4月11日 柳川市 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P749

709 写真（どんこ船） 昭和62年4月11日 柳川市 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P750

710 写真（北原白秋生家前に
て）

昭和62年4月11日 柳川市 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P751
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711 写真（庭園にて） 昭和62年4月11日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P752

712 写真（庭園にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.5 1枚 2013P753

713 写真（個展にて） 昭和〜平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P754

714 写真（個展にて） 平成2年8月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P755

715 写真（料亭にて） 平成8年9月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P756

716 写真（紅葉と） 平成3年11月15日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P757

717 写真（花の衣装の人形） 平成元年10月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P758

718 写真（山と湖の風景） 平成元年10月24日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P759

719 写真（小林一茶銅像） 平成元年10月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P760

720 写真（桜の花と鶏） 平成2年3月11日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 裏に「宮司 ?」 2013P761

721 写真（桜の花と） 平成2年3月11日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 裏に「宮司 ?」 2013P762

722 写真（境内にて） 平成2年3月11日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 裏に「宮司 ?」 2013P763

723 写真（女性3名） 昭和〜平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P764

724 写真（食事会） 昭和〜平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P765

725 写真（食事会） 昭和〜平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P766

726 写真（茶の間ヵにて） 平成元年1月21日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P767
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727 写真（葉桜と） 1990年代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P768

728 写真（庭園にて） 昭和〜平成時代 久留米市石橋
美術館

紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P769

729 写真（ハウステンボス） 平成時代 長崎県ハウス
テンボス

紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P770

730 写真（日の隈窯にて） 平成3年5月7日 佐賀県尾崎 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P771

731 写真（市営渡船と） 平成2年4月25日 福岡市東区志
賀島ヵ

紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P772

732 写真（茶の間にて） 平成元年 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P773

733 写真（秋月郷土館にて） 平成時代 朝倉市秋月 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P774

734 写真（打ち上げ　旅館） 昭和〜平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P775

735 写真（打ち上げ　旅館） 昭和〜平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P776

736 写真（祝賀会） 昭和60年4月13日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P777

737 写真（芥屋海岸にて） 昭和62年5月2日 糸島市芥屋 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P778

738 写真（芥屋海岸にて） 昭和62年5月2日 糸島市芥屋 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P779

739 写真（芥屋のレストラン
にて）

昭和62年5月2日 糸島市芥屋 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P780

740 写真（酒席にて） 平成元年1月28日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P781

741 写真（酒席にて） 平成元年1月28日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P782

742 写真（フェリーにて） 平成元年5月28日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P783
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743 写真（フェリーにて） 平成元年5月28日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P784

744 写真（フェリーにて） 平成元年5月28日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P785

745 写真（旅行先にて） 平成元年5月28日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P786

746 写真（旅行先にて） 平成元年5月28日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P787

747 写真（旅行先にて） 平成元年5月28日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P788

748 写真（打ち上げ　旅館） 平成元年7月22日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P789

749 写真（打ち上げ　旅館） 平成元年7月22日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P790

750 写真（打ち上げ） 平成元年7月22日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P791

751 写真「東北旅行」 平成元年10月23日 東北地方 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P792

752 写真（豆田の酒屋前にて）平成3年3月26日 大分県日田市
豆田

紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P793

753 写真（日田の雛人形めぐ
り）

平成3年3月26日 大分県日田市 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 裏に「漢さん栗原さ
んと3人でバスでお
ひな様見学へ」「日
田にて」「H3..3.26」

2013P794

754 写真（小石原梶原家にて）平成3年5月8日 東峰村小石原 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 裏に「小石原梶原祥
次さん宅で / □岡
/ 野田 / 内田 / □
江 / 漢 / 二宮」

2013P795

755 写真（小石原梶原家にて）平成3年5月8日 東峰村小石原 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 裏に「漢さんと絵付
けなでしこを書く」

2013P796

756 写真（日の隈窯にて） 平成3年5月7日 佐賀県尾崎 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P797

757 写真（境内にて） 平成3年5月7日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P798
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758 写真（境内にて） 平成3年5月7日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P799

759 写真（城跡ヵにて） 平成8年4月7日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P800

760 写真（博多松囃子休憩所）平成9年5月3日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P801

761 写真「木曽路で」 平成15年9月20日 木曽路 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 裏に「H15.9.20」 2013P802

762 写真（内田焼印製造所に
て）

平成時代 福岡市博多区
須崎町

紙　カラー
印刷

10.2×15.7 1枚 紙焼写真の複写 2013P803

763 写真（打ち上げ） 昭和〜平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.4 1枚 2013P804

764 写真（旅行風景） 平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.0 1枚 2013P805

765 写真「市民会館前にて」 昭和時代 福岡市中央区
福岡市民会館

紙焼き　カ
ラー

11.1×16.6 1枚 裏に「墨画の人と」 2013P806

766 写真（島原城にて） 昭和60年9月5日 長崎県島原市　
島原城

紙焼き　カ
ラー

11.3×16.3 1枚 写真下部に印字
「博多簡保第2旅行
友の会 / 長崎・雲
仙の旅 /S60.9.5/ 於　
島原城」

2013P807

767 写真（平和記念公園にて）昭和60年9月6日 長崎県長崎市　
平和記念公園

紙焼き　カ
ラー

11.3×16.3 1枚 写真下部に印字	
「博多簡保第2旅行
友の会 / 長崎・雲
仙の旅 /S60.9.6/ 於　
平和公園」

2013P808

768 写真（柳川川下り乗船記
念）

昭和59年5月19日 柳川市 紙焼き　カ
ラー

11.3×17.8 1枚 2013P809
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769 写真（同窓会） 平成10年10月24日 不詳（角屋） 紙焼き　カ
ラー

12.7×17.7 1枚 裏に「井上守成 / 桐	
島□夫 / 進藤武雄
/ □照光 / 桐島房
夫 / 広島タツ子 /
船越タカノ / 安河
内トミ子 / 藤井キ
ミ子 / □田進 / 北
崎勘治 / 小林□夫
/ 富永菊雄 / 堺□
久 / 内田 / 阿部幸
子 / 本田松代 / 森
千枝子 / 藤田豊 /
久保亮 / 小林繁太
/ 堺先生 / 稲永先
生 / 落石□枝 / 中
野□美絵 / 宮本
よし子 /H10.10.24　
角屋にて / 富永豊
さん撮影」

2013P810

770 写真「新宮小学校卒業50
周年記念」

平成3年2月16日 不詳（角屋） 紙焼き　カ
ラー

12.5×17.8 1枚 写真下部に印字「新
宮小学校卒業　50
周年記念　平成3年
2月16日」、ボール
ペン書「H4死亡 /
□田□子 / 富永進
/ 田原□枝 / □□
□ / 内田 / □ / 松
代 / 福田タカノ /
□キミエ / 安武 /
小林繁太 / 幸子 /
北原 / □山 / □□
/ 桐島 / 北崎 / し
げ子 / 堺 / 富永幸
/ □□□」

2013P811

771 写真「金毘羅宮参拝記念」昭和61年7月18日 香川県 紙焼き　カ
ラー

12.5×17.8 1枚 写真下部に印字「金
毘羅宮参拝記念　
昭和61年7月18日」

2013P812

772 写真（二中 OB 二桜会旅
行記念）

昭和51年8月23日 島根県　鳥取
砂丘

紙焼き　カ
ラー

12.5×17.8 1枚 写真下部に印字「二
中 OB 二桜会□山
高原、鳥取砂丘、
丹後路の旅　昭和
51年8月23日」

2013P813

773 写真（同窓会） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.5×18.2 1枚 2013P814

774 写真（同窓会ヵ） 昭和51年8月24日 京都府宮津市 紙焼き　カ
ラー

12.5×18.2 1枚 2013P815
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775 写真（香椎保養□にて） 昭和48年9月10日 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.8×17.8 1枚 写真下部にボール
ペン書「S48.9.10」、
裏に「香椎保養□　
22名」

2013P816

776 写真「川島女学校同窓会」昭和53年9月9日 古賀市　快生
館

紙焼き　カ
ラー

12.5×22.3 1枚 写真下部に印字「川
島女学校同窓会　
S53.9.9　於快生館」

2013P817

777 写真（日赤病院にて） 昭和時代 不詳 紙焼き　白
黒

7.1×9.9 1枚 裏に「日赤で雄三さ
ん」、整理番号 f37

2013P818

778 写真（篠嵜末子） 昭和時代 徳島県鳴門 紙焼き　白
黒

10.8×7.2 1枚 裏に「阿波の鳴門出
演の時 / 小□牧ヽ
庭にて / 篠嵜末子
様（お弓）」

2013P819

779 写真「敬老會」 昭和41年11月16日 福岡市博多区　
奈良屋小学校

紙焼き　白
黒

7.8×11.2 1枚 裏に「昭和四十一年
十一月十六日　於
奈良屋校　敬老會　
□田月宮殿 / 左熊
谷氏婦人」

2013P820

780 写真（男女と子ども） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P821

781 写真（異文化交流会ヵ） 平成10年7月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P822

782 写真（異文化交流会ヵ） 平成10年7月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P823

783 写真（異文化交流会ヵ） 平成10年7月23日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P824

784 写真（よかトピア） 平成元年8月30日 福岡市早良区
百道浜　よか
トピア

紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P825

785 写真（よかトピア） 平成元年8月30日 福岡市早良区
百道浜　よか
トピア

紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P826

786 写真（よかトピア） 平成元年8月30日 福岡市早良区
百道浜　よか
トピア

紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P827
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787 写真（大庭文子の作品） 平成時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 裏に「絵□々買い手
つく由 / ケヤキ /
H16.7.13　送って
くる / 伊藤さんよ
り」

2013P828

788 写真（作品と男性） 平成時代ヵ 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P829

789 写真（作品） 平成8年1月2日 不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P830

790 写真（劇） 昭和時代〜平成時
代

不詳 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P831

791 写真（博多祇園山笠水法
被姿）

昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

11.4×8.2 1枚 写真下部にボール
ペン書「安武ひろ
き」、整理番号 f38

2013P832

792 写真（博多祇園山笠当番
町の引き継ぎヵ）

昭和時代 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P833

793 写真（博多祇園山笠土居
流舁き山）

昭和63年7月 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P834

794 写真（博多祇園山笠土居
流舁き山）

昭和63年7月 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P835

795 写真（博多祇園山笠大黒
流先走り）

昭和63年7月 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P836

796 写真（博多祇園山笠水法
被姿）

平成元年7月15日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.2×12.0 1枚 2013P837

797 写真（博多祇園山笠自宅
前にて）

平成4年7月14日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 裏に「りょうが撮っ
たのりこ分」

2013P838

798 写真（博多祇園山笠水法
被姿）

平成時代ヵ 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P839

799 写真（博多祇園山笠すノ
三の水法被姿）

平成12年7月15日 福岡市博多区
須崎町

紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 裏に「清水さん親
子、秋山さん /H12.	
7.15」

2013P840

800 写真（博多祇園山笠大黒
流舁き山）

昭和〜平成時代 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P841
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801 写真（博多祇園山笠大黒
流舁き山）

昭和〜平成時代 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.7×13.4 1枚 2013P842

802 写真（自宅前にて水法被
姿）

平成7年7月15日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P843

803 写真（博多祇園山笠すノ
三水法被姿）

平成7年7月15日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P844

804 写真（博多祇園山笠大黒
流山小屋にてすノ三水法
被姿）

平成8年7月14日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 写真中に「88.4.20」、
裏に「H8.7.14」

2013P845

805 写真（博多祇園山笠大黒
流山小屋にてすノ三水法
被姿）

平成8年7月14日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 裏に「H8.7.14」 2013P846

806 写真（博多祇園山笠大黒
流）

平成8年7月16日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P847

807 写真（博多祇園山笠大黒
流）

平成8年7月11日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P848

808 写真（博多祇園山笠大黒
流山小屋にて）

平成8年7月14日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P849

809 写真（博多祇園山笠すノ
三水法被姿）

平成7年7月15日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 裏に「H7.7.15」「猿
渡 / 藤田 / 湯通堂
/ 寺田」

2013P850

810 写真（博多祇園山笠招き
旗）

平成9年7月15日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P851

811 写真（博多祇園山笠お汐
井取りヵ）

平成16年7月9日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P852

812 写真（博多祇園山笠大黒
流舁き山）

平成時代ヵ 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

10.1×13.1 1枚 2013P853

813 写真（博多祇園山笠お汐
井取りヵ）

平成11年7月9日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

10.2×15.2 1枚 2013P854

814 写真（博多祇園山笠片土
居町の法被姿）

昭和初期 不詳 紙焼き　カ
ラー

18.2×12.9 1枚 アルバムからの複
写、原資料は白黒
写真

2013P855

815 写真（博多祇園山笠お汐
井取りヵ）

平成16年7月9日 福岡市博多区 紙　カラー
印刷

19.5×13.5 1枚 No.813をマット紙
に印刷したもの

2013P856
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

816 写真（博多祇園山笠大黒
流帷子）

昭和59年7月11日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

21.1×15.4 1枚 写真下部に墨書「S5	
9.7.11」、裏に印字

「福岡　芸林写真場
川端」

2013P857

817 写真「昭和61年度　祇園
大祭　博多総鎮守　櫛田
神社」

昭和61年 福岡市博多区
櫛田神社

紙焼き　カ
ラー

21.5×16.7 1枚 写真下部にボール
ペン書「宮総代」

2013P858

818 写真（博多おくんち） 昭和61年10月23日 福岡市博多区　
玉屋前

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 整理番号 f39 2013P859

819 写真（博多おくんち） 昭和61年10月23日 福岡市博多区　
玉屋前

紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P860

820 写真（博多おくんち） 昭和61年10月23日 福岡市博多区　紙焼き　カ
ラー

8.8×13.0 1枚 2013P861

821 写真（五月節供（初節供））昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

11.4×7.6 1枚 整理番号 f40 2013P862

822 写真（命名） 昭和61年4月ヵ 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×8.8 1枚 2013P863

823 写真（七五三） 平成7年11月11日 福岡市西区　
飯盛神社

紙焼き　カ
ラー

8.9×12.7 1枚 2013P864

824 写真（男児） 大正時代ヵ 不詳 紙焼き　白
黒

15.8×11.5 1枚 2013P865

825 写真（年祝いヵ） 昭和時代 不詳 紙焼き　カ
ラー

12.7×17.8 1枚 裏に「ナミ80才お祝
?」

2013P866

826 写真（内田焼印製造所前
にて）

（昭和時代）1月1日 福岡市博多区
旧川口町

紙焼き　白
黒

6.7×6.2 1枚 裏に「5」 2013P867

827 写真（恵比須神社大祭に
て）

昭和時代 福岡市博多区
下洲崎町

紙焼き　白
黒

11.2×7.8 1枚 2013P868

828 写真（飢人地蔵にて） 平成10年8月24日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.0×11.9 1枚 2013P869

829 写真（例祭　拝殿にて） 平成2年5月20日 福岡市博多区 紙焼き　カ
ラー

8.2×11.7 1枚 2013P870
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寄贈資料　1. 内田改造資料

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

830 ネガアルバム
（博多祇園山笠、親族写
真、花見ほか）

昭和61年〜 63年 福岡市博多区、
中央区など

冊子　カラ
ーネガ27コ
マ

24.5×23.2 1冊 保存袋表紙にボー
ルペン書「63年城
内花見武富と /7
月山笠」、裏に「フ
ィルム　S61~63」、

「S61.10.22　おく
んち /S63　どん
たく、山笠、明
子結納 / 山一山笠
/ 〃城内花見武富
/63.11　九重部屋
/63朝山、町内小屋
にて」ネガ入れ表
紙に「63.5.5　城内
花見武富と/63.7.10　
流れ舁き」、整理番
号 n14

2013P871

831 ネガアルバム
（博多おくんち）

昭和61年10月22日 福岡市博多区 冊子　カラ
ーネガ14コ
マ

10.0×23.2 1冊 ネガ入れ表紙に「S	
61年10.22　博多お
くんち」、整理番号
n18

2013P872

832 ネガアルバム
（結婚式、運動会）

昭和62年9月19日 不詳 冊子　カラ
ーネガ16コ
マ

34.5×23.8 1冊 表紙にボールペン
書「明子挙式 / 披露
宴」、ネガ入れ表紙
に「明子挙式・披露
宴　62.9.19」、整理
番号 n6

2013P873

833 ネガアルバム
（披露宴、花）

昭和62年9月19日 不詳 冊子　カラ
ーネガ50コ
マ

34.5×23.8、
15.2×23.0

1冊 表紙にボールペン
書「明子挙式 / 披露
宴」、ネガ入れ表紙
に「明子披露宴　河
津さん写し分」、整
理番号 n7

2013P874

834 ネガアルバム
（親族写真、花ほか）

昭和62年3月、昭
和63年1月1日、1
月15日

福岡市博多区
ほか

冊子　カラ
ーネガ25コ
マ

26.5×22.8 1冊 表紙にペン書「S62.	
3　母死去の時 / 大
西幸代見舞□□の
人 /S63.5鈴木　西
村」、ネガ入れに

「63.1.1　鈴木　下
川一家と西村さん　
63.1.15来福」、整理
番号 n5

2013P875

835 ネガアルバム
（葬儀、親族写真、花ほか）

昭和62年3月	
昭和63年5月

不詳 冊子　カラ
ーネガ24コ
マ

26.5×22.8 1冊 表紙にペン書「S62.	
3　母死去の時 / 大
西幸代見舞□□の
人 /S63.5鈴木　西
村」、保存袋表紙に
ボールペン書「母死
去の時、初七日弔
□で武富と□□の
人達」、整理番号
n4

2013P876

（3）ネガアルバム
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番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

836 ネガアルバム
（博多どんたくほか）

昭和63年5月 福岡市博多区、
中央区大濠公
園

冊子　カラ
ーネガ21コ
マ

24.5×23.2 1冊 ネガ入れ表紙に「63
年　どんたく」、整
理番号 n16

2013P877

837 ネガアルバム
（博多祇園山笠、親族写
真ほか）

昭和63年7月11日 福岡市博多区 冊子　カラ
ーネガ25コ
マ

24.5×23.2 1冊 ネガ入れ表紙に「6	
3.7.11　朝山　山小
屋」、整理番号 n17

2013P878

838 ネガアルバム
（博多祇園山笠）

昭和63年7月13日
〜 15日

福岡市中央区、
博多区

冊子　カラ
ーネガ26コ
マ

24.5×23.2 1冊 ネガ入れ表紙に「柴
田さん14日大1　台
上り / 安永さん　
15日台上り　見送
り1枚」「63.7.13　集
団山笠　内□代台
上り /15日追山山
一証券安永台上が
り古本さんより撮
る」、整理番号 n13

2013P879

839 ネガアルバム
（大相撲九州場所、親族
写真ほか）

昭和63年11月19日 福岡市博多区 冊子　カラ
ーネガ23コ
マ

24.5×23.2 1冊 ネガ入れ表紙に「九
重部屋　63.11.19/
千代の富士45連勝翌
朝　武富と小錦」、	
整理番号 n15

2013P880

840 ネガアルバム
（家族写真）

昭和63年11月 福岡市博多区
須崎町

冊子　カラ
ーネガ12コ
マ

14.9×23.2 1冊 ネガ入れ表紙に「鈴	
木龍ちゃん		63.11」、
整理番号 n11

2013P881

841 ネガアルバム
（家族写真、花、梅見ほか）

昭和64年1月1日、
平成元年1月15日
ヵ

不詳 冊子　カラ
ーネガ23コ
マ

24.5×23.2 1冊 ネガ入れ表紙に「64	
年正月下川と /H1.	
15武富下川梅見 /
川岳同窓会宇都宮
さん」、付箋あり整
理番号 n10

2013P882

842 ネガアルバム
（博多祇園山笠、親族写
真、結納ほか）

昭和時代 福岡市博多区、
中央区長浜ヵ、
太宰府市ほか

冊子　カラ
ーネガ55コ
マ

24.5×23.2 1冊 ネガ入れ表紙に「明
子結納 / 山笠山一
の人」、整理番号
n19

2013P883

843 ネガアルバム
（暁山会個展、久留米つ
つじ展、花）

平成元年4月6日、
4月9日

冊子　カラ
ーネガ24コ
マ

24.5×23.2 1冊 ネガ入れ表紙に「H	
1.4.6　暁山会個展	
/4.9　久留米つつじ
展 / 我が家の花」、
整理番号 n12

2013P884

844 ネガアルバム
（博多松囃子　どんたく
隊）

平成元年5月3日 福岡市博多区 冊子　カラ
ーネガ24コ
マ

24.8×23.2 1冊 ネガ入れ表紙に「H.	
1.5.3　どんたく松
流会」、整理番号
n8

2013P885

845 ネガアルバム
（博多祇園山笠ほか）

平成元年7月14日 福岡市博多区 冊子　カラ
ーネガ25コ
マ

24.5×23.2 1冊 ネガ入れ表紙に「H.	
1.7.14　馴らし　追
山龍」、整理番号
n9

2013P886
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番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

846 ネガアルバム
（花、親族写真、博多祇
園山笠）

平成16年7月9日 福岡市博多区
ほか

冊子　カラ
ーネガ25コ
マ

24.8×22.8 1冊 表紙に「大黒流五
番山笠　すの三当
番町　お汐井取
り」、保存袋にペン
書「H16年7月9日山
笠汐井取り / 淳子　
7七夕分 / ヤエ子
花」、整理番号 n1

2013P887

847 ネガアルバム
（ハウステンボス）

平成時代 長崎県ハウス
テンボス

冊子　カラ
ーネガ27コ
マ

24.8×22.8 1冊 整理番号 n2 2013P888

848 ネガアルバム
（ハウステンボス、花ほ
か）

平成時代 長崎県ハウス
テンボス

冊子　カラ
ーネガ26コ
マ

24.8×22.8 1冊 整理番号 n3	 2013P889
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寄贈資料　2. 鳥越雅美資料

2. 鳥越雅美資料
〈資料内訳〉
1. 近世資料	� 	1件1点	
2. 近代資料	� 	513件740点
	 文書類
	 絵葉書類
3. 書画・その他	� 	16件25点
	 〈総計〉530件766点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 文久二年戌七月売立
伏物

文久2年7月 不詳 端紙　墨書　
朱筆

23.3×17.0 1点 2013P890

1. 近世資料

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

文書類
2 〔出納帳〕 明治13年 園田支店 書冊　墨書 23.1×16.3 1点 2013P891

3 会所差引簿 明治21年4月 園田小七 書冊　墨書 25.8×17.6 1点 2013P892

4 会所差引簿 明治21年5月 園田小七 書冊　墨書 26.0×17.9 1点 2013P893

5 会所差引簿 明治21年6月 園田小七 書冊　墨書 26.5×17.9 1点 2013P894

6 金銭出納簿 明治21年6月 園田小七 書冊　墨書 25.8×17.5 1点 2013P895

7 売買当座簿 明治21年7月 園田小七 書冊　墨書 26.2×17.8 1点 2013P896

8 売買口訳簿 明治21年8月 園田小七 書冊　墨書 26.0×17.9 1点 2013P897

9 売買当座簿 明治21年9月 園田小七 書冊　墨書 26.0×17.7 1点 2013P898

10 会所差引簿 明治21年9月 園田小七 書冊　墨書 26.0×17.8 1点 2013P899

11 売買口訳簿 明治21年9月 園田小七 書冊　墨書 26.0×17.8 1点 2013P900

12 会所差引簿 明治21年10月 園田小七 書冊　墨書 26.2×17.9 1点 2013P901

13 売買当座簿 明治21年11月 園田小七 書冊　墨書 25.9×17.8 1点 2013P902

14 会所差引簿 明治21年11月 園田小七 書冊　墨書 25.9×17.7 1点 2013P903

15 売買当座帳 明治24年4月 園田小七 書冊　墨書 26.8×17.7 1点 2013P904

16 〔断簡〕 明治25年4月17日 不詳 新聞紙　印刷 49.0×44.5 1点 2013P905

17 金出納帳 明治25年5月 藤崎辰次郎 書冊　墨書 26.6×17.9 1点 2013P906

18 売買口訳帳 明治25年5月 藤崎辰次郎 書冊　墨書 26.3×17.8 1点 2013P907

2. 近代資料
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

19 会所差引帳 明治25年5月 藤崎辰次郎 書冊　墨書 26.8×17.7 1点 2013P908

20 売買口訳帳 明治25年11月 藤崎辰次郎 書冊　墨書 26.3×17.8 1点 2013P909

21 売買当座帳 明治26年2月 藤崎辰次郎 書冊　墨書 26.3×17.8 1点 2013P910

22 会所差引帳 明治26年2月 園田小七 書冊　墨書 25.4×17.9 1点 2013P911

23 金出納帳 明治26年3月 米穀商藤崎辰次
郎

書冊　墨書 26.0×17.8 1点 2013P912

24 仏事・祝事・仁義簿 明治34年 不詳 書冊　墨書 26.5×19.1 1点 2013P913

25 〔断簡〕 明治40年8月10日 不詳 新聞紙　印刷 47.7×30.0 1点 2013P914

26 記 明治42年10月19日 渡邊渡三郎支店 一紙　印刷　
ペン書　朱印

17.7×25.7 1点 2013P915

27 金銭出納 明治43年7月 園田石材店 書冊　墨書 25.0×18.0 1点 2013P916

28 〔記〕 （明治時代）9月 不詳 罫紙　墨書 24.5×17.7 1点 2013P917

29 〔出納簿〕 （明治時代） 不詳 罫紙　墨書・
ペン書

26.0×37.0 2点 2013P918
~919

30 〔出納簿〕 （明治時代） 不詳 専用紙 25.5×26.5 1点 2013P920

31 〔土地台帳〕 （明治時代後期） 園田 書冊　墨書 22.3×15.8 1点 2013P921

32 〔棚卸計算〕 （明治時代〜大正
時代）

不詳 端紙　墨書 26.0×40.0 5点 2013P922
~926

33 土居借用証 大正3年1月 不詳 罫紙　墨書 23.8×31.8 1点 2013P927

34 共同買付明細簿 大正4年11月 不詳 書冊　墨書 26.3×19.3 1点 2013P928

35 賃金帳 大正4年12月 園田小七 小横帳　墨書 13.0×19.8 1点 2013P929

36 金銀出入帳 大正5年7月 藤崎商店制 書冊　墨書 26.4×19.2 1点 2013P930

37 博多湾築港計画一般
説明

大正5年10月 不詳 一紙　墨書・
彩色

54.6×79.2 1点 2013P931

38 金子預り証 大正5年11月14日 篠原忠五郎 罫紙　墨書　
朱印　印紙

24.1×33.3 1点 2013P932

39 万覚帳 大正6年1月 園田 小横帳　墨書 13.2×20.0 1点 2013P933

40 貸家元帳 大正6年1月 園田 小横帳　墨書 13.4×20.0 1点 2013P934
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

41 博多湾筥崎浜ヨリ名
嶋西戸崎ニ至ル博多
湾大築港将来ノ写面
入

大正6年 不詳 封筒　墨書 22.8×8.4 1点 2013P935

42 〔記〕 大正6 〜 7年 不詳 端紙　墨書　
朱印

26.2×19.3 1点 2013P936

43 日記帳 大正7年9月 園田小七 小横帳　墨書 13.3×20.0 1点 2013P937

44 集金帳 大正7年9月 不詳 小横帳　墨書 13.2×20.3 1点 2013P938

45 〔書簡〕 大正8年11月14日 柴田治三 継紙3枚　印刷　
カーボン　墨
書　朱印

23.5×68.0 1点 2013P939

46 無抵当貸金帳 大正9年3月 園田小七 小横帳　墨書 13.0×19.3 1点 2013P940

47 口訳帳 大正9年3月 園田小七 小横帳　墨書 13.0×18.7 1点 2013P941

48 金銭受取通 大正9年4月 前田 小横帳　印刷　
墨書　印

12.5×17.8 1点 2013P942

49 〔記〕 大正9年 不詳 墨書　印 24.8×32.2 1点 2013P943

50 手控 大正11年2月28日 不詳 小横帳　墨書　
印

13.2×18.7 1点 2013P944

51 賃借証 大正11年10月26日 梶原清一 罫紙　印刷　
墨書　朱印　
綴

27.5×20.4 1点 2013P945

52 長廊下新築見積書 大正11年11月 不詳 墨書　綴　 24.0×33.3 1点 2013P946

53 〔封筒〕 大正12年4月17日 永嶋藤三郎 封筒　印刷　
墨書

29.4×11.5 1点 2013P947

54 諸方ヨリ金収入帳 大正12年6月 園田小七 書冊　墨書 23.6×16.1 1点 2013P948

55 金出入日記 大正13年1月 不詳 書冊　墨書 26.5×19.5 1点 2013P949

56 〔記〕 大正13年4月4日 不詳 小横帳　鉛筆
書

13.3×19.6 1点 2013P950

57 注文受書 大正13年9月6日 園田小七宛 罫紙　印刷　
ペン書　印

24.2×33.4 1点 2013P951

58 大正十三年分第三種
所得誤謬訂正願

大正13年9月9日 園田源之助 竪綴　墨書　
朱印

23.9×16.7 1点 2013P952

59 領収証 大正13年9月24日 社寺工務店 一紙　印刷　
ペン書・鉛筆
書　印　

16.0×12.9 1点 2013P953
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60 領収証 大正13年9月26日 社寺工務店福岡
支店

一紙　印刷　
ペン書　印　

16.0×12.9 1点 2013P954

61 注文受書 大正13年10月5日 園田小七宛 罫紙　印刷　
ペン書　印　

24.2×33.4 1点 2013P955

62 注文受書 大正13年11月18日 徳永八百吉宛 罫紙　印刷　
ペン書　印　

24.2×33.4 1点 2013P956

63 記 大正14年2月19日 合屋材木店 罫紙　印刷　
ペン書　印　

19.7×13.2 1点 2013P957

64 記 大正14年2月29日 内外材木卸問屋
上田商店

罫紙　印刷　
ペン書　印　

17.4×13.2 1点 2013P958

65 送荷伝票 大正14年3月3日 内外材木卸問屋
上田商店

一紙　印刷　
ペン書　印　

13.3×17.5 1点 2013P959

66 記 大正14年3月5日 内外材木卸問屋
上田商店

罫紙　印刷　
墨書　印　

19.4×13.2 1点 2013P960

67 註文受書 大正14年3月29日 園田小七宛 罫紙　印刷　
ペン書　印　

24.2×33.4 1点 2013P961

68 註文受書 大正14年4月9日 園田小七宛 罫紙　印刷　
ペン書　印　

24.2×33.4 1点 2013P962

69 支払命令 大正14年7月25日 福岡区裁判所判
事

罫紙　カーボ
ン　

23.7×32.8 1点 2013P963

70 売渡証書 大正14年8月3日 岡田與吉 罫紙　墨書　
朱印　印紙　

21.2×29.0 1点 2013P964

71 日記帳 大正14年8月 園田 小横帳　墨書　13.3×19.0 1点 2013P965

72 〔断簡〕 大正14年 宇佐美清吉 墨書　印　 23.5×23.3 1点 2013P966

73 〔広告〕 大正15年2月 不詳 一紙　印刷　 17.3×24.5 1点 2013P967

74 出品覚簿 大正15年3月 不詳 書冊　墨書　
印　

23.5×16.7 1点 2013P968

75 福岡日日新聞 大正15年10月3日 不詳 一紙　印刷　 54.5×49.0 1点 2013P969

76 〔契約書〕 大正15年11月4日 西島與六 罫紙　印刷　
墨書　朱印　

26.8×28.7 1点 2013P970

77 〔記〕 大正15年 不詳 端紙　墨書・
ペン書　印　

26.3×37.3 1点 2013P971

78 〔賃借帳〕 大正17年（ママ） 不詳 書冊　墨書　 26.6×19.0 1点 2013P972
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79 記 （大正時代）9月19
日

大和 継紙2枚　印 18.1×51.2 1点 2013P973

80 〔断簡〕 （大正時代）9月30
日

大原壱蔵 墨書 18.1×28.2 1点 2013P974

81 〔封筒〕 （大正時代） 合資会社是松商
店

封筒　墨書　
印刷

23.0×9.3 1点 2013P975

82 〔記〕 （大正時代） 不詳 端紙　墨書　
朱印

26.0×38.3 1点 2013P976

83 〔記〕 （大正時代） 不詳 端紙　墨書　
ペン書　朱印

25.6×19.1 1点 2013P977

84 〔記〕 （大正時代） 不詳 端紙　墨書　
朱印

25.0×38.2 1点 2013P978

85 〔記〕 （大正時代） 不詳 端紙　墨書　
朱印

25.7×38.2 1点 2013P979

86 〔記〕 （大正時代） 不詳 端紙　墨書　
朱印

26.0×37.9 1点 2013P980

87 〔断簡〕 （大正時代） 不詳 墨書 17.7×23.1 1点 2013P981

88 〔封筒〕 （大正時代） 合資会社是松商
店

封筒　墨書　
印刷

23.7×17.2 1点 2013P982

89 賃借証 （大正時代） 不詳 罫紙　印刷　
墨書

25.5×34.5 1点 2013P983

90 〔登記書類〕 （大正時代〜昭和
時代）

不詳 罫紙・専用紙　
ペン書　印刷　
朱印　綴

25.7×35.5 9点 2013P984
~992

91 集金比加恵 昭和2年1月 園田 小横帳　墨書 12.9×19.3 1点 2013P993

92 貸家元帳 昭和2年1月 園田 小横帳　墨書 13.1×19.0 1点 2013P994

93 貸金帳 昭和2年1月 園田小七 小横帳　墨書 13.3×19.0 1点 2013P995

94 口訳帳 昭和2年1月 園田小七 小横帳　墨書 13.3×19.2 1点 2013P996

95 保証預証（写） 昭和2年9月12日 園田小七 罫紙　墨書 23.6×31.2 1点 2013P997

96 〔書簡〕 昭和2年10月28日 園田源之助 罫紙　カーボ
ン　ペン書　
印

23.7×31.0 1点 2013P998

97 賃借証 昭和2年12月31日 牧野市蔵 竪帳　印刷　
墨書

27.6×19.9 2点 2013P999
~1000
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98 家屋賃借証書 昭和4年4月4日 高橋惣次 専用紙　墨書 14.7×21.2 1点 2013P1001

99 家屋賃貸契約証書
（案）

昭和4年5月30日 不詳 一紙　印刷　
ペン書

27.9×39.5 1点 2013P1002

100 家賃間通 昭和4年 園田 小横帳　墨書 11.6×16.2 1点 2013P1003

101 〔家屋賃借証書〕 昭和5年3月1日 園田ナツ 専用紙　墨書 14.1×20.7 1点 2013P1004

102 保証書 昭和5年5月29日 園田勘造 一紙　印刷　
ペン書　印

23.6×31.5 1点 2013P1005

103 〔督促状〕 昭和5年9月7日 福岡市信用組合 一紙　印刷　
ペン書　印

19.0×13.1 1点 2013P1006

104 相続税課税価格決定
通知書

昭和5年12月18日 福岡税務署長司
税官岡部周太郎

一紙　印刷　
ペン書

24.2×16.7 1点 2013P1007

105 日記帳 昭和5年 不詳 小横帳　墨書 11.0×15.0 1点 2013P1008

106 家賃御通 昭和5年 園田 小横帳　墨書 11.6×16.3 1点 2013P1009

107 家屋賃借証書 昭和6年6月30日 菰野要次郎 墨書　印刷　
カーボン　印　
綴

28.7×19.9 1点 2013P1010

108 家賃御通 昭和6年 園田 小横帳　墨書 11.6×16.3 1点 2013P1011

109 相続税年賦延納願 昭和6年 園田小七 一紙　印刷 24.0×33.3 1点 2013P1012

110 貸金及諸口金取替金
銀帳

昭和7年2月9日 園田小七 書冊　墨書 23.5×16.7 1点 2013P1013

111 金請取間通 昭和7年6月 園田小七 小横帳　墨書 11.5×16.1 1点 2013P1014

112 倉庫料通 昭和7年6月 園田小七 小横帳　墨書　
印刷　印

11.8×16.4 1点 2013P1015

113 御通 昭和7年10月21日 園田ツギ 小横帳　墨書 11.5×17.2 1点 2013P1016

114 御通 昭和7年11月1日 広渡 小横帳　墨書 21.0×16.7 1点 2013P1017

115 御通 昭和7年11月 不詳 小横帳　墨書　
印刷

12.3×16.7 1点 2013P1018

116 十七銀行蔵本町支店
ト取行斗昇書

昭和8年3月14日 是松商店 封筒　墨書 21.8×8.4 1点 2013P1019

117 〔封筒〕 昭和8年6月1日 不詳 封筒　ペン書・
墨書

20.4×8.3 1点 2013P1020

118 家屋賃借証書 昭和8年7月4日 的野博 専用紙　ペン
書

14.2×20.2 1点 2013P1021
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119 倉庫料御通 昭和8年8月 園田源之助 小横帳　墨書　
印刷

11.3×16.0 1点 2013P1022

120 昭和八年八月俗名又
十七初盆廻礼控

昭和8年8月 不詳 便箋　ペン書・
鉛筆書

23.3×15.9 1点 2013P1023

121 乗遊居士初盆到来帳 昭和8年8月 不詳 便箋　墨書・
ペン書・鉛筆
書

23.6×16.0 1点 2013P1024

122 仮証 昭和8年10月6日 福岡市信用組合 一紙　印刷　
ペン書　印

12.7×12.8 1点 2013P1025

123 仮証 昭和8年11月7日 福岡市信用組合 一紙　印刷　
ペン書　印

12.7×12.8 1点 2013P1026

124 仮証 昭和8年12月6日 福岡市信用組合 一紙　印刷　
ペン書　印

12.7×12.8 1点 2013P1027

125 仮証 昭和9年1月6日 福岡市信用組合 一紙　印刷　
ペン書　印

12.7×12.8 1点 2013P1028

126 覚帳 昭和9年1月吉日 園田 小横帳　墨書 13.3×19.2 1点 2013P1029

127 仮証 昭和9年2月20日 福岡市信用組合 一紙　印刷　
ペン書　印

12.7×12.8 1点 2013P1030

128 仮証 昭和9年3月7日 福岡市信用組合 一紙　印刷　
ペン書　印

12.7×12.8 1点 2013P1031

129 仮証 昭和9年4月6日 福岡市信用組合 一紙　印刷　
ペン書　印

12.7×12.8 1点 2013P1032

130 金銭消費貸借公正証
書謄本

昭和9年4月19日 中上友三郎 罫紙　印刷　
ペン書　印

14.4×20.3 1点 2013P1033

131 承諾書 昭和9年4月19日 園田小七 罫紙　ペン書　
朱印　印紙

24.4×34.0 1点 2013P1034

132 渡帳 昭和9年4月〜昭和
10年12月

園田商店 小横帳　墨書 8.0×11.5 1点 2013P1035

133 仮証 昭和9年6月6日 福岡市信用組合 一紙　印刷　
ペン書　印

12.7×12.8 1点 2013P1036

134-1 金借用証 8月12日 平内久次郎 便箋　墨書 22.1×18.9 1点 2013P1037

134-2〔記〕 近代 菰野要次郎 便箋　墨書 23.2×15.7 1点 2013P1038

134-3 特殊郵便物受領証 昭和9年7月6日 園田源之助 専用紙　ペン
書　印

12.3×8.1 1点 2013P1039

134-4 領収書 昭和10年2月12日 福岡地方裁判所
所属司法代理人

専用紙　ペン
書

12.3×16.3 1点 2013P1040



87

寄贈資料　2. 鳥越雅美資料

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

134-5 領収書 昭和9年7月6日 福岡地方裁判所
所属司法代理人

専用紙　ペン
書

12.2×16.8 1点 2013P1041

134-6 特殊郵便物受領証 昭和10年3月12日 園田源之助 専用紙　ペン
書　印

12.4×7.8 1点 2013P1042

134-7 特殊郵便物受領証 昭和10年7月22日 園田源之助 専用紙　ペン
書　印

17.6×11.5 1点 2013P1043

135 覚帳 昭和9年9月18日 不詳 書冊　墨書・
ペン書・鉛筆
書　印

23.0×15.8 1点 2013P1044

136 測量図 昭和9年12月25日 野見山測量所 一紙　ペン書 29.2×40.5 1点 2013P1045

137 相続税納税保証書 昭和10年1月31日 園田源之助 罫紙　墨書　
印　印紙

31.8×24.0 1点 2013P1046

138 〔当座勘定承認書控〕 昭和10年2月28日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書　印

21.2×16.0 1点 2013P1047

139 通知書 昭和10年3月12日 園田源之助 罫紙　カーボ
ン　ペン書　
印

24.8×33.3 1点 2013P1048

140 土地登記簿 昭和10年4月28日 福岡裁判所判事 罫紙　ペン書　
印刷　朱印　
クリップ

28.2×20.0 10枚
1通

2013P1049

141 口頭弁論調書 昭和10年8月17日 不詳 罫紙　ペン書 24.2×31.8 1点 2013P1050

142 金借用証書 昭和10年8月24日 園田源之助 印紙　墨書　
印刷　カーボ
ン　印　綴　

28.0×20.7 1点 2013P1051

143 権利証書 昭和10年8月26日 司法書士　吉田
義太郎

罫紙　印刷　
カーボン　印　
綴

26.0×17.2 1点 附属建物新築
ノ登記申請書、
所有権移転登
記申請書を一
括

2013P1052

144-1 当座勘定承認書 昭和10年8月31日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書　印

18.1×33.2 1点 2013P1053

144-2 当座勘定承認書 昭和10年2月28日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書　印

21.3×33.2 1点 2013P1054

144-3〔当座勘定承認書控〕 昭和10年12月1日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書　印

21.2×16.8 1点 2013P1055

144-4〔当座勘定承認書控〕 昭和10年9月1日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書　印

20.9×16.3 1点 2013P1056
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144-5〔当座勘定承認書控〕 昭和9年12月31日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書　印

21.3×17.2 1点 2013P1057

144-6〔当座勘定承認書控〕 昭和8年9月1日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書　印

20.9×16.8 1点 2013P1058

144-7〔督促状〕 昭和9年12月28日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書・墨書　
印

23.5×26.4 1点 2013P1059

144-8〔当座勘定承認書控〕 昭和8年9月1日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書　印

19.0×17.2 1点 2013P1060

144-9〔当座勘定承認書控〕 昭和5年12月1日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書　印

21.0×16.3 1点 2013P1061

144-10〔当座勘定承認書控〕 昭和11年8月28日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書　印

21.1×16.8 1点 2013P1062

144-11〔当座勘定承認書控〕 昭和8年3月1日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書　印

21.2×15.8 1点 2013P1063

144-12〔当座勘定承認書控〕 昭和8年6月1日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書　印

21.1×17.0 1点 2013P1064

144-13 当座勘定承認書 昭和12年9月1日 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書　印

21.2×33.3 1点 2013P1065

144-14 計算書 近代 株式会社十七銀
行蔵本支店

一紙　印刷　
ペン書

12.9×8.9 1点 2013P1066

144-15〔雑〕 近代 不詳 一紙　印刷　
ペン書

4点 2013P1067
~1070

145 〔領収書〕 昭和11年1月 不詳 便箋　ペン書 12.0×18.0 1点 2013P1071

146 登記簿抄本 昭和11年3月30日 福岡裁判所判事 罫紙　印刷　
ペン書・鉛筆
書　朱印

24.7×17.0 1点 2013P1072

147 登記簿抄本 昭和11年6月3日 福岡裁判所判事 罫紙　印刷　
カーボン　ペ
ン書　朱印

24.9×17.0 1点 2013P1073

148 昭和十一年七月八日
改メ

昭和11年7月8日 篠原忠五郎 罫紙　ペン書 23.1×16.1 1点 2013P1074

149 契約書 昭和11年7月20日 吉田義太郎 罫紙　ペン書　
印

12.7×17.3 1点 2013P1075

150 登記簿抄本 昭和11年11月7日 福岡裁判所 罫紙　墨書・
鉛筆書

25.5×16.6 1点 2013P1076

151 証 昭和11年11月13日 田原 罫紙　ペン書 21.7×14.1 1点 2013P1077
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152 〔内容証明郵便控〕 昭和11年12月5日 園田源之助 専用紙　カー
ボン　印

24.8×33.4 1点 2013P1078

153 登記簿抄本 昭和11年12月5日 福岡区裁判所判
事

罫紙　印刷　
カーボン　朱
印

24.7×17.0 1点 2013P1079

154 登記簿抄本 昭和11年12月21日 福岡裁判所判事 印刷　カーボ
ン　ペン書　
朱印　綴　

25.5×17.4 1点 2013P1080

155 （賃借権抹消 / 登記申
請書・賃借権設定登
記申請）

昭和11年〜昭和12
年

因幡健造・園田
ツキ

竪帳　印刷　
カーボン　ペ
ン書　

25.2×17.1 1点 昭和11年に契
約した賃借の
解約　154~156
は同折

2013P1081

156 〔登記書類〕 （近代） 不詳 罫紙　印刷　
赤鉛筆書

26.2×36.3 1点 2013P1082

157 御穂恵帳 昭和12年1月 園田 書冊　墨書 23.5×16.4 1点 2013P1083

158 証 昭和12年2月19日 浅山廣次 罫紙　墨書　
朱印

24.6×33.6 1点 2013P1084

159 地割計界ノ図面入リ 昭和12年3月16日 不詳 封筒　墨書 23.3×8.6 1点 2013P1085

160 領収証 昭和12年3月27日 司法書士吉田義
太郎

罫紙　印刷　
ペン書　印

13.0×7.0 1点 2013P1086

161 〔通知〕 昭和12年5月12日 園田源之助 専用紙　カー
ボン　印

24.7×33.3 1点 2013P1087

162 覚書 昭和12年7月29日 深田善太郎 墨書　朱印　
クリップ　綴　

24.3×17.0 1点 2013P1088

163 登記簿抄本 昭和12年9月8日 福岡区裁判所判
事

罫紙　印刷　
カーボン　朱
印

14.8×17.2 1点 2013P1089

164 登記簿抄本 昭和12年9月8日 福岡区裁判所判
事

罫紙　印刷　
カーボン　朱
印

14.8×17.2 1点 2013P1090

165 〔封筒〕 昭和12年9月 不詳 封筒　印刷　
墨書

20.5×8.5 1点 2013P1091

166 甫 昭和12年 園田源之助 小横帳　墨書 11.7×16.6 1点 2013P1092

167 特殊郵便物受領証 昭和13年1月19日 園田源之助 専用紙　印刷　
カーボン　印

12.5×8.0 1点 2013P1093

168 領収証 昭和13年1月19日 福岡地方裁判所
所属司法書士

一紙　印刷　
ペン書　印

12.1×16.5 1点 2013P1094
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169 覚 昭和13年5月3日 菰野要次郎 便箋　ペン書 22.0×18.9 1点 2013P1095

170 領収証書 昭和13年6月11日 福岡市金庫 一紙　印刷　
ペン書　印

17.7×15.5 1点 2013P1096

171 領収証書 昭和13年6月11日 福岡市金庫 一紙　印刷　
ペン書　印

17.7×15.5 1点 2013P1097

172 手数料計算書 昭和13年6月14日 公証人福地孫市
役場

一紙　印刷　
鉛筆書

19.0×23.6 2点 2013P1098
~1099

173 登記簿抄本 昭和13年9月21日 後藤師郞 罫紙　印刷　
朱印

24.4×16.5 1点 2013P1100

174 登記簿抄本 昭和13年9月27日 福岡区裁判所判
事後藤師郞

罫紙　印刷　
朱印

24.4×16.5 1点 2013P1101

175 計算承認書入 昭和13年12月 篠原忠五郎 罫紙　墨書　
朱印

24.4×16.8 1点 2013P1102

176 手形割引及証書貸付
根抵当権設定契約公
正証書謄本

昭和13年 公証人福地孫市 罫紙　印刷　
ペン書・墨書

28.0×39.9 8点 2013P1103
~1110

177 入金帳 昭和14年1月 園田 書冊　墨書・
鉛筆書

23.2×16.6 1点 2013P1111

178 証 昭和14年2月13日 園田ナミ 専用紙　墨書 12.5×16.7 1点 2013P1112

179 〔通知〕 昭和14年4月27日 園田源之助 専用紙　カー
ボン　印

24.4×33.8 1点 2013P1113

180-1〔屋鋪図〕 （昭和時代） 不詳 巻紙　ペン書 94.0×51.0 1点 2013P1114

180-2 天神町園田氏宅地実
測平面図二百分ノ一

昭和15年5月5日 不詳 巻紙　印刷 44.6×30.4 1点 2013P1115

180-3〔宗祖大師御墨蹟〕 近代 不詳 巻紙 30.2×60.2 1点 2013P1116

181 〔登記〕 昭和15年7月9日 福岡地方裁判所
所属司法書士

罫紙　ペン書　
印

26.0×36.4 1点 2013P1117

182 銀抵当権一部抹消登
記申請書

昭和15年7月9日 園田源之助 罫紙　ペン書　
印

26.3×36.2 1点 2013P1118

183 〔登記〕 昭和15年7月9日 福岡地方裁判所
所属司法書士

罫紙　ペン書　
印

26.2×36.0 1点 2013P1119

184 銀抵当権名義人表示
変更ノ登記申請書

昭和15年7月9日 有限会社福岡市
信用組合

罫紙　印刷　
印

26.3×36.2 1点 2013P1120

185 仮領収証 昭和15年7月9日 福岡市信用組合 罫紙　ペン書　
印

23.4×16.0 1点 2013P1121



91

寄贈資料　2. 鳥越雅美資料

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

186 福岡日日新聞 昭和15年11月12日 不詳 一紙　印刷 53.0×81.0 1点 2013P1122

187 宝来帳 昭和16年1月 園田氏 書冊　墨書・
鉛筆書

23.2×16.5 1点 2013P1123

188 〔借用証書〕 昭和16年4月4日 園田源之助 専用紙　ペン
書・墨書　印

13.9×19.7 1点 2013P1124

189 登記簿抄本 昭和16年5月13日 福岡裁判所判事 罫紙　印刷　カ
ーボン　ペン書　
朱印　綴

25.3×18.1 4点 2013P1125
~1128

190 附属建物新築ノ登記
申請書

昭和16年5月13日 園田源之助 罫紙　印刷　
カーボン　鉛
筆書　印　綴

25.9×18.2 1点 2013P1129

191 公正証書 昭和13年6月14日 公証人福地孫市
役場

封筒　印刷 33.2×12.5 1点 2013P1130

192 売買契約証 昭和16年7月2日 園田源之助 罫紙　カーボ
ン　朱印

27.8×38.6 2点 2013P1131
~1132

193 登記簿抄本 昭和16年7月4日 福岡裁判所判事 罫紙　印刷　
カーボン　ペ
ン書　朱印

25.4×18.0 1点 2013P1133

194 登記簿抄本 昭和16年7月26日 福岡区裁判所判
事

専用紙　ペン
書

13.2×18.1 1点 2013P1134

195 登記簿抄本 昭和16年7月26日 福岡区裁判所判
事

専用紙　ペン
書

12.9×18.1 1点 2013P1135

196 登記簿抄本 昭和16年7月26日 福岡区裁判所判
事

専用紙　ペン
書

13.0×18.1 1点 2013P1136

197 登記簿抄本 昭和16年7月30日 福岡区裁判所判
事

専用紙　ペン
書

13.0×18.1 1点 2013P1137

198 売渡書 昭和16年8月4日 佐藤文次郎 罫紙　ペン書 23.3×16.2 2点 2013P1138
~1139

199 請取証 昭和16年9月4日 佐藤文次郎 罫紙　ペン書 26.2×36.4 1点 2013P1140

200 〔書簡案〕 昭和16年9月7日 福岡市信用組合 罫紙　ペン書 22.0×18.9 1点 2013P1141

201 契約証書 昭和十六年九月
二十六日

売主　藤田仲伍　
買主　園田原之
助　立会人　吉
田義太郎

竪帳　カーボ
ン　

26.1×18.3 1点 土地家屋売買
契約成立　「石
産精工株式会
社」封筒入　封
筒表墨書「藤田
仲伍氏分」

2013P1142

202 〔督促状〕 昭和16年11月11日 弥真サメ 便箋　カーボ
ン　鉛筆書

24.1×18.0 1点 2013P1143
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203 〔書簡〕 昭和16年11月13日 園田源之助 原稿用紙・専
用紙　カーボ
ン　印　

24.1×16.7 1点 2013P1144

204 計算書 昭和16年11月16日 日興屋証券株式
会社福岡支店

専用紙　カー
ボン

12.5×17.8 1点 2013P1145

205 〔通知〕 昭和16年11月25日 弥吉サメ 一紙　カーボ
ン　印

24.6×33.5 1点 2013P1146

206 期日呼出状 昭和16年12月1日 福岡裁判所 一紙　印刷　
カーボン　印

24.7×16.9 1点 2013P1147

207 登記簿抄本 昭和16年12月8日 福岡裁判所判事
長峰正次

罫紙　ペン書　
印

25.5×17.9 1点 2013P1148

208 登記簿抄本 昭和16年12月8日 福岡裁判所判事
長峰正次

罫紙　ペン書　
印

25.5×17.9 1点 2013P1149

209 登記簿抄本 昭和16年12月8日 弁護士長峰正次 罫紙　印刷　
ペン書　印

25.5×17.8 1点 2013P1150

210 電話加入譲渡契約書 昭和16年12月 園田源之助 罫紙　ペン書・
鉛筆書

12.5×33.8 1点 2013P1151

211 分筆申告書 昭和16年 園田源之助 印刷　カーボ
ン　ペン書　
朱印	　綴　

24.5×16.7 1点 2013P1152

212 分筆申告書 昭和16年 船木正雄 印刷　カーボ
ン　ペン書　
朱印　綴　

24.5×33.5 1点 2013P1153

213 〔領収証他〕 昭和16年 古川初雄 罫紙・一紙　
カーボン　ペ
ン書・赤鉛筆
書

25.2×17.6 5点 2013P1154
~1158

214 〔綴〕 昭和16年 園田源之助 カーボン　墨
書・ペン書　
綴　

26.0×18.3 4点 2013P1159
~1162

215 売買契約証 昭和16年 園田源之助 罫紙　カーボ
ン　朱印

27.8×38.6 2点 2013P1163
~1164

216 契約証 昭和17年3月7日 谷口喜三郎 竪帳　墨書・
鉛筆書　

25.4×17.3 1点 2013P1165

217 受領証 昭和17年3月17日 谷口喜三郎 便箋　墨書 25.2×17.6 1点 2013P1166

218 請求書 昭和17年4月29日 安陪勝次郎商店 専用紙　ペン
書　印

23.4×16.2 1点 2013P1167
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219 権利証書 昭和17年5月18日 吉田義太郎 竪帳　印刷　
カーボン　墨
書・ペン書　

26.8×19.0 5点 2013P1168
~1172

220 家屋賃借証書 昭和17年8月12日 林田 一紙・印紙　
印刷　ペン書　
朱印

28.5×40.9 1点 2013P1173

221 〔領収証書綴〕 昭和17年 （園田エツ） ペン書・鉛筆
書　綴　

17.1×12.7 5点 2013P1174
~1178

222 土地建物売買契約書 昭和18年2月9日 園田源之助 罫紙　ペン書 24.6×32.5 1点 2013P1179

223 土地建物売買契約書 昭和18年2月16日 園田源之助 罫紙　印刷　
ペン書

24.2×32.9 1点 2013P1180

224 家屋移動申請書他 昭和18年3月11日 園田源之助 一紙・罫紙　
鉛筆書・赤鉛
筆書・ペン書

24.1×33.0 5点 2013P1181
~1185

225 家屋異動申告書 昭和18年3月18日 園田源之助 ペン書　印　
綴　

23.9×16.7 1点 2013P1186

226 〔登記〕 昭和18年4月5日 福岡地方裁判所
所属司法書士

罫紙　ペン書　
印

26.2×36.0 1点 2013P1187

227 銀抵当権一部抹消登
記申請書

昭和18年4月5日 有限会社福岡市
信用組合

罫紙　ペン書　
印

26.3×36.2 1点 2013P1188

228 記 昭和18年8月3日 内外材木商岩隈
商店

罫紙　ペン書　
印

16.4×22.4 1点 2013P1189

229 登記簿抄本 昭和18年9月17日 福岡裁判所判事 罫紙　印刷　
カーボン　朱
印　綴

26.0×28.2 4点 2013P1190
~1193

230 相続税課税価格決定
通知書

昭和18年12月30日 福岡税務署長 一紙　印刷　
ペン書・鉛筆
書

24.2×16.7 2点 2013P1194
~1195

231 権利証書 昭和19年1月28日 園田源之助 竪帳　印刷　
カーボン

26.9×19.3 2点 2013P1196
~1197

232-1 宝来帳 昭和19年1月 園田 書冊　墨書・
鉛筆書

23.4×16.2 1点 2013P1198

232-2〔地図〕 近代 不詳 一紙　ペン書・
鉛筆書

15.1×12.6 1点 2013P1199

232-3〔記〕 昭和21年月日 不詳 継紙2枚　鉛筆
書

20.0×13.7 1点 2013P1200
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233 建物表示更正登記申
請書

昭和19年4月12日 園田源之助 罫紙　印刷　
カーボン　鉛
筆書・ペン書　
印　綴

25.7×18.2 1点 2013P1201

234 〔通知〕 昭和19年6月17日 伊藤昌男代理人
今福

罫紙　カーボ
ン　鉛筆書　
朱印　綴

26.3×18.4 1点 2013P1202

235 金受取証 昭和19年6月20日 園田源之助 罫紙・印紙　
墨書　朱印

24.8×34.6 1点 2013P1203

236 〔書簡〕 昭和19年6月20日 弁護士城野徳次
郎代理人

罫紙　カーボ
ン　朱印

26.3×36.7 1点 2013P1204

237 領収証 昭和19年6月30日 伊藤昌男代理人
今福

罫紙　カーボ
ン　鉛筆書　
朱印

24.8×25.8 1点 2013P1205

238 〔書簡〕 昭和19年7月1日 弁護士城野徳次
郎代理人

罫紙　カーボ
ン　朱印　綴

26.3×18.4 1点 2013P1206

239 〔書簡〕 昭和19年7月6日 弁護士城野徳次
郎代理人

罫紙　カーボ
ン　朱印

26.2×36.8 1点 2013P1207

240 〔通知〕 昭和19年7月30日 弁護士城野徳次
郎代理人

専用紙　カー
ボン

24.5×33.3 1点 2013P1208

241 建物表示更正ノ登記
申請書

昭和19年8月30日 園田源之助 罫紙　印刷　
ペン書　印

25.8×18.5 1点 2013P1209

242 建物表示更正ノ登記
申請書

昭和19年8月30日 園田源之助 罫紙　印刷　
ペン書　印

25.8×18.5 1点 2013P1210

243 根抵当権ノ抹消登記
申請書

昭和19年8月30日 園田源之助 印刷　ペン書　
印　綴　

26.5×18.5 1点 2013P1211

244 引揚証明書・罹災証
明書

昭和20年6月20日 厚生省舞鶴引揚
援護局

一紙　印刷　
ペン書

15.2×16.3 4点 2013P1212
~1215

245 家屋賃借証書 昭和21年4月2日 賃借人　山田久
夫　連帯保証人　
山田藤七他1名

一紙　印刷　
ペン書　

28.0×38.2 1点 福岡市大学通
木造瓦葺二階
建　「是松商
店」封筒入　封
筒表墨書「山田
久夫氏分」

2013P1216

246 土地賃借証 昭和21年 古賀栄 罫紙　墨書 24.9×34.0 1点 2013P1217

247 家屋台帳謄本 昭和22年9月4日 福岡税務署 一紙　印刷　
ペン書　

25.7×18.0 1点 2013P1218

248 普通預金通帳 昭和22年11月7日 不詳 通帳　ペン書　
印

15.0×10.8 1点 2013P1219
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249 土地表示変更登記申
請書

昭和23年1月29日 園田源之助 専用紙　印刷　
カーボン　ペ
ン書　印　綴

27.0×19.0 1点 2013P1220

250 普通預金通帳 昭和23年5月6日 園田エツ 通帳　印刷　
朱印

15.0×10.6 1点 2013P1221

251 宝来帳 昭和23年 不詳 書冊　墨書・
ペン書・鉛筆
書

23.4×16.6 1点 2013P1222

252 LIFE　DIARY 昭和24年12月 園田源之助甥 手帳　ペン書・
鉛筆書

15.8×11.0 1点 2013P1223

253 普通預金通帳 昭和25年1月6日 株式会社帝国銀
行天神支店

書冊　印刷　
ペン書　印

15.0×10.8 1点 2013P1224

254 土地賃借証 昭和25年12月1日 宮本隆一郎 罫紙　墨書 25.2×35.2 1点 2013P1225

255 （株式会社安川電機製
作所再評価積立金資
本組入により新株引
換証）

昭和27年5月31日 取締役社長　安
川実→株主　園
田岩雄殿

一紙　印刷　
ペン書　

18.3×25.4 1点 無償交付新株
式50円　「是松
商店」封筒入

2013P1226

256 （家屋賃借証書他） 昭和27年12月1日 石橋トシ子 竪帳　一紙・
罫紙　印刷　
カーボン　ペ
ン書・墨書

25.8×18.2 1点 2013P1227

257 証 昭和29年2月14日 今石貞二郎 便箋　一紙　
ペン書

23.3×17.4 3点 2013P1228
~1230

258 〔断簡〕 昭和29年12月8日 西日本新聞社 新聞紙　印刷 24.5×20.0 1点 2013P1231

259 家屋賃借契約書 昭和30年5月1日 園田岩雄 竪帳　印刷　
ペン書

26.0×18.1 1点 2013P1232

260 借用証書 昭和30年6月28日 園田岩雄 竪帳　墨書 24.7×34.4 1点 2013P1233

261 家賃受取帳 昭和36年9月 不詳 書冊　ペン書 18.0×12.8 1点 2013P1234

262 都市計画清算金交付
金支払通知

昭和40年 福岡市役所計画
局区画整理課

一紙　印刷 25.8×18.2 8点 2013P1235
~1242

263 〔書簡〕 昭和42年3月1日 園田雅美 罫紙　ペン書 24.9×17.7 1点 2013P1243

264 〔断簡〕 （昭和時代）1月21
日

順正寺 墨書 15.0×16.0 1点 2013P1244

265 〔記〕 （昭和時代）2月21
日

原善之助 罫紙　墨書　
朱印

23.8×16.5 1点 2013P1245

266 〔封筒〕 （昭和時代）4月12
日

園田源之助 封筒　墨書 22.5×8.4 1点 2013P1246
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267 〔断簡〕 （昭和時代）4月19
日

孝 墨書 17.8×24.5 1点 2013P1247

268 〔封筒〕 （昭和時代）6月6日 城戸荒次郎 封筒　ペン書 24.9×9.6 1点 2013P1248

269 〔受取書〕 （昭和時代）9月1日 江上宗次郎 便箋　ペン書 23.8×16.2 1点 2013P1249

270 領収書 （昭和時代）9月8日 宮田進 便箋　ペン書 23.8×16.2 1点 2013P1250

271 〔記〕 （昭和時代）9月20
日

大和 一紙　墨書・
鉛筆書　印

18.1×40.9 1点 2013P1251

272 〔記〕 （昭和時代）12月5
日

不詳 端紙　墨書 26.2×19.0 1点 2013P1252

273 家屋賃借証書 （昭和時代） 賃借人　持山シ
ヲ　連帯保証人　
渡邉朝太郎

一紙　印刷　
墨書　

26.8×38.3 1点 福岡市西小姓
町木造瓦葺平
屋建　「是松商
店」封筒入　封
筒表墨書「持山
シヲ様分」

2013P1253

274 株式名義書換請求書 （昭和時代） 株式会社鐵興社 専用紙 24.0×16.5 1点 2013P1254

275 株式名義書換請求書 （昭和時代） 日本飛行機株式
会社

専用紙 13.4×19.2 1点 2013P1255

276 電話加入譲受人特定
許可申請書

（昭和時代） 園田源之助 専用紙　ペン
書・鉛筆書　
印

13.3×18.5 1点 2013P1256

277 証 （昭和時代） 園田源之助 専用紙　スタ
ンプ

13.3×17.8 1点 2013P1257

278 加入譲渡説明書 （昭和時代） 園田源之助 専用紙　鉛筆
書　スタンプ　

13.3×17.9 1点 2013P1258

279 〔加入譲渡説明書〕 （昭和時代） 不詳 専用紙　スタ
ンプ

12.6×17.9 1点 2013P1259

280 株式名義書換請求書 （昭和時代） 東邦電力株式会
社

専用紙　印 13.8×19.0 1点 2013P1260

281 株式名義書換請求書 （昭和時代） 東邦電力株式会
社

専用紙 13.9×19.0 1点 2013P1261

282 株式名義書換請求書 （昭和時代） 東邦電力株式会
社

専用紙　印 14.0×19.0 1点 2013P1262

283-1 借入申込要項 （昭和時代） 住友信託株式会
社

専用紙 18.0×13.2 1点 2013P1263

283-2 見取図 （昭和時代） 住友信託株式会
社

専用紙 17.9×12.4 1点 2013P1264
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284 資産負債明細書 （昭和時代） 住友信託株式会
社

専用紙　印 17.9×13.2 1点 2013P1265

285 収支計算書 （昭和時代） 住友信託株式会
社

専用紙 17.9×13.0 1点 2013P1266

286 改印届 （昭和時代） 日本鋼管株式会
社

専用紙 13.4×19.5 1点 2013P1267

287 改印届 （昭和時代） 日本鋼管株式会
社

専用紙 13.2×19.2 1点 2013P1268

288 改印届 （昭和時代） 日本ニッケル株
式会社

専用紙 12.5×16.9 1点 2013P1269

289 改印届 （昭和時代） 石産精工株式会
社

専用紙 24.2×16.3 1点 2013P1270

290 改印届 （昭和時代） 株式会社満州工
廠

専用紙 23.7×16.3 1点 2013P1271

291 株式名義書換請求書 （昭和時代） 川崎重工業株式
会社

専用紙 13.2×18.2 1点 2013P1272

292 株式名義書換請求書 （昭和時代） 不詳 専用紙 25.7×18.1 1点 2013P1273

293 株式名義書換請求書 （昭和時代） 宇部興産株式会
社

専用紙 25.6×18.3 1点 2013P1274

294 閲覧書 （昭和時代） 不詳 罫紙　ペン書　
綴

25.1×17.2 1点 2013P1275

295 貸家元渡 （昭和時代） 不詳 小横帳　墨書 13.1×19.3 1点 2013P1276

296 〔土地建物表示変更登
記申請書〕

（昭和時代） 不詳 ペン書・鉛筆
書　綴　

24.8×16.8 1点 2013P1277

297 建物登記間違分 （昭和時代） 不詳 便箋　ペン書・
鉛筆書

23.4×15.9 1点 2013P1278

298 農地報償金書類 （昭和時代） 園田岩雄 一紙　印刷 37.0×26.0 3点 2013P1279
~1281

299 〔金印借用証〕 （昭和時代） 有限責任福岡市
信用組合

専用紙　ペン
書・鉛筆書　
印

13.9×19.7 1点 2013P1282

300 〔万覚帳〕 （昭和時代） 不詳 小横帳　墨書・
ペン書　朱印

13.2×19.5 1点 2013P1283

301 〔記〕 （昭和時代） 不詳 墨書 28.5×11.1 1点 2013P1284

302 〔記〕 （昭和時代） 石橋石蔵 罫紙　ペン書　
印

23.3×16.1 1点 2013P1285
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303 〔記〕 （昭和時代） 福岡市信用組合 一紙　ペン書　
印

22.1×16.6 1点 2013P1286

304 〔記〕 （昭和時代） 不詳 便箋　鉛筆書・
朱書

12.7×17.6 1点 2013P1287

305 〔記〕 （昭和時代） 不詳 罫紙　墨書 14.0×20.2 1点 2013P1288

306 〔記〕 （昭和時代） 不詳 原稿用紙　ペ
ン書　クリッ
プ

24.5×16.8 7点 2013P1289
~1295

307 〔記〕 （昭和時代） 不詳 罫紙　墨書　
朱印

23.2×21.5 1点 2013P1296

308 〔記〕 （昭和時代） 不詳 罫紙　墨書 23.4×16.5 6点 2013P1297
~1302

309 〔記〕 （昭和時代） 園田小七 原稿用紙　ペ
ン書

24.2×33.1 2点 2013P1303
~1304

310 〔記〕 （昭和時代） 不詳 横折　墨書　
印

25.5×38.5 1点 2013P1305

311 〔封筒〕 （昭和時代） 合資会社是松商
店

封筒　印刷　
墨書

23.1×8.3 1点 2013P1306

312 金銭出納帳 （近代）3月 不詳 専用紙　墨書・
ペン書

26.0×37.5 1点 2013P1307

313 〔記〕 （近代）6月 不詳 罫紙　ペン書・
赤鉛筆書

22.0×15.0 2点 2013P1308
~1309

314 〔記〕 （近代）6月 不詳 罫紙　ペン書・
赤鉛筆書

22.3×15.2 1点 2013P1310

315 湯殿便所見積り （近代） 不詳 竪綴　墨書 24.5×16.8 1点 2013P1311

316 相続税納税保証書 （近代） 不詳 一紙　印刷 24.0×16.6 1点 2013P1312

317 〔金銭賃借状〕 （近代） 園田源之助宛 罫紙　墨書　
綴

23.7×15.7 1点 2013P1313

318 市内上名嶋町三十番
地ノ土地建物村上文
一氏所有登記納本入

（近代） 不詳 封筒　墨書 22.2×9.1 1点 2013P1314

319 西浜町篠原（他武藤
氏）取引ノ件

（近代） 不詳 一紙　ペン書 13.2×17.9 1点 2013P1315

320 公正証書 （近代） 公証人北島林平
役場

封筒　印刷 25.3×9.2 1点 2013P1316
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321 財産税見積控 （近代） 不詳 一紙　ペン書 15.6×20.7 3点 2013P1317
~1319

322 建築費内訳 （近代） 不詳 一紙　印刷　
ペン書

25.8×36.2 1点 2013P1320

323 建米勘定帳 （近代） 不詳 専用紙 26.1×24.5 1点 2013P1321

324 貸家売買届ケ （近代） 園田ツキ 罫紙　墨書　
朱印

32.2×23.9 1点 2013P1322

325 金銀出納帳 （近代） 不詳 罫紙　墨書 26.1×35.1 1点 2013P1323

326 土地分割予測図 （近代） 不詳 一紙　印刷 68.2×122.2 1点 2013P1324

327 家賃御通 （近代） 不詳 小横帳　墨書　
印刷

11.4×15.7 1点 2013P1325

328 電話加入譲受人特定
許可申請書

（近代） 園田源之助 専用紙　ペン
書・鉛筆書　
印

12.6×18.9 1点 2013P1326

329 証 （近代） 園田源之助 専用紙　スタ
ンプ

12.4×17.4 1点 2013P1327

330 契約書 （近代） 園田源之助 専用紙　スタ
ンプ

13.1×18.4 1点 2013P1328

331 証 （近代） 園田源之助 専用紙　スタ
ンプ

13.3×17.9 1点 2013P1329

332 承認誓約書 （近代） （拙者） 罫紙　墨書 24.1×16.7 1点 2013P1330

333 委任状 （近代） 園田ナミ 専用紙　墨書 13.5×17.2 1点 2013P1331

334 必要書類 （近代） 不詳 罫紙　墨書 12.4×16.8 6点 2013P1332
~1337

335 母病気見舞 （近代） 不詳 端紙　ペン書・
鉛筆書

15.9×20.0 1点 2013P1338

336 金受取証 （近代） 不詳 罫紙　墨書 24.5×33.5 1点 2013P1339

337 計算書 （近代） 不詳 罫紙　墨書 24.6×33.4 1点 2013P1340

338 御達 （近代） 不詳 小横帳　墨書・
ペン書　朱印

11.5×16.2 1点 2013P1341

339 勧銀申込書款入　吉
田氏より受入分

（近代） 不詳 封筒　墨書 38.0×13.0 1点 2013P1342

340 モト福一七日茶菓子
送リ品控

（近代） 不詳 罫紙　墨書 21.6×30.3 1点 2013P1343
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341 商取引ニ関スル銀抵
当権設定契約公正証
書謄本

（近代） 不詳 罫紙　印刷　
墨書　印

26.4×36.6 1点 2013P1344

342 貸家元帳に号 （近代） 園田小七 小横帳　墨書 13.4×19.0 1点 2013P1345

343 〔契約書〕 （近代） 不詳 罫紙　カーボ
ン　墨書　朱
印

26.7×18.7 1点 2013P1346

344-1〔契約書〕 （近代） 不詳 罫紙　カーボ
ン　朱印

23.2×31.4 2点 2013P1347
~1348

344-2〔契約書〕 （近代） 博多石油合資会
社

罫紙　印刷　
墨書　朱印

26.3×18.6 1点 2013P1349

345 〔出納簿〕 （近代） 不詳 専用紙　墨書　
朱印

25.5×26.5 2点 2013P1350
~1351

346 〔出納簿〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書・
ペン書　印

26.6×27.2 3点 2013P1352
~1354

347 〔出納簿〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書　
朱印

25.3×36.2 2点 2013P1355
~1356

348 〔出納帳〕 （近代） 不詳 書冊 23.3×16.0 1点 2013P1357

349 〔出納帳〕 （近代） 不詳 書冊 21.0×15.1 1点 2013P1358

350 〔出納帳〕 （近代） 不詳 書冊 20.8×15.2 1点 2013P1359

351 〔御通〕 （近代） 不詳 小横帳　印刷 11.6×16.0 1点 2013P1360

352 〔家屋賃借証書〕 （近代） 大久保作一 専用紙　墨書 13.9×40.0 1点 2013P1361

353 〔証書〕 （近代） 不詳 専用紙　墨書 13.9×39.8 1点 2013P1362

354 〔書簡〕 （近代） 森みつを 罫紙　墨書 23.6×31.7 1点 2013P1363

355 〔書簡〕 （近代） 森みつを 罫紙　墨書 24.2×32.9 1点 2013P1364

356 〔礼状案〕 （近代） 下関米取引所仲
買川島菊次郎

罫紙　印刷 23.5×16.3 1点 2013P1365

357 〔礼状〕 （近代） 稲場町百水宗治 葉書　ペン書 14.0×9.0 1点 2013P1366

358 〔雑〕 （近代） 不詳 一紙　紐 1点 2013P1367

359 〔手帳〕 （近代） 不詳 手帳　ペン書・
鉛筆書

13.7×7.5 1点 2013P1368

360 〔日記帳〕 （近代） 不詳 書冊 21.0×15.1 1点 2013P1369
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361 〔日記帳〕 （近代） 不詳 書冊 23.3×16.5 1点 2013P1370

362 〔町絵図〕 （近代） 不詳 一紙　墨書 120.0×67.0 1点 2013P1371

363 〔町絵図〕 （近代） 不詳 一紙　墨書 49.0×37.9 1点 2013P1372

364 〔図面〕 （近代） 不詳 一紙　ペン書・
彩色

65.0×55.0 1点 2013P1373

365 〔図面〕 （近代） 不詳 継紙6枚　鉛筆　
墨書・赤鉛筆
書

50.7×85.1 1点 2013P1374

366 〔図面〕 （近代） 不詳 一紙　ペン書 24.3×33.2 1点 2013P1375

367 〔図面〕 （近代） 不詳 一紙　ペン書 24.3×33.3 1点 2013P1376

368 〔名刺〕 （近代） 弁護士田辺秀雄 一紙　印刷　
鉛筆書

8.9×5.4 1点 2013P1377

369 〔住所録〕 （近代） 不詳 横帳　ペン書 17.9×25.2 1点 2013P1378

370 〔大雑書〕 （近代） 不詳 墨書　綴　 27.5×19.8 1点 2013P1379

371 〔広告〕 （近代） 台湾物産株式会
社

印刷 39.0×45.7 1点 2013P1380

372 〔広告〕 （近代） （中村半兵衛） 一紙　印刷 25.5×23.5 1点 2013P1381

373 〔広告〕 （近代） 不詳 罫紙　印刷 24.3×16.9 1点 2013P1382

374 〔広告〕 （近代） 不詳 一紙　印刷 38.0×26.5 1点 2013P1383

375 〔封筒〕 （近代） 不詳 封筒　墨書 21.8×8.4 1点 2013P1384

376 〔封筒〕 （近代） 不詳 封筒　印刷　
墨書

23.4×18.4 1点 2013P1385

377 〔封筒〕 （近代） 不詳 封筒　ペン書 20.8×8.4 1点 2013P1386

378 〔封筒〕 （近代） 大阪屋証券株式
会社

封筒　墨書・
ペン書　印

20.0×8.3 1点 2013P1387

379 〔封筒〕 （近代） 合資会社是松商
店

封筒　印刷　
墨書

22.9×8.4 1点 2013P1388

380 〔包紙〕 （近代） 岩田屋 包紙　印刷 25.3×36.5 1点 2013P1389

381 〔包紙〕 （近代） 岩田屋 包紙　印刷 26.3×37.0 1点 2013P1390

382 〔包紙〕 （近代） （福岡梅津屋） 包紙　印刷 24.2×25.5 1点 2013P1391
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383 〔包紙〕 （近代） （石橋商店） 包紙　印刷　
墨書

72.0×33.8 1点 2013P1392

384 〔包紙〕 （近代） （明治屋） 包紙　印刷 87.0×58.0 1点 2013P1393

385 〔包紙〕 （近代） 辰七 包紙　印刷　
墨書

29.8×65.7 1点 2013P1394

386 〔包紙〕 （近代） 大阪山本仲買店 包紙　墨書 29.8×43.0 1点 2013P1395

387 〔包紙〕 （近代） 不詳 包紙　印刷 29.0×14.0 1点 2013P1396

388 〔包紙〕 （近代） 不詳 包紙　印刷 34.0×47.8 1点 2013P1397

389 〔包紙〕 （近代） 不詳 罫紙 23.5×30.6 1点 2013P1398

390 〔包紙〕 （近代） 不詳 罫紙 22.6×15.3 1点 2013P1399

391 〔包紙〕 （近代） 不詳 罫紙 27.2×38.0 1点 2013P1400

392 〔包紙〕 （近代） 不詳 一紙　墨書 29.5×41.3 1点 2013P1401

393 〔包紙〕 （近代） 不詳 包紙　印刷　
墨書

28.0×66.0 1点 2013P1402

394 〔包紙〕 （近代） 不詳 包紙　印刷　
墨書

80.0×101.0 1点 2013P1403

395 〔包紙ヵ〕 （近代） 不詳 包紙　黒印 28.7×48.0 1点 2013P1404

396 〔包装紙〕 （近代） 岩田屋 一紙　印刷 26.1×36.8 2点 2013P1405
~1406

397 〔覚〕 （近代） 園田 小横帳　墨書 13.3×19.2 1点 2013P1407

398 〔覚〕 （近代） 不詳 一紙　墨書 25.0×35.5 1点 2013P1408

399 〔覚〕 （近代） 不詳 罫紙 26.0×35.0 1点 2013P1409

400 〔覚〕 （近代） 不詳 端紙　鉛筆書 13.9×9.8 1点 2013P1410

401 〔記〕 （近代） 津野崎イト 罫紙　ペン書 23.2×16.1 1点 2013P1411

402 〔記〕 （近代） （永嶋） 罫紙　鉛筆書 22.1×14.6 1点 2013P1412

403 〔記〕 （近代） 園田源之助 罫紙　鉛筆書 22.1×14.5 1点 2013P1413

404 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　印刷　
鉛筆書

24.2×33.4 1点 2013P1414

405 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　ペン書 21.3×15.6 1点 2013P1415
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406 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書・
ペン書　印　
綴　

17.9×24.6 1点 2013P1416

407 〔記〕 （近代） 不詳 一紙　ペン書　
鉛筆書

21.6×4.8 1点 2013P1417

408 〔記〕 （近代） 不詳 原稿用紙　ペ
ン書　

24.3×33.3 1点 2013P1418

409 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 24.9×33.6 1点 2013P1419

410 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書・
ペン書　朱印

26.0×39.6 2点 2013P1420
~1421

411 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書・
ペン書　朱印

26.2×40.0 2点 2013P1422
~1423

412 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 26.5×21.2 1点 2013P1424

413 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書　
朱印

22.9×33.5 1点 2013P1425

414 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書・
朱筆

23.3×15.5 1点 2013P1426

415 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書・
ペン書　印

26.5×38.8 1点 2013P1427

416 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書・
ペン書　印

26.3×39.7 1点 2013P1428

417 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　ペン書　
朱印

26.7×19.7 1点 2013P1429

418 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　鉛筆書 22.0×25.2 1点 2013P1430

419 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 23.2×30.8 1点 2013P1431

420 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 22.8×31.0 1点 2013P1432

421 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書・
ペン書　朱印

26.3×40.3 1点 2013P1433

422 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書 26.0×20.4 1点 2013P1434

423 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書・
ペン書　朱印

26.0×39.5 2点 2013P1435
~1436

424 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書・
ペン書　印

26.0×34.7 1点 2013P1437
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425 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書　
朱印

25.2×34.6 2点 2013P1438
~1439

426 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書・
ペン書　朱印

25.9×37.0 1点 2013P1440

427 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書・
ペン書　朱印

26.3×39.3 1点 2013P1441

428 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書・
ペン書・鉛筆
書　印

26.7×40.0 1点 2013P1442

429 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書・
ペン書　朱印

26.0×39.3 2点 2013P1443
~1444

430 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書・
ペン書

25.6×39.5 1点 2013P1445

431 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書・
ペン書　印

25.8×18.4 1点 2013P1446

432 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書 22.2×34.3 1点 2013P1447

433 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書・
ペン書　朱印

26.0×37.3 1点 2013P1448

434 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書・
ペン書　印

26.4×39.4 3点 2013P1449
~1451

435 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書 26.0×21.0 1点 2013P1452

436 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書 25.8×38.6 1点 2013P1453

437 〔記〕 （近代） 不詳 端紙　墨書・
ペン書　朱印

26.2×39.2 1点 2013P1454

438 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 25.5×17.4 1点 2013P1455

439 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書・
ペン書

25.3×18.0 1点 2013P1456

440 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書・
ペン書　朱印

26.2×19.0 2点 2013P1457
~1458

441 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 26.0×24.5 1点 2013P1459

442 〔記〕 （近代） 不詳 一紙　墨書・
彩色

23.8×16.0 1点 2013P1460

443 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書　
印

23.7×32.5 1点 2013P1461
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444 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　ペン書　
朱印

26.0×19.0 1点 2013P1462

445 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書　
印

23.2×34.5 1点 2013P1463

446 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書　
印

23.7×33.5 1点 2013P1464

447 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　ペン書　
朱印

26.0×19.5 1点 2013P1465

448 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　ペン書・
鉛筆書

21.7×14.4 2点 2013P1466
~1467

449 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　ペン書 13.2×19.8 2点 2013P1468
~1469

450 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　ペン書 22.6×19.5 1点 2013P1470

451 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 21.7×17.7 1点 2013P1471

452 〔記〕 （近代） 不詳 便箋　ペン書 23.4×15.9 1点 2013P1472

453 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 13.7×39.6 1点 2013P1473

454 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 14.0×20.0 2点 2013P1474
~1475

455 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 13.8×39.8 1点 2013P1476

456 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　カーボ
ン

24.5×33.3 7点 2013P1477
~1483

457 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 23.3×9.7 1点 2013P1484

458 〔記〕 （近代） 不詳 一紙　ペン書 24.3×16.9 1点 2013P1485

459 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　鉛筆書 13.4×16.0 1点 2013P1486

460 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書　
印

23.8×34.3 1点 2013P1487

461 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書 22.0×34.0 1点 2013P1488

462 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書 26.0×37.6 1点 2013P1489

463 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書 24.7×10.7 1点 2013P1490

464 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書　
印

23.5×33.2 1点 2013P1491
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465 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 22.8×30.7 1点 2013P1492

466 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書 22.0×33.0 1点 2013P1493

467 〔記〕 （近代） 不詳 一紙　墨書 26.0×18.1 1点 2013P1494

468 〔記〕 （近代） 不詳 一紙　墨書　
印

12.8×18.2 1点 2013P1495

469 〔記〕 （近代） 不詳 一紙　墨書 13.9×22.0 1点 2013P1496

470 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書　
印

25.7×36.8 1点 2013P1497

471 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書 25.3×37.0 1点 2013P1498

472 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書 25.3×38.0 1点 2013P1499

473 〔記〕 （近代） 不詳 一紙　墨書 25.0×36.1 1点 2013P1500

474 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書　
印

25.7×35.6 1点 2013P1501

475 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書　
印

25.3×36.2 1点 2013P1502

476 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書 22.2×32.9 1点 2013P1503

477 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書　
印

25.7×39.0 1点 2013P1504

478 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書 25.7×38.5 1点 2013P1505

479 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書　
印

24.5×37.6 1点 2013P1506

480 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 23.0×31.2 1点 2013P1507

481 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 23.1×30.5 1点 2013P1508

482 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書 23.7×33.7 1点 2013P1509

483 〔記〕 （近代） 不詳 一紙　ペン書 22.7×30.6 1点 2013P1510

484 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書 26.7×38.5 1点 2013P1511

485 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書　
印

25.1×19.0 1点 2013P1512

486 〔記〕 （近代） 不詳 横折　墨書　
印

26.3×40.0 1点 2013P1513
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487 〔記〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書 25.1×33.4 1点 2013P1514

488 〔断簡〕 （近代） 白水利吉 罫紙　墨書 12.5×17.9 1点 2013P1515

489 〔断簡〕 （近代） 西日本新聞社 新聞紙　印刷 38.7×36.0 1点 2013P1516

490 〔断簡〕 （近代） 福岡地方裁判所
所属司法書士

罫紙　印刷　
印

26.2×36.0 1点 2013P1517

491 〔断簡〕 （近代） 不詳 罫紙 14.5×8.0 1点 2013P1518

492 〔断簡〕 （近代） 不詳 一紙　印刷 2.2×2.5 1点 2013P1519

493 〔断簡〕 （近代） 不詳 一紙　印刷 24.3×19.5 1点 2013P1520

494 〔断簡〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書　
印

21.2×14.2 1点 2013P1521

495 〔断簡〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書　
印

21.8×15.2 1点 2013P1522

496 〔断簡〕 （近代） 不詳 罫紙　墨書　
印

25.9×16.5 1点 2013P1523

497 〔表紙〕 （近代） 園田源之助 一紙　墨書 11.5×16.0 1点 2013P1524

498 〔表紙〕 （近代） 園田小七 墨書 11.7×16.2 1点 2013P1525

499 〔手習〕 （近代） 不詳 横折　墨書 22.4×31.6 1点 2013P1526

500 〔和歌〕 （近代） 不詳 一紙　墨書・
彩色

24.2×33.3 1点 2013P1527

501 〔白紙〕 （近代） 博多行町　藤原
商店

一紙　印刷 10.3×12.1 1点 2013P1528

502 〔白紙〕 （近代） 不詳 罫紙 23.6×15.8 1点 2013P1529

503 〔白紙〕 （近代） 不詳 端紙 23.6×17.6 3点 2013P1530
~1532

504 〔白紙〕 （近代） 不詳 罫紙・一紙 23.9×17.4 15点 2013P1533
~1547

505 〔白紙〕 （近代） 不詳 専用紙　印刷 23.0×13.6 1点 2013P1548

506 〔白紙〕 （近代） 不詳 罫紙 26.5×36.8 2点 2013P1549
~1550

507 〔白紙〕 （近代） 不詳 罫紙 24.8×33.9 2点 2013P1551
~1552
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508 〔白紙〕 （近代） 不詳 罫紙　印 14.0×29.6 1点 2013P1553

509 〔白紙〕 （近代） 不詳 罫紙 13.9×39.7 1点 2013P1554

510 〔白紙〕 （近代） 不詳 罫紙 25.2×33.5 1点 2013P1555

511 〔白紙〕 （近代） 不詳 罫紙 23.5×31.0 1点 2013P1556

512 〔白紙〕 （近代） 不詳 罫紙 22.1×14.7 1点 2013P1557

513 〔和紙〕 （近代） 不詳 一紙　印刷 27.0×39.0 5点 2013P1558
~1562

絵葉書類

514-1 POSTKARTEN	
ALBUM

（近代） 不詳 アルバム 25.0×20.3 1点 2013P1563

514-2 SANFRANCISCO	
The	Queen	City	
souvenir	Foldar

（近代） 不詳 洋折本 10.9×15.7 1点 2013P1564

514-3〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1565

514-4〔絵葉書〕 （近代） 豊前中津広津商
店発行

葉書 9.0×14.1 1点 2013P1566

514-5〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 8.9×13.9 1点 2013P1567

514-6〔風景画〕 （近代） 不詳 一紙 14.1×8.9 1点 2013P1568

514-7 SANFRANCISCO	
The	Queen	City	
souvenir	Foldar　
CLIFFHOUSE　
AND	GOLDEN	
GATE　PARK　
Souvenir	Folder

（近代） 不詳 洋折本 10.9×15.6 1点 2013P1569

514-8〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 14.1×9.1 1点 2013P1570

514-9〔絵葉書〕 （近代） 豊前中津広津商
店発行

葉書 9.1×14.1 1点 2013P1571

514-10〔絵葉書〕 （近代） 豊前中津広津商
店発行

葉書 9.1×14.1 1点 2013P1572

514-11〔絵葉書〕 （近代） 豊前中津広津商
店発行

葉書 9.0×14.1 1点 2013P1573

514-12〔絵葉書〕 （近代） 豊前中津広津商
店発行

葉書 9.1×14.1 1点 2013P1574
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514-13 PASADENA	
CALIFORNIA

（近代） 不詳 洋折本 10.7×15.0 1点 2013P1575

514-14〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1576

514-15〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1577

514-16〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1578

514-17〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1579

514-18〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1580

514-19〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1581

514-20〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1582

514-21〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1583

514-22〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1584

514-23〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1585

514-24〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1586

514-25〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1587

514-26〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1588

514-27〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1589

514-28〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×13.8 1点 2013P1590

514-29〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.1×14.1 1点 2013P1591

514-30〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.1×14.1 1点 2013P1592

514-31〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 14.1×9.1 1点 2013P1593

514-32〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 14.1×9.2 1点 2013P1594

514-33〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 14.1×9.3 1点 2013P1595

514-34〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 14.1×9.4 1点 2013P1596

514-35〔集合写真〕 （近代） 不詳 写真 11.0×15.4 1点 2013P1597

514-36〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 13.8×8.9 1点 2013P1598

514-37〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 14.0×9.1 1点 2013P1599
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

514-38〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 14.0×9.1 1点 2013P1600

514-39〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.2×14.1 1点 2013P1601

514-40〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.1×14.1 1点 2013P1602

514-41〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 14.1×9.1 1点 2013P1603

514-42〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 14.2×9.1 1点 2013P1604

514-43〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×13.9 1点 2013P1605

514-44〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.3 1点 2013P1606

514-45〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.2×14.1 1点 2013P1607

514-46〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 14.1×9.2 1点 2013P1608

514-47〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1609

514-48〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 14.1×9.1 1点 2013P1610

514-49〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 13.5×9.1 1点 2013P1611

514-50〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.1×13.4 1点 2013P1612

514-51〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×13.3 1点 2013P1613

514-52〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 13.5×9.0 1点 2013P1614

514-53〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1615

514-54〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.1×14.1 1点 2013P1616

514-55〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.1×14.1 1点 2013P1617

514-56〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.1×14.1 1点 2013P1618

514-57〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.1×14.1 1点 2013P1619

514-58〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.1×14.1 1点 2013P1620

514-59〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.1×14.1 1点 2013P1621

514-60〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.1×14.1 1点 2013P1622

514-61〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 14.0×9.1 1点 2013P1623

514-62〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.1 1点 2013P1624

514-63〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 8.9×14.0 1点 2013P1625
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514-64〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.2 1点 2013P1626

514-65〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 9.0×14.0 1点 2013P1627

514-66〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 13.9×8.8 1点 2013P1628

514-67〔絵葉書〕 （近代） 不詳 葉書 14.2×9.1 1点 2013P1629

514-68〔絵葉書〕 （近代） 豊前中津広津商
店発行

葉書 9.2×14.1 1点 2013P1630

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 整理番号 備品番号

515 〔正助逸話〕 江戸時代 不詳 墨書・彩色　
掛幅装　

95.4×40.9 1点 527 2013P1631

516 〔蘭□堂主人書〕 明治21年 蘭□堂主人 墨書　朱印　
掛幅装　

137.3×49.7 1点 526 2013P1632

517 〔三行書〕 （近代） 黒田長成 墨書　朱印　
掛幅装　

154.5×42.7 1点 525 2013P1633

518 〔稚松涛石之図〕 （近代） 邪桜半圃志 墨書　朱印　
掛幅装　

134.5×22.3 1点 528 2013P1634

519 〔漢詩〕 （近代） 李鴻章 墨書　朱印　
掛幅装　

109.6×52.0 1点 530 2013P1635

520 〔書画〕 （近代） 不詳 墨書　朱印　
掛幅装　

123.0×32.3 1点 529 2013P1636

521-1 浄土和讃 （近代） 不詳 版本 18.9×13.7 1点 513-1 2013P1637

521-2 正信念仏偈 （近代） 不詳 版本 18.9×13.6 1点 513-2 2013P1638

521-3 正像末和讃 嘉永4年3月18
日

不詳 版本 18.7×13.6 1点 513-3 2013P1639

521-4 高僧和讃 （近代） 不詳 版本 18.8×13.6 1点 513-4 2013P1640

522-1〔経典〕 （近代） 不詳 版本 18.7×13.6 1点 514-1 2013P1641

522-2〔経典〕 文明4年（成
立）

不詳 版本 18.8×13.6 1点 514-2 2013P1642

522-3〔経典〕 文明4年（成
立）

不詳 版本 18.7×13.6 1点 514-3 2013P1643

522-4〔経典〕 （近代） 不詳 版本 18.7×13.6 1点 514-4 2013P1644

3. 書画・その他
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 整理番号 備品番号

522-5〔経典〕 明治4年3月15
日発行

釈明如 版本 18.7×13.6 1点 514-5 2013P1645

523 〔経典〕 明治4年8月 不詳 版本 19.5×13.7 1点 512 2013P1646

524 聖典讃仏歌集 大正4年1月5
日

本派本願寺教
務部日曜学校
課

刊本 14.8×10.8 1点 516 2013P1647

525 正信偈御和讃 大正12年4月
26日

清水精一郎 版本 10.8×8.0 1点 517 2013P1648

526 真宗聖典 昭和19年8月2
日

仏教婦人会仏
教青年会連合
本部

刊本 12.8×9.8 1点 515 2013P1649

527 本願寺 （近代） 北畠 版本 17.4×11.2 1点 518 2013P1650

528 〔数珠〕 （近代） 不詳 紐・黒檀・水
晶・陶器

長33.2 1点 35 2013P1651

529-1〔レンズ〕 （近代） 不詳 レンズ 3.3×4.7 2点 227-1 2013P1652
~1653

529-2〔封筒〕 昭和17年7月3
日

公証人福田喜
久司役場

封筒　印刷　
ペン書　黒印

31.0×12.5 1点 227-2 2013P1654

530 おたふくわた （近代） ハニーファイ
バー株式会社

綿 径11.7　
高26.7

1点 503 2013P1655
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番号 名称 時代 製作者（製作地）品質・形状 法量 員数 備考 旧No. 備品番号

1 火切杵 昭和時代 日本 木 長49.0　幅45.0 1点 棒3点付 1 2013P1656

2 火切臼 昭和時代 日本 木 長66.0　幅4.0 1点 1 2013P1657

3 火打石 不詳 日本 石 大）長7.5　中）
長5.0　小）長3.0

3点
1組

3 2013P1658

4 火打箱 不詳 日本 木 高6.0　幅24.5　
奥12.0

1点 7 2013P1659

5 火打箱 不詳 日本 木 高8.0　幅25.5　
奥12.5

1点 8 2013P1660

6 火打箱 不詳 日本 木 高7.5　幅22.5　
奥8.5

1点 8 2013P1661

7 火打金 不詳 日本 木・金属 長14.7　幅5.9 1点 3 2013P1662

8 火打金 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・金属 長11.0　幅5.0 1点 6 2013P1663

9 火打金 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・金属 長7.1　幅5.2 1点 6 2013P1664

10 火打袋 江戸〜明治時
代ヵ

日本 長6.2　幅5.0 1点 6 2013P1665

11 火打金付腰下げ 不詳 日本 木・金属 本体）高7.5　幅
8.5　奥3.3

1点 5 2013P1666

12 舞い錐 昭和時代 日本 木 長82.0　幅67.0 1点 板付 2 2013P1667

13 紙燭 不詳 日本 紙 長44.5 1点 4 2013P1668

14 脂燭 不詳 日本 蝋・紙 大）長20.0　中）
長19.0　小）長
15.5

3点
1組

4 2013P1669

15 松脂 不詳 日本 木 大）長28.0　小）
長19.5

2点
1組

4 2013P1670

16 松明 不詳 日本 木 長83.0 1点 10 2013P1671

17 松明 不詳 日本 竹・木 長107.0 2点
1組

10 2013P1672

18 篝火台 江戸〜明治時
代ヵ

日本 鉄 1）高34.5　径21.5　
2）高44.0　径22.5

2点
1組

木片付 11 2013P1673

3. 九州エネルギー館資料
〈資料内訳〉
灯火具コレクション	� 	347件357点
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番号 名称 時代 製作者（製作地）品質・形状 法量 員数 備考 旧No. 備品番号

19 篝 江戸〜明治時
代ヵ

不詳 金属 高121.0　最大幅
61.0

1点 12 2013P1674

20 ひで鉢 不詳 不詳 石 高18.0　最大幅
35.0

1点 13 2013P1675

21 ひで鉢 不詳 不詳 石 高13.0　最大幅
22.0

1点 14 2013P1676

22 ひで鉢 不詳 不詳 石 高13.5　最大幅
53.0

1点 15 2013P1677

23 灯籠 不詳 不詳 陶器 高34.5　最大幅
30.0

1点 素焼、破損あり 16 2013P1678

24 吊灯蓋 江戸〜明治時
代ヵ

不詳 金属 高46.5　最大幅
65.0

1点 鎖付 17 2013P1679

25 吊灯籠 江戸〜明治時
代ヵ

不詳 鉄 高30.0　最大径
23.5

1点 破損あり 18 2013P1680

26 雪見灯籠 江戸〜明治時
代ヵ

日本 鉄 高80.0　最大幅
60.0

1点 19 2013P1681

27 油火灯 不詳 インド 真鍮 高6.0　最大幅
13.8

1点 20 2013P1682

28 油火用灯台 不詳 ペルシャ 陶器 1）高4.0　最大幅
10.0　2）高5.0　最
大幅10.5　3）高
10.0　最大幅6.5

3点
1組

21 2013P1683

29 油火灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 陶器 高18.3　最大径
11.5

1点 22 2013P1684

30 吊灯籠 江戸〜明治時
代ヵ

施主：松□屋　
与田□□

銅 高47.0　最大幅
30.5

1点 鎖付 23 2013P1685

31 提灯籠 不詳 不詳 金属 高51.0　最大幅
38.0

1点 鍍金透文、鎖付 24 2013P1686

32 瓢燭 不詳 不詳 陶器 高12.0　幅8.5 1点 25 2013P1687

33 瓢燭 不詳 不詳 陶器 1）高4.0　幅9.5　
2）高4.0　幅9.0

2点 素焼 25 2013P1688
~1689

34 短檠 江戸〜明治時
代ヵ

日本 竹 高46.0　最大幅
16.5　奥15.5

1点 26 2013P1690

35 吊灯籠 江戸〜明治時
代ヵ

日本 金属 高42.0　幅42.0 1点 鎖付、梅文様 27 2013P1691

36 油差し 江戸〜明治時
代ヵ

日本 銅 高14.0　最大幅
25.0

1点 28 2013P1692
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37 油差し 江戸〜明治時
代ヵ

日本 真鍮 高13.5　最大幅
20.0

1点 28 2013P1693

38 油差し 江戸〜明治時
代ヵ

日本 真鍮 高14.0　最大幅
18.0

1点 28 2013P1694

39 油灯台 江戸〜明治時
代ヵ

不詳 金属 1）高23.5　幅
15.0　2）高19.5　
幅17.0　3）高
10.0　幅8.0

3点 29 2013P1695
~1697

40 手付油徳利 江戸〜明治時
代ヵ

日本 陶器 1）高19.5　径
12.0　2）高14.5　
径8.0

2点 30 2013P1698
~1699

41 吊灯籠 江戸〜明治時
代ヵ

不詳 金属 高57.0　最大幅
45.0

1点 鎖付 31 2013P1700

42 吊灯籠 江戸〜明治時
代ヵ

日本 金属 高15.5　最大幅
11.0

1点 鎖付 32 2013P1701

43 吊灯籠 江戸〜明治時
代ヵ

日本 金属 高34.0　最大径
11.0

1点 鎖付 33 2013P1702

44 燭台 江戸〜明治時
代ヵ

日本 銅 高68.0　最大径
27.0

2点
1組

欠損あり、蝋燭付 34 2013P1703

45 短檠 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・金属 高56.0　最大幅
22.0　奥17.5

1点 黒漆塗 35 2013P1704

46 受皿 江戸〜明治時
代ヵ

日本 陶器 高1.5　径22.0　 1点 椿図ヵ 36 2013P1705

47 受皿 江戸〜明治時
代ヵ

日本 陶器 高2.5　径22.0　 1点 草花図 37 2013P1706

48 受皿 江戸〜明治時
代ヵ

日本 陶器 高2.5　径22.5　 1点 家屋図 38 2013P1707

49 受皿 江戸〜明治時
代ヵ

日本 陶器 高2.4　径22.0　 1点 「福」、兎、梅図 39 2013P1708

50 受皿 江戸〜明治時
代ヵ

日本 陶器 高4.0　径25.7　 1点 菱文様 40 2013P1709

51 受皿 江戸〜明治時
代ヵ

日本 陶器 高2.5　径21.5　 1点 家屋、松図ヵ 41 2013P1710

52 受皿 江戸〜明治時
代ヵ

日本 陶器 高2.0　径22.0　 1点 家屋、柳図 42 2013P1711

53 角型提行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・紙 高38.5　幅16.5　
奥16.5

1点 43 2013P1712
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54 角型提行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・紙 高45.0　幅18.0　
奥18.0

1点 （火の用心） 44 2013P1713

55 角型提行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・紙 高42.5　幅18.0 1点 破損あり 45 2013P1714

56 有明行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・紙 高52.0　幅22.5　
奥22.5

1点 角型、破損あり 46 2013P1715

57 行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・紙 高74.0　幅26.8　
奥26.8

1点 破損あり 47 2013P1716

58 六角型提行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・紙 高52.0　幅27.0 1点 破損あり 48 2013P1717

59 箱行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・紙 高52.5　幅31.0　
奥31.0

1点 49 2013P1718

60 辻行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木　 高126.0　幅50.0　
奥50.0

1点 50 2013P1719

61 手行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・紙 高23.5　最大長
30.0

1点 朱漆塗、破損あり 51 2013P1720

62 角行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・紙 高93.0　幅35.0　
奥35.0

1点 破損あり 52 2013P1721

63 角行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・紙 高59.5　幅28.0　
奥28.0

1点 53 2013P1722

64 遠州行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・紙 高82.0　径32.0 1点 朱漆塗、破損あり 54 2013P1723

65 丸行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・紙 高82.0　最大幅
38.0

1点 朱漆塗、破損あり 55 2013P1724

66 吊行灯 江戸〜明治時
代ヵ

日本 鉄・紙 高40.0　径50.0 1点 鎖付、破損あり 56 2013P1725

67 受皿 江戸〜明治時
代ヵ

不詳 銅 径27.0 1点 57 2013P1726

68 燭台 江戸〜明治時
代ヵ

日本 金属 高76.5　最大径
21.0

1点 菊型台座、蝋燭付 58 2013P1727

69 燭台 江戸〜明治時
代ヵ

不詳 石 高85.0　最大径
22.0

1点 蝋燭付 59 2013P1728

70 手燭 江戸〜明治時
代ヵ

不詳 銅 高22.5　長20.5 1点 蝋燭付 60 2013P1729

71 手燭 江戸〜明治時
代ヵ

不詳 鉄 長22.0　最大幅
9.5

1点 61 2013P1730
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72 燭台 江戸〜明治時
代ヵ

不詳 鉄 高42.0　最大幅
28.0

1点 蝋燭付 62 2013P1731

73 燭台 江戸〜明治時
代ヵ

日本 金属 高58.0　最大径
22.5

1点 金銀象嵌、蝋燭付 63 2013P1732

74 折りたたみ式燭台 江戸〜明治時
代ヵ

日本 金属 高42.5　幅14.0 1点 64 2013P1733

75 燭台 江戸〜明治時
代ヵ

日本 磁器 高23.0　最大幅
11.5

1点 65 2013P1734

76 雀燭台 江戸〜明治時
代ヵ

日本 金属 高15.0　最大幅
8.5

1点 蝋燭欠損 66 2013P1735

77 燭台 近代 日本 真鍮 高37.0　径10.0 2点
1組

真鍮製、蝶付 67 2013P1736

78 網行灯 近代 日本 金属 高27.0　幅12.0　
奥12.0

1点 蝋燭付 68 2013P1737

79 網行灯 近代 日本 金属 高26.0　幅14.0　
奥14.4

1点 吊棒付 68 2013P1738

80 壁燭台 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・金属 長42.0　幅7.0　
奥15.0

2点
1組

破損あり 69 2013P1739

81 燭台 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・紙 高84.0　最大径
15.5

1点 朱漆塗、破損あり 70 2013P1740

82 燭台 江戸〜明治時
代ヵ

日本 木・金属 高52.0　最大径
19.5　

1点 黒漆塗、菊型台座　
蝋燭付

71 2013P1741

83 反射板付燭台 不詳 日本 木・金属 高56.0　最大幅
17.5

2点
1組

72 2013P1742

84 絵蝋燭 近代 日本 蝋 大）長27.0　小）
長14.5

2点
1組

慶弔用 73 2013P1743

85 燭台 近代 日本 木・金属 高69.0　最大径
15.5

1点 漆金、猫足台座 74 2013P1744

86 燭台 近代 日本 木・金属 高80.0　最大径
22.0

2点 蝋燭・盆付、菊型
台座

75 2013P1745
~1746

87 燭台 近代 日本 木・金属 高90.0　最大径
19.0

1点 菊型台座 75 2013P1747

88 燭台 近代 不詳 ガラス・金
属

高26.0　最大幅
14.0

1点 蝋燭付 76 2013P1748

89 龕灯 不詳 日本 竹 高38.5　径13.5 1点 80 2013P1749
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90 龕灯 不詳 日本 陶器 高27.0　幅11.0　
奥12.5

1点 81 2013P1750

91 龕灯 近代 日本 金属 高25.5　径21.0 1点 82 2013P1751

92 龕灯 近代 日本 金属 高28.0　径22.0 1点 83 2013P1752

93 龕灯 近代 日本 金属 高26.5　径22.0 1点 84 2013P1753

94 弓張提灯 近代 日本 木・紙 1）高37.5　径
21.0　2）高41.0　
径18.5　3）高
40.0　径21.0

3点 3）は持手付、破損
あり

85 2013P1754
~1756

95 御神燈 近代 日本 木・金属・
紙

高114.0　最大径
18.0

1点 86 2013P1757

96 小田原提灯 近代 日本 木・紙 朱）高22.0　径
11.0　黒）高22.0　
径11.0

2点 朱は持手付 87 2013P1758
~1759

97 灯器 不詳 不詳 貝　 巻貝）長11.0　袷
貝）8.0ほか

7点
1組

109 2013P1760

98 長檠 不詳 日本 竹・金属 高71.5　最大径
24.5

1点 蝋燭付 110 2013P1761

99 燭台 不詳 不詳 銅 高65.5　最大径
22.0

1点 蝋燭付 111 2013P1762

100 和蝋燭（材料） 不詳 日本 櫨の葉ほか 1式 破損大 112 2013P1763

101 燭台 不詳 不詳 銅 高62.5　最大径
17.5

1点 113 2013P1764

102 燭台 不詳 不詳 鉄 高27.5　最大径
16.5

1点 114 2013P1765

103 燭台 不詳 不詳 銅 高78.0　最大径
15.5

1点 蝋燭付 115 2013P1766

104 燭台 不詳 不詳 金属 高91.0　最大幅
21.0

1点 蝋燭付 116 2013P1767

105 吊行灯 不詳 不詳 銅　 高44.0　径31.0 1点 117 2013P1768

106 手燭 不詳 不詳 銅 高16.7　長10.0　
幅10.7

1点 118 2013P1769

107 手燭 不詳 不詳 鉄 高13.5　長21.5 1点 119 2013P1770

108 燭台 不詳 日本 磁器 高21.5　最大径
15.0

1点 120 2013P1771
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109 燭台 近代ヵ ヨーロッパ 金属 1）高63.0　幅
33.0　2）高66.0　
幅36.0　3）高
26.0　幅15.0

3点
1組

121 2013P1772

110 雀燭台 不詳 日本 金属 高17.0　最大幅
10.0

1点 蝋燭付 122 2013P1773

111 燭台 不詳 不詳 金属 高69.0　最大幅
24.0　

1点 鶴亀型、蝋燭付 123 2013P1774

112 燭台 不詳 日本 木・ガラス・
金属

高56.5　長16.5　
幅16.5　

2点
1組

紫檀、破損あり 126 2013P1775

113 燭台 不詳 日本 銅 高50.1　最大径
16.0

2点
1組

蝋燭付 127 2013P1776

114 燭台 不詳 日本 木・金属 高57.0　最大径
14.0

2点
1組

黒漆塗、菊型台座 128 2013P1777

115 燭台 不詳 日本 木・金属 高72.5　最大径
15.0

2点
1組

黒漆塗、蒔絵 129 2013P1778

116 反射板付燭台 不詳 日本 木・金属 高42.0　最大幅
14.2　奥11.5

2点
1組

黒漆塗、草花図 130 2013P1779

117 和蝋燭（赤・黄） 不詳 日本 蝋 高26.0　径7.0 2点
1組

131 2013P1780

118 大蝋燭 不詳 日本 蝋 1）高36.5　最大
径9.5　2）高41.5　
最大径9.8　3）高	
70.0　最大径
17.0

3点
1組

132 2013P1781

119 燭台 不詳 日本 木・紙 高89.0　最大径
34.0

1点 菊型台座 134 2013P1782

120 角型手燭台 不詳 日本 木・紙 高27.0　縦18.0　
横18.0

1点 破損あり 135 2013P1783

121 手行灯 不詳 日本 木・紙 高21.0　最大幅
26.0

1点 朱漆塗 136 2013P1784

122 遠州行灯 不詳 日本 木・紙 高89.0　最大径
32.5

1点 破損あり
花鳥文入付属箱（高
13.0　縦5.5　横5.5）

138 2013P1785

123 丸行灯 不詳 日本 木・紙 高96.5　最大径
49.0

1点 朱漆塗、破損あり 139 2013P1786

124 角型行灯 不詳 日本 木・紙 高73.0　幅21.2 1点 朱漆塗、墨書 140 2013P1787

125 行灯 不詳 不詳 木・紙 高80.5　径32.0　 １点 破損あり 71 2013P1788
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126 行灯 近代 不詳 ガラス・金
属

高64.5　幅36.5　 1点 82 2013P1789

127 蝋燭ランプ 近代 不詳 ガラス・金
属・磁器

高43.5　最大幅
12.0

2点
1組

葡萄図、磁器油壺 141 2013P1790

128 燭台 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

長74.5　径19.0 1点 142 2013P1791

129 燭台 近代 不詳 金属 最大長52.0　高
108　

1点 68 2013P1792

130 燭台 近代 不詳 金属 高39.5　幅30.0　 1点 70 2013P1793

131 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高42.0　最大径
13.0

1点 火屋欠損、赤色縁
取波状文金魚鉢型
花笠、赤色油壷

91 2013P1794

132 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高46.0　最大径
13.0

1点 青色縁取切子らっ
きょう型笠

145 2013P1795

133 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高47.0　最大径
12.0

1点 赤色縁取波状文ら
っきょう型笠

146 2013P1796

134 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高55.0　最大径
16.5

1点 青色縁取切子丸笠 147 2013P1797

135 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・磁器

高64.0　最大径
17.0

1点 乳白色丸笠、磁器
台座

148 2013P1798

136 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属　

高48.0　最大径
17.0

1点 赤色縁取波状文丸
笠、ヒビあり

149 2013P1799

137 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属　

高52.0　最大径
17.0

1点 赤色縁取波状文金
魚鉢型花笠、乳白
色台座

150 2013P1800

138 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属　

高53.0　最大径
14.5

1点 紫色縁取花笠、乳
白色油壺、破損あ
り

151 2013P1801

139 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属　

高49.5　最大径
13.0

1点 青色縁取波状文ら
っきょう型笠

152 2013P1802

140 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・磁器

高55.0　最大径
16.0

1点 切子らっきょう型
笠、磁器台座

153 2013P1803

141 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・磁器

高50.0　最大径
17.5

1点 無色切子丸笠、磁
器油壺

154 2013P1804

142 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・磁器

高51.5　最大径
18.0

1点 赤色縁取波状文丸
笠、磁器油壺、破
損あり

155 2013P1805
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143 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・磁器

高50.0　最大径
16.3

1点 青色縁取切子金魚
鉢型花笠、乳白色
台座

156 2013P1806

144 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高66.5　最大径
15.5

1点 赤色縁取らっきょ
う型笠、金属台座

160 2013P1807

145 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高60.5　最大径
16.5　

1点 青色縁取金魚鉢型
花笠、乳青色油壺

161 2013P1808

146 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高50.0　最大径
18.0

1点 赤色縁取切子金魚
鉢型花笠

162 2013P1809

147 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高48.0　最大径
16.0

1点 赤色縁取切子金魚
鉢型花笠、金属台
座

163 2013P1810

148 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高52.0　最大径
13.0

1点 赤色縁取切子金魚
鉢型花笠、金属台
座

164 2013P1811

149 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・陶器

高49.5　最大径
14.0

1点 赤色縁取らっきょ
う型笠、陶器台座

165 2013P1812

150 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高56.0　最大径
12.0

1点 赤色縁取らっきょ
う型笠、金属台座

166 2013P1813

151 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高53.0　最大径
16.0

1点 無色切子丸笠、無
色油壺

167 2013P1814

152 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・磁器

高50.0　最大径
20.0

1点 赤色縁取金魚鉢型
花笠、磁器油壺

168 2013P1815

153 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・磁器

高45.0　最大径
13.5

1点 金魚鉢型花笠、磁
器油壺

169 2013P1816

154 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高59.0　最大径
15.5

1点 赤色縁取金魚鉢型
花笠、無色油壺

170 2013P1817

155 台ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・磁器

高67.5　最大径
15.5

1点 青色縁取金魚鉢型
花笠、磁器油壺

180 2013P1818

156 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高63.5　最大径
17.0

1点 青色縁取丸笠、青
色油壺

184 2013P1819

157 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高49.0　最大径
14.5

1点 乳白色丸笠、乳白
色油壺、火屋欠損

286 2013P1820

158 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高40.0　最大径
17.0

1点 赤色縁取切子丸笠、
赤色油壺、火屋欠
損

287 2013P1821

159 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・磁器

高45.0　最大径
15.0

1点 赤色縁取乳白色金
魚鉢型花笠、磁器
油壺、破損あり

288 2013P1822
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160 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高51.5　最大径
18.0

1点 青・紫色丸笠、乳
青色油壺

289 2013P1823

161 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高44.5　最大径
15.0

1点 赤色縁取切子らっ
きょう型笠、無色
油壺、火屋欠損

290 2013P1824

162 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高60.0　最大径
13.0

1点 青色縁取切子らっ
きょう型笠、乳青
色油壺

291 2013P1825

163 ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高61.0　最大径
18.0

1点 乳白色チューリッ
プ型花笠、黒漆塗
蒔絵台座

179 2013P1826

164 台ランプ 明治後期〜大
正時代

不詳 ガラス・金
属

高42.0　最大幅
20.0

1点 赤色楕円型花笠、
草花図

89 2013P1827

165 台ランプ 明治後期〜大
正時代

不詳 ガラス・金
属　

高42.0　最大幅
20.0

1点 乳白色楕円型花笠、
草花図

90 2013P1828

166 置ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高47.0　最大径
10.5

1点 無色油壺、乳白色
台座

193 2013P1829

167 置ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高37.0　最大径
8.0

1点 無色油壺、青色台
座

194 2013P1830

168 置ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高52.0　最大幅
34.0

1点 金属台座 195 2013P1831

169 置ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高46.0　最大径
13.0

1点 無色油壺、青色台
座

196 2013P1832

170 置ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高40.0　最大径
12.0

1点 無色油壺、青色台
座

197 2013P1833

171 置ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高50.0　最大径
15.0

1点 草花文様入油壺、
金属台座

198 2013P1834

172 置ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高27.0　最大径
12.0

1点 青色油壺、乳白色
台座

199 2013P1835

173 置ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高42.0　最大径
10.0

1点 青色油壺、乳白色
台座

200 2013P1836

174 置ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高43.0　最大径
12.0

1点 無色油壺、青色台
座

201 2013P1837

175 置ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高41.5　最大径
11.0

1点 乳白色油壺、乳白
色台座

202 2013P1838

176 置ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高36.0　最大径
11.0

1点 青色油壺、乳白色
台座

203 2013P1839
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177 置ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高32.0　最大径
16.0

1点 無色油壺、取手付 204 2013P1840

178 座敷ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高62.5　最大径
17.0

1点 赤色縁取金魚鉢型
花笠

92 2013P1841

179 座敷ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高87.0　最大径
17.5

1点 青色縁取切子らっ
きょう型笠

174 2013P1842

180 座敷ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・大理石

高90.0　最大径
16.5

1点 乳白色切子丸笠 175 2013P1843

181 座敷ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高84.0　最大径
18.0

2点
1組

乳白色丸笠、朱・
黒漆塗、菊型台座

176 2013P1844

182 座敷ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

1）高79.5　最大
径17.5　2）高
75.5　最大径
17.5

2点
1組

乳白色らっきょう
型笠、金属油壺

177 2013P1845

183 座敷ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高85.0　最大径
18.0

2点
1組

キャベツ型花笠、
金属台座

178 2013P1846

184 座敷ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高77.0　最大幅
22.0

1点 無色切子丸笠、金
属台座

187 2013P1847

185 座敷ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高74.5　最大径
16.5

1点 青色縁取金魚鉢型
花笠

188 2013P1848

186 座敷ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高66.5　最大径
16.0

1点 赤色縁取金魚鉢型
花笠、赤色油壺

189 2013P1849

187 座敷ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高81.0　最大径
18.0

1点 無色波状文丸笠、
赤色油壺

190 2013P1850

188 座敷ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高76.0　最大径
17.5

1点 乳白色丸笠、竹製
台座

191 2013P1851

189 座敷ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高65.0　最大径
17.5

1点 乳白色丸笠、黒漆
塗、木製台座

192 2013P1852

190 フロアスタンド 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高77.0　最大幅
20.5

1点 乳白色丸笠、乳白
色油壺

181 2013P1853

191 フロアスタンド 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高77.5　最大径
17.0

1点 赤色縁取切子金魚
鉢型花笠、赤色油
壺

182 2013P1854

192 フロアスタンド 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高80.0　最大径
16.5

1点 赤色縁取切子金魚
鉢型花笠、赤色油
壺

183 2013P1855

193 吊ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高50.0　幅27.0 1点 乳赤色石笠、青色
油壺

157 2013P1856
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194 吊ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高55.0　幅30.0 1点 青色石笠、青色油
壺

158 2013P1857

195 吊ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・磁器

高50.0　最大径
29.0

1点 乳白色石笠、磁器
油壺、破損あり

159 2013P1858

196 吊ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・陶器

高52.0　最大径
34.0

1点 青色縁取乳白色蛇
の目傘型平笠、乳
白色油壺

171 2013P1859

197 吊ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・陶器

高53.5　最大径
38.0

1点 青色縁取乳白色朝
顔型平笠、紫色油
壺

172 2013P1860

198 吊ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属・陶器

高30.0　最大径
23.0

1点 青色縁取乳白色花
型石笠、無色油壺

173 2013P1861

199 吊ランプ 近代 不詳 金属 高43.0　最大幅
20.0

1点 104 2013P1862

200 吊ランプ 明治後期〜大
正時代

不詳 ガラス・金
属

高42.0　最大径
34.0

1点 乳白色平笠、乳白
色油壷

105 2013P1863

201 吊ランプ 明治後期〜大
正時代

不詳 ガラス・金
属

高54.0　最大幅
28.0

1点 乳赤色石笠、無色
油壷

106 2013P1864

202 吊ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

不詳 ガラス・金
属

高100.0　最大幅
76.0

1点 244 2013P1865

203 下無点灯石油ランプ 近代 不詳 ガラス・金
属

長56.0　最大径
32.0

1点 赤色縁取乳白色蛇
の目傘型平笠

144 2013P1866

204 豆ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高18.5　幅9.0 1点 230 2013P1867

205 豆ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高26.0　幅6.3 1点 231 2013P1868

206 豆ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高25.0　幅11.0 1点 232 2013P1869

207 豆ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高24.0　幅14.0 1点 233 2013P1870

208 豆ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高29.0　幅8.5 1点 破損あり 234 2013P1871

209 豆ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高14.5　幅6.5 1点 235 2013P1872

210 豆ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高13.0　幅7.5 1点 236 2013P1873
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211 豆ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高11.0　幅8.0 1点 237 2013P1874

212 豆ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高11.0　幅6.0 1点 238 2013P1875

213 豆ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高13.0　幅5.0 1点 239 2013P1876

214 豆ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高13.0　幅9.5 1点 240 2013P1877

215 豆ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ガラス・金
属

高12.0　幅8.0 1点 241 2013P1878

216 絵入り反射板付ラン
プ

明治後期〜大
正時代

不詳 ガラス・金
属

高25.0　最大幅
12.0　奥10.5

1点 紫色油壺 205 2013P1879

217 絵入り反射板付ラン
プ

明治後期〜大
正時代

不詳 ガラス・金
属

高22.0　最大幅
12.0　奥9.0

1点 紫色油壺 206 2013P1880

218 壁掛けランプ（赤） 明治後期〜大
正時代

不詳 ガラス・金
属

高25.0　最大幅
10.0　奥9.8

1点 無色油壺 207 2013P1881

219 壁掛けランプ（緑） 明治後期〜大
正時代

不詳 ガラス・金
属

高22.3　最大幅
10.0　奥8.5

1点 無色油壺 208 2013P1882

220 写真暗室用ランプ 明治後期〜大
正時代

不詳 ガラス・金
属

高40.0　最大径
12.0

1点 185 2013P1883

221 ひょうたん型ランプ 明治後期〜大
正時代

日本 ひょうたん 高25.0　最大径
13.0

1点 186 2013P1884

222 石油ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

アメリカ ガラス・金
属

高59.0　最大径
28.0

1点 乳白色石笠 96 2013P1885

223 石油ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

アメリカ
口金：イギリ
ス・HINK 社

ガラス・金
属

高53.0　最大径
19.0

1点 209 2013P1886

224 石油ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

アメリカ
口金：三平社

ガラス・金
属

高48.0　最大径
20.5

1点 210 2013P1887

225 石油ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

アメリカ ガラス・金
属

高57.0　最大径
18.5

1点 211 2013P1888

226 石油ランプ 1887年6月7日
製

アメリカ・ロ
チェスター社

ガラス・金
属

高47.0　最大径
24.0

1点 破損あり 212 2013P1889

227 石油ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

アメリカ・
VERITAS 社

ガラス・金
属

高53.5　最大径
18.0

1点 213 2013P1890

228 石油ランプ 1905年2月28
日製

アメリカ・
RAYO 社

ガラス・金
属

高54.5　最大径
25.0

1点 空気ランプ 214 2013P1891
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229 石油ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

アメリカ・ロ
チェスター社

ガラス・金
属

高39.0　最大径
15.0

１点 217 2013P1892

230 石油ランプ 1886年9月14
日製
芯：1890年8月
26日 /1889年
10月1日製

アメリカ・ロ
チェスター社

ガラス・金
属

高40.0　最大径
14.8

１点 火屋：朝日ホヤ（大
阪製）

217 2013P1893

231 石油ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

アメリカ・
VERITAS 社

ガラス・金
属

高62.0　最大径
19.0

1点 218 2013P1894

232 石油ランプ 署名から1892
年頃ヵ

アメリカ
本体：RATE	
NT	APPLIE	
D	FOR　油
壺：ロチェス
ター社

ガラス・金
属・大理石

高92.0　最大径
30.0

1点 破損あり 219 2013P1895

233 石油ランプ 1860年以降 アメリカ・ロ
チェスター社

ガラス・金
属

高51.0　最大径
25.0

1点 刻印：THE　NEW　
ROCHESTER

220 2013P1896

234 石油ランプ 1892年6月28
日

アメリカ・ミ
ラー社

ガラス・金
属

高52.0　最大径
22.0

1点 221 2013P1897

235 石油ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

イギリス・
HINKS 社ヵ

ガラス・金
属

高58.0　最大径
23.0

1点 底に刻印：□□□＆
SON，Ink　168

227 2013P1898

236 石油ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

イギリス ガラス・金
属

高64.0　最大径
22.0

1点 226 2013P1899

237 石油ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

イギリス
芯：
TEORITE 社

ガラス・金
属

高62.0　最大径
19.0

1点 228 2013P1900

238 石油ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

オランダ ガラス・金
属

高55.5　最大幅
38.5　

1点 鍵、オルゴール付 77 2013P1901

239 石油ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

中近東
台座：アポロ
ン社

ガラス・金
属

高55.5　最大径
29.0

1点 笠署名：rog ヵ　 223 2013P1902

240 石油ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

ドイツ・
camerco 社

ガラス・金
属

高63.0　最大幅
23.0

1点 225 2013P1903

241 吊ランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

ドイツ ガラス・金
属

高57.0　幅35.0 1点 欠損あり 229 2013P1904

242 テーブルランプ 19世紀末〜 20
世紀初頭

フランス ガラス・金
属

高83.0　最大幅
26.0

1点 222 2013P1905
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243 石油ランプ 1863 〜 1893
年

ベルギー ガラス・金
属

高63.0　最大径
20.0

1点 口金：TRADE	MA	
RI	IN	LUX	WAY、
THERIDOR	BELG	
E	PATI	1868＆
1893

224 2013P1906

244 スチューデントラン
プ（青）

署名から1916
〜 1918年ヵ

アメリカ・
Edward ＆
Co 社

ガラス・金
属

高52.0　最大径
17.5

1点 JUNO シリーズ 215 2013P1907

245 スチューデントラン
プ（緑）

19世紀末〜 20
世紀初頭

ドイツヵ ガラス・金
属

高56.5　最大幅
30.5　

1点 刻印：Fest	schrau	
ben

216 2013P1908

246 空気ポンプ付卓上ラ
ンプ

近代 不詳 ガラス・金
属

高47.0　最大径
17.0

1点 97 2013P1909

247 空気ポンプ付卓上ラ
ンプ

近代 不詳 ガラス・金
属

高59.5　最大幅
37.0

1点 欠損あり 98 2013P1910

248 空気ポンプ付卓上ラ
ンプ

近代 不詳 ガラス・金
属

高52.0　最大径
26.0

1点 乳白色石笠 99 2013P1911

249 シャンデリア 19世紀末〜 20
世紀初頭

不詳 ガラス・金
属

最大径50.0 1点 金具変形あり 243 2013P1912

250 シャンデリア 近代 不詳 ガラス・金
属

高98.5　幅65.0　 1点 66 2013P1913

251 シャンデリア 19世紀末〜 20
世紀初頭

アメリカ・
COSMOS	BR	
EMMER 社

金属 高125.0　最大径
106.0

1点 242 2013P1914

252 カーバイト台ランプ 近代 不詳 ガラス・金
属

高77.5　最大径
21.0

1点 乳白色石笠 100 2013P1915

253 カンテラ 近代 不詳 ガラス・金
属

高25.5　最大幅
10.0

1点 88 2013P1916

254 走馬灯 近代 不詳 金属 高31.3　最大幅
23.3　奥22.5

1点 破損あり 143 2013P1917

255 自転車用ヘッドライ
ト

近代 不詳 金属 1）高18.0　奥16.5　
2）高15.5　奥15.5　

2点 93 2013P1918
~1919

256 自転車用前照灯 近代 不詳 金属 長10.0　幅9.5　
奥10.5

1点 94 2013P1920

257 鉄道用信号灯 近代 不詳 ガラス・金
属

高37.0　幅12.5　
奥11.0

1点 101 2013P1921

258 鉄道用ランプ 近代 不詳 ガラス・金
属

高60.0　幅21.5　
奥19.0

1点 102 2013P1922
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259 船舶用吊ランプ 明治後期〜大
正時代

不詳 ガラス・金
属

高46.0　最大径
22.5

1点 107 2013P1923

260 船舶用吊ランプ 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高52.5　最大幅
23.0

1点 108 2013P1924

261 ガス台ランプ 近代 日本 ガラス・金
属

高44.5　最大径
17.0

2点
1組

95 2013P1925

262 下向ガス灯 近代 不詳 ガラス・金
属

高69.0　幅23.0 2点
1組

電球2点付 103 2013P1926

263 大型ナトリウムラン
プ

近代 不詳 電球 長32.0　径8.5　 1点 76 2013P1927

264 電気ランプ 近代 不詳 ガラス・金
属

高37.0　幅34.0 1点 上部欠損 122 2013P1928

265 電気ランプ 近代 不詳 ガラス・金
属

高50.0　幅30.0 1点 破損あり 122 2013P1929

266 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高88.0　径22.0 1点 乳白色平笠 246 2013P1930

267 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高104.0　径18.5 1点 247 2013P1931

268 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高86.5　径22.5 1点 赤色縁取乳白色花
型椀笠

248 2013P1932

269 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高68.2　径20.0 1点 乳白色切子椀笠 249 2013P1933

270 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高72.0　径21.5 1点 赤色縁取蛇の目傘
型椀笠

250 2013P1934

271 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高90.0　径22.0 1点 緑色花型椀笠 251 2013P1935

272 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高54.0　径24.0　 1点 赤色縁取乳白色蛇
の目傘型平笠

252 2013P1936

273 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高51.0　径18.5 1点 乳白色花型椀笠 253 2013P1937

274 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高64.5　径23.0 1点 緑色椀笠 254 2013P1938

275 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高77.0　径27.0 1点 乳白色椀笠、花図 255 2013P1939

276 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高56.0　径26.0 1点 赤色縁取縦波状椀
笠

256 2013P1940
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277 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高16.0　径21.0 1点 吊り金具欠損、橙
色椀笠、花図

257 2013P1941

278 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高16.0　径21.5 1点 吊り金具欠損、緑
色縁取乳白色蛇の
目笠型椀笠

258 2013P1942

279 電灯笠 近代 日本ヵ ガラス・金
属

高18.0　径22.0 1点 吊り金具欠損、乳
白色縦波状椀笠

259 2013P1943

280 保安灯 近代 日本 ガラス・金
属

高38.0　径25.0 1点 電気コード、鎖付、
赤色硝子

245 2013P1944

281 洋行灯 近代 不詳 ガラス・金
属

高55.0　幅24.5　 1点 78 2013P1945

282 街灯 近代 不詳 ガラス・金
属

長55.0　幅73.5　	
奥37.0　

2点
1組

67 2013P1946

283 孤光燈（アーク燈） 昭和時代ヵ 日本ヵ 電球 長66.0 1点 279 2013P1947

284 交流電圧計 近代 HITACHI 金属 高20.5　幅22.0　
奥9.0　

1点 14 2013P1948

285 直流電圧計 近代 不詳 金属 縦20.0　横19.5　
奥9.3　

1点 11 2013P1949

286 直流変圧器 昭和初期 大池電気製作
所

金属 高22.0　幅30.0　
長23.0

1点 9 2013P1950

287 照明器具 近代 不詳 ガラス・金
属

1）長97.0　幅50.0　
2）笠高44.0　径
35.0　

1式 64 2013P1951

288 照明器具 近代 不詳 ガラス・金
属

高80.0　最大径
20.0

1点 86 2013P1952

289 アルゴン電球 昭和時代ヵ 日本ヵ 電球 長8.3　 1点 261 2013P1953

290 砂入り電球 昭和時代ヵ 日本ヵ 電球 長64.0 1点 280 2013P1954

291 水冷式電球 昭和時代ヵ 日本ヵ 電球 長23.5 1点 274 2013P1955

292 電球 昭和時代ヵ 日本ヵ 電球 高21.5　幅19.3　
奥11.3

1点 台付、台固定 265 2013P1956

293 電球 昭和時代ヵ 日本ヵ 電球 青）長8.0　無色）
8.0　銀）6.5

3点
1組

269 2013P1957

294 電球 近代 不詳 電球 径15.5　長24.0 1点 124 2013P1958

295 電球 昭和時代ヵ 日本ヵ 電球 長11.0　 1点 丸型 267 2013P1959
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296 電球 昭和時代ヵ 日本ヵ 電球 長17.5 1点 丸型 268 2013P1960

297 白熱電球 昭和時代ヵ 日本ヵ 電球 長15.5 1点 262 2013P1961

298 マツダ活動写真映写
電球

昭和時代ヵ マツダ 電球 長27.0　 1点 266 2013P1962

299 マツダ光電管 昭和時代ヵ マツダ 電球 長9.5 1点 箱付 270 2013P1963

300 マツダ光電管 昭和時代ヵ マツダ 電球 長13.0 2点
1組

271 2013P1964

301 マツダ光電管 昭和時代ヵ マツダ 電球 長13.5 2点
1組

272 2013P1965

302 豆電球 昭和時代ヵ 日本ヵ 電球 小）長1.7　大）
長2.0

1箱 箱入、小6・大40 260 2013P1966

303 マツダランプ 昭和時代ヵ マツダ 電球 長21.5　 1点 台付、丸型 264 2013P1967

304 パイプペンダント 近代 不詳 金属 1）長89.0　径
66.0　2）長100.0　
径55.0　

1組 65 2013P1968

305 ソケット 昭和時代ヵ 日本ヵ 陶器 高5.6　径7.2 1点 263 2013P1969

306 マイク 近代 日本電気株式
会社

金属 長30.0　径13.0　 1点 2 2013P1970

307 レコードプレイヤー 近代 OTTO 木・金属　
プラスチッ
ク

高16.5　幅45.7　
奥36.5　

1点 30 2013P1971

308 レコードプレイヤー 近代 コロムビア 木・金属　
プラスチッ
ク

高32.0　幅53.0　
奥37.5

1点 87 2013P1972

309 テープレコーダー 近代 東芝 木・金属 高35.0　幅28.5　
奥18.0

1点 125 2013P1973

310 スタンドラジオ 近代 日本電波 金属 高34.0　幅26.5　
奥26.5

1点 126 2013P1974

311 ラジオ 近代 不詳 木・金属 高25.0　幅47.5　
奥21.5

1点 123 2013P1975

312 ラジオ 大正末期 不詳 木・金属 高20.5　幅43.0　
奥22.0

1点 破損大 15 2013P1976

313 ラジオ 昭和初期 淵上工業所 木・金属 高29.0　幅88.0　
奥31.0

1点 15 2013P1977

314 洗濯機 大正末期 不詳 金属 高43.0　径41.0 1点 14 2013P1978
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315 扇風機 近代 EH・HUNT	
ER

金属 1）高40.0　幅
33.0　奥23.0　	
2）高42.0　幅
31.5　奥21.0　

2点 3 2013P1979
~1980

316 扇風機 近代 アメリカ・ウ
エスチングハ
ウス社

金属 高40.0　幅36.5　
奥28.0　

1点 4 2013P1981

317 扇風機 近代 不詳 金属 高43.0　幅36.0　
奥22.0　

1点 5 2013P1982

318 扇風機 近代 三菱 金属 高44.0　幅35.0　
奥26.0　

1点 6 2013P1983

319 扇風機 近代 東芝 金属 高44.0　幅40.0　
奥35.0　

1点 8 2013P1984

320 扇風機 近代 東芝 金属 高46.0　幅35.0　
奥20.0　

1点 10 2013P1985

321 扇風機 近代 アメリカ・ゼ
ネラルエレク
トリック社

金属 高47.0　幅44.5　
奥30.0

1点 84 2013P1986

322 扇風機 1901（明治34）
年

アメリカ・ゼ
ネラルエレク
トリック社

金属 高50.0　幅44.0　
奥30.0

1点 1 2013P1987

323 電気温水器 近代 三菱電気株式
会社

金属 高40.0　	長80.0　
幅50.0　

1点 62 2013P1988

324 湯沸器 大正中期 不詳 金属 高24.0　幅29.0　
奥22.0

1点 ビィック社製ヵ 6 2013P1989

325 湯沸器 近代 国産製造会社 金属 高24.0　幅22.0　
奥18.0

1点 6 2013P1990

326 電気器具 近代 不詳 金属 長11.0　幅121.0　
奥14.5　

1点 滑車箱入 17 2013P1991

327 軽便炊事機 昭和初期 内外電気株式
会社

木・金属 高15.2　長28.0　
幅18.0

1点 4 2013P1992

328 電気炊飯器 昭和中期 三菱電機株式
会社

金属 高22.0　幅39.0　
奥30.5

1点 5 2013P1993

329 トースター 近代 東芝 金属 高18.0　幅22.5　
奥12.0　

1点 1 2013P1994

330 電気スタンド 昭和時代ヵ 日本ヵ ガラス・金
属

高64.0　最大径
34.0

1点 281 2013P1995
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331 電気ストーブ 近代 アメリカ・ウ
エスチングハ
ウス社

金属 高34.5　縦18.5　
横30.5　

1点 69 2013P1996

332 電気ストーブ 昭和初期 松下電器株式
会社

金属 長34.0　幅33.7　
奥16.5

1点 8 2013P1997

333 電気ストーブ 昭和初期 三菱電機株式
会社

金属 長38.0　幅28.0　
奥23.0

1点 10 2013P1998

334 電気ストーブ 昭和初期ヵ 日本電熱器製
造株式会社

金属 高54.0　幅54.0　
奥36.5

1点 唐草文様 12 2013P1999

335 電気ストーブ 大正末期 内外電気株式
会社

金属 高45.7　幅43.0　
奥21.0

1点 13 2013P2000

336 足温機 近代 東芝 木・金属 高15.0　幅27.5　
奥26.0　

1点 9 2013P2001

337 あんか 近代 不詳 木 高18.0　幅25.0　
奥15.0

1点 121 2013P2002

338 時計 昭和初期 アメリカ・ウ
ォーレンテレ
クロン社

木・金属 長11.3　幅12.2　
奥6.5

1点 破損あり 2 2013P2003

339 マツダ電気時計 昭和初期 東京電気株式
会社

木・ガラス・
金属

長27.0　幅19.0　
奥10.3

1点 11 2013P2004

340 電気時計 近代 マツダ 木・ガラス・
金属

高144.0　幅41.3　
奥31.2　

1点 マツダ No.35 83 2013P2005

341 電気巻き時計 近代 TOGAMIDENKI 木・ガラス・
金属

長123.0　幅43.0　
奥17.0　

1点 63 2013P2006

342 ミシン 近代 アメリカ・シ
ンガー社

木・金属 高35.0　幅4.5　
奥22.0

1点 ケース付 127 2013P2007

343 和裁用コテ 昭和初期 松下電器株式
会社

金属 長36.5　幅5.0 1点 木箱付 7 2013P2008

344 和裁用コテ 昭和初期 松下電器株式
会社

金属 長14.5　幅6.0 1点 7 2013P2009

345 鬼瓦 近代 日本 土 高8.0　	長75.0　
幅52.0　　

1点 61 2013P2010

346 そろばん 近代 不詳 木 高2.3　幅28.7　
奥7.0　

1点 熊本電気備品 7 2013P2011

347 蛇の目笠 近代ヵ 日本 木・紙 長70.5 1点 28 2013P2012
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4. 池田善朗資料（追加分）
〈資料内訳〉
乗車券類	� 	150件150点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 Stamp	Album	B	Type 昭和時代 テージー アルバム 26.7×20.2 1点 3~150を一括 2013P2013

2 目録（コレクション一
覧）

（平成時代） 池田善朗 罫紙　ペン書 26.0×36.4 5枚1揃 乗車券類の目録 2013P2014

日本国有鉄道関係

3 乗車券 昭和11月7日 /
使用

（国鉄 / 発行） 専用紙　印刷　
ペン書　印　

3.0×3.7 1点 博多から潟田ゆき　
3等

2013P2015

4 乗車券 昭和20年5月9
日 / 使用

（仙台駅 / 発
行）

専用紙　印刷　
ペン書　印　

2.5×5.7 1点 羽後平沢より仙台
ゆき　3等　5円50
銭

2013P2016

5 列車急行券 （昭和20年）7
月20日

下関駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.4×5.7 1点 下関駅発　3等　2
円50銭

2013P2017

6 列車急行券 （昭和20年）10
月23日

下関駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.4×5.7 1点 下関駅発　3等　2
円50銭

2013P2018

7 （往復切符） 昭和21年5月4
日 / 使用

（秋田駅 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.4×3.4 1点 秋田より羽後平沢
ゆき　往復4円　復
路のみ

2013P2019

8 乗車券 （昭和22年4月
/ 使用）

（犀川駅 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

7.8×3.0 1点 犀川より小倉経由
久留米ゆき

2013P2020

9 （往復切符） 昭和22年6月
20日 / 使用

（秋田駅 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.5×3.2 1点 秋田より羽後平沢
ゆき　往復12円　
復路のみ

2013P2021

10 （往復切符） 昭和22年10月
10日 / 使用

（秋田駅 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.5×3.5 1点 秋田より羽後平沢
ゆき　往復40円　
復路のみ

2013P2022

11 乗車券 昭和27年3月
20日 / 使用

南宮崎駅 / 発
行

専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 南宮崎から花ヶ島
ゆき　3等　10円

2013P2023

12 乗車券 昭和29年1月6
日 / 使用

交通交社　博
多福岡 / 発行

専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 博多から小倉経
由宮崎ゆき　3等　
690円

2013P2024

13 乗車券 昭和29年1月6
日 / 使用

門司駅港 / 発
行

専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 門司港から小倉ゆ
き　3等30円

2013P2025

14 C 普通入場券　博多駅（昭和29年4月
6日 / 使用）

（博多駅 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 料金10円 2013P2026



134

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

15 乗車券 昭和29年7月5
日 / 使用

宮崎駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 宮崎から谷頭人吉
経由博多ゆき　3等
620円

2013P2027

16 乗車券 昭和29年10月
11日 / 使用

南延岡駅 / 発
行

専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 南延岡から土々呂
ゆき　3等10円

2013P2028

17 乗車券 昭和30年3月
22日 / 使用

（国鉄 / 発行） 専用紙　印刷　
ペン書　印　

3.0×4.2 1点 南宮崎から博多ゆ
き　3等350円

2013P2029

18 準急行券 昭和30年4月
10日 / 使用

交通交社福岡
支店 / 発行

専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 3等　150円 2013P2030

19 乗車券 昭和30年4月
10日 / 使用

交通交社　博
多福岡 / 発行

専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 博多から小倉経由	
宮崎ゆき　3等　
690円

2013P2031

20 乗車券 昭和30年8月4
日 / 使用

高田馬場駅 /
発行

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 高田馬場駅から1駅　
3等10円

2013P2032

21 特殊補充券 昭和30年8月5
日

小諸駅 / 発行 専用紙　印刷　
ペン書　印　

12.6×8.1 1点 原乗車券上野から
博多ゆき　収受又
は変更区間　小諸
から塩尻まで　原
券学割

2013P2033

22 乗車券 昭和30年8月7
日 / 使用

天王寺駅 / 発
行

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 天王寺駅から1駅　
3等10円

2013P2034

23 乗車券 昭和30年8月7
日 / 使用

天竜峡駅 / 発
行

専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 天竜峡から辰野ゆ
き　3等170円

2013P2035

24 特別急行券 昭和30年8月8
日 / 使用

交通交社京都
駅前支店 / 発
行

専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 三宮発博多下車　3
等　600円

2013P2036

25 乗車券 昭和30年8月9
日 / 使用

京都駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 京都から大阪　3等
90円

2013P2037

26 乗車券 昭和30年8月
13日 / 使用

小倉駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.9×5.7 1点 小倉から香椎ゆき　
3等130円

2013P2038

27 乗車券 昭和30年10月
23日 / 使用

（国鉄 / 発行） 専用紙　印刷　
ペン書　印　

3.1×4.5 1点 博多から宮崎ゆき　
3等往復　

2013P2039

28 特別2等車券 昭和30年10月
25日 / 使用

鹿児島駅 / 発
行

専用紙　印刷　
印

2.9×5.7 1点 鹿児島駅から博多
駅まで　420円

2013P2040

29 乗車券 昭和31年1月4
日 / 使用

都城駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 都城から清武ゆき　
3等90円

2013P2041

30 乗車券 昭和31年1月
14日 / 使用

宮崎駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.9×5.7 1点 宮崎から南宮崎ゆ
き　3等10円

2013P2042
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31 乗車券 昭和31年2月5
日 / 使用

宮崎駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.9×5.7 1点 宮崎から南宮崎ゆ
き　3等10円

2013P2043

32 普通入場券　東京駅　 昭和31年2月
27日 / 使用

（東京駅 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 料金10円 2013P2044

33 乗車券 昭和31年2月
27日 / 使用

田町駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 田町駅から1駅　3
等10円

2013P2045

34 乗車券 昭和31年3月
26日 / 使用

（国鉄 / 発行） 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 博多より10円2等 2013P2046

35 乗車券 昭和31年4月5
日 / 使用

博多駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 博多から神埼ゆき　
130円2等

2013P2047

36 乗車券 昭和31年4月
11日 / 使用

大隅松山駅 /
発行

専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 大隅松山から都城
ゆき　3等50円

2013P2048

37 乗車券 昭和31年5月1
日 / 使用

都城駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 都城から宮崎ゆき　
3等110円

2013P2049

38 普通急行券 昭和31年5月6
日 / 使用

東京駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 3等　600円 2013P2050

39 普通入場券　A 米子
駅

昭和31年8月
16日 / 使用

（米子駅 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 料金10円 2013P2051

40 乗車券 （昭和32年 /
使用）

（国鉄 / 発行） 専用紙　印刷　
ペン書　印　

3.0×3.8 1点 今津から香椎ゆき　
2等204円

2013P2052

41 乗車券 昭和33年7月6
日 / 使用

（国鉄 / 発行） 専用紙　印刷　
ペン書　印　

2.9×3.7 1点 博多から土井ゆき　
3等往復10円

2013P2053

42 通勤定期乗車券 昭和33年9月
29日 / 発行　
有効期限 : 昭
和33年10月1
日〜 10月31日

博多自動車営
業支所 / 発行

専用紙　印刷　
ペン書　印　

7.1×6.2 1点 新楽町―筑前土井　
3等540円

2013P2054

43 座席指定券 昭和34年1月
10日 / 使用

大分駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 ひかり　大分駅か
ら小倉駅まで　3等　
1000円

2013P2055

44 乗車券 昭和34年4月4
日 / 使用

下関駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 下関から博多ゆき　
隧道経由　190円3
等

2013P2056

45 乗車券 昭和34年4月
27日 / 使用

下関駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 下関から小倉ゆき　
隧道経由　30円3等

2013P2057

46 乗車券 昭和34年7月
23日 / 使用

萩駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 萩から正明市ゆき　
60円3等

2013P2058
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47 S わ　普通入場券　博
多駅

（昭和34年8月
8日）

（博多駅 / 発
行）

専用紙　印刷　2.5×5.7 1点 料金10円 2013P2059

48 通勤定期乗車券 昭和35年7月4
日 / 発行　有
効期限 : 昭和
35年7月8日〜
8月7日

箱崎駅 / 発行 専用紙　印刷　
ペン書　印　

6.0×8.4 1点 新楽町―筑前土井　
540円

2013P2060

49 乗車券 昭和36年3月
12日 / 使用

（国鉄 / 発行） 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 博多より10円2等 2013P2061

50 乗車券 昭和36年3月
26日 / 使用

（国鉄 / 発行） 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 博多より10円2等 2013P2062

51 準急行券 昭和37年2月
25日 / 使用

博多駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 2等　100円 2013P2063

52 乗車券 昭和37年4月7
日 / 使用

佐世保駅 / 発
行

専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 佐世保から神埼ゆ
き　210円2等

2013P2064

53 U て　普通入場券　博
多駅

（昭和38年11
月30日）

（博多駅 / 発
行）

専用紙　印刷　2.5×5.7 1点 料金10円　旧駅時
代最終日の入場券

2013P2065

54 乗車券 （昭和30年代 /
使用）

（国鉄 / 発行） 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 博多より10円2等 2013P2066

55 乗車券 昭和40年10月
3日 / 使用

（国鉄 / 発行） 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 博多より20円2等 2013P2067

56 乗車券 昭和41年3月6
日 / 使用

博多駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 博多より20円区間　
2等

2013P2068

57 普通入場券　博多駅 （昭和41年3月
6日）

博多駅 / 発行 専用紙　印刷　2.5×5.7 1点 料金10円 2013P2069

58 座席指定券 昭和41年9月
17日 / 使用

鹿児島車掌区
乗務員 / 発行

専用紙　印刷　
ペン書

8.4×4.8 1点 2等　100円 2013P2070

59 急行券 昭和41年9月
18日 / 使用

博多駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 2等　100円 2013P2071

60 乗車券 昭和43年5月
25日 / 使用

京都駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 京都から博多ゆき　
1950円2等

2013P2072

61 乗車券 昭和45年4月
29日 / 使用

（今宿駅 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 今宿から80円 2013P2073

62 急行券 昭和47年8月7
日 / 使用

平戸口駅 / 発
行

専用紙　印刷　
印

2.9×5.7 1点 200円 2013P2074

63 乗車券国鉄線 昭和47年8月
18日 / 使用

（山形駅 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

3.0×5.8 1点 山形から30円　入
場券兼用

2013P2075
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64 急行券 昭和48年2月4
日 / 使用

由布院駅 / 発
行

専用紙　印刷　
印

2.9×5.7 1点 200円 2013P2076

65 特急券 B 寝台券 昭和48年7月
18日 / 使用

交通交社博多
川端支店 / 発
行

専用紙　印刷　
印

3.0×8.8 1点 みずほ　東京駅か
ら博多駅　2300円

2013P2077

66 普通入場券　大行司駅 昭和53年9月1
日 / 使用

（大行司駅 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 スタンプ「料金変
更」　料金60円

2013P2078

67 急行券 昭和53年12月
20日 / 使用

交通交社川端
営業所 / 発行

専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 スタンプ「料金変
更」　日田から
100km まで　400
円

2013P2079

68 乗車券　国鉄線 昭和56年9月
19日 / 使用

筑前勝田駅 /
発行

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 筑前勝田より170円
区間

2013P2080

69 乗車券　国鉄線 昭和56年10月
9日 / 使用

吉塚駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 吉塚より170円区間 2013P2081

70 乗車券　国鉄線 昭和56年10月
24日 / 使用

西唐津駅 / 発
行

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 西唐津より130円区
間　西唐津駅電化
前

2013P2082

71 乗車券　国鉄線 昭和57年3月
29日 / 使用

東唐津駅 / 発
行

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 東唐津より130円区
間　東唐津駅移転
前

2013P2083

72 乗車券　国鉄線 昭和57年4月
11日 / 使用

筑前簑島駅 /
発行

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 筑前簑島より130円
区間

2013P2084

73 乗車券　国鉄線 昭和57年4月
11日 / 使用

筑前高宮駅 /
発行

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 筑前高宮より130円
区間

2013P2085

74 乗車券　国鉄線 昭和57年4月
11日 / 使用

小笹駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 小笹より130円区間 2013P2086

75 乗車券　国鉄線 昭和57年4月
11日 / 使用

鳥飼駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 鳥飼より130円区間 2013P2087

76 乗車券　国鉄線 昭和57年4月
11日 / 使用

西新駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 西新より130円区間 2013P2088

77 乗車券　国鉄線 昭和57年4月
11日 / 使用

姪浜駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 姪浜より130円区間 2013P2089

78 志免駅　普通入場券 昭和59年8月
19日 / 使用

（志免駅 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 130円 2013P2090

79 乗車券国鉄線 昭和60年4月
27日 / 使用

香春駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 香春より170円区間 2013P2091
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80 軽井沢駅　普通入場券 昭和61年5月
27日 / 使用

軽井沢駅 / 発
行

専用紙　印刷　
印

3.0×8.8 1点 観光旅行記念 2013P2092

81 B 自由席特急券 （平成）6年10
月31日 / 使用

豊後中村駅 /
発行

専用紙　印刷　
印

3.0×5.7 1点 豊後中村駅から150	
km まで　1340円

2013P2093

82 乗車券 平成8年8月22
日 / 使用

JR 東日本 専用紙　印刷　
印

5.7×8.5 1点 茂原から信濃追分　
5670円

2013P2094

83 B 自由席特急券 平成8年8月22
日 / 使用

JR 東日本 専用紙　印刷　
印

5.7×8.5 1点 茂原から東京　930
円

2013P2095

84 自由席特急券 平成8年8月22
日 / 使用

JR 東日本 専用紙　印刷　
印

5.7×8.5 1点 新宿から小淵沢　
2060円

2013P2096

85 乗車券 不明 （仙台駅 / 発
行）

専用紙　印刷　3.0×5.7 1点 仙台より本塩釜ゆ
き

2013P2097

その他

86 浅草観音遷座記念乗車
券　

昭和30年5月
21日

地下鉄銀座線 専用紙　色刷　
印

5.4×13.3 1点 渋谷―浅草間 2013P2098

87 乗車券 昭和30年6月3
日 / 使用

（営団地下鉄 /
発行）

専用紙　印刷　
印

2.6×5.7 1点 渋谷―浅草 2013P2099

88 乗車券 昭和30年8月4
日 / 使用

品川駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 京浜急行　品川か
ら学校裏　3等10円

2013P2100

89 乗車券 昭和30年8月4
日 / 使用

（京王帝都電鉄
/ 発行）

専用紙　印刷　
印

2.7×5.5 1点 京王帝都電鉄　新
宿から明大前ゆき　
3等10円

2013P2101

90 乗車券 昭和30年8月4
日 / 使用

新宿駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 小田急　新宿から
世田谷代田ゆき　
10円

2013P2102

91 乗車券 昭和30年8月4
日 / 使用

（西武鉄道 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 西武鉄道　西武新
宿から荒井薬師前　
3等10円

2013P2103

92 乗車券 昭和30年8月4
日 / 使用

（京成電鉄 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 京成電鉄　京成上
野より千住大橋　3
等10円

2013P2104

93 乗車券 昭和30年8月4
日 / 使用

（東武鉄道 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.4×5.8 1点 東武鉄道　浅草か
ら牛田・亀戸ゆき　
3等10円

2013P2105

94 （地下鉄乗車券） 昭和30年8月4
日 / 使用

（営団地下鉄 /
発行）

専用紙　印刷　
印

2.4×5.7 1点 地下鉄線　池袋―
御茶ノ水

2013P2106
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95 乗車券 昭和30年8月5
日 / 使用

（阪神急行電鉄
/ 発行）

専用紙　印刷　
印

4.7×4.9 1点 阪神急行　梅田か
ら1区間ゆき　10円

2013P2107

96 乗車券 （昭和30年）8
月5日 / 使用

新軽井沢駅 /
発行

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 草軽電気鉄道　新
軽井沢から旧軽井
沢ゆき　3等100円

2013P2108

97 乗車券 昭和30年8月6
日 / 使用

（南海電鉄 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.4 1点 南海電鉄　難波か
ら3区間ゆき　30円

2013P2109

98 乗車券 昭和30年8月7
日 / 使用

（京阪電鉄 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

3.2×5.2 1点 京阪電鉄　天満橋
から区間　10円

2013P2110

99 乗車券 昭和30年8月7
日 / 使用

（南海電鉄 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.4 1点 南海電鉄　□町か
ら1区間ゆき　10円

2013P2111

100 乗車券 昭和30年8月8
日 / 使用

（名古屋鉄道 /
発行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 名古屋鉄道　新名
古屋から神宮前ゆ
き　10円

2013P2112

101 乗車券 昭和30年8月8
日 / 使用

（阪神急行電鉄
/ 発行）

専用紙　印刷　
印

3.0×4.9 1点 阪神急行　梅田か
ら1区間ゆき　10円

2013P2113

102 乗車券 昭和30年8月8
日 / 使用

（南海電鉄 / 発
行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.4 1点 南海電鉄　天王寺
から1区間ゆき　10
円

2013P2114

103 乗車券 昭和30年8月8
日 / 使用

（阪神電気鉄道
/ 発行）

専用紙　印刷　
印

2.3×5.2 1点 梅田より1区間ゆき　
15円

2013P2115

104 乗車券 昭和30年8月8
日 / 使用

（近畿日本鉄道
/ 発行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 近畿日本鉄道　奈
良から山田川ゆき　
20円

2013P2116

105 乗車券 昭和30年8月8
日 / 使用

（近畿日本鉄道
/ 発行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 近畿日本鉄道　阿
部野橋から針中野
ゆき　10円

2013P2117

106 乗車券 （昭和30年8月
/ 使用）

（阪神電気鉄道
/ 発行）

専用紙　印刷　
印

2.3×5.2 1点 1区間　15円 2013P2118

107 地下鉄乗車券 （昭和30年） （大阪市営地下
鉄 / 発行）

専用紙　印刷 3.1×4.5 1点 15円　未使用 2013P2119

108 地下鉄乗車券 （昭和30年） （大阪市営地下
鉄 / 発行）

専用紙　印刷 2.3×4.5 1点 15円　未使用 2013P2120

109 （地下鉄乗車券） 昭和31年1月
24日 / 使用

西銀座駅 / 発
行

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 地下鉄丸ノ内線　
池袋―霞ヶ関　20
円

2013P2121

110 乗車券 昭和31年4月
25日 / 使用

南宮崎駅 / 発
行

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 宮崎交通　南宮崎
から田吉ゆき　3等
10円

2013P2122
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111 （地下鉄乗車券） 昭和34年5月3
日 / 使用

（営団地下鉄 /
発行）

専用紙　印刷　
印

2.6×5.7 1点 地下鉄銀座線　渋
谷―浅草　20円

2013P2123

112 乗車券 昭和31年5月4
日 / 使用

都立大学駅 /
発行

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 東京急行電鉄　都
立大学から1駅　10
円

2013P2124

113 開都五百年大東京祭記
念　電車往復乗車券　
金二十五円

昭和31年10月
1日

東京都交通局
/ 発行

専用紙　色刷 4.9×8.9 1点 2013P2125

114 開都五百年大東京祭記
念　乗合自動車一区乗
車券　金十五円

昭和31年10月
1日

東京都交通局
/ 発行

専用紙　色刷 4.9×10.2 1点 2013P2126

115 乗車券東京モノレール
開通記念

1968年9月17
日

東京モノレー
ル / 発行

色刷 5.4×11.3 1点 半券切離 2013P2127

116 往復乗車券 昭和39年11月
18日 / 使用

（東京モノレー
ル / 発行）

専用紙　印刷　
印

2.5×5.7 1点 東京モノレール　
モノレール浜松町
から羽田

2013P2128

117 （地下鉄乗車券） （昭和30年代 /
使用）

（営団地下鉄 /
発行）

専用紙　印刷 2.7×5.7 1点 地下鉄丸ノ内線　
池袋―東京　20円

2013P2129

118 乗車券 RATP　JNCF 1994年3月3日
/ 使用

RATP/ 発行 専用紙　印刷 3.0×6.6 1点 パリ地下鉄　SEC	
TION　URBAINE

2013P2130

119 地下鉄回数乗車券　銀
座線・丸ノ内線共通

（不明） 帝都高速度交
通営団 / 発行

専用紙　印刷 24.0×5.0 1点 10枚綴 2013P2131

西日本鉄道

120 乗車券 昭和30年10月
18日 / 使用

西日本鉄道 専用紙　印刷 2.4×5.8 1点 福岡―高宮　1区10
円

2013P2132

121 乗車券 昭和31年1月4
日 / 使用

西日本鉄道 専用紙　印刷　
印

3.0×5.9 1点 競輪場前―西鉄香
椎　1区10円

2013P2133

122 往復割引乗車券 （昭和31年） 西日本鉄道 色刷 6.0×12.6 1点 太宰府天満宮初詣
記念　半券切離

2013P2134

123 電車一時乗車証 昭和32年7月
21日

西日本鉄道株
式会社

専用紙　印刷　
ペン書　朱印　

8.5×6.0 1点 2013P2135

124 通勤定期乗車券 昭和32年6月8
日〜 7月27日

西日本鉄道→
池田善朗殿

専用紙　印刷　
ペン書　朱印　

6.4×8.3 1点 網屋町―渡辺三丁
目

2013P2136

125 乗車券（太宰府天満宮
初詣）

昭和34年1月1
日 / 使用

西日本鉄道 専用紙　色刷　
印

10.9×7.1 1点 半券切離 2013P2137

126 乗車券 昭和34年1月
25日 / 使用

西日本鉄道 専用紙　印刷　
印

2.7×5.9 1点 福岡―高宮　1区15
円

2013P2138

寄贈資料　4.池田善朗資料（追加分）
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127 乗車券（西鉄福岡駅高
架工事竣工記念）

昭和36年11月
1日

高宮駅 / 発行　
西日本鉄道 /
発売

専用紙　色刷　
印

5.9×15.6 1点 福岡―高宮間　15
円

2013P2139

128 乗車券（西鉄創立30周
年記念）

昭和47年9月
22日

平尾駅 / 発行　
西日本鉄道 /
発売

専用紙　色刷　
印

6.1×15.8 1点 平尾から1区間ゆき　
30円

2013P2140

129 乗車券 昭和39年1月9
日 / 使用

西日本鉄道 専用紙　印刷　
印

2.5×5.8 1点 貝塚―西鉄香椎　2
区20円

2013P2141

130 乗車券 昭和40年11月
24日 / 使用

西日本鉄道 専用紙　印刷　
印

2.8×5.6 1点 貝塚―香椎宮前　1
区往復30円

2013P2142

131 乗車券 （昭和41年 /
使用）

福岡駅 / 発行 専用紙　印刷　
印

3.0×5.9 1点 西日本鉄道　福岡
から高宮　1区20円

2013P2143

132 乗車券（博多祇園山笠）昭和46年7月
10日〜 15日

西日本鉄道 色刷 6.0×12.5 1点 半券切離 2013P2144

133 乗車券（博多山笠） 昭和47年7月
11日〜 15日

西日本鉄道 色刷 5.9×12.5 1点 半券切離 2013P2145

134 乗車券（博多山笠記念）昭和49年7月 西日本鉄道 色刷 6.0×12.6 1点 半券切離 2013P2146

135 乗車券 昭和52年12月
26日 / 使用

西日本鉄道 専用紙　印刷　
印

3.1×5.9 1点 津屋より100円区間
ゆき

2013P2147

136 乗車券 昭和52年5月
18日 / 使用

西日本鉄道 専用紙　印刷　
印

3.1×5.9 1点 和白から60円区間
ゆき

2013P2148

137 （封筒）福岡市制90周
年記念乗車券

昭和54年10月 西日本鉄道株
式会社

封筒　印刷 8.0×19.0 1点 2013P2149

138 福岡市制90周年記念乗
車券（110円区間ゆき）

昭和54年10月 西日本鉄道株
式会社

色刷 7.5×17.0 1点 天神地区空撮 2013P2150

139 福岡市制90周年記念乗
車券（210円区間ゆき）

昭和54年10月 西日本鉄道株
式会社

色刷 7.5×17.0 1点 明治時代の県庁写
真に着色

2013P2151

140 福岡市制90周年記念乗
車券（180円区間ゆき）

昭和54年10月 西日本鉄道株
式会社

色刷 7.5×17.0 1点 昭和初期天神町写
真に着色

2013P2152

141 往復割引乗車券 （昭和58年） 西日本鉄道 色刷 6.3×12.8 1点 太宰府天満宮初詣
記念　半券切離

2013P2153

142 乗車券 平成19年1月3
日 / 使用

西日本鉄道 専用紙　印刷 3.0×5.8 1点 宮地岳より260円区
間ゆき

2013P2154

143 福岡市内線普通往復券（不明） 西日本鉄道 専用紙　印刷 2.5×4.1 1点 半券切離　25円　
復路

2013P2155

144 電車普通券 （不明） 西日本鉄道 専用紙　印刷 2.5×5.6 1点 新博多駅前から旧
博多駅前　15円

2013P2156

寄贈資料　4.池田善朗資料（追加分）



142
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145 バス乗りつぎ券 （不明） 西日本鉄道 専用紙　印刷 3.2×6.0 1点 旧博多駅前から新
博多駅前

2013P2157

146 福岡市内線　電車回数
乗車券

（不明） 西日本鉄道 専用紙　印刷 8.0×5.2 1点 金額800円　通用3
ヶ月　80円券1枚残
り

2013P2158

147 福岡市内線　電車回数
乗車券（30円）

（不明） 西日本鉄道 専用紙　印刷 2.0×5.2 1点 2013P2159

148 福岡市内線　電車回数
乗車券（60円）

（不明） 西日本鉄道 専用紙　印刷 2.0×5.2 1点 2013P2160

福岡市営地下鉄

149 乗車券 昭和56年4月
11日 / 使用

福岡市交通局 専用紙　印刷 3.0×5.7 1点 大濠公園から120円
区間

2013P2161

150 乗車券 昭和57年4月
20日 / 使用

福岡市交通局 専用紙　印刷 3.0×5.7 1点 呉服町から120円区
間

2013P2162

寄贈資料　4.池田善朗資料（追加分）
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寄贈資料　5. 堀田茂治資料

5. 堀田茂治資料
〈資料内訳〉
1. 生産の用具	� 	24件25点
2. 信仰・年中行事の用具	� 	24件26点
3. その他	� 	41件41点
	 〈総計〉89件92点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 絵具（箱入・洋朱） 近代 船印 粉状　 縦8.0　横11.5　
高5.7

1点 箱に「船印 / 洋朱
/SHIP	BRAND	
PIGMENT	
CO.,/MEDE	IN	
JAPAN」

2013P2163

2 絵具（箱入・黒） 近代 製造 : 大阪清光
社

セメント石灰
着色剤　粉状　

縦4.7　横7.7　
高14.3

1点 2013P2164

3 絵具（箱入・空） 近代 製造 : 大阪清光
社

セメント石灰
着色剤　粉状　

縦4.7　横7.7　
高14.3

1点 2013P2165

4 絵具（箱入・緑） 近代 製造 : 大阪清光
社

セメント石灰
着色剤　粉状　

縦4.7　横7.7　
高14.3

1点 2013P2166

5 絵具（箱入・群青） 近代 製造 : 大阪清光
社

セメント石灰
着色剤　粉状　

縦4.7　横7.7　
高14.3

2点 2013P2167
~2168

6 絵具（箱入・黄） 近代 製造 : 大阪清光
社

セメント石灰
着色剤　粉状　

縦4.7　横7.7　
高14.3

1点 2013P2169

7 絵具（黄） 近代 不詳 粉状　 1点 720g 2013P2170

8 絵具（黄） 近代 不詳 粉状　 1点 270g 2013P2171

9 絵具（空） 近代 不詳 粉状　 1点 470g 2013P2172

10 絵具（空） 近代 不詳 粉状　 1点 110g
紙袋に印字「□□精
選 / 正味五百瓦入」

2013P2173

11 絵具（ブルー） 近代 不詳 粉状　 1点 150g 2013P2174

12 絵具（花緑青） 近代 製造 : 川口産業
株式会社

酢亜砒酸銅　
粉状　

1点 480g 2013P2175

13 絵具（紫） 近代 製造 : 大阪清光
社ヵ

粉状　 1点 40g 2013P2176

14 絵具（黒） 近代 不詳 粉状　 1点 140g 2013P2177

15 絵具（光明円） 近代 不詳 粉状　 1点 190g 2013P2178

16 絵具（朱） 近代 不詳 粉状　 1点 120g 2013P2179

1. 生産の用具
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番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

17 絵具（朱） 近代 WTANABE-
TSUDA

粉状　 1点 360g
紙袋に印字「光明」

「大極上無類飛切色
好 / 辨柄朱 / 量目
三七五瓦入」

2013P2180

18 絵具（新洋紅） 近代 KUSUMOTO 粉状　 1点 150g 2013P2181

19 絵具（紅） 近代 不詳 粉状　 1点 10g 2013P2182

20 絵具（赤紫） 近代 不詳 粉状　 1点 3g 2013P2183

21 絵具（赤紫） 近代 不詳 粉状　 1点 30g 2013P2184

22 のり（日本のこな　つ
のまた）

近代 製造 : 日東海藻
工業株式会社

粉状　 1点 340g 2013P2185

23 のり（日本のこな　つ
のまた）

近代 製造 : 日東海藻
工業株式会社

粉状　 1点 120g
ビニールに油性ペ
ン書「□宮用ノリ」

2013P2186

24 （白梅胡粉） 近代 不詳 炭酸カルシウ
ム　粉状　

1点 620g
紙袋に印字「大極上
無類 / 白梅胡粉 /
□味六〇〇〇瓦入
/ 商標登録番号第
五五五四一二号」

2013P2187

寄贈資料　5. 堀田茂治資料

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

25 浜崎祇園山笠人形頭部
（子どもヵ）

近代 粘土・木　着
色　

径29.0　高9.0 1点 2013P2188

26 浜崎祇園山笠人形頭部
（男性ヵ）

近代 粘土　着色　 径45.3　高17.0 1点 紐付 2013P2189

27 浜崎祇園山笠人形頭部
（男性）

近代 粘土　着色　 径50.3　高22.3 1点 紐付 2013P2190

28 浜崎祇園山笠人形（男
性）

近代 堀田豊治ヵ 粘土・絹・竹
串ほか　着色　

奥13.3　幅27.0　
高61.3

1点 頭部破損 2013P2191

29 浜崎祇園山笠人形（男
性）

近代 堀田豊治ヵ 粘土・絹　着
色　

奥17.3　幅24.0　
高64.0

1点 2013P2192

30 浜崎祇園山笠人形頭部
（男性）

近代 粘土　着色　 径28.5　高15.8 1点 紐付 2013P2193

31 浜崎祇園山笠人形頭部
（男性）

近代 粘土・紙ほか　
着色　　

径44.8　高19.4 1点 紐付 2013P2194

2. 信仰・年中行事の用具
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番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

32 浜崎祇園山笠人形頭部
（子ども）

近代 粘土　着色　 径40.6　高17.4 1点 2013P2195

33 浜崎祇園山笠人形頭部
（女性ヵ）

近代 粘土　着色　 径41.0　高12.0 1点 2013P2196

34 浜崎祇園山笠人形（左
腕）

近代 粘土　着色　 長18.0　長5.0 1点 紐付 2013P2197

35 浜崎祇園山笠人形（男
性）

近代 粘土・絹・竹
串ほか　着色　

奥18.2　幅19.0　
高39.2

1点 2013P2198

36 浜崎祇園山笠人形 近代 堀田豊治ヵ 粘土・藁・新
聞ほか　着色　

奥17.0　幅23.4　
高62.6

1点 製作途中（頭部な
し）

2013P2199

37 浜崎祇園山笠人形 近代 堀田豊治ヵ 藁　新聞　厚
紙ほか

奥13.2　幅34.0　
高44.0

1点 製作途中（頭部な
し）

2013P2200

38 浜崎祇園山笠人形（右
腕）

近代 粘土・新聞・
厚紙　着色　

長16.6　幅5.0 1点 2013P2201

39 浜崎祇園山笠人形（左
腕）

近代 粘土・新聞・
厚紙　着色　

長18.6　幅6.4 1点 2013P2202

40 浜崎祇園山笠人形（右
腕）

近代 粘土・新聞・
厚紙　着色　

長23.8　幅10.0 1点 紐付 2013P2203

41 浜崎祇園山笠人形（靴）近代 粘土・新聞・
厚紙　着色　

奥4.6　幅10.4　
高17.6

1点 紐付　破損あり 2013P2204

42 浜崎祇園山笠人形 1組3点

（1） 左腕 近代 粘土・新聞・
厚紙　着色　

長24.8　幅12.0　 1点 破損あり 2013P2205

（2） 右腕 近代 粘土・新聞・
厚紙　着色　

長10.4　幅6.0 1点 破損あり 2013P2206

（3） 右足 近代 粘土・新聞・
厚紙　着色　

奥8.0　幅5.6　
高8.0

1点 破損あり 2013P2207

43 浜崎祇園山笠人形（着
物襟）

近代 綿・紙 長75.0　幅3.8 1点 2013P2208

44 浜崎祇園山笠人形頭部
（男性）

近代 博多人形師（吉
村ヵ）

粘土　着色　 長20.5　幅16.3　
高22.0

1点 博多人形 2013P2209

45 浜崎祇園山笠人形頭部
（女性）

近代 博多人形師（吉
村ヵ）

粘土　着色　 長16.8　幅14.8　
高20.3

1点 博多人形 2013P2210

46 浜崎祇園山笠人形頭部
（男性）

近代 博多人形師（吉
村ヵ）

粘土　着色　 長20.4　幅15.8　
高23.0

1点 博多人形 2013P2211

寄贈資料　5. 堀田茂治資料
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47 浜崎祇園山笠人形頭部
（女性）

近代 博多人形師（吉
村ヵ）

粘土・人毛　
着色　　

長23.5　幅26.5　
高26.2

1点 博多人形 2013P2212

48 浜崎祇園山笠人形頭部
（女性）

近代 博多人形師（吉
村ヵ）

粘土・人毛　
着色　

長14.0　幅16.4　
高26.4

1点 博多人形 2013P2213

寄贈資料　5. 堀田茂治資料

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

49 器（銅製） 近代 □互堂 銅 直径7.5　高4.2 1点 内側に松と太陽が
描かれる

2013P2214

50 器（銅製） 近代 蕐 銅 直径7.2　高4.0 1点 内側に松と太陽が
描かれる

2013P2215

51 陶製鏡餅 近代 不詳 陶器 最大直径15.7　
高10.6

1点 上部内側に印字「實
用新案特許 / 第
一九三四五八号」

2013P2216

52 男性神像 近代 不詳 粘土　着色 長5.3　幅10.2　
高19.3

1点 2013P2217

53 香炉 近代 不詳 陶器 縦7.2　横11.4　
高4.0

1点 2013P2218

54 香炉 近代 不詳 陶器 胴径34.0　
高7.2

1点 2013P2219

55 鮑貝 近代 不詳 鮑貝 長9.8　幅13.0 1点 2013P2220

56 人形母里太兵衛 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長9.2　幅20.4　
高23.9

1点 頭部破損あり 2013P2221

57 翁面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長15.8　幅13.0　
高5.5

1点 破損あり 2013P2222

58 般若面 昭和44年7月
14日

堀田豊治 粘土　着色 長26.3　幅13.8　
高13.0

1点 破損あり
裏に墨書「般若之面
/ 昭和四十四年酉
年七月十四日 / 浜
﨑祇園山笠□□ /
堀田」

2013P2223

59 お多福面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長8.6　幅7.4 1点 2013P2224

60 お多福 近代 不詳 粘土　着色 直径4.6　厚0.6 1点 裏に印 2013P2225

61 恵比須面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長16.8　幅15.0 1点 2013P2226

62 大黒面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長17.0　幅14.0 1点 2013P2227

63 恵比須面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長7.6　幅7.4 1点 2013P2228

3. その他
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64 大黒面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長7.0　幅7.6 1点 No.65と対 2013P2229

65 恵比須面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長11.1　幅9.8 1点 No.64と対 2013P2230

66 大黒面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長10.2　幅11.4 1点 No.67と対 2013P2231

67 恵比須面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長16.0　幅18.0 1点 No.66と対 2013P2232

68 大黒面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長16.9　幅20.0 1点 No.69と対 2013P2233

69 恵比須面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長8.0　幅8.4 1点 No.68と対、破損あ
り

2013P2234

70 恵比須面ヵ 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長8.2　幅8.8 1点 破損あり 2013P2235

71 恵比須面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長11.0　幅10.4 1点 2013P2236

72 恵比須面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長15.0　幅13.0 1点 破損あり 2013P2237

73 恵比須面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長16.2　幅18.2 1点 破損あり 2013P2238

74 大黒面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長15.2　幅17.8 1点 2013P2239

75 恵比須大黒面 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長14.6　幅16.6 1点 2013P2240

76 恵比須像 近代 不詳 粘土　着色 奥6.0　幅7.6　
高10.0

1点 2013P2241

77 恵比須像 近代 不詳 粘土 奥4.4　幅5.0　
高8.5

1点 2013P2242

78 恵比須像 近代 不詳 粘土 奥2.0　幅3.5　
高4.4

1点 2013P2243

79 恵比須像 近代 不詳 陶器　着色 奥2.4　幅3.1　
高5.2

1点 2013P2244

80 木製大黒像 近代 堀田豊治 木　着色 奥3.8　幅4.6　
高7.0

1点 （製作途中） 2013P2245

81 福禄寿 近代 不詳 粘土　着色 奥3.3　幅3.0　
高5.3

1点 楊枝入れヵ 2013P2246

82 大黒天 近代 不詳 粘土　着色 奥3.3　幅3.2　
高5.4

1点 楊枝入れヵ 2013P2247

83 毘沙門天像 近代 不詳 粘土　着色 奥4.8　幅5.8　
高8.6

1点 2013P2248

84 烏帽子姿男性坐像 近代 不詳 粘土 奥1.2　幅3.5　
高5.0

1点 2013P2249

寄贈資料　5.堀田茂治資料
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番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

85 能役者 近代 不詳 木　着色 奥5.2　幅3.2　
高2.8

1点 2013P2250

86 高砂人形（翁） 近代 不詳 粘土　着色 奥2.6　幅5.0　
高8.4

1点 2013P2251

87 福禄寿面ヵ 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長9.0　幅3.6 1点 左半分欠損 2013P2252

88 招き猫 近代 堀田豊治ヵ 粘土　着色 長12.0　幅9.0　
高18.8

1点 破損あり 2013P2253

89 犬 近代 堀田豊治ヵ 粘土 長5.0　幅7.0　
高7.3

1点 2013P2254

寄贈資料　5. 堀田茂治資料
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寄贈資料　6. 中尾英樹資料

6. 中尾英樹資料
〈資料内訳〉
生産の用具	� 	73件81点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 博多張り子石膏型　恵比須だ
るま

昭和時代 中尾俊雄 石膏 前部 : 高32.7　幅30.2　
厚16.2　後部 : 高32.3　
幅29.3　厚18.0

1組 2013P2255

2 博多張り子石膏型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 石膏 前部 : 高33.1　幅28.8　
厚17.3　後部 : 高33.2　
幅28.6　厚18.2

1組 2013P2256

3 博多張り子石膏型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 石膏 前部 : 高29.5　幅26.5　
厚13.8　後部 : 高29.0　
幅26.0　厚17.5

1組 2013P2257

4 博多張り子石膏型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 石膏 前部 : 高23.0　幅22.3　
厚14.7　後部 : 高22.9　
幅22.5　厚15.4

1組 2013P2258

5 博多張り子石膏型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 石膏 前部 : 高19.7　幅18.4　
厚12.3　後部 : 高19.0　
幅17.7　厚13.0

1組 2013P2259

6 博多張り子石膏型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 石膏 前部 : 高17.7　幅15.4　
厚9.5　後部 : 高17.5　
幅15.5　厚8.5

1組 2013P2260

7 博多張り子石膏型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 石膏 前部 : 高12.3　幅12.3　
厚7.5　後部 : 高12.0　
幅11.8　厚7.1

1組 2013P2261

8 博多張り子石膏型　おたふく
面

昭和時代 中尾俊雄 石膏 高30.1　幅27.0　厚16.5 1個 2013P2262

9 博多張り子石膏型　虎　前足 昭和時代 中尾俊雄 石膏 前部 : 長21.5　幅12.2　
厚10.3　後部 : 高24.2　
幅11.0　厚10.0

1組 2013P2263

10 博多張り子石膏型　虎　後足 昭和時代 中尾俊雄 石膏 前部 : 長23.0　幅21.7　
厚11.0　後部 : 高14.2　
幅12.8　厚11.0

1組 2013P2264

11 博多張り子石膏型　鯛 昭和時代 中尾俊雄 石膏 長27.5　幅18.3　厚8.0、
長28.0　幅19.0　厚8.0

1組 2013P2265

12 博多張り子型　恵比須だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高27.0　幅20.7　奥22.8 1個 2013P2266

13 博多張り子型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高35.0　幅31.0　奥29.8 1個 2013P2267

14 博多張り子型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高36.0　幅29.5　奥27.0 1個 2013P2268

15 博多張り子型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高25.5　幅19.5　奥21.0 1個 2013P2269
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番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

16 博多張り子型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高25.2　幅20.0　奥21.3 1個 2013P2270

17 博多張り子型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高18.8　幅14.7　奥16.0 1個 2013P2271

18 博多張り子型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高14.0　幅12.5　奥14.2 1個 2013P2272

19 博多張り子型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高13.5　幅12.4　奥13.0 1個 2013P2273

20 博多張り子型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高13.4　幅12.3　奥12.7 1個 2013P2274

21 博多張り子型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高11.5　幅10.3　奥10.0 1個 2013P2275

22 博多張り子型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高11.4　幅9.7　奥9.7 1個 2013P2276

23 博多張り子型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高9.5　幅7.4　奥7.6 1個 2013P2277

24 博多張り子型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高9.4　幅7.3　奥7.8 1個 2013P2278

25 博多張り子型　だるま 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 高9.0　幅8.5　奥8.3 1個 2013P2279

26 博多張り子型　虎の頭 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長31.7　幅15.8　高12.8 1個 2013P2280

27 博多張り子型　虎の頭 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長23.0　幅12.0　高10.1 1個 2013P2281

28 博多張り子型　虎の頭 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長19.5　幅10.5　高9.0 1個 2013P2282

29 博多張り子型　虎の頭 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長16.0　幅9.0　高7.4 1個 2013P2283

30 博多張り子型　虎の頭 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長16.0　幅9.0　高7.4 1個 2013P2284

31 博多張り子型　虎の胴 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長31.0　幅21.5　高17.8 1個 2013P2285

32 博多張り子型　虎の胴 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長26.5　幅18.5　高15.5 1個 2013P2286

33 博多張り子型　虎の胴 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長23.0　幅15.5　高12.8 1個 2013P2287

34 博多張り子型　虎の胴 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長18.0　幅11.5　高10.0 1個 2013P2288

35 博多張り子型　虎の前足 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 各長18.0　幅8.6　高12.5 1対 2013P2289

36 博多張り子型　虎の前足 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 各長12.7　幅7.4　高10.0 1対 2013P2290

37 博多張り子型　虎の前足 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 各長10.5　幅6.7　高8.5 1対 2013P2291

38 博多張り子型　虎の前足 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 各長8.2　幅5.0　高5.6 1対 2013P2292

39 博多張り子型　虎の後足 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 各長19.5　幅9.3　高11.4 1対 2013P2293

40 博多張り子型　虎の後足 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 各長14.6　幅7.7　高9.5 1対 2013P2294

41 博多張り子型　虎の後足 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 各長12.5　幅6.8　高8.8 1対 2013P2295

寄贈資料　6. 中尾英樹資料
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番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

42 博多張り子型　虎の後足 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 各長9.0　幅5.2　高7.8 1対 2013P2296

43 博多張り子型　虎の尾 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長35.0 1個 折れ 2013P2297

44 博多張り子型　虎の尾 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長23.3 1個 2013P2298

45 博多張り子型　虎の尾 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長23.0 1個 2013P2299

46 博多張り子型　虎の尾 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長18.5 1個 2013P2300

47 博多張り子型　虎の尾 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長17.7 1個 2013P2301

48 博多張り子型　鯛 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長40.0　高19.5　幅11.5 1個 2013P2302

49 博多張り子型　鯛 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長30.0　高16.0　幅9.5 1個 2013P2303

50 博多張り子型　鯛 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長22.5　高13.5　幅9.2 1個 2013P2304

51 博多張り子型　鯛 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長22.0　高11.8　幅7.6 1個 2013P2305

52 博多張り子型　鯛 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長16.5　高9.6　幅5.5 1個 2013P2306

53 博多張り子型　鯛 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長13.2　高7.5　幅5.0 1個 破損 2013P2307

54 博多張り子型　鯛 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長14.0　高7.5　幅8.2 1個 2013P2308

55 博多張り子型　鯛 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長10.4　高6.5　幅4.5 1個 2013P2309

56 博多張り子型　鯛 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長11.0　高6.0　幅4.3 1個 2013P2310

57 博多張り子型　ふぐ 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長24.5　高17.0　幅15.5 1個 2013P2311

58 博多張り子型　ふぐ 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長22.5　高13.0　幅13.5 1個 2013P2312

59 博多張り子型　ふぐ 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長11.7　高7.2　幅7.5 1個 2013P2313

60 博多張り子型　ふぐ 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長9.3　高5.2　幅5.7 1個 2013P2314

61 博多張り子型　ふぐ 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長9.3　高4.8　幅5.2 1個 2013P2315

62 博多張り子型　宝珠 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 径13.5　高15.0 1個 2013P2316

63 博多張り子型　宝珠 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 径12.0　高12.0 1個 2013P2317

64 博多張り子型　宝珠 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 径9.0　高10.0 1個 2013P2318

65 博多張り子型　宝珠 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 径8.5　高9.5 1個 2013P2319

66 博多張り子型　宝珠 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 径8.5　高9.0 1個 2013P2320

67 博多張り子型　宝珠 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 径8.0　高9.2 1個 2013P2321

寄贈資料　6.中尾英樹資料
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番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

68 博多張り子型　俵 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長16.5　径15.5 1個 2013P2322

69 博多張り子型　ぼてかづら 昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 縦17.8　横17.5 1個 2013P2323

70 博多張り子型　ぼてかづらの
髷

昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長19.0 1個 2013P2324

71 博多張り子型　ぼてかづらの
髷

昭和時代 中尾俊雄 土・紙・柿渋 長12.0 1個 2013P2325

72 箱 昭和時代 木 縦43.4　横67.4　高48.0 1個 2013P2326

73 箱 昭和時代 木 縦42.0　横72.5　高41.5 1個 2013P2327

寄贈資料　6. 中尾英樹資料
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寄贈資料　7. 豊田泰光資料

7. 豊田泰光資料
〈資料内訳〉
1. 野球用品	� 	2件2点
2. 野球記念品等	� 	70件72点
	 〈総計〉72件74点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 野球ユニフォーム（上
着）

昭和30年代 久保田運動具
店

木綿ネル 着丈81.8　身丈
57.5　袖丈38.8

1点 実使用 2013P2328

2 野球ユニフォーム（下
着）

昭和30年代 久保田運動具
店

木綿ネル 総丈85.2　股下
59.5　裾幅17.8

1点 実使用 2013P2329

1. 野球用品

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

3 全国高等学校野球選手
権大会参加章

昭和27年 造幣庁 金属 最大径3.8 1点 2013P2330

4 トロフィー「LEADI	
NG	ROOKIE	STAR」

1953年 ABE	
SAPERSTEIN

金属・木 縦16.5　横29.2　
高69.1

1点 PACIFIC	LEAGU	
E	TROPHY	LEAD	
ING	ROOKIE	STA	
R	1953

2013P2331

5 トロフィー「1953年度
最優秀新人賞」

1953年度 太平洋野球連
盟会長　小原

金属・木・ガ
ラス

総高32.0　
底台）縦9.1　横
25.0

1点 2013P2332

6-1 ペナント「最優秀新人
賞　西鉄ライオンズ　
豊田泰光選手」

1953年度 太平洋野球連
盟

布　刺繍　額
装

縦28.0　横39.6 1点 6-1 〜 2は一括で額
装

2013P2333

6-2 ペナント「首位打者賞　
西鉄ライオンズ　豊田
泰光選手　0.325」

1956年度 太平洋野球連
盟

布　額装 縦34.5　横42.0 1点 6-1 〜 2は一括で額
装

2013P2334

7 トロフィー「1953年　
パシフィックリーグ　
新人王賞」

1953年 スポーツニッ
ポン新聞社

金属・木 底径15.8　高
38.5

1点 把手外れ、台座付 2013P2335

8 ペナント	
「PACIFIC	LEAGUE	
CHAMPIONS	
NISHITETU	LIONS」

1954年 （西鉄） 布　 縦39.0　横39.0 1点 2013P2336

9 トロフィー「"Lions"　
All-Star	Game」

1955年 COMMISSIONER 金属・石 底径11.2　高
36.2

1点 YASUMITSU	
TOYODA　
"Lions"	
All-Star	Game	
1955

2013P2337

10 トロフィー「アサヒス
ポーツ賞」

昭和31年 朝日新聞社 金属・木 縦22.6　横22.6　
高59.7

1点 2013P2338

2. 野球記念品等
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番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

11 盾「ALL-STAR」 1956年 日本野球機構 金属・フェル
ト

総高28.5　横
22.5

1点 2013P2339

12 選手章「日本シリーズ」
〔バックル〕

1956年 （日本野球機
構）

金属 5.0×3.4 1点 Nippon	Series 2013P2340

13 カップ	「オールスター
戦　首位打者賞」

1956年 スポーツ日本
新聞社

金属・木 底径12.2　総高
36.8

1点 2013P2341

14 ペナント「Nippon.
SERIES	1956」

1956年 西鉄 布 径35.0 1点 「Nippon.SERIES	
1956	CHAMPIONS	
Lions	7」

2013P2342

15 トロフィー「打点王豊
田泰光殿」

1956年 太平洋野球連
盟

金属 径18.0　高36.3 1点 1956　太平洋野球
連盟　優勝　打点
王豊田泰光殿

2013P2343

16 盾「1956　Mr.Lions」 1956年 スポーツニッ
ポン新聞社

金属・木 縦30.5　横54.2 1点 1956　Mr.Lions 2013P2344

17 トロフィー「1956年度
プロ野球全日本ベス
ト・ナイン」

1956年 M,SIRAISI/ ト
ロフィー	
大阪生駒時計
店謹製 / 台座

金属 底径22.0　高
46.0

1点 プロ野球全日本ベ
スト・ナイン表彰　
遊撃手　豊田泰光
選手　スポーツニ
ッポン賞　台座付・
ケース付

2013P2345

18 盾「オールスターゲー
ム　首位打者賞」

1956年7月3・
4日

PRESS		
THE	ALL	
SPORTS

金属・木 縦54.0　横41.5 1点 後楽園球場 2013P2346

19 トロフィー「首位打者
賞　豊田泰光選手」

1956年10月 太平洋野球連
盟

金属・木 縦17.0　横17.0　	
高76.5

1点 1956年度太平洋野
球連盟選手権試合　
首位打者賞　豊田
泰光選手

2013P2347

20 盾「プロ野球日本選手
権試合最高殊勲選手
賞」

1956年度 日刊スポーツ
新聞社

金属・木・布 縦47.5　横36.1 1点 2013P2348

21 盾「西日本スポーツ賞」
西鉄ライオンズ豊田泰
光殿

1957年 西日本新聞社 金属・木 縦44.8　横44.8 1点 2013P2349

22 トロフィー「スポーツ
ニッポン賞　遊撃手　
豊田泰光（西鉄）」（ベ
ストナイン）

1957年度 スポーツニツ
ポン新聞社	
M.SIRAISI 作

金属 総高33.5　底径
12.2

1点 ガラスケース付	
台座）径21.0　総高
10.5

2013P2350

23 盾「WINNER	OF	
ALL-STAR	GAME」

1957年 日本野球機構 金属・木 径25.0 1点 2013P2351

24 トロフィー「100号ホ
ーマー記念　豊田泰光
殿」

1958年6月28
日

太平洋野球連
盟

金属・木・石 縦30.2　横10.4	
高41.5

1点 対　南海・杉浦投
手

2013P2352

寄贈資料　7. 豊田泰光資料
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番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

25 トロフィー「完全試合
出場記念賞」

1958,7,19 太平洋野球連
盟

金属・木 底径10.0　高
30.0

1点 1958,7,19	
於　駒沢球場　東
映対西鉄　第16回
戦

2013P2353

26 トロフィー「1958年度
日本選手権シリーズ首
位打者賞」

1958年 スポーツ日本
新聞社

金属・木 底径17.5　高
73.1

1点 1958年度日本選手
権シリーズ　読売
ジャイアンツ対西
鉄ライオンズ	
首位打者賞

2013P2354

27 選手章「1958年度オー
ルスターゲーム」

1958年 技寶堂 金属・布 全長5.1 1点 箱・リボン付 2013P2355

28 選手章「日本シリーズ」1958年 技寶堂 金属・布 縦4.0　横3.8 1点 箱・リボン付、
1958年度日本シリ
ーズ

2013P2356

29 トロフィー「1958年度
プロ野球選手人気投票　
ベストテン入選」

1958年 雑誌平凡 金属・木 底径16.3　高
43.8

1点 豊田泰光殿 2013P2357

30 トロフィー「最多殊勲
賞　1959年前半戦」

1959年 不詳 金属・木 底径10.9　高
34.3

1点 台座付 2013P2358

31 選手章「1959年度オー
ルスターゲーム」

1959年 技寶堂 金属・布 径3.0 1点 箱・リボン付 2013P2359

32 盾「プロ野球選手　人
気投票　ベストテン入
選」

1959年度 HEIBON ブロンズ 縦27.0　横31.0 1点 2013P2360

33 トロフィー	
「プロ野球ベストナイ
ン表彰　遊撃手　豊田
泰光（西鉄）第五回ス
ポーツニッポン賞」

1959年度 スポーツニツ
ポン新聞社	
M.S 作	
大橋金属工芸

（製作）

金属 総高34.0　底径
12.2

1点 台座）径23　総高
12.5

2013P2361

34 カップ	「ヒーロー賞」 1959年4月 東京中日新聞
社

金属・木 底径17.3　総高
57.8

1点 2013P2362

35 トロフィー「1000試合
出場記念賞」

1960年8月 太平洋野球連
盟

金属・木 縦21.6　横21.6	
高74.6

1点 西鉄ライオンズ　
豊田泰光選手

2013P2363

36 杯「1000安打記念賞」 1960年8月 太平洋野球連
盟

ブロンズ 径29.4 1点 1953年3月21日ヨリ	
1960年7月29日マデ

2013P2364

37 トロフィー「優秀選手
賞」

1960年 西日本新聞社 金属・木 底径12.0　高
57.1

1点 1960年度西鉄ライ
オンズ　優秀選手
賞

2013P2365

38 トロフィー「1960年度
プロ野球ベスト・ナイ
ン」

1960年 大橋金属工芸 金属 底径12.1　高
33.6

1点 第六回　スポーツ
ニッポン賞　台座・
ケース付

2013P2366

寄贈資料　7. 豊田泰光資料
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番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

39 選手章「1960年度オー
ルスターゲーム」

1960年 技寶堂 金属・布 全長5.1 1点 箱・リボン付 2013P2367

40 盾「7月トリプルクラウ
ン最多打点」

1960年 デイリースポ
ーツ社

金属・木 縦58.6　横36.1 1点 西鉄ライオンズ豊
田泰光選手

2013P2368

41 時計「日本最優秀選手
賞」

昭和35年 福岡東中洲	
吉田時計店

金属・プラス
チック

総高31.0　底径
19.6

1点 2013P2369

42 盾「最優秀選手賞	」 昭和35年7月
度

夕刊フクニチ
新聞社

金属・木 総高26.5　横
25.3

1点 2013P2370

43 トロフィー「1961年度　
プロ野球ベスト・ナイ
ン表彰」

1961年 大橋金属工芸 金属 底径12.1　高
33.6

1点 第七回　スポーツ
ニッポン賞　台座・
ケース付

2013P2371

44 トロフィー「第2回シ
シの牙賞」

1961年 西日本新聞社 金属 縦9.8　横37.0　
高34.6

1点 「第2回シシの牙賞　
西鉄ライオンズ豊
田泰光選手」　台座
付

2013P2372

45 トロフィー「第一回西
鉄ライオンズ奨励シリ
ーズ　敢闘賞」

1962.6 西日本新聞社 金属・プラス
チック

底径13.3　高
42.4

1点 豊田泰光選手 2013P2373

46 トロフィー「200号ホ
ーマー達成記念」

1963.8.1 ベースボール・
マガジン社

金属・木 底径10.0　高
42.9

1点 豊田泰光殿 2013P2374

47 トロフィー「200号ホ
ーマー記念」

1963.8.1 スポーツニッ
ポン新聞社

金属・木 縦9.9　横9.5　
高47.0

1点 豊田泰光殿 2013P2375

48 杯「弐百号本塁打記念」
豊田泰光殿

昭和38年8月1
日

国鉄球団代表　
北原広男

銀・木 台座22.5　総高
29.0

1点 於広島球場 2013P2376

49 トロフィー「200号本
塁打樹立記念」

昭和38年8月1
日

サンケイ新聞
社	
サンケイスポ
ーツ	
フジテレビ

金属・木 底径15.2　総高
75.0

1点 国鉄スワローズ 2013P2377

50 トロフィー「オールス
ター・ゲーム」

1963年 週刊サンケイ
スポーツ

金属・木 底径20.0　高
53.6

1点 1963年　オールス
ター・ゲーム　第3
戦

2013P2378

51 杯「豊田泰光殿」 1963年 西鉄ライオン
ズ選手会一同

銀 径18.0　総高7.4 1点 2013P2379

52 トロフィー「ホームラ
ン200号記念」

1963年 デイリースポ
ーツ社

金属・プラス
チック

底径8.5　総高
39.5

1点 国鉄スワローズ 2013P2380

53 〔記念章〕「オールスタ
ーゲーム」

1963年 財団法人東京
オリンピック
資金財団

金属 径4.5 1点 1963年度オリンピ
ック協賛オールス
ターゲーム　箱付

2013P2381

寄贈資料　7. 豊田泰光資料
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54 トロフィー「Memory	
of	All-Star	Game　　
1963」　

1963年 Commissioner 金属・石 縦16.0　横16.0　
高67.8

1点 YASUMITSU	
TOYODA	
Memory	of	All-
Star	Game　1963

2013P2382

55 野球ボール「二百号ホ
ームランボール」

昭和38年 （日本野球機
構）

皮 径6.7 1点 ペン書「二百号ホー
ムランボール　昭
和三十八年八月一
日　広島球場　国
鉄スワローズ　豊
田泰光」

2013P2383

56 トロフィー「1500本安
打達成記念」

昭和39年7月
29日

産経新聞社　
フジテレビ　
文化放送　ニ
ッポン放送

金属・木 底径17.2　高
83.8

1点 国鉄スワローズ　
豊田泰光殿

2013P2384

57 トロフィー「一千五百
試合出場記念」

昭和39年7月 国鉄球団代表　
北原広男

金属・木 底径22.2　高
16.5

1点 一千五百試合出場
記念　贈豊田泰光
選手　台座付

2013P2385

58 賞「千五百試合出場記
念」

1964年 セントラル野
球連盟

金属　額装 縦32.0　横48.0 1点 2013P2386

59 トロフィー「Memory　	
of	　All-Star	Game　
1964」

1964年 Commissioner 金属・石 縦16.4　横16.4	
高63.9

1点 YASUMITSU	
TOYODA	
Memory	of	All-
Star	Game

2013P2387

60 トロフィー「豊田泰光
殿　250号本塁打記」

1967年 セントラル野
球連盟

金属・木 径18.8　高41.2 1点 サンケイアトムズ
豊田泰光殿

2013P2388

61 トロフィー 昭和30年代 不詳 金属・木 縦30.2　横30.2	
高66.0

1点 2013P2389

62 プレート「贈中日スポ
ーツ」

昭和30年代 （中日新聞社） 金属 縦2.5　横10.3 1点 31の台座に付けら
れていたプレート
ヵ	

「贈中日スポーツ」

2013P2390

63 記念メダル「王貞治756
号本塁打記念」

1977年 金張 金属 径6.0 1点 王貞治756号本塁打
記念　箱付

2013P2391

64 トロフィー「水野杯」（昭和時代） 宮藤商店 金属・木 径9.0　高11.5 1点 水野杯　優勝 2013P2392

65 カップ	「OB オールス
ターゲーム　優秀選手
賞」

1989.11.5 コミッショナ
ー

金属・木 底径12.5　高
30.1

1点 両リーグ誕生40周
年記念行事　住友
生命 OB　オール
スターゲーム　優
秀選手賞

2013P2393

66 野球ボール （1990年） （日本プロ野
球）

皮　ペン書 径6.8 2点 ペン書「栄光とは努
力なり　豊田泰光」

2013P2394
~2395
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67 〔記念章〕「第58回杉並
区区民体育祭2005」

2005年 （杉並区） 金属・布 径4.0 1点 リボン・ケース付 2013P2396

68 盾「野球殿堂入り記念」　2006年8月5日 角田予夫他4名
→豊田泰光

金属・ガラス 縦13.2　横6.5　
高17.8

1点 野球殿堂入り記念　
豊田泰光様

2013P2397

69 盾「県民栄誉賞」 平成18年11月
13日

茨城県知事	
橋本昌

金属・木 縦41.8　横31.8 1点 2013P2398

70 野球ボール「西武球場
始球式」

2008年 （日本野球機
構）

皮 径7.0 1点 ペン書「2008　6/28　
西武球場始球式	
ホームベース迄　2
バウンド　豊田泰
光」

2013P2399

71 野球ボール「2010年日
本シリーズ公式球」

2010年 （日本野球機
構）

皮 径7.0 1点 ペン書「豊田泰光」
箱付

2013P2400

72 〔記念章〕「Mr.Yasu-
mitsu	Toyoda	Life	
Time	Pass	Profession-
al	Baseball	in	Japan」

不明 （日本野球機
構）

金属 縦6.0　横10.8 1点 箱付 2013P2401

寄贈資料　7. 豊田泰光資料



159

寄贈資料　8. 松本法泉資料

8. 松本法泉資料
〈資料内訳〉
近代資料	� 	46件46点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 〔勲記〕（勲六等単光旭
日章）

昭和15年4月
29日

賞勲局総裁従
三位勲一等　
下條康麿

一紙　墨書　
朱印　

50.2×65.3 1枚 額入 2013P2402

2 〔封筒〕 不明 不明 封筒　墨書　 37.7×23.7 1通 封筒上書「中隊長
殿」　2~20を一括

2013P2403

3 〔封筒〕 不明 福岡県広報課 封筒　墨書　 30.4×22.2 1通 封筒上書「久留米輜
兵連隊関係六六隊
記録」　4~17を一
括

2013P2404

4 兵站自動車第六十六中
隊編成表

（昭和13年5月
23日）

不明 印刷　綴 26.0×36.1 4枚1綴 書籍からの複写 2013P2405

5 松本隊人名簿 昭和15年12月（松本隊） ガリ版　鉛筆
書・ボールペ
ン書

26.2×18.3 1枚 2013P2406

6 戦闘詳報第五号　昭和
十五年五月十五日尚市
店附近戦闘詳報

（昭和15年） 兵站自動車第
六十六中隊

竪帳　ガリ版　
ペン書　朱印　

25.9×18.3 1帖 2013P2407

7 戦闘詳報第五号　昭和
十五年五月十五日尚市
店附近戦闘詳報

（昭和15年） （兵站自動車第
六十六中隊）

竪帳　印刷　 26.0×18.5 1帖 6の印刷 2013P2408

8 （独立兵站自動車第66
中隊名簿）

（昭和20年以
降）

不明 冊子　印刷　 10.3×15.0 1冊 7に挟み込み 2013P2409

9 兵站自動車第六十六中
隊戦史

昭和16年6月
30日

兵站自動車第
六十六中隊

書冊　印刷　 26.3×19.0 1冊 昭和13年5月15日か
ら昭和16年6月30日
までの第66中隊の
記録

2013P2410

10 予南作戦ニ伴フ行動詳
報

（昭和16年） 独立兵站自動
車第六十六中
隊

竪帳　ガリ版　
朱印　赤鉛筆
書　

27.3×18.6 1枚 昭和16年1月22日か
ら昭和16年2月28日
までの詳報

2013P2411

11 予南作戦ニ伴フ行動詳
報

（昭和16年） （独立兵站自動
車第六十六中
隊）

印刷　黒紐綴
じ

26.6×19.5 1枚 10の印刷 2013P2412

12 部隊人名簿 昭和29年 不明 印刷　赤鉛筆
書　

26.0×18.3 1冊 2013P2413

13 我等の戦記 （昭和20年以
降）

横田幸次 一紙　印刷　 25.7×36.2 1枚 第十一軍の戦記を
つづった詩

2013P2414
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14 名刺（松本法泉） （昭和20年以
降）

松本法泉 一紙　印刷　 9.0×5.5 1枚 福岡県援護相談員　
松本法泉

2013P2415

15 六六戦友会名簿 昭和47年5月8
日

（六六戦友会） 冊子　印刷　
ボールペン書　

25.5×17.9 1冊 2013P2416

16 六六戦友会福岡大会収
支明細報告

昭和47年5月
30日

六六戦友会事
務局

一紙　印刷　
ボールペン書　

26.0×17.8 1枚 2013P2417

17 自動車第三十五連隊第
一中隊戦友名簿

昭和53年1月1
日

不明 冊子　印刷　
鉛筆書　

21.2×15.4 1冊 2013P2418

18 〔封筒〕 平成6年6月17
日

不明 封筒　墨書　 23.2×14.1 1通 封筒上書「刀剣登録
関係書類」　19~20
を一括

2013P2419

19 銃砲刀剣類登録証 昭和28年11月
18日

文化財保護委
員会

一紙　印刷　
ペン書　朱印　

10.6×7.4 1通 2013P2420

20 刀剣登録者名義変更届 平成6年6月17
日

松本亨子 一紙　印刷　 29.6×21.0 1通 原本の控　松本法
泉から松本亨子へ
名義変更届

2013P2421

21 受領証 昭和60年10月
16日

福岡市香椎公
民館長　森泰
播→松本泰枝
様

一紙　印刷　
墨書・ペン書　
朱印　

18.0×16.3 1通 戦時資料として法
泉の軍服その他を
公民館へ寄贈した
際の受領証

2013P2422

22 寄贈資料内訳表 昭和63年7月
27日

福岡県知事　
奥田八二→松
本法泉様

一紙　印刷　
墨書・ペン書　

25.7×18.3 1枚 戦時資料寄贈の際
の内訳表　資料寄
贈を報じる新聞切
り抜きも同封

2013P2423

23 〔案内状〕 平成元年7月1
日

福岡県知事　
奥田八二→松
本法泉様

白厚紙　印刷　
墨書・ペン書　

15.4×20.3 1通 「福岡県戦時資料
展」の案内状　戦
時資料寄贈品の書
上あり

2013P2424

24 〔山水画〕 昭和15年5月
15日

山家大佐 墨書　掛幅装 210.0×45.7 1幅 箱上書「支那事変九
江尚支店乃戦」

2013P2425

25 写真（大連医院南側よ
り）

（昭和時代） 不明 白黒写真 15.2×54.9 1枚 賞状ケース入 2013P2426

26 アルバム（陸軍自動車
学校在校記念）

（昭和9年） （陸軍自動車学
校）

白黒写真 18.1×27.3 1冊 巻末に住所録を付
す

2013P2427

27 アルバム（中支戦線ヲ
征ク　No.1）

（昭和13 〜 15
年）

不明 白黒写真 23.6×32.1 1冊 2013P2428

28 〔アルバム〕 （昭和14 〜 16
年）

不明 白黒写真 23.3×32.0 1冊 宿営地の写真 2013P2429

29 〔アルバム〕 （昭和戦中期）不明 白黒写真 24.3×32.1 1冊 兵営、戦地の写真 2013P2430

寄贈資料　8. 松本法泉資料
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

30 〔アルバム〕 （昭和戦中期）不明 白黒写真 23.5×31.8 1冊 宿営地の写真 2013P2431

31 〔アルバム〕 （昭和時代） 不明 白黒・カラー
写真

30.0×22.0 1冊 宿営地、戦友会の
写真

2013P2432

32 〔アルバム〕 （昭和時代） 不明 白黒・カラー
写真

23.6×31.6 1冊 結婚式の写真など 2013P2433

33 勲章（勲六等単光旭日
章）

（昭和15年） 造幣局 / 製造 金属・七宝・
リボン

10.6×4.6 1点 箱付 2013P2434

34 メダル（支那事変参戦
記念）

（昭和15年） 金沢部隊 金属　紐 30.5×5.8 1点 松本法泉の認識票
付

2013P2435

35 勲章（軍人傷痍記章） （昭和10年代）造幣局 / 製造 金属 3.1×3.1 1点 箱付 2013P2436

36 勲章（支那事変従軍記
章）

（昭和10年代）造幣局 / 製造 金属・リボン 8.5×3.8 1点 箱付 2013P2437

37 〔バックル〕 （昭和28年） 日本傷痍軍人
会製

金属 5.5×3.3 1点 箱付　日本傷痍軍
人会第二回全国大
会記念　昭和28年
10月　於京都市

2013P2438

38 徽章（傷痍軍人） （昭和時代） 不明 金属 径1.6 1点 2013P2439

39 バッジ（傷痍軍人） （昭和時代） 不明 金属・七宝焼 径2.0 1点 2013P2440

40 軍刀「無銘」 不詳 不詳 鉄　軍刀装 刀長　65.0　
反り1.5　目く
ぎ1穴

1式 佩帯用鎖　刀袋　
刀剣手入れ道具付

2013P2441

41 〔ばね秤〕 近代 不明 鉄 62.5×5.0 1点 秤と秤量 2013P2442

42 カメラ ”ARSEN" 昭和13年 / 発
売

アルス社 / 発
売元

金属・ガラス 幅9.5　厚2.5　
高8.0

1式 専用皮製ケース付　
付属品（セルフタイ
マー・露出計・フ
ィルター）あり

2013P2443

43 〔肩章〕 （昭和10年代）不明 金属・布 9.0×2.6 2点1式 大日本帝国陸軍大
尉用

2013P2444

44 防火行李 （昭和時代） 不明 麻・皮・金属 75.0×43.2　厚
32.5

1点 蓋上書「松本法泉」　
1~39、401~43、
45~46を納める

2013P2445

45 昭和大礼要録 昭和6年12月
23日 / 第9版

内閣大礼記録
編纂員会 / 編　
内閣印刷局 /
発行

書冊　印刷　 29.6×21.4 1冊 2013P2446

46 日本の城と歴史 昭和36年4月
10日

藤澤衛彦 / 編　
恩賜財団母子
愛育会 / 発行

書冊　印刷　 35.4×26.6 1冊 2013P2447

寄贈資料　8. 松本法泉資料
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寄贈資料　9. 前田満子資料

9. 前田満子資料
〈資料内訳〉
1. 絵葉書	� 	33件33点
2. 池坊免状	� 	8件8点
	 〈総計〉41件41点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 絵葉書（陣中の火） 昭和戦前期 秋声 / 写　陸軍恤兵部
/ 発行　日本印刷株式
会社 / 印刷

色刷　葉書 14.0×9.1 1枚 未使用 2013P2448

2 絵葉書（剣を研ぐ） 昭和戦前期 秋声 / 作　陸軍恤兵部
/ 発行　日本印刷株式
会社 / 印刷

色刷　葉書 14.0×9.1 1枚 未使用 2013P2449

3 絵葉書（露営之夢） 昭和戦前期 秋声 / 作　陸軍恤兵部
/ 発行　日本印刷株式
会社 / 印刷

色刷　葉書 14.0×9.1 1枚 未使用 2013P2450

4 絵葉書（戦塵を洗ふ） 昭和戦前期 秋声 / 作　陸軍恤兵部
/ 発行　日本印刷株式
会社 / 印刷

色刷　葉書 14.0×9.1 1枚 未使用 2013P2451

5 絵葉書（満洲風景） 昭和戦前期 今村嘉吉 / 作　　陸軍
恤兵部 / 発行　東京　
小林又七 / 印刷

色刷　葉書 14.1×9.0 1枚 未使用 2013P2452

6 絵葉書（満洲風景） 昭和戦前期 今村嘉吉 / 作　　陸軍
恤兵部 / 発行　東京　
小林又七 / 印刷

色刷　葉書 14.1×9.0 1枚 未使用 2013P2453

7 絵葉書（満洲風景） 昭和戦前期 今村嘉吉 / 作　　陸軍
恤兵部 / 発行　東京　
小林又七 / 印刷

色刷　葉書 14.1×9.0 1枚 未使用 2013P2454

8 絵葉書（監視哨） 昭和戦前期 等々力巳吉 / 筆　陸軍
恤兵部 / 発行　東京　
小林又七 / 印刷

色刷　葉書 14.1×9.0 1枚 未使用 2013P2455

9 絵葉書（夕べの集ひ） 昭和戦前期 等々力巳吉 / 筆　陸軍
恤兵部 / 発行　東京　
小林又七 / 印刷

色刷　葉書 14.1×9.0 1枚 未使用 2013P2456

10 絵葉書（出動前の陸の
荒鷲）

昭和戦前期 鶴田吾郎 / 筆　陸軍恤
兵部 / 発行　東京　小
林又七 / 印刷

色刷　葉書 14.1×9.0 1枚 未使用 2013P2457

11 絵葉書（張家口城眺望）昭和戦前期 石井柏亭 / 筆　株式会
社光村原色印刷所 / 印
行

色刷　葉書 14.1×9.1 1枚 未使用 2013P2458

12 絵葉書（金州城内） 昭和戦前期 高橋亮 / 筆　株式会社
光村原色印刷所 / 印行

色刷　葉書 14.1×9.1 1枚 未使用、絵中に
「1938.10.28　金州城
内所見」とあり

2013P2459

1. 絵葉書
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

13 絵葉書（支那軍馬） 昭和戦前期 高橋亮 / 筆　株式会社
光村原色印刷所 / 印行

色刷　葉書 14.1×9.1 1枚 未使用、絵中に「9.24　
大平溝にて満洲国
軍々馬」とあり

2013P2460

14 絵葉書（黄河鵲山の砲
撃）

昭和戦前期 陸軍恤兵部 / 発行　凸
版印刷株式会社 / 印刷

色刷　葉書 14.0×9.0 1枚 未使用 2013P2461

15 絵葉書（南京鼓楼） 昭和戦前期 竹内栖鳳 / 筆　東京　
大塚巧芸社 / 印行

色刷　葉書 14.1×9.0 1枚 未使用 2013P2462

16 絵葉書〔支那風俗〕（朝
起の一つ小鳥を楽む /
路上のかどに小鳥を持
ちて）

昭和戦前期 不詳 色刷　葉書 14.0×9.0 1枚 未使用 2013P2463

17 絵葉書〔京城百景〕（昌
慶苑　植物園・大温室・
動物園）

昭和戦前期 Taisho	Hato	
Brand,MADE	IN	
WAKAYAMA

印刷　葉書 14.1×9.1 1枚 未使用 2013P2464

18 絵葉書〔京城百景〕（景
福宮香遠亭・徳寿宮内
苑・景福宮勤政殿・曹
谿寺・徳寿宮石造殿）

昭和戦前期 Taisho	Hato	
Brand,MADE	IN	
WAKAYAMA

印刷　葉書 14.1×9.1 1枚 未使用 2013P2465

19 絵葉書〔京城百景〕（独
立門・街の一部・光煕
門・東大門）

昭和戦前期 Taisho	Hato	
Brand,MADE	IN	
WAKAYAMA

印刷　葉書 14.1×9.1 1枚 未使用 2013P2466

20 絵葉書〔京城百景〕（秘
苑・仁政殿・玄関）

昭和戦前期 Taisho	Hato	
Brand,MADE	IN	
WAKAYAMA

印刷　葉書 14.1×9.1 1枚 未使用 2013P2467

21 絵葉書〔京城百景〕（長
閑・街上小憩・妓生）

昭和戦前期 Taisho	Hato	
Brand,MADE	IN	
WAKAYAMA

印刷　葉書 14.1×9.1 1枚 未使用 2013P2468

22 絵葉書〔京城百景〕（景
福宮博物館・昌慶苑・
景福宮・昌慶苑博物館）

昭和戦前期 Taisho	Hato	
Brand,MADE	IN	
WAKAYAMA

印刷　葉書 14.1×9.1 1枚 未使用 2013P2469

23 絵葉書〔京城百景〕（龍
山中学校・第一公立高
等女学校・公立商業学
校・京城中学校・第二
公立高等女学校）

昭和戦前期 Taisho	Hato	
Brand,MADE	IN	
WAKAYAMA

印刷　葉書 14.1×9.1 1枚 未使用 2013P2470

24 絵葉書（奉天駅前貸店）昭和戦前期 大正ハト、MADE　
IN　JAPAN

印刷　葉書 14.0×9.1 1枚 未使用 2013P2471

25 絵葉書（奉天北陵ノ納
骨所）

昭和戦前期 大正ハト、MADE　
IN　JAPAN

印刷　葉書 14.0×9.1 1枚 未使用 2013P2472

26 絵葉書（奉天浪速通） 昭和戦前期 大正ハト、MADE　
IN　JAPAN

印刷　葉書 14.0×9.1 1枚 未使用 2013P2473

寄贈資料　9. 前田満子資料
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

27 絵葉書（奉天宮殿清寧
宮）

昭和戦前期 大正ハト、MADE　
IN　JAPAN

印刷　葉書 14.0×9.1 1枚 未使用 2013P2474

28 絵葉書（奉天皇寺前碑
門）

昭和戦前期 大正ハト、MADE　
IN　JAPAN

印刷　葉書 14.0×9.1 1枚 未使用 2013P2475

29 絵葉書（奉天北陵正門）昭和戦前期 大正ハト、MADE　
IN　JAPAN

印刷　葉書 14.0×9.1 1枚 未使用 2013P2476

30 絵葉書（奉天小西辺門）昭和戦前期 大正ハト、MADE　
IN　JAPAN

印刷　葉書 14.0×9.1 1枚 未使用 2013P2477

31 絵葉書（奉天郊外東陵
ヨリ渾河ヲ望ム）

昭和戦前期 （大正ハト） 印刷　葉書 14.1×9.1 1枚 未使用 2013P2478

32 絵葉書（野戦重砲兵第
五連隊　号音吹奏）

昭和戦前期 UNION	POSTALE	
UNIVERSELLE

印刷　葉書 13.9×8.9 1枚 未使用 2013P2479

33 絵葉書（衣冠束帯の初
老男性1人）

昭和戦前期 UNION	POSTALE	
UNIVERSELLE

印刷　葉書 13.9×8.9 1枚 未使用 2013P2480

寄贈資料　9. 前田満子資料

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

34 池坊　免状「養春園」 昭和7年3月 池坊専啓→前田マサ子 和紙　墨書　
朱印

21.5×57.5 1枚 シミあり　免状右
上：白文印　左下：
朱文長方印　前田
マサ子は寄贈者・
前田満子の母

2013P2481

35 池坊　免状「席目附」 昭和7年10月 池坊専啓→前田マサ子 和紙　墨書　
朱印

21.5×57.7 1枚 右上：白文方印　
中：白文印　左下：
朱文長方印

2013P2482

36 池坊　免状「正面席」 昭和8年3月 池坊専啓→前田マサ子 和紙　墨書　
朱印

21.5×58.0 1枚 右上：白文方印　
中：白文印　左下：
朱文長方印

2013P2483

37 池坊　免状「薄盤　義
盤」

昭和9年6月 池坊専啓→前田マサ子 和紙　墨書　
朱印

21.5×57.5 1枚 右中：朱文印　右
上：白文印　左下：
朱文方印

2013P2484

38 池坊　免状「下関市生
花目代職」

昭和9年6月 池坊専啓→前田マサ子 和紙　墨書　
朱印

21.5×57.5 1枚 破損あり　右上：朱
文方印　中：白文印

2013P2485

39 池坊　免状「床構」 昭和12年10月 池坊専啓→前田マサ子 和紙　墨書　
朱印

21.5×57.5 1枚 右中：朱文印　右
上：白文印　左下：
朱文方印

2013P2486

40 池坊　免状「福岡県生
花幹事」

昭和12年10月 池坊専啓→前田マサ子 和紙　墨書　
朱印

21.4×58.0 1枚 右：朱文方印　中
上：白文印　左下：
朱文方印

2013P2487

2. 池坊免状
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

41 池坊　免状「福岡県生
花執事」

昭和14年2月 池坊専啓→前田マサ子 和紙　墨書　
朱印

21.5×57.7 1枚 右：朱文方印　中
上：白文印　左下：
朱文方印

2013P2488
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寄贈資料　10. 奥村忠夫資料

10. 奥村忠夫資料
〈資料内訳〉
1. 近世資料	� 	3件13点
2. 近代資料	� 	28件29点
	 〈総計〉31件42点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 銅銭 （江戸時代） 不明 銅 大）長33.0×幅
17.0　厚12.5　
小）長24.5×幅
18.5　厚10.0

2点 2013P2489
~2490

2 茶壺 （江戸時代） 不明 陶製 底径8.8　高
18.6

1点 2013P2491

3-1 人形 （江戸時代） 不明 陶製 高10.3 7体 木箱入 2013P2492
~2498

3-2 短冊 （昭和33年） 不明 一紙 15.4×7.0 1点 木箱に同梱　墨書
「正木宗七作　七福
神御像　奥村利助
殿出品」

2013P2499

3-3 キャプション （昭和33年） 不明 パネル 10.0×19.5 1点 木箱に同梱　墨書
「七福神　天保10
（1839）年頃　三代
正木宗七　奥村利
助殿」

2013P2500

3-4 新聞記事切抜（さよう
なら与一さん）

（昭和45年） 西日本新聞編
集委員　江頭
光

一紙 30.2×14.6 1枚 木箱に同梱 2013P2501

1. 近世資料

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

4 扁額「観雲荘」 （昭和9 〜 10
年）

頭山満 / 題字　
岩田祥光 / 彫
刻

木　彫刻 57.5×164.2 1点 2013P2502

5 写真（女性2人子ども1
人）

（明治時代ヵ）不明 ガラス 9.6×6.8 1枚 木箱付 2013P2503

6 写真（子ども2人） 近代 不明 ガラス 11.0×8.3 1枚 紙箱付 2013P2504

7 写真（男性3人） 近代 不明 ガラス 8.2×11.2 1枚 木箱付 2013P2505

8 写真（男性1人女性5人）大正〜昭和戦
前期

不明 白黒写真 5.4×8.0 1枚 裏に鉛筆書「産業館　
サイン」

2013P2506

9 写真（男性1人子ども1
人）

近代 三苫利三郎 /
撮影

白黒写真 10.5×6.3 1枚 台紙貼付　裏に墨
書「奥村謙三郎三才
肖像」

2013P2507

2. 近代資料
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寄贈資料　10.奥村忠夫資料

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

10 写真（女性1人） 近代 古田 / 撮影 白黒写真 8.8×6.0 1枚 台紙貼付 2013P2508

11 写真（男性1人子ども1
人）

近代 三苫利三郎 /
撮影

白黒写真 9.4×5.9 1枚 台紙貼付　裏に墨
書「奥村謙三郎三
才」

2013P2509

12 写真（男性11人子ども2
人）

昭和29年10月
9日

不明 白黒写真 8.2×12.0 1枚 裏にペン書「昭和
二十九年十月九日
於博多キヤンプ」

2013P2510

13 写真（男性7人） （昭和20 〜 30
年）

不明 白黒写真 10.9×15.4 1枚 2013P2511

14 写真（男性21人） （昭和20年代）不明 白黒写真 13.7×19.0 1枚 福岡市警防団奈良
屋分団の記念写真　
櫛田神社で撮影

2013P2512

15 写真（女性集合写真） 昭和23年3月
24日

不明 白黒写真 14.8×20.1 1枚 裏にペン書「昭
和二十三年三月
二十四日　双葉
洋裁女塾卒業式　
二十五才」

2013P2513

16 写真（男性集合写真） （昭和20年代）後藤写真館　
白垣善次郎 /
撮影

白黒写真 20.2×26.4 1枚 裏にスタンプ「福
岡市住吉宮前町
三四四後藤写真館
白垣善次郎」　ペン
書「二十八回生」

2013P2514

17 記念状 昭和三十三年
四月十七日

博多人形商工
業協同組合理
事長　高尾
八十二→奥村
利助

一紙　印刷 31.3×45.5 1枚 2013P2515

18 動物園のけもの 1950年10月30
日 / 発行

岩波書店編集
部 / 編集

書冊　印刷 18.2×12.7 1冊 岩波写真文庫14 2013P2516

19 富士山 1950年9月30
日 / 発行

岩波書店編集
部 / 編集　武
田久吉　津屋
弘達 / 監修

書冊　印刷 18.2×12.7 1冊 岩波写真文庫15 2013P2517

20 京都―歴史的に見た― 1951年4月20
日 / 発行

岩波書店編集
部 / 編集　谷
川徹三 / 監修

書冊　印刷 18.2×12.7 1冊 岩波写真文庫27 2013P2518

21 東京―大都会の顔― 1952年1月10
日 / 発行

岩波書店編集
部 / 編集　清
水幾太郎 / 監
修

書冊　印刷 18.2×12.7 1冊 岩波写真文庫47 2013P2519

22 金印の出た土地―北九
州の歴史―

1951年11月5
日 / 発行

岩波書店編集
部　岩波映画
製作所 / 編集

書冊　印刷 18.2×12.7 1冊 岩波写真文庫50 2013P2520
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寄贈資料　10. 奥村忠夫資料

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

23 日光 1951年12月25
日 / 発行

岩波書店編集
部 / 編集　矢
島市郎　武田
久吉 / 監修

書冊　印刷 18.2×12.7 1冊 岩波写真文庫51 2013P2521

24 醤油 1952年1月30
日 / 発行

岩波書店編集
部 / 編集

書冊　印刷 18.2×12.7 1冊 岩波写真文庫52 2013P2522

25 千代田城 1952年4月1日
/ 発行

岩波書店編集
部 / 編集　高
柳光寿 / 監修

書冊　印刷 18.2×12.7 1冊 岩波写真文庫58 2013P2523

26 東京案内 1952年7月25
日 / 発行

岩波書店編集
部 / 編集

書冊　印刷 18.2×12.7 1冊 岩波写真文庫68 2013P2524

27 空からみた大阪 1953年10月15
日 / 発行

岩波書店編集
部 / 編集　桑
原武夫　梅棹
忠夫 / 監修

書冊　印刷 18.2×12.7 1冊 岩波写真文庫104 2013P2525

28 日本のやきもの 1954年10月15
日 / 発行

岩波書店編集
部 / 編集　小
山冨士夫 / 監
修

書冊　印刷 18.2×12.7 1冊 岩波写真文庫125 2013P2526

29 松島 1956年6月25
日 / 発行

岩波書店編集
部 / 編集

書冊　印刷 18.2×12.7 1冊 岩波写真文庫189 2013P2527

30 福岡県―新風土記― 1958年8月25
日 / 発行

岩波書店編集
部　名取洋之
助 / 編集

書冊　印刷 18.2×12.7 1冊 岩波写真文庫271 2013P2528

31 新聞記事複写（町名物
語ルーツわが町）

不明 不明 一紙 41.8×21.8 2枚 第487回~490回
（『フクニチ』昭和
57年3月9日~12日
掲載）の複写

2013P2529
~2530
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11. 田中鉄也資料
〈資料内訳〉
絵葉書	� 	17件17点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 絵葉書（博多築港起工式記
念）空中より瞰たる福岡市
庁附近

昭和六年五
月十八日

福岡市役所 /
発行

色刷　葉書 14.0×9.1 1枚 未使用 2013P2531

2 絵葉書（福岡名所）（東公園）昭和初期 不明 印刷　葉書 14.0×9.0 1枚 裏にペン書でメモあり 2013P2532

3 絵葉書（福岡名所）（東公園）
亀山上皇御銅像

昭和初期 不明 印刷　葉書 13.9×9.1 1枚 未使用 2013P2533

4 絵葉書（福岡名所）（東公園）
日蓮上人銅像

昭和初期 不明 印刷　葉書 14.0×9.0 1枚 未使用 2013P2534

5 絵葉書（福岡名所）（東公園）
武徳殿

昭和初期 不明 印刷　葉書 14.0×9.1 1枚 裏にペン書でメモあり 2013P2535

6 絵葉書（福岡名所）西公園　
青松枝を交ふる山道

昭和初期 不明 印刷　葉書 14.0×9.1 1枚 未使用 2013P2536

7 絵葉書（福岡名所）西公園　
光雲神社（旧藩主黒田如水
及び長政を祀る）

昭和初期 不明 印刷　葉書 13.9×9.1 1枚 未使用 2013P2537

8 絵葉書（福岡名所）西公園よ
り福岡市街遠望

昭和初期 不明 印刷　葉書 13.9×9.0 1枚 未使用 2013P2538

9 絵葉書（福博名勝）東中洲玉
屋附近

昭和初期 不明 印刷　葉書 13.9×9.1 1枚 裏にペン書でメモあり 2013P2539

10 絵葉書（福博名勝）東中洲
（玉屋よりの展望）

昭和初期 不明 印刷　葉書 13.9×9.1 1枚 裏にペン書でメモあり 2013P2540

11 絵葉書（福博名勝）天神町附
近

昭和初期 不明 印刷　葉書 13.9×9.1 1枚 裏にペン書でメモあり 2013P2541

12 絵葉書（福博名勝）福岡城址 昭和初期 不明 印刷　葉書 13.9×9.0 1枚 未使用 2013P2542

13 絵葉書（福博名勝）博多港 昭和初期 不明 印刷　葉書 13.9×9.0 1枚 裏にペン書でメモあり 2013P2543

14 絵葉書（福博名勝）名島飛行
場

昭和初期 不明 印刷　葉書 14.0×9.1 1枚 裏にペン書でメモあり 2013P2544

15 絵葉書（福博名勝）九州帝国
大学法文学部

昭和初期 不明 印刷　葉書 13.9×9.0 1枚 裏にペン書でメモあり 2013P2545

16 絵葉書（福博名勝）九州帝国
大学医学部

昭和初期 不明 印刷　葉書 14.0×9.1 1枚 裏にペン書でメモあり 2013P2546

17 絵葉書（福博名勝）官幣大社
筥﨑八幡宮伏敵門

昭和初期 不明 印刷　葉書 13.9×9.1 1枚 未使用 2013P2547

寄贈資料　11. 田中鉄也資料
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寄贈資料　12.博多高砂連資料（追加分）

12. 博多高砂連資料（追加分）
〈資料内訳〉
信仰・年中行事の用具	� 	9件14点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 旗 平成時代 博多高砂連 綿・竹・プラ
スチック

長107.5　幅37.5 1本 白地に青の染め抜
き「高砂」

2013P2548

2 旗 平成時代 博多高砂連 綿・竹 長60.5　幅34.0 1本 2013P2549

3 杓文字 平成時代 博多高砂連 木 長21.0　幅6.5 2対 2013P2550
~2551

4 羽織 平成時代 絹 丈77.5　裄28.0 1枚 男性用　背に刺繍
「高砂連」　左胸内
側に刺繍「佐基」

2013P2552

5 頭巾 平成時代 絹 長36.0　幅26.2 1枚 男性用 2013P2553

6 裁着袴 平成時代 綿 長103.7　幅58.8 1枚 男性用 2013P2554

7 長着 平成時代 絹 丈158.0　裄65.0 1枚 女性用　付属たと
う紙右下にペン書

「佃」

2013P2555

8 手拭い 平成時代 博多高砂連 綿 長35.8　幅96.5 2本 染め抜き「高砂」 2013P2556
~2557

9 盆提灯 平成時代 不詳 紙・竹・木ほ
か

全長240.0　径
73.0

1対 博多提灯　鳳凰図 2013P2558
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13. 岡玲子資料（追加分）
〈資料内訳〉
生活の用具	� 	7件7点

番号 名称 時代 使用者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 襟巻 昭和時代 小林アサノ	
岡玲子

毛皮（タヌキ） 長90.0　
幅17.5

1点 夫の母の形見 2013P2559

2 婦人夏用着物 大正〜昭和初
期

野地孝子 絹（ちりめん） 丈143.5　
裄62.3

1枚 黒に花篭、貝模様、たとう
紙に鉛筆書「特選呉服／菱
にタ／呉服処おかふじ／山
口市本町一丁目／電話（四）
三三二二番（印字）／五と
うの母から　絽／夏用　留
袖？」

2013P2560

3 婦人夏用喪服 昭和初期 小林アサノ 絹 丈152.2　
裄64.6

1枚 たとう紙に鉛筆書「称芳町
嘉万／○福　福嶋屋／電話　
嘉万店（４）〇〇三三番／称
吉店（２）一〇三三番（印字）
黒／ろのもふく（小林家紋」	
五つ紋（家紋：丸に剣片喰）
あり

2013P2561

4 婦人秋用着物 昭和時代 野地孝子 絹（ちりめん） 丈153.2　
裄63.4

1枚 紫に地模様あり、たとう紙
に鉛筆書「五島の母から／
むらさきの着物」	
染め直し、裏地あり

2013P2562

5 婦人着物 昭和時代 小林アサノ
岡玲子

絹（藍大島） 丈146.5　
裄66.4

1枚 たとう紙に鉛筆書「小林の
母から／あい大島」	
左袖、襟、胴にシミあり

2013P2563

6 帯 昭和初期 野地孝子 絹 長330.5　
幅31.3

1本 名古屋帯、総絞り、慶事用 2013P2564

7 婦人夏用袋帯 昭和初期 野地孝子 絹（絽） 長397.0　
幅31.2

1本 金銀等の織り込み、たとう
紙に鉛筆書「ろのふくろ帯」

2013P2565

寄贈資料　13. 岡玲子資料（追加分）
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14. 都地國太郎資料
〈資料内訳〉
生活の用具	� 	3件3点
生産の用具	� 	3件3点
	 〈総計〉6件6点

寄贈資料　14. 都地國太郎資料

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 牛乳缶 昭和30年代 不詳 鉄 胴径93.2　高59.0 1点 2013P2566

2 牛乳缶 昭和30年代 不詳 鉄 胴径68.8　高41.5 1点 2013P2567

3 トップクーラー 昭和30 〜 50年代 不詳 金属 胴径25.5　高54.6 1点 2013P2568

1. 生活の用具

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

4 酢甕 昭和時代（戦後） 不詳 土（唐津焼） 胴径293.0　高127.0 1点 2013P2569

5 木蓋 昭和時代 不詳 木 直径85.0 1点 2013P2570

6 地搗き石 昭和時代（戦後） 不詳 石・鉄 胴径38.0　高13.0 1点 2013P2571

2. 生産の用具
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15. 川鍋正雄資料
〈資料内訳〉
1. 生活の用具	� 	4件4点
2. 信仰・年中行事の用具	� 	1件2点
	 〈総計〉5件6点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 飯櫃 昭和時代 不詳 木・竹・銅 直径32.0　高
25.7

1点 2013P2572

2 飯櫃入れ 昭和時代 不詳 茅・竹 直径42.0　高
27.5

1点 えぐり 2013P2573

3 電気炬燵 昭和4 〜 10年
頃

松下電器製作
所

木枠 縦17.0　横25.0　
高15.0

1台 プレート「東邦電力
会社特選／電気こ
たつ／ 100V-60W
／松下電器製作所」

2013P2574

4 博多風俗屏風 近代 画：吉村百耕　
賛：五世自遊李
月

紙本彩色墨書　
屏風装

縦171.0　幅
377.8

6曲1隻 各扇右から博多松
囃子恵比須、同大
黒、同福神、同稚
児、博多祇園山笠、
博多仁和加　箱付

2013P2575

1. 生活の用具

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

5 博多松囃子恵比須流鯛
飾り

昭和時代ヵ 博多松囃子恵
比須流

竹・紙 竹長110.0　鯛
長15.8　鯛幅
20.0

2本 2013P2576
~2577

2. 信仰・年中行事の用具

寄贈資料　15. 川鍋正雄資料　16. 玉造陽二資料

16. 玉造陽二資料
〈資料内訳〉
野球用品	� 	4件4点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 ウインドブレーカー
「LIONS　１７」

昭和35年 美津和タイガ
ー（株）製

綿・毛糸・ポ
リエステル

着丈75.1　身
幅60.8　袖丈
88.5　　

1点 2013P2578

2 野球帽子（NL マーク
入り）

昭和40年以降 美津和タイガ
ー（株）製

綿・ポリエス
テル

サイズ56cm　
高さ11.5

1点 2013P2579

3 野球ユニフォーム　上
着

平成9年 久保田運動具
店

綿・ポリエス
テル

着丈78.8　身
幅58.8　　裄
丈17.4　

1点 2013P2580

4 野球ユニフォーム　下
着

平成9年 久保田運動具
店

綿・ポリエス
テル

総丈82.3　股
下55.2　　裾
幅10.5　

1点 2013P2581
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寄贈資料　17. 波多野聖雄資料（追加分）　18. 江頭重利資料

18. 江頭重利資料
〈資料内訳〉
近代資料	� 	3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

1 織物牛本 明治36年 厚生社 書冊　墨書 24.7×16.1 1冊 2013P2586

2 拾枚風通織記録 明治37年 厚生社 書冊　墨書 24.6×16.1 1冊 2013P2587

3-1 兜　鎖帷子付 ( 複製） 20世紀 不詳 鉄 総高22.8　径
22.5

1点 2013P2588

3-2 盾　革紐付（複製） 20世紀 不詳 鉄 径47.6　高8.5 1点 2013P2589

3-3 斧（複製） 20世紀 不詳 鉄 柄長67.5　刃
長16.3

1点 2013P2590

17. 波多野聖雄資料（追加分）
〈資料内訳〉
戦時資料	� 	4件4点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 焼夷弾部品 （昭和20年） アメリカ軍 金属 径35.0 1点 2013P2582

2 焼夷弾部品 （昭和20年） アメリカ軍 金属 最大15.3 1点 2013P2583

3 焼夷弾部品 （昭和20年） アメリカ軍 金属 最大24.4 1点 2013P2584

4 焼夷弾部品 （昭和20年） アメリカ軍 金属 最大16.4 1点 2013P2585



175

寄贈資料　19.石野昭資料　20.井上清方資料（追加分）　21.小林孝資料（追加分）

21. 小林孝資料（追加分）
〈資料内訳〉
信仰・年中行事の用具	� 	3件3点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 綾竹 平成24年 小林幸江 竹・紙・ビニ
ールテープ

全長86.0　竹）
径2.5

1組2本 大人用 2013P2597

2 綾竹 平成24年 小林幸江 竹・紙・ビニ
ールテープ

全長80.0　竹）
径2.3

1組2本 子供用 2013P2598

3 うちわ 平成25年 志賀島の盆踊
り保存会

プラスチック・
紙

長34.4　幅24.2 1枚 片面に志賀盆歌歌
詞添付

2013P2599

19. 石野昭資料
〈資料内訳〉
近代資料	� 	3件3点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 勲七等瑞宝章 （大正12年） （内閣賞勲局） 金属・布 径3.7　全長7.6 1点 箱付 2013P2591

2 〔辞令〕（依願免本官） 大正12年2月
28日

内閣総理大臣
男爵加藤友三
郎→海軍技師
石野栄二

一紙　墨書 22.8×31.0 1枚 2013P2592

3 〔辞令〕（金一千一百	
九十九円九十七銭ヲ給
与ス）

大正12年3月
26日

海軍省→海軍
技師石野栄二

罫紙　墨書 28.6×20.7 1枚 2013P2593

20. 井上清方資料（追加分）
〈資料内訳〉
美術資料	� 	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 童子人形 昭和時代 小島与一 陶製着色 高20.4 1点 落款（像底墨書）「與
一作」

2013P2594

2 写真アルバム 昭和時代 アルバム 30.5×30.5 1点 岡山県金光図書館
所蔵の井上清助地
歴人形の写真54枚
を納める

2013P2595

3 稿本古博多人形史 昭和41年 梅林新市著、
郷土玩具研究
会発行

書冊 18.0×12.2 1点 2013P2596
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22. 戸川英幸資料
〈資料内訳〉
1. レコード	� 	1件1点
2. ソノシート	� 	2件2点
	 〈総計〉3件3点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 日本軍歌集 昭和62年2月 コロムビアレ
コード

LP レコード 径30.0 2枚1組 箱・歌詞付 2013P2600

1. レコード

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 ソノラマエース　パピ
イシリーズ　人気テレ
ビ番組四曲集

（昭和47 〜 48
年）

朝日ソノラマ ソノシート 径17.5 1枚 A 面　流星人間ゾ
ーン・荒野の少年
イサム /B 面　ウ
ルトラマンタロウ　
死ね死ね団のテー
マ

2013P2601

3 ソノラマエース　パピ
イシリーズ　TV 漫画
主題歌四曲集

（昭和47 〜 49
年）

朝日ソノラマ ソノシート 径17.5 1枚 A 面　ゴーゴーキ
カイダー　デビル
マン /B 面　風よ
光よ　月光仮面

2013P2602

2. ソノシート

23. 戸川ユキ資料
〈資料内訳〉
歴史資料	� 	3件3点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 大隈言道和歌 幕末期 大隈言道 紙本墨書・巻
子装

24.0×602.2 1巻 表紙・見返し外れ、
前欠、奥に「辛島」
朱印2顆あり

2013P2603

2 和歌集 安政2年8月 大隈言道 紙本墨書・掛
幅装

103.6×29.4 1幅 八双裏に「辛島小四
郎出品」と墨書の
貼紙あり

2013P2604

3 大隈言道書状 幕末期 大隈言道 紙本墨書・掛
幅装

25.3×36.9 1幅 2013P2605

寄贈資料　22. 戸川英幸資料　23. 戸川ユキ資料
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24. 仏師城戸家関係資料
〈資料内訳〉
美術資料	� 	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 煙草入れ・根付 江戸〜明治時
代

仁慶（根付） 布製（博多織）・
木

9.3×13.0（煙草
入れ）、高6.5

（根付）

1点 仁王を彫る仏師を
あらわした根付（銘

「仁慶」）が付属

2013P2606

2 根付（足長） 江戸〜明治時
代

久平 木製着色 長10.7 1点 陰刻銘「久平」 2013P2607

3 根付（仙人） 江戸〜明治時
代

木製着色 長7.5 1点 2013P2608

25. 高橋よし子資料
〈資料内訳〉
戦時資料	� 	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 寄書 昭和戦中期 永野孫七ほか 絹　墨書 58.2×100.0 1枚 2013P2609

2 麻袋 昭和戦中期 不詳 麻　墨書 19.8×15.4 1点 2013P2610

寄贈資料　24. 仏師城戸家関係資料　25. 高橋よし子資料
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27. 橋本猛資料
〈資料内訳〉
色紙	� 	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 色紙 昭和38年 小西得郞 色紙　墨書 24.0×27.0	 1点 2013P2613

2 色紙 昭和38年 中澤不二雄 色紙　墨書 24.0×27.0	 1点 2013P2614

寄贈資料　26. 長澤宏昭資料（追加分）　27. 橋本猛資料　28. 福山恵美子資料　

28. 福山恵美子資料
〈資料内訳〉
歴史資料	� 	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 極楽浄土之図 江戸時代後期 雲谷庵等潤 紙本着色・掛
幅装

縦114.6　横
57.6

1幅 木箱（上書）「雲谷
庵等潤筆」、「極楽
浄土之図」

2013P2615

2 福岡御主殿尊霊銘記 江戸時代後期 作成不詳 紙本墨書・巻
子装

縦32.2　横65.5 1点 木箱（上書）「福岡
御主殿尊霊銘記」

2013P2616

26. 長澤宏昭資料（追加分）
〈資料内訳〉
1. 信仰・年中行事の用具	� 	1件1点
2. 人の一生の用具	� 	1件1点
	 〈総計〉2件2点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 一束一本 平成25年 ながさわ結納
店

紙 長30.5　幅18.0 1式 半紙、末広 2013P2611

1. 信仰・年中行事の用具

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 目録 平成25年 ながさわ結納
店

紙　墨書 長19.5　幅53.0 1点 平成23年度購入結
納品一式の追加分

2013P2612

2. 人の一生の用具
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29. 石蔵酒造株式会社資料
〈資料内訳〉
生産の用具	� 	1件3点

番号 名称 時代 制作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 一升瓶（祝いめでた） 平成25年 石蔵酒造株式
会社

ガラス 胴径34.5　高
40.5

3点 2013P2617
~2619

32. 江島康博資料
〈資料内訳〉
色紙	� 	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 色紙（西鉄ライオンズ
選手サイン）

昭和33年 三原脩監督、
他

色紙　マジッ
ク書

24.0×27.1 1点 2013P2623

寄贈資料　29. 石蔵酒造株式会社資料　30. 光吉正邦資料　31. いなりや資料　32. 江島康博資料

30. 光吉正邦資料
〈資料内訳〉
美術資料	� 	1件2点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1-1 癋見面（阿形） 江戸時代 正木宗七 陶製着色 縦22.0　横19.7 1点 裏面に楕円印「宗
七」あり

2013P2620

1-2 癋見面（吽形） 江戸時代 正木宗七 陶製着色 縦21.7　横20.6 1点 裏面に楕円印「宗
七」あり

2013P2621

31. いなりや資料
〈資料内訳〉
信仰・年中行事の用具	� 	1件1点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 博多祇園山笠当番法被　
南流

昭和時代 不詳 木綿（絣） 丈135.0　裄
64.5

1着 「南」の文様 2013P2622



180

34. 下澤義一資料
〈資料内訳〉
歴史資料	� 	1件1点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 刀　銘「氏貞」 天正期（1573
〜 1591）

氏貞作、黒田
忠之所用

鎬造・庵棟 長60.6　反り
1.5

1口 銃砲刀剣登録証第
94号（昭和26年3月6
日発行）

2013P2625

35. 中村ケイ子資料
〈資料内訳〉
記念品	� 	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 風呂敷（西鉄ライオン
ズ選手サイン）

昭和４3年製 西鉄ライオン
ズ球団

テトロン 72.1×69.6 1点 井筒屋マーク入り
箱付（印刷紙「御風
呂敷」貼付）

2013P2626

36. 二宮健資料
〈資料内訳〉
歴史資料	� 	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 杉山鶴心日記 元治元年5月
〜 12月

杉山鶴心 墨書・書冊 縦12.8　横32.8 1冊 表紙・前欠、仮補
修

2013P2627

寄贈資料　33. 坂本幸子資料　34. 下澤義一資料　35. 中村ケイ子資料　36. 二宮健資料

33. 坂本幸子資料
〈資料内訳〉
歴史資料	� 	1件1点

番号 資料名 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 黒田長興和歌短冊 江戸時代 黒田長興 紙本墨書・短
冊

縦36.2　横6.0 1枚 2013P2624
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37. 博多町人文化連盟資料
〈資料内訳〉
信仰・年中行事の用具	� 	1件1点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 博多町人文化勲章 平成25年 博多町人文化
連盟

土・絹 径13.2 1点 2013P2628

38. 筥崎宮資料
〈資料内訳〉
人の一生の用具	� 	1件1点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 鳩杖 平成25年 筥崎宮 木 長152.5　直径
3.3

1点 2013P2629

寄贈資料　37. 博多町人文化連盟資料　38. 筥崎宮資料　39. 早魚行事保存会資料　40. 樋口泰助資料

39. 早魚行事保存会資料
〈資料内訳〉
信仰・年中行事の用具	� 	1件1点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 まな板 平成24年 井浦熊太 木（ヒノキ） 長45.5　幅24.0　
高10.5

1点 「2012ゴールデンオ
ールディーズ・ワ
ールドラグビーフ
ェスティバル福岡」
イベントで使用

2013P2630

40. 樋口泰助資料
〈資料内訳〉
戦時資料	� 	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 焼夷弾部品 （昭和20年） アメリカ軍製
造

金属 底径34.4　高
42.4

1点 2013P2631
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41. 平山マサ子資料
〈資料内訳〉
近代資料	� 	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 大日本職業別明細図第
706号「福岡市」

昭和17年発行 東京交通社 色刷 53.9×76.4 1枚 2013P2632

寄贈資料　41. 平山マサ子資料　42. 村田邦夫資料

42. 村田邦夫資料
〈資料内訳〉
刀剣	� 	1件1点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 脇差　無銘 不詳 不詳 鎬造・庵棟・
直刃

長さ54.5　反
り1.1

1口 目釘穴3個 2013P2633



< 寄　託　資　料 >
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1. 内海一雄資料
〈資料内訳〉
歴史資料	� 	2件9点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 蘭渓翁記録　一〜九 江戸時代後期
（19世紀）

内海蘭渓 墨書・書冊 26.8×20.0 8冊 八・九は合冊 2013D1~8

2 御薬園伝書　十二 文化6（1809）
年ヵ

内海蘭渓 墨書・書冊 26.8×20.0 1冊 2013D9

4. 鳥飼八幡宮資料
〈資料内訳〉
信仰・年中行事の用具	� 	1件1点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 荒戸番丁子供山笠図絵
馬

大正9年 画：小田部藤亭 板絵着色　絵
馬装

縦98.2　横60.4 1枚 2013D12

2. 飯盛山出土瓦経

番号 名称 時代 出土地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 瓦経 12世紀	 福岡市西区飯
盛山

瓦質　板 縦22.3　横18.5　
厚1.7

1点 2013D10

寄託資料　1. 内海一雄資料　2. 飯盛山出土瓦経　3. 筑紫丘高等学校資料（追加分）　4. 鳥飼八幡宮資料

〈資料内訳〉
考古資料	� 	1件1点

3. 筑紫丘高等学校資料（追加分）

番号 名称 時代 出土地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 ナウマン象臼歯 旧石器 福岡市南区那
珂川河床

エナメル 縦15.0　横15.0　
厚5.0

1点 2013D11

〈資料内訳〉
考古資料	� 	1件1点





< 購　入　資　料 >
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Ⅰ . 一括資料

1. 松本家文書
〈資料内訳〉
古文書	� 	7件75点

番号 名称 時代 差出 宛所 品質・形状 法量 備考 備品番号

１ 筑前国海上舩通
湊々書上

寛永19年5月3
日

松平右衛門佐舟
手頭	松本吉右衛
門・同	松本主殿
助

楮紙・継紙	
巻子装

31.2×186.5 軸首（天）欠失	
若松湊〜姫島まで9
湊

2013B1

2-1 黒田如水知行充行
状

慶長6年10月6
日

如水（花押） 松本吉右衛門
とのへ

楮紙・折紙 31.7×50.4 以下10通成巻	
折筋で切断し上半
反転

2013B2

2-2 黒田長政知行充行
状

慶長7年12月
23日

長政（黒印） 松本吉右衛門
尉とのへ

楮紙・折紙 31.6×50.0 下半4.5㎝程切除 2013B3

2-3 黒田長政代官目録 慶長7年12月
23日

長政（黒印） 松本吉右衛門
尉とのへ

楮紙・竪紙 35.6×53.8 2013B4

2-4 黒田長政知行充行
状

慶長9年壬8月
16日

長政（黒印） 松本主殿との
へ

楮紙・折紙 31.1×54.0 下半4.8㎝程切除 2013B5

2-5 黒田長政代官目録 慶長9年壬8月
16日

長政（黒印） 松本主殿との
へ

楮紙・竪紙 34.7×53.3 2013B6

2-6 黒田長政知行充行
状

慶長12年6月7
日

長政（花押） 松本主殿允と
のへ

楮紙・折紙 31.7×45.9 下半4.3㎝程切除 2013B7

2-7 黒田長政知行目録 慶長12年6月7
日

長政（黒印） 松本主殿允と
のへ

楮紙・竪紙 34.6×51.8 2巻6号の知行目録 2013B8

2-8 黒田忠之知行充行
状

寛永14年7月
28日

忠之（花押） 松本吉右衛門
とのへ

楮紙・折紙 34.6×50.9 下半7.6㎝程切除	 2013B9

2-9 黒田忠之知行目録 寛永14年7月
28日

忠之（忠之） 松本吉右衛門
とのへ

楮紙・竪紙 34.6×48.4 2巻8号の知行目録	 2013B10

2-10 喜多村清忠・郡慶
成連署代官所村付

元和9年9月7
日

喜多村安右衛門
□（花押）・郡正
太夫慶（花押）

松本助太夫殿
まいる

楮紙・継紙 31.4×56.2 紙継目裏に割印あ
り

2013B11

3-1 黒田継高知行充行
状

享保19年8月
19日

継高（花押） 松本市郎右衛
門とのへ

楮紙・折紙 34.6×51.5 以下9通成巻 2013B12

3-2 黒田継高加増目録 享保19年8月
19日

（黒印） 松本市郎右衛
門とのへ

楮紙・竪紙 32.7×45.5 3巻1号の加増目録 2013B13

3-3 黒田継高知行充行
状

明和2年2月27
日

継高（花押） 松本九郎大夫
とのへ

楮紙・折紙 40.4×53.8 2013B14
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3-4 黒田継高加増目録 明和2年2月27
日

（黒印） 松本九郎大夫
とのへ

楮紙・竪紙 31.2×44.9 3巻3号の加増目録 2013B15

3-5 黒田継高知行充行
状

宝暦4年7月6
日

継高（花押） 松本九郎大夫
とのへ

楮紙・折紙 40.5×52.5 2013B16

3-6 黒田継高加増目録 宝暦4年7月6
日

（黒印） 松本九郎大夫
とのへ

楮紙・竪紙 31.0×45.0 3巻5号の加増目録 2013B17

3-7 黒田治之知行充行
状

安永2年9月15
日

治之（花押） 松本九郎大夫
とのへ

楮紙・折紙 38.5×53.5 2013B18

3-8 黒田治之加増目録 安永2年9月15
日

（黒印） 松本九郎大夫
とのへ

楮紙・竪紙 31.3×44.7 3巻7号の加増目録 2013B19

3-9 貴殿知行分平均新
高目録

延宝2年3月21
日

菅四郎左衛門（黒
印「正寶」）・青野
太兵衛（黒印「高
豊」）

松本次右衛門
殿

楮紙・継紙 28.7×33.5 2013B20

4-1 さいしやう書状 （年未詳）
6月30日

□□軒さいしや
う

まつもととの
も殿

楮紙・折紙 32.7×32.6 以下8通成巻、軸首
（天）欠失	
折筋で切断し下半
反転、余白部分を
切除

2013B21

4-2 毛利某・小林重利・
加藤成忠連署書状

（元和9年）
壬8月28日

毛利長兵衛元（花
押）・小林十太夫
重（花押）・加藤
惣吉成（花押）

松本主殿助殿 楮紙・切紙（元
折紙ヵ）

15.6×46.2 2013B22

4-3 山内某・浦上某・
河村某・小河某連
署書状

（年未詳）
8月17日

山内権允（黒印）・
浦上三郎兵衛（黒
印）・河村正兵衛

（黒印）・小河平
右衛門（黒印）

松本吉右衛門
殿

楮紙・継紙（元
折紙ヵ）

15.8×46.9 余白部分切除ヵ 2013B23

4-4 小河之直書状 （年未詳）
5月1□日

小内蔵允（花押） 松本吉右衛門
殿まいる

楮紙・折紙 30.3×45.7 折筋で切断し下半
反転

2013B24

4-5 黒田一成覚書 （年未詳）
7月3日

黒田三左衛門（花
押）

松本能登殿 楮紙・竪切紙 29.8×26.5 2013B25

4-6 釜屋正勝御神物之
覚

丑（寛永14年
ヵ）ノ9月25日

御師釜屋大夫（黒
印「正勝」）

松本能登守殿
参

楮紙・竪紙 29.1×44.9 2013B26

4-7 小河之直請取状 慶長12年壬4
月4日

小河内蔵丞（花
押・黒印）

松本主殿殿ま
いる

楮紙・竪切紙 26.4×10.4 2013B27
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4-8 黒田吉勝・池内某・
斎藤某・小河之直
連署書状

（年未詳）
5月16日

黒田清太夫吉勝
（花押）・池内左
太右衛門□□（花
押）・斎藤甚右衛
門□□（花押）・
小河内蔵允（花
押）

松本吉右衛門
殿

楮紙・折紙 31.6×44.2 下半5.0㎝程切除 2013B28

5-1 貴殿御加増知高目
録

享保19年9月6
日

沢木藤右衛門（黒
印「氏倍」）・在江
戸	皆田甚五郎・
蒔田九兵衛（黒
印「□吉」）・松隈
長太夫（黒印「之
倍」）・在大坂	大
川平作

松本市郎右衛
門殿

楮紙・竪紙 28.0×39.0 以下8通成巻
3巻1・2号の目録

2013B29

5-2 貴殿先知拝領高目
録

宝暦4年7月 在大坂	大森善左
衛門・不居合	山
中甚六・在江戸	
山岡藤右衛門・
定府	植木貞右衛
門・時枝長大夫

（黒印）

松本九郎太夫
殿

楮紙・継紙 28.5×79.0 3巻5・6号の目録 2013B30

5-3 貴殿先知拝領高目
録

明和2年5月7
日

定府	根本半右衛
門・在大坂	原吉
蔵・皆田藤大夫

（黒印）・村上清
左衛門（黒印）・
大森善左衛門（黒
印）・山岡藤右衛
門（黒印）

松本九郎太夫
殿

楮紙・継紙 27.8×84.1 3巻3・4号の目録 2013B31

5-4 貴殿御加増知高目
録

安永2年9月21
日

各務弥大夫（黒
印）・松隈長左衛
門（黒印）・在大
坂	沢木五郎右衛
門・定府	根本半
右衛門・皆田藤
大夫（黒印）

松本九郎大夫
殿

楮紙・継紙 28.2×69.5 3巻7・8号の目録 2013B32

5-5 貴殿知行定為替米
大豆并御足大豆村
割證據之事

安永2年10月 各務弥太夫（黒
印）・松隈長左衛
門（黒印）・在大
坂	沢木五郎右衛
門・皆田藤太夫

（黒印）

松本九郎大夫
殿

楮紙（薄墨）・
竪紙（端紙ヵ）

24.0×37.9 第2紙欠失ヵ 2013B33

5-6 貴殿御加増知役高
證拠之事

安永2年9月21
日

各務弥太夫（黒
印）・松隈長左衛
門（黒印）・在大
坂	沢木五郎右衛
門・定府	根本半
右衛門・皆田藤
太夫（黒印）

松本九郎太夫
殿

楮紙・竪紙 28.5×39.2 2013B34
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5-7 貴殿先知拝領役高
證據之事

明和2年5月7
日

定府	根本半右衛
門・在大坂	原吉
蔵・皆田藤太夫

（黒印）・村上清
左衛門（黒印）・
大森善左衛門（黒
印）・山岡藤右衛
門（黒印）

松本九郎大夫
殿

楮紙・継紙 24.1×48.4 2013B35

5-8 役高證據之事 宝暦4年7月	 不居合	山中甚
六・時枝長太夫

（黒印）

松本九郎大夫
殿

楮紙・切紙 24.3×28.4 2013B36

6 豊臣秀吉朱印状 （天正15年）
11月5日

（朱印） 大友左兵衛督
（義統）とのへ

檀紙・継紙（元
折紙）	
巻子装

23.1×133.1 表紙欠失 2013B37

7-1 黒田如水書状 （慶長6-9年）
正月9日

如水（黒印） 松本吉右衛門
殿

楮紙・折紙 29.8×49.2 以下38通成巻、表
紙欠失、軸首（天）
欠失	
黒印はローマ字印、
奥裏下部に通し番
号「壱」、下半1.3㎝
程切除

2013B38

7-2 黒田如水書状 （慶長6-9年）
2月20日

如水（黒印） 松本吉右衛門
との・高原次
郎兵へとの

楮紙・折紙 29.8×49.2 黒印はローマ字印、
奥裏下部に通し番
号「弐」、下半1.4㎝
程切除

2013B39

7-3 黒田如水書状 （慶長6-8年）
6月6日

如水（黒印） 松本吉衛門尉
とのへ

楮紙・折紙 29.1×41.8 黒印はローマ字印、
奥裏下部に通し番
号「三」

2013B40

7-4 黒田如水書状 （慶長6-8年）
6月26日

如水（花押） 次郎兵衛殿・
吉右衛門殿

楮紙・折紙 29.0×43.9 奥裏下部に通し番
号「四」

2013B41

7-5 黒田如水書状 （慶長6年ヵ）
7月2日

如水（花押） 松本吉右衛門
とのへ

楮紙・折紙 29.6×47.2 奥裏下部に通し番
号「五」

2013B42

7-6 黒田如水書状 （慶長6-8年）
8月9日

如水（花押） 松吉右衛門殿 楮紙・折紙 29.1×45.6 奥裏下部に通し番
号「七」

2013B43

7-7 黒田如水書状 （慶長6-8年）
9月14日

如水（花押） 松元吉衛門と
の

楮紙・折紙 27.7×45.2 奥裏下部に通し番
号「八」

2013B44

7-8 黒田如水書状 （慶長6-8年）
9月28日

如水（花押） 松吉右衛門と
のへ

楮紙・折紙 29.8×48.8 奥裏下部に通し番
号「九」、下半1.3㎝
程切除

2013B45

7-9 黒田如水書状 （慶長6-8年）
10月11日

如水（花押） 松本吉右衛門
とのへ

楮紙（薄墨）・
折紙

29.2×45.4 奥裏下部に通し番
号「拾」

2013B46

7-10 黒田如水書状 （慶長6-8年）
10月14日

如水（花押） 吉右衛門・次
郎兵衛

楮紙・折紙 29.8×46.9 奥裏下部に通し番
号「拾壱」、折筋で
切断し上半反転

2013B47
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7-11 黒田如水書状 （慶長6-8年）
11月5日

如水（花押） 松本吉右衛門
尉とのへ

楮紙・折紙 29.6×49.8 奥裏下部に通し番
号「拾弐」

2013B48

7-12 黒田如水書状 （慶長6-8年）
11月17日

如水（花押） 松吉右衛門尉 楮紙・折紙 27.2×40.9 奥裏下部に通し番
号「拾参」

2013B49

7-13 黒田如水書状 （慶長6-8年）
11月27日

如水（花押） 松本吉右衛門
とのへ

楮紙・折紙 30.1×47.1 奥裏下部に通し番
号「拾四」、折筋で
切断し上半反転

2013B50

7-14 黒田如水書状 （慶長6-8年）
11月晦日

如水（花押） 津屋崎行事中 楮紙・折紙 29.8×46.8 奥裏下部に通し番
号「拾五」、下半1.8
㎝程切除

2013B51

7-15 黒田如水書状 （慶長6年）
後11月2日

如水（花押） 松吉右衛門と
のへ

楮紙・折紙 26.6×40.3 奥裏下部に通し番
号「拾八」、折筋で
切断し上半反転

2013B52

7-16 黒田如水書状 （慶長6年）
後11月21日

如水（花押） 松本吉右衛門
尉とのへ

楮紙・折紙 29.8×46.4 奥裏下部に通し番
号「拾七」、折筋で
切断し上半反転

2013B53

7-17 黒田如水書状 （慶長6年）
12月11日

如水（花押） 松本吉右衛門
殿

楮紙・折紙 29.5×44.1 奥裏下部に通し番
号「拾六」、折筋で
切断し上半反転

2013B54

7-18 黒田如水書状 （慶長8年）
8月朔日

如水（花押） 松本主殿との
へ

楮紙・折紙 29.1×45.2 奥裏下部に通し番
号「六」、光勝の通
称は慶長7年12月23
日までは吉右衛門、
これ以降主殿を称
す

2013B55

7-19 黒田長政書状 （慶長6-7年）
正月15日

長政（黒印） 松本吉右衛門
とのへ

楮紙・折紙 31.4×51.1 2013B56

7-20 黒田長政書状 （年未詳）
3月20日

長政（花押） 松本主殿助殿	
・埴生大郎右
衛門殿・宮崎
新介殿

楮紙・折紙 34.6×50.8 折筋で切断し上半
反転

2013B57

7-21 黒田長政書状 （年未詳）
4月27日

長政（黒印） 松本主殿との
へ

楮紙・折紙 29.6×46.3 2013B58

7-22 黒田長政書状 （慶長10-11年
ヵ）卯月9日

長政（花押） 松本主殿助と
のへ・埴生大
郎右衛門との
へ・宮崎新介
とのへ

楮紙・折紙 32.8×49.8 折筋で切断し上半
反転

2013B59

7-23 黒田長政書状 （年未詳）
卯月18日

長政（花押） 松本主殿との
へ

楮紙・折紙 31.4×53.6 下半4.5㎝程切除 2013B60

7-24 黒田長政書状 （慶長20年）
後6月2日

長政（黒印） 松本主殿助と
のへ

楮紙・折紙 31.2×52.7 下半5.8㎝程切除 2013B61
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7-25 黒田長政書状 （年未詳）
7月22日

長政（朱印） 松本主殿との
へ

楮紙・折紙 31.4×50.7 朱印はローマ字印、
下半4.5㎝程切除

2013B62

7-26 黒田長政書下 慶長7年11月
20日

長政（花押） 松本吉右衛門
とのへ

楮紙・折紙 31.3×52.9 下半5.1㎝程切除 2013B63

7-27 黒田長政書下 （年未詳）
5月28日

長政（花押） 楮紙・折紙 32.8×50.6 折筋で切断し上半
反転

2013B64

7-28 黒田長政皆済状 慶長10年9月
16日

長政（黒印） 松本主殿弁 楮紙・竪切紙 31.4×11.5 「筆者友可」 2013B65

7-29 黒田長政皆済状 慶長10年10月
17日

長政（黒印） 松本主殿弁 楮紙・竪切紙 31.0×10.7 「筆者花房清次」 2013B66

7-30 黒田長政皆済状 慶長13年9月6
日

（朱印） 松本主殿弁 楮紙・竪切紙 34.5×10.4 「筆者岩崎平右衛
門」

2013B67

7-31 黒田長政書状 （年未詳）
5月6日

長政（黒印） 松本主殿助殿 楮紙・小切紙 16.2×10.8 2013B68

7-32 黒田吉万（忠之）
書状

（年未詳）
2月5日

吉万（花押） 松本主殿介と
のへ

楮紙・竪紙 32.6×43.8 2013B69

7-33 黒田忠政（忠之）
書状

（元和7-9年）
6月9日

忠政（花押） 松本主殿との
へ

楮紙・折紙 31.7×45.6 折筋で切断し上半
反転

2013B70

7-34 黒田忠之書状 （年未詳）
正月15日

忠之（花押） 松本吉右衛門
尉とのへ・松
本主殿介との
へ・分部金太
夫とのへ・山
本新左衛門尉
とのへ

楮紙・折紙 32.5×50.1 下半4.3㎝程切除 2013B71

7-35 黒田忠之書状 （寛永3年）
壬4月23日

忠之（黒印） 松本助大夫と
のへ

楮紙・折紙 32.7×45.7 2013B72

7-36 黒田高政書状 （年未詳）
8月23日

黒市正高政（花
押）

松本能登守殿
御宿所

楮紙・折紙 31.2×45.6 下半1.7㎝程切除 2013B73

7-37 黒田高政書状 （年未詳）
8月27日

市正高政（花押） 松本吉右衛門
殿御宿所

楮紙・折紙 32.5×44.6 下半1.9㎝程切除 2013B74

7-38 黒田長興書状 （年未詳）
8月23日

甲斐守長興（花
押）

松本能登守殿
御宿所

楮紙・折紙 31.4×49.2 下半4.8㎝程切除 2013B75
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2. 立花実山関係資料
〈資料内訳〉
歴史資料	� 	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

1 実山居士之書 （宝永2年） 立花実山 墨書・横帳 17.9×48.2 1冊 1~5を一括する懸
紙あり

2013B76

2 御受戒之次第 宝永2年 立花実山 墨書・書冊 22.2×15.7 1冊 福岡藩四代藩主黒
田綱政室（心空院）
院号受戒について

2013B77

3 立花実山覚書 宝永4年7月朔
日

立花実山 墨書・横帳 14.1×41.2 1冊 出家願の控 2013B78

4 立花実山覚書 元禄〜宝永期 立花実山 墨書・横帳 14.1×42.2 1冊 江戸参勤時の覚書 2013B79

5 立花実山草稿 元禄16年 立花実山 墨書・継紙（2
紙）

24.1×78.7 1通 2013B80

購入資料　2. 立花実山関係資料　3. 西鉄ライオンズユニフォーム資料

3. 西鉄ライオンズユニフォーム資料
〈資料内訳〉
野球用品	� 	6件90点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 西鉄ライオンズユニフ
ォーム上着（複製）

平成25年 （株）久保田運
動具店

綿 着丈82.8　身
幅63.1　裄丈
50.2　

25点 2013B81
~105

2 西鉄ライオンズユニフ
ォーム下着（複製）

平成25年 （株）久保田運
動具店

綿 総丈84.4　股
下61.0　裾幅
15.0

5点 2013B106
~110

3 西鉄ライオンズ帽子
（複製）

平成25年 （株）久保田運
動具店

フラノ・一部
革

サイズ57.0　
高12.0

25点 2013B111
~135

4 ベルト 平成25年 （株）久保田運
動具店

牛革 全長122.8　幅
3.8

5点 2013B136
~140

5 アンダーシャツ 平成25年 （株）久保田運
動具店

エステル 着丈70.0　肩
幅53.6　袖丈
43.4

25点 2013B141
~165

6 ストッキング 平成25年 （株）久保田運
動具店

起毛 全長37.0　最
大幅13.0

5点 2013B166
~170
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4. 絵画
〈資料内訳〉
絵画	� 	4件4点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 文殊菩薩図 江戸時代 狩野昌運 絹本墨画淡彩・
掛幅装

89.0×41.5 1幅 落款「法橋狩野昌運
筆」、印章（朱文方
印）「釣深斎」

2013B171

2 恵比寿大黒寿老図 江戸時代 尾形守房（狩野
友元）

絹本墨画淡彩・
掛幅装

48.7×63.3 1幅 落款「法橋狩野友元
行年六十歳畫之」、
印章（朱文方印）「重
信之印」

2013B172

3 富士に鷹図 江戸時代 上田主治（永
林）

紙本墨画淡彩・
掛幅装

87.0×40.0 1幅 落款「上田永林」、
印章（白文八角印）

「上田」

2013B173

4 筑前福岡藩京都守衛屯
営図

慶応4年 合田石平 紙本墨書・掛
幅装

23.1×32.6（書
付）、24.4×
26.6（絵）

1幅 三宅酒壺洞旧蔵 2013B174

5. 古文書
〈資料内訳〉
古文書	� 	2件3点

番号 名称 時代 差出 宛所 品質・形状 法量 備考 備品番号

1 威伯聖猊袖判譲状写 永正3年7月26
日

文郁寿奐（花押
影）・利宗聖輔

（花押影）/〔袖
判〕威伯聖猊

（花押影）

寿祥首座 楮紙・竪紙　
掛幅装

30.7×48.3 神松寺文書の写し　
神松寺は筑前樋井
郷（福岡市城南区）
に存在した博多承
天寺の末寺

2013B175

2-1 黒田如水書状 （慶長8年）
7月28日

如水（花押） （母里）古
庵・（井手）
真斎

楮紙・切紙（元
折紙）

13.7×43.8 以下2通合幅
印籠蓋造桐白木箱
入り
井手道子資料1号

（2004P1787）は本
文書の写し

2013B176

2-2 黒田長政黒印状 （慶長13年以
前）3月26日

長政（黒印） （井手）真
斎

楮紙・切紙（元
折紙）

17.5×46.3 井手道子資料
（追加分）1号
（2006P1284）は本
文書の写し

2013B177

Ⅱ . その他の購入資料

購入資料　4. 絵画　5. 古文書
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6. 書籍
〈資料内訳〉
書籍	� 	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 回天三策 文久2年 平野国臣 墨書・書冊 21.1×15.4 1冊 帙入り、題箋に「平
野國臣密奏書　文
久二年戌上写　二
條家旧蔵」と墨書
あり、1丁目に「惣
郷文庫」朱印あり

2013B178

2 巵言抄 元和6年7月 林羅山 墨書・書冊 27.5×19.5 1冊 「三浦蔵書」「呈山」
の蔵書印あり

2013B179

7. 地図・絵図
〈資料内訳〉
地図絵図	� 	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 名島城図 江戸時代 石谷文栄 紙本着色・め
くり

47.5×88.0 1枚 2013B180

購入資料　6. 書籍　7. 地図・絵図
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