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明治銀行

預金通帳・小切手帳など

明治銀行当座預金通帳　神戸 明治31年3月 袋・1点 い584－0

当座預金通帳株式会社明治銀行→神戸分左衛門 明治26年1月6日 預金通帳・1冊 い584・7

当座預金通帳　株式会社明治銀行→神戸分左衛門 明治31年2月 横半半折（一部印刷）・1 い584－11

冊

明治銀行当座預金覚　神戸 明治31年3月18日 横半半（一ツ綴）・1冊 い584・1

当座預金引出小切手帳　株式会社明治銀行→神戸分 明治34年 小切手帳・1冊 い584－10

左衛門

通知・規則など

明治銀行当預金契約二関スル書類　神戸 明治31年3月 封筒・1点 い584・4・0

証（当座貸越金利息受取につき）　株式会社明治銀 明治29年5月17日 印刷用紙・1通 い584－4－1

行→神戸分左衛門

木挽町神戸分左衛門殿　名古屋市伝馬町株式会社明 明治25年2月16日 封筒・1点 い584－2－3・0

治銀行→神戸分左衛門

（今般当座勘定利息改正につき）　株式会社明治銀 明治35年2月 印刷用紙・1通 い584－2－3－1

行→神戸分左衛門

木挽町二七神戸分左衛門殿　名古屋市伝馬町株式会 明治35年3月16日 封筒・1点 い584－2－4・0

社明治銀行→神戸分左衛門

（貸越金・繰越金利息など差引相立てるにつき） 明治35年3月16日 印刷用紙・1通 い584－2－4－1

株式会社明治銀行→神戸分左衛門

（今般当座勘定利息改正につき）　名古屋市伝馬町 明治35年9月 印刷用紙・1通 い584－2。1

株式会社明治銀行→木挽町27神戸分左衛門

（当座勘定利息2月10日より改正につき）　名古屋 明治36年2月8日 印刷用紙・1通 い584・9

直伝馬町株式会社明治銀行→木挽町27神戸分左衛門

（今般当地組合銀行決議内容通知につき）　株式会 明治36年3月29日 印刷用紙・1通 い584－2・2

社明治銀行→木挽町神戸分左衛門

神戸分左衛門様　名古屋市伝馬高高式会社明治銀行 （明治38年ヵ） 封筒・1点 い584・4・2－0

永田理三郎→神戸分左衛門

（金送付につき改めのうえ入手くだされたき旨） 明治38年3月13日 株式会社明治銀行罫 い584－4－2。1

名古屋株式会社明治銀行→神戸分左衛門 紙・1通

（当座貸越利息改正につき）　株式会社明治銀行→木 明治37年7月10日 印刷用紙・1通 い584－3－1

挽町27神戸分左衛門

（当座貸越金利息引き下げにつき）　株式会社明治 （明治年間） 印刷用紙・1通 い584－3－2

銀行→神戸分左衛門

（当座貸越金利息改正につき）株式会社明治銀行→ 明治38年5月5日 印刷用紙・1通 い584－3・3

木挽町神戸分左衛門

（当座貸越金利息改正につき）　株式会社明治銀行→ 明治38年6月25日 印刷用紙・1通 い584－3－4

木挽町27番戸神戸分左衛門

（当座預金及貸越金利息改正につき）　株式会社明 明治38年8月13日 印刷用紙・1通 い584－3－5

治銀行→木挽町27番戸神戸分左衛門

（当座預金及貸越金利息改正につき）株式会社明 明治39年2月25日 印刷用紙・1通 い584・3・6
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治銀行→木挽町27番戸神戸分左衛門

（印税法抜粋、郵便条例改正摘要）株式会社明治銀 （明治年間） 印刷物・1通 い584－8

行

津島紡績株券担保差入

担保品差入証（津島紡績株式会社株券壱百五拾株） （明治年間） 印刷用紙・1通 い584－5

海西郡宝地村大字神戸新田五百弐番地神戸分左衛門
→株式会社明治銀行御中

差入証書（明治銀行との取引に関わる取り決め承 明治31年3月17日 印刷用紙・1通 い584－6。1

諾につき）　尾張海西郡宝地村大字神戸新田神戸分
左衛門→株式会社明治銀行御中

（小切手受取証など下書）神戸分左衛門→株式会社 明治31年3月17日 「神戸発寒」用箋・1通 い584－6・2

明治銀行御中

証野鰭繕辮襲蝋錦渡し下された1こつ 明治31年3月16日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い584－6・3

第一銀行

通帳

第一銀行当座預金通帳・小切手　神戸 大正6年8月 封筒・1点 い619－0

第一銀行当座帳　神戸 大正8年3月（16日～昭 竪半半（一ツ綴）・1冊 い619・1

和3年8月17日）

当座約定

証（定期預金の担保差入証下書き）神戸分左衛門、 （大正年間） 印刷用紙・1通 い619－3－5－11

吉安賢、堀田八重→株式会社第一銀行御中

神戸分左衛門殿、当座約定書控　名古屋市西区伝馬 封筒・1点 い619－3－0

町3丁目13番地株式会社第一銀行名古屋支店→神戸分
左衛門

静岡県興津町水口屋五号別荘神戸分左衛門殿　名 （昭和2年ヵ） 封筒・1点 い619－3－1

古屋市西区伝馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名古
屋支店→神戸分左衛門

（当座精算書貴方へ御郵送につき）藤井義雄→神 昭和2年3月5日 「株式会社第一銀行名 い619－3－2

身分左衛門 古屋支店便箋」・1通

預金証書袋　株式会社伊藤銀行 袋・1点 い619－3－3

（御調印の証書2通ほか入手したにつき）　株式会 「株式会社第一銀行名 い619－3－4

社第一銀行名古屋支店預金掛→神戸分左衛門 古屋支店便箋」・1通

（借越金契約の定期預金担保額など書付） 竪紙・1通 い619－3・5・1

質権設定通知書　神戸分左衛門、堀田やゑ→株式会社 大正15年6月 罫紙（印刷用紙）・1通 い619－3－5－2

伊藤銀行御中

質権設定承諾書用紙　→株式会社第一銀行御中 （大正15年6月） 印刷用紙・1通 い619・3・5－3

（貸越金願い、見本）　神戸分左衛門→株式会社第一銀 大正14年12月26日 印刷用紙・1通 い619・3・5－4

行御中

（貸越金願い、下書き）　神戸分左衛門→株式会社第 大正13年12月 印刷用紙・1通 い619－3－5。5

一銀行御中

証（定期預金の担保差入証下書き）神戸分左衛門、 大正13年12月 印刷用紙・1通 い619－3－5－6

吉安けい→株式会社第一銀行御中
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証（定期預金の担保差入証下書き）　神戸分左衛門、 大正13年12月 印刷用紙・1通 い619－3・5－7

堀田やゑ→株式会社第一銀行御中

（やゑ、けい定期金額書上げ） 大正11年9月8日 竪切紙・1通 い619・3－5－8

（書類に調印し今一度差し出し下されたきにつき） 大正11年9月8日 印刷用紙（「株式会社第 い619－3－5－9

名古屋市西区伝馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名 一銀行名古屋支店便
古屋支店→神戸分左衛門 箋」）・1通

当座勘定借越約定書　名古屋市西区木挽町23番地神 大正11年9月8日 印刷用紙（罫紙）・1通 い619－3－5－10

戸分左衛門、他保証人1名→株式会社第一銀行御中

当座貸越担保分明細定期預金証書　名古屋市西区 大正9年9月21日 「株式会社第一銀行名 い619－3－5・12

伝馬町3丁目13番地株式会社第一銀行株式会社→神戸 古屋支店便箋」・1通

分左衛門

当座勘定決算

十三年三月十六日、同六月十五日精算 封筒・1点 い619－2－2・0

（纏醗黛辮跡継馨櫻難 大正13年6月15日 印刷用紙・1通 い619・2・2－1

第一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

（響醗騰僻観鰻醒蝉縫禦 大正13年6月13日 印刷用紙・1通 い619－2－2－2

第一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

西区木挽町二七神戸分左衛門殿　名古屋市西区伝 大正13年9月21日 封筒・1点 い619－2－3・0

馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名古屋支店→神戸
分左衛門

（襟脚懸幣i鋭袈奪還へ羅i霧 大正13年9月21日 印刷用紙・1通 い619－2－3－1

一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

西区木挽町廿七神戸分左衛門殿　名古屋市西区伝 大正13年12月21日 封筒・1点 い619－2－4－0

馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名古屋支店→西区
木挽町27神戸分左衛門

（纏灘蹴懸鶯魏袈醤墜へ薄霧 大正13年12月21日 印刷用紙・1通 い619－2－4－1

一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

西区木挽町二七神戸分左衛門殿　名古屋市西区伝 大正14年3月15日 封筒・1点 い619・2－5－0

馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名古屋支店→神戸
分左衛門

（襟醗高高i鋭惣二二へ簾鱗 大正14年3月15日 印刷用紙・1通 い619－2－5－1

一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

西区木挽町27神戸分左衛門殿　名古屋市西区伝馬町 大正14年6月21日 封筒・1点 い619－2－6・0

3丁目13番地株式会社第一銀行名古屋支店→神戸分左
衛門

（罐鰍欝葎i鋭襟湾墾へ羅螺 大正14年6月21日 印刷用紙・1通 い619－2・6－1

一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

岐阜県養老郡養老村神戸別荘御内神戸分左衛門殿 大正14年9月20日 封筒・1点 い619－2－7－0

名古屋市西区伝馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名
古屋支店→神戸分左衛門

（亭亭i喰晶晶i鋸晶晶鱗へ難i螺 大正14年9月20日 印刷用紙・1通 い619・2－7－1
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一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

西区木挽町神戸分左衛門殿　名古屋市西区伝馬町3 大正14年12月20日 封筒・1点 い619－2・8－0

丁目13番地株式会社第一・銀行名古屋支店→神戸分左
衛門

（纏醗囎葎i鋪燦餐黙へ鯉鱗 大正14年12月20日 印刷用紙・1通 い619－2－8・1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一鼡竝s名古屋支店→神戸分左衛門

西区木挽町二七神戸分左衛門殿　名古屋市西区伝 大正15年3月21日 封筒・1点 い619－2・9・0

馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名古屋支店→西区
木挽町27神戸分左衛門

（藤壷i幽幽譲歩蟹i騨へ鯉鱗 大正15年3月21日 印刷用紙・1通 い619－2・9・1

一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

西区木挽町二七神戸分左衛門殿　名古屋市西区伝 大正15年6月13日 封筒・1点 い619・2－10－0

馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名古屋支店→西区
木挽町27神戸分左衛門

（罐饒嚇蕪i鋪燦溺i欝へ細鱗 大正15年6月13日 印刷用紙・1通 い619－2・10－1

一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

岐阜県養老郡養老村神戸別荘御内神戸分左衛門殿 大正15年9月19日 封筒・1点 い619－2－11－0

名古屋市西区伝馬町3丁目13番地史式会社第一銀行名
古屋支店→神戸分左衛門

（纏醗懸葎i晶晶醤鱗へ蟹鱗 大正15年9月19日 印刷用紙・1通 い619－2－11・1

一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

西区木挽町二七神戸分左衛門殿　名古屋市西区伝 大正15年12月12日 封筒・1点 い619－2－12・0

馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名古屋支店→神戸
分左衛門

（襟誘i磯鐵澤鶏膿漏へ羅韓 大正15年12月12日 印刷用紙・1通 い619－2・12－1

一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

計算書（元金、利息金差引き計算）→吉安 昭和2年2月4日 印刷用紙・1通 い619－2・14－3

東海道興津海岸水口屋五号別荘神戸分左衛門殿 昭和2年3月3日 封筒・1点 い619－2－13－0

名古屋市西区伝馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名
古屋支店→神戸分左衛門

（舞醗懸葎i鋪燦難業へ羅螺 昭和2年3月13日 印刷用紙・1通 い619・2・13－1

一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

（伊藤銀行定期証書の元金、利息差引き勘定書付） 昭和2年3月20日 メモ用紙・1通 い619－2・14－1

（饗鵜灘無題麟幾
昭和2年3月25日 印刷用紙・1通 い619－2・14－2

るにつき）　第一銀行名古屋支店藤井義雄→神戸分
左衛門

静岡県興津町水口屋五号別荘神戸分左衛門殿　名 昭和2年3月 封筒・1点 い619・2。14・0

古屋市西区伝馬町3丁目13番地煙式会社第一銀行名古
屋支店→神戸分左衛門

岐阜県養老郡養老村神戸別荘御内神戸土左衛門殿 昭和2年6月2日 封筒・1点 い619・2－16－0

名古屋市西区伝馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名
古屋支店→神戸分左衛門

（当座勘定の決算相違なければ承認状へ御記名・御 昭和2年6月12日 印刷用紙・1通 い619・2－16・2
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調印のうえ返付下されたきにつき）　株式会社第
一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

岐阜県養老郡養老村神戸御別荘神戸分左衛門殿
@名古屋市西区伝馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名

昭和2年6月14日 封筒・1点 い619・2・17・0

古屋支店→岐阜県養老郡養老村神戸御別荘神戸分左
衛門

（当座貸越金現在高の報告につき）　第一銀行藤井 昭和2年6月14日 第一銀行名古屋支店便 い619・2－17・1

義雄→神戸分左衛門 箋（和文タイプ）

（当座勘定の決算に対する承認状送付の督促）名
@古屋市西区伝馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名古

昭和2年7月13日 葉書・1通 い619－2・16－1

屋支店→西区木挽町27番戸神戸分左衛門

（当座勘定決算相違なければ承認状に御記名・御調
�ﾌうち返付下されたきにつき）　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社第一

昭和2年9月9日 印刷用紙・1通 い619－2－15

銀行名古屋支店→神戸分左衛門

静岡県興津水口屋別荘神戸分左衛門殿　名古屋市 （昭和2年12月11日） 封筒・1点 い619・6・0

西区伝馬町3丁目13番地株式会社第一銀行名古屋支店
→神戸分左衛門

（罐藷鍵門門i鋭袈醤i警へ騰螺 昭和2年12月11日 印刷用紙・1通 い619－6－1

一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

（当地組合銀行申し合わせにより利下げが決定し
@たのに伴い吉安殿・堀田殿の元利金の新証書作

昭和2年5日 「株式会社名古屋支店」

p箋・1通

い619－2－14－4

成したにつき）　株式会社第一銀行名古屋支店→神
戸分左衛門

静岡県興津町清見寺前水口屋別荘御内神戸分左衛 昭和3年3月11日 封筒・1点 い619・5－0

門渡　名古屋市西区下園町4丁目8番地株式会社第一
銀行名古屋支店→神戸分左衛門

（纏斜懸葎i礁蟹醤i弦へ虚血 昭和3年3月11日 印刷用紙・1通 い619－5－1

一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

西区木挽町廿七神戸分左衛門殿　名古屋市西区下 昭和3年6月17日 封筒・1点 い6重9－4・0

園町4丁目8番地株式会社第一銀行名古屋支店→神戸
分左衛門

（纏醗囎蕪i鋭二階i鱗へ灘i螺 昭和3年6月17日 印刷用紙・1通 い619・4－1

一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

（纏藷織詰葎i鋭無糖馨へ蟹硝子 昭和3年9月15日 印刷用紙・1通 い619・8－2

一銀行名古屋支店神戸分左衛門殿→神戸分左衛門

（舞醗懸葎i鋭擁醤i欝へ羅蝦 昭和3年12月15日 印刷用紙・1通 い619－7－2

一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

西区木挽町二七神戸分左衛門殿　名古屋市西区下 昭和3年12月17日 封筒・1点 い619－7－0

園町4丁目8番地株式会社第一銀行名古屋支店→西区
木挽町27神戸分左衛門

（本日当座勘定へ記帳したことの通知）株式会社 昭和3年12月17日 印刷用紙・1通 い619－7－1

第一銀行名古屋支店→神戸分左衛門

西区木挽町廿七神戸分左衛門殿　名古屋市西区下 （昭和3年9月15日） 封筒・1点 い619－8－0

園町4丁目8番地株式会社第一銀行名古屋支店→神戸
分左衛門

名醒準準準準鋸準準手毛裏 （昭和3年9月15日） 封筒・1点 い619－8－1
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神戸家・勘定場／預金／第一銀行／当座勘定決算

式第一銀行名古屋支店

（神戸分左衛門様　神谷万徳→神戸分左衛門 （6月）18日 封筒・1点 い619・9－0

（当座決算承認状落手および担保の証文をお届け 6月18日 横切継紙・1通 い619－9・1

下されたので更に一ヵ年の定期預金とするにつ
き）　神谷万徳→神戸分左衛門

（預金の限度額などご承知置き下されたきにつき） 6月19日 横切紙・1通 い619－9－2

神谷万徳→神戸分左衛門

神戸分左衛門殿　藤井代荒川→神戸分左衛門 封筒・1点 い619・2－1・0

（当座承認状拝受につき）藤井代荒川 「株式会社第一銀行名 い619－2－1－1

古屋支店」用箋（封筒
付）・1通

関与団体

日本赤十字社

社員認定

日本赤十字社書類ならびに海員抜済会書類　神戸 （明治年間） 封筒・1点 い585－0

分左衛門

海西郡宝地村神戸分左衛門殿　日本赤＋字社名古屋 （明治年間） 封筒・1点 い585・1－O

支部→神戸分左衛門

締盟状　→神戸分左衛門 （明治27年ヵ） 封筒・1点 い585・1－1－0

（神戸分左衛門を赤十字社の正社員とするにつき） 明治27年10月30日 日本赤十字社締盟状・1 い585－1・1－1

日本赤十字社総裁大勲位彰仁親王他1名→神戸分左衛 通

日本赤十字社社則 （明治年間） 印刷物・1冊 い585－1・2

日本赤十字社名古屋支部細則 明治22年2月27日 印刷物・1冊 い585－1－4

日本赤十字社地方委員及支部規則、日本赤十字社 （明治年間） 印刷物・1冊 い585－1－3

年野牛納付手帳

海西郡宝地村大字神戸新田神戸分左衛門殿　海西 （明治年間） 封筒・1点 い585－3－0

郡委員部→神戸分左衛門

（讐薦灘襲爾籠噛●調顯撮員齢霜 明治27年11月5日 「愛知県海西郡役所」用

ｳ・1通

い585－3－1

戸分左衛門

日本赤十字社有功章社員章条例、日本赤十字社有 （明治年間） 印刷物・1冊 い585－3－2

功章社員章侃用者心得書

海西郡宝地二神二分左衛門殿　愛知県名古屋市小市 （明治年間） 封筒・1点 い585－4－0

場町4丁目203番戸日本赤十字社名古屋支部→神戸分
左衛門

日本赤十字社要覧 （明治年間） 印刷物・1冊 い585－4－1

宝地村大字神戸新田神戸分左衛門殿　海西郡委員 明治27年11月30日 封筒・1点 い585－5・0

部→神戸分左衛門

（猿箋繍ロ田畑鵜欝鶴踊報あ 明治27年11月30日 「愛知県海西郡役所」用

ｳ・1通

い585・5・1

（神戸分左衛門を日本海員抜済会通常会員とする 明治33年7月19日 印刷用紙・1通 い585－2

につき）　日本海二方済会総裁大勲位憎憎親王、学会
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神戸家・勘定場／関与団体／日本赤十字社／社員認定

長正三位勲一等男爵赤松則良→神戸分左衛門

神戸分左衛門殿　愛知県海西郡宝地村役場→神戸分 明治30年 封筒・1点 い586－4－0

左衛門

（本郡部委員部より通牒あるにつき通達）　宝地村 （明治年間） 「愛知県海西郡宝地村 い586・4・1－1

役場→日本抜済会員神戸分左衛門 役場」用箋・1通

（襲議珊瑚鯉轡船轟譜臆今季 明治34年9月6日 「愛知県海西郡宝地村
�黶v用箋・1通

い586－4－1－2

知支部海西郡委員部→宝地村役場御中

宝地前大字神戸新田神戸分左衛門殿　海西郡委員 （明治年間） 封筒・1点 い586・12－0

部→神戸分左衛門

（赤十字社社員章・有功章の説明）　日本赤＋字社愛 （明治年間） こんにゃく版・1通 い586・12－1

知県海西郡委員部→神戸分左衛門

（日本赤十字社終身社員の資格を認定するにつき） 明治35年2月12日 印刷用紙・1通 い586－18－1

日本赤十字社長伯爵佐野常民→正社員神戸分左衛門

（終身社員認定状受領証下書き）　神戸分左衛門→ 明治35年5月24日 罫紙・1通 い586－18－2

日本赤十字社名古屋支部御中

年醇金

日本赤十字社手輿金受取証ならびに海員抜済会 封筒・1点 い586－0

神戸氏

証（日本赤十字社年醸金1円受領）　日本赤＋字社名 明治27年10月24日 印刷用紙・1通 い586－10

古屋支部→神戸分左衛門

証（日本赤十字社醸金3円受領）　日本赤＋字社名古 明治28年2月1日 印刷用紙・1通 い586－6

屋支部→神戸分左衛門

証（日本赤十字華年響胴3円受領）　日本赤十字社名 明治29年3月30日 印刷用紙・1通 い586・11

古屋支部→神戸分左衛門

証（日本赤十字社二二金3円受領）　日本赤＋字社名 明治30年7月7日 印刷用紙・1通 い586－5

古屋支部会計主任幹事山本豊平→神戸分左衛門

領収証（日本赤十字社年醸金3円）　日本赤＋字社名 明治31年4月26日 印刷用紙・1通 い586・15

古屋支部幹事脇屋義純→神戸分左衛門

赤十字年醸金納付通知書　海西郡委員長寺内悠磨→ 明治32年5月20日 印刷用紙・1通 い586－13

神戸分左衛門

領収証（日本赤十字社年算金3円）　日本赤＋字社名 明治32年5月29日 印刷用紙・1通 い586・14

古屋支部幹事脇屋義純→神戸分左衛門

（6月1日現在の社員表の配布依頼、社員表付き） （明治32年）6月14日 小切紙・1通 い586－2・1

宝地前分区委員佐野新蔵→神戸分左衛門

日本赤十字社海西郡社員発達比較表 明治32年 印刷物・1通 い586・2・2

領収証（金3円日本赤十字社年醸金として）　日本 明治33年1月29日 印刷用紙・1通 い586－3

赤十字社名古屋支部幹事脇屋義純→神戸分左衛門

（年醸金残額・一時出金額の回答下書）　日本赤＋字 明治33年5月12日 罫紙・1通 い586－1

社名古屋支部→海西郡委員部名古屋支部

海員抜済会（33年度年醸金額書上）　　　　　　　　　　　　　　　P （明治33年） 罫紙・1通 い586－9

証（日本赤十字社醸金3円受領）　日本赤十字社名古 明治34年2月1日 印刷用紙・1通 い586・7

屋支部→神戸分左衛門

赤十字社年醸金之覚 （明治27～34年） 「神戸氏蔵」用箋・1通 い586・8
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神戸家・勘定場／関与団体／日本赤十字社／二二金

領収証（日本赤十字社年三金6円66銭7厘）　日本赤 明治35年2月8日 印刷用紙・1通 い586－16

十字社名古屋支部幹事高橋福三郎→海西町宝地村神
戸分左衛門

（日本海員抜済三三金2円40銭領収につき）　日本 明治35年3月15日 印刷用紙・1通 い586－17

抜済会愛知支部海西郡部委員長加藤泰儀→神戸分左
衛門

国家・県との関係

貴族院議員互選

海西郡宝地村大字神戸新田神戸分左衛門殿　愛知 封筒・1点 い597－0

県→海西郡宝地村大字神戸新田神戸分左衛門

海西郡宝地村神戸分目衛門殿　愛知県→海西郡宝地 封筒・1点 い597－1－0

村神戸分左衛門

（明治23年4月17日配布の多額納税者議員互選名簿 明治23年4月24日 「愛知県」罫紙・1通 い597－1－1

の記載の訂正につき）　愛知県知事白根寿一→神
戸分左衛門

（讐院壽舗聯馨互灘雛寵するにつ 明治23年4月17日 「愛知県」罫紙・1通 い597－2

（本月10日貴族院多額納税者議員互選投票来るに 明治23年6月2日 「愛知県」罫紙・1通 い597－3

つき整理のため予め投票用紙を配付する旨）
愛知県第一部→神戸分左衛門

（貴族院多額納税者議員選挙執行日時の通知につ
@き）　愛知県書記官柳本直太郎→神戸分左衛門

明治23年6月2日 「愛知県」罫紙・1通 い597－4

拝借金

拝借金延期願（金7000円）　第6区海西郡神戸新田2番 明治11年4月19日 罫紙・1冊 い738－2・5

地神時分左衛門、他男用係1名→愛知県堅甲場保和

拝借金願（金5000円）　海西郡神戸新田2番地神二分左 明治11年10月18日 罫紙・1冊 い738－2・3

衛門、他用係1名→愛知県令安寝保和

拝借金延期願（金9000円）　尾張国海西郡神戸新田2 明治12年4月10日 罫紙・1冊 い738－24
番地神戸分左衛門→愛知県土壁場保和

拝借金願（金7000円）　海西郡神戸新田2番地神戸分左 明治15年3月6日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い738・2・1

衛門→愛知県令国貞廉平

拝借金延期願（金3500円）　海西郡神戸新田2番地神 明治15年4月11日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738－2－2

戸分左衛門→愛知県令国貞廉平

難聴蕩勝覚能騎返納ノ甜天野約定書 （明治15年ヵ） 小切紙・1通 い742－1

拝借金延期副証券（3500円）　尾張国海西郡神戸新田 明治15年5月2日 竪県紙・1通 い742－2

一番昌昌金拝借本人神戸分左衛門、同国西春日井郡土
器野新田右保証人天野佐兵衛→愛知県令国貞廉平

（金5543円75銭受取につき）会計主務官愛知県一等 明治15年5月3日 印刷用紙・1通 い742－3

属木原清香→神戸分左衛門

（金2016円66銭7厘受取につき）会計主務官愛知県 明治15年5月30日 印刷用紙1通 い742－4

一等属木原清香→神戸分左衛門

清算之記（拝借金の清算か）天野→神戸 明治15年5月27日 横切継紙・1通 い742－5・1

記（拝借金額、返済分、利子額の計算の書付） 横切継紙・1通 い742・5・2

記（印紙料・カステイラ代金など書上） 横折紙・1通 い742－5・3
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神戸家・勘定場／国家・県との関係／拝借金

覚願i醐33響雛取状を報につけ指し 明治15年5月21日 横切継紙・1通 い742－5－4，

記（利子金・手数料など書上げ） 横折紙・1通 い742－5－5

覚（利息金の内訳、差引残金書上げ） 横切継紙・1通 い742・5－6

抵灘辮難妻鰻簸騨
明治15年3月16日 竪美継紙・1通 い742・6

新田二番地右金拝借本人神戸分左衛門、同国西春日井
S土器野新田右保証人天野佐兵衛→愛知県令国貞廉
平

拝借金抵当地所目録神戸分左衛門 明治15年3月16日 「神戸氏蔵」罫紙・1冊 い742・7

不明

潭月殿　宝珠院一札・京家主一札・越勝寺月供料受 寛延3年12月 包紙・1点 い542－O

取一通

送檬盗ぎ嵌腱驚悉偽騨月鵬落需　前三吉町松坂屋三郎兵衛→尾州名古屋元材木町神戸 寛延3年12月8日 竪美紙・1通 い542－1

分左衛門

覚（月忌料金100疋にて永代毎月忌日勤めるにつ 寛延3年12月9日 竪美紙・1通 い542－2

き）　越生寺継望→太田氏おたい

一札（潭月と申す代々当寺旦那に紛れ無きにつき） 寛延3年12月 竪美紙・1通 い542－3

南寺町浄土宗宝珠院→犬山屋文左衛門

用箱ヨリ二二小書付類 巳10月 包紙・1点 い608・7－1

（先頃内々にお願いしていた一件につき丈助の働
@きにより員数整ったことへの礼状）　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬飼藤九郎

12月27日 横切継紙・1通 い608－7・2

→神戸分左衛門
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家／一件綴など／御目見・身分引立て等

表題・作成等 年代 形態・数量　　整理番号

家

　狭義の家としての神戸家は、先述の通り、近世初期の豪商であった犬山の鵜飼屋神戸（かんべ）家

から1669年に分家して成立した家である。現在も存続している。16～18頁の系図を見ればわかる通り、

代々文左衛門を襲名する。犬山屋神戸家は、山斗的な日本の家と同様に、婿取り嫁取りの関係を持つ

二つの家があることにより存続が可能であった。その一つは本家の鵜飼屋神戸家であり、もう一つは

永田家である。例えば二代目文左衛門には成人した男子がいなかったので長女勝に永田家から婿を迎

え文四郎と名乗った。しかし文四郎は家督を継ぐ前に27歳で死去したため、同じ永田家から文四郎の

弟が婿入りして勝は再婚し、彼が三代目文左衛門として家督を継いだ。勝と文四郎の間にも、勝と三

代目の間にも男子が出生し、いずれも成人したため兄を四代目文左衛門とし、弟はこの段階では跡継

ぎが必要となった父の実家の永田家に婿に行き永田家を相続した。本家である鵜飼屋神戸弥兵衛家と

の関係では、六代目と七代目が本家からの養子である。特に六代目については五代目の実子二人の存

在にもかかわらす養子として迎えられている。

　狭義の家としての歴史のなかで重要なことは、全体の解題で述べた通り、1859（安政6）年の元素

木町から神戸新田への転居である。このことにより経営組織と家が空間的に分離したからである。し

かし、明治期の当主への封書や葉書の宛先も両方の住所があり、詳細に見れば時期的な変化があるの

かもしれないが、印象としては神戸新田と木挽町（元肥木町）を行き来しているか、公的な住所が神

戸新田で実態は木挽町に居住しているかのいずれかであろう。その意味では経営と家の空間的分離も

さほど長い時期ではなかった可能性もある。

　この元材木野犬山屋神戸家には同格の分家が二つある。一つは江戸の神戸彦七家であり、もう一つ

は名古屋の弥市家であるが、後者は18世紀前半に途絶え、前者も19世紀前半に廃絶した。

　この大項目に、神戸家文書のうち狭義の家の史料を収めたことは目録（その1）（その2）と同様

である。前二冊の目録での「由緒書・一件綴など」を分離して「一件綴りなど」を独立させ、そのな

かに先述の「安政6年転居」と「木挽町止宿願」の二つの小項目を設けた。さらに、いったん廃絶し

た江戸の神戸彦七家を再興しようとする動きが判明する主として書状類を「江戸神戸再興願一件」と

して立項しておいた。

　さらに、近世の和歌詠草や漢詩原稿、あるいは手習い本が、神戸家文書とは別の「特殊資料」と呼

ばれるコレクションから、明確に元材木町神戸家のものと認識される形態で確認されたため、全く別

系統の番号で本目録に収録することとし、「文化活動」および「教育」というシリーズ（中項目）に

編成した。

一件綴など

御目見・身分引立て等

乍恐奉願上候御事（本人及び体陣屋御出入願写） （天保9年ヵ）2月 竪紙・1通 い441－2
犬山屋文左衛門

御目見仰渡し書付　同五月四日御代替り御目見済 文化8年4月晦日 包紙・1点 い575・0

（犬山掌文左衛門・油屋治平、年頭継目・御代替り御礼御目見えおおせ付け）

4月 横切紙・1通 い575－1

乍恐奉願上候御事（本人及び俸陣屋御出入願写） 戌2月 竪紙・1通 い441・1
犬山屋文左衛門→笹岡文五右衛門

二二二二上候御事（茶入献上願）犬山屋文左衛門 10月 竪紙・1通 い448・11－1
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家／一件綴など／御目見・身分引立て三

口上之覚（御目見御断りにつき）　犬山屋文左衛門 正月14日 断簡・1点 い449・14－1

→本間茂右衛門・杉山兵助・間野敬次郎・八木銀次郎

（断簡・茶入れの由緒書） 断簡・1点 い449・14－2

乍恐奉願上候御事（秘蔵の平手肩附茶入献上願） 9月 竪紙・1通 い449－15

犬山屋文左衛門

乍打上上候御事（身分引立につき）神戸文左衛門 申閏3月 竪半（ニツ綴）・1冊（封 い495・9

→地方御勘定所 紙付）

＊（御目見御状等受取につき書状）葵園 10月17日 横切紙・1通 い418・1－9

＊御勘定所御元〆役衆（名前書付） 横切紙・1通 い418－1－8

＊（当秋初入国のさい御目見につき通達2通写） 9月27日 横切継紙・1通 い418－1－28

小沢加八郎・西尾才助／地方勘定本〆役→松岡理兵
衛・神戸文左衛門

安政6年転居

（神戸新田神戸文左衛門家内書上）神戸文左衛門 安政7年3月 竪半（ニッ綴）・1冊 い449－13

→地方御勘定所

＊（旦那様御引移等につき書状）新田久蔵・嘉四郎 2月7日 横切紙・1通 い419。10・1

→松岡三蔵

＊（神戸文左衛門神戸新田へ引越し住居許可書写） 8月 横切紙・1通 い418・1・3

＊（在郷気に入り申すにつき留守中の藩御用依頼 10月7日 横切継紙・1通 い418－10

状）葵園→橘蔵老輩

＊御きもの覚　たけ→御奥様 10月8日 横切紙・1通 い418－12

＊（書状、未開封につき内容摘記略）　たけ→お奥屋 10月8日 横切紙・1通 い418－13

＊（紅葉等尊上、風呂等積み下げ依頼につき書状） 10月10日 横切継紙・1通 い418－25

新田ニテ小七妬勘定場吉蔵

＊（井戸掘り等につき書状）新田→勘定場衆中 10月10日 横切紙・1通 い418－26

＊（留守中よろしく、今日は下る割毛見につき書 神無月10日 横切継紙・1通 い418－29
状）芸農（7代目茂元か）→橘蔵

＊覚（手付汁なべ等受取につき）新田より→吉蔵 10月 横切紙・1通 い418－18

老人

＊覚（品代受取覚書）　うおや弥九郎 12月 横切紙・1通 い418・30

＊（封筒）　新田→勘定場吉蔵 封筒・1点 い418－11

＊（神戸新田氏神様の御和生二陣や…） 横切紙・1通 い418－16

＊（封筒）新田より→おたけさま 封筒・1点 い418・17

江戸神戸再興願一件

＊江戸神戸再興願一件・槙田氏贈言書翰 亥12月 包紙・1点 い465－0

＊騙劇職籍糖編興騰私儀も近来遜 横切継紙・1通 い465－1

＊（名代三富正七郎参上せずにつき書状）　（槙田） 正月 横切継紙・1通 い465－2

栄之丞→文左衛門

＊（神戸彦七家再興の企ては槙田家親類の意向に 5月19日 横切継紙・1通 い465－3
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家／一件綴など／江戸神戸再興一件

反する旨につき書状）　槙田栄之丞→神戸文左衛　門＊（神戸彦七家再興の儀宜御評決奉塁壁につき書状）槙田栄樹→神戸文左衛門

5月19日

　　　　■

｡切継紙・1通 い465。5

丹羽郡稲置村屋敷（犬山）

雪辱離離融欝蝉脱町への移住につ 明治9年8月 愛知県第七大剛用箋・1 い396－3

建物売渡証券（稲置村鵜飼町土地建物売渡につき） 明治9年8月 竪継紙・1通 い396－4

第四大判一小止丹羽郡稲置村鵜飼翌翌建物売主神戸
直彦・第六大区廿一瓢区海西郡神戸新田証人神戸分地
衛門→神戸七之輔

家鯵鵯i麓；墨莱臨1雛騰…瀧聾奮 明治9年8月 竪継紙・1通 い396－5

壱番地金円借人神戸直彦・第六大日廿一小判海西郡神
戸新田弐番地証人神戸分左衛門→神戸七之輔

送籍証（神戸仲雄丹羽郡稲置鵜飼町への移住届） 明治9年8月 竪継紙・1通 い396－6

右（神戸新田）村副戸長竹内辰右衛門→第四大区一小
区稲置鵜飼町正副戸長中

三内縁組届（丹羽郡稲置村神戸直彦弟綾三を神戸
@七之助の養子とする）　神戸直彦・神戸七之助ほか

明治11年10月22日 罫紙・1冊 い577・1

親類2名→愛知県諜報場保和

管購貿㈹鱗講当職騎細神戸分左衛 明治11年 小切紙・2通 い577・2

（響驕灘i懲罰剛胆 明治11年 罫紙・1冊 い396・1

明治11年 罫紙・1冊 い396・2

明治期木挽町止宿

「名古屋木挽町へ止宿届」 封筒・1点 い738・1－1

旅蟹髄鞘凝踊嘱矯継羅職重 明治18年11月25日 罫紙・1通 い738－1－11

民農神戸分左衛門、早川忠兵衛→橋場新田外5ヶ村塾
長御中

届（所用のため名古屋区木挽町2丁目23番地の自分　通所へ越し、止宿するにつき）　海西郡神戸新田2
明治19年1月28日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738－1－8

番地神戸分左衛門→海西郡橋場新田外5ヶ村戸長宮崎
十郎二

届（所用のため名古屋区木挽町2丁目23番地の自分　通所へ越し、止宿するにつき）海西郡神戸新田2 明治19年4月1日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738・1－9

番地神戸分左衛門→海西郡橋場新田外5ヶ村戸長宮崎
十郎二

届（所用のため名古屋区木挽町2丁目23番地の自分　通所へ越し、止宿するにつき）　海西郡神戸新田2
明治19年6月9日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738。140

番地神戸分左衛門→海西郡橋場新田外5ヶ村戸長宮崎
十郎二

届（所用のため名古屋区木挽町2丁目23番地の自分
@通所へ越し、止宿するにつき）　海西郡神戸新田2

明治19年8月8日 「神戸土蔵」用箋・1通 い738。1－5
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家／一件綴など／明治期木挽町止宿

番地神戸分左衛門→海西郡橋場新田外5ヶ村戸長宮崎
十郎二　　　　　　’

届雛融獣擁緊越野温温縣 明治19年10月3日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738。1－7

番地平民農神戸分左衛門→海西郡橋場新田外5ヶ村戸
長宮崎十郎二

他行届（所用のため名古屋区木挽町2丁目23番地の 明治19年12月3日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738－1－6

自分通所へ越し、止宿するにつき）　海西郡神戸
新田2番地神露分左衛門→海西郡神戸新田外5ヶ村戸
長宮崎十郎二

他行届（名古屋区木挽町2丁目23番地に止宿するに 明治20年4月5日 罫紙・1通 い738・1－3

つき）　海西郡神戸新田2番地神一分左衛門→海西郡
神戸新田外5ヶ村戸長加藤義二

他醗騨聡雌馨監畑野竪叢鵜 明治20年6月 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738・1－12

新田2番戸神戸分左衛門→海西郡橋場新田外5ヶ所戸
長加藤義二

届（所用のため名古屋区木挽町27番戸の自分通所 明治20年9月5日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738－1－13

へ越し、止宿するにつき）海西郡神戸新田28番戸
神戸分左衛門→海西郡橋場新田外5ヶ村戸長加藤義二

届鰭羅灘馨監轡野臓灘鵠盆 明治21年3月10日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738－14

28番戸神戸分左衛門→海西郡神戸新田外5ヶ村戸長加
藤義二

届（自分通所への止宿期間の延長願）海西郡神戸 明治21年12月22日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738－1－16

新田28番戸神戸分左衛門→名古屋区長服部直衛

分左衛門止宿届、区役所誤謬付箋、廿一年十二月廿 封筒・1点 い738－1－14

五日

他羅獺面諭鯨油欝轟油鼠齢 明治24年2月1日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738・1・2

戸分左衛門→海西郡神戸新田外5ヶ村戸長宮崎十郎次

（書面同時に九十日間止宿する時は書留にて届け
@出るべきにつき）

12月22日 竪切紙・1通 い738－1－15

その他

七嬰醸綾森羅羅瀧豊郷繁善存 包紙・1点 い417・16・0

候趣申越之訳被尋候

覚（神戸浄仙よりの祝儀金、書入金などの書上） （享保年間） 横切継紙・1通 い417－16－1

辰二郎臨御家督御譲につき諸々より御音物受納留 文化3年9月15日 横長美（一ツ綴）・1冊 い456
帳

口薪雛裏海鶏角磁襖難燃誓 （天保4ヵ）巳年4月7日 竪継紙・1通 い485

拍）　譲り主文左衛門・町代又右衛門・同断源七

為取替申証文之事（貴殿分家後行跡宜しきため海
@西郡神戸外新田譲渡につき）　　　　　　　　　　　　　　　親類新田預り主神

弘化4年12月 竪紙・1通 い492・1

戸弥左衛門・同証人神戸庄五郎→加藤作右衛門・文治
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家計

＊覚（代金請取覚）　山下屋甚九郎→神戸様新田請 （近世）閏3月1日 横切紙・1通 、い419－4411

取

借用金証書（金230円）　名古屋区唱名町113番邸片野 明治18年10月20日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い59344－1
徳兵衛他保証人1名→神戸分左衛門

茶道具売渡証券　名古屋区国名町2丁目古道具商右売 明治19年4月30日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い593・14－2

渡人片野徳兵衛→神戸分左衛門

茶道具売渡シ証券　名古屋区幸名町2丁目古道具商片 明治19年4月30日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い59344－3
野徳兵衛→神戸分左衛門

証（人形など売渡代金受取につき）　名古屋区幸名 明治22年1月26日 罫紙・1通 い593・14－4

町2丁目古道具商片野徳兵衛→神戸分左衛門

明治22年2月15日 竪紙・1通 い593－14－8

〔書状〕（売渡証印紙を別用するにつき）　徳兵衛 （明治年間）5月31日 横切継紙・1通 い593－14－5

→神有年

〔書状〕（熊川様日限に運び申す儀につき） （明治年間） 横切紙・1通 い593・14－6

〔書状〕（真秋に金を渡して下さるべきにつき） （明治年間） 横切紙・1通 い593－14－7

徳兵衛→神戸

勘定番金員　蟹江隠居→神戸銀之助 （近代） 封筒；1点 い466－5

冠婚葬祭ほか

安産覚（献立・祝儀等の記録）

ｾ空様死去入用　山形屋庄兵衛

子4月1日

冾V月

横長半（一ツ綴）・1冊

｡折紙・1通

い464－12

｢417－20

道中入用・旅行費用

東遊雑費誌神戸吟秋 明治27年5月 横半半（一ツ綴）・1冊 い466－4

京都遊歴入用記　吟秋 明治28年5月14日 横半半（一ツ綴）・1冊 い466－9

伊勢参宮入用帳　二水銀之助 明治29年4月5日 横半半（一ツ綴）・1冊 い466－1

伊勢・吉野・京都巡遊費用之記　憾寝 明治30年4月12日 横半半（ニツ綴）・1冊 い466－6

母君同道西遊費用塩出　吟秋 明治31年4月16日 横半半（一ツ綴）・1冊 い466－8

西遊費用之記　銀之助 明治31年5月6日 横半半（一ツ綴）・1冊 い466・2

記（新家分京都遊覧費用） （明治年間） 横長半（一ツ綴）・1冊 い466－3

記（御茶料拝受につき）　伊勢山田外宮前神風館 （明治年間）4月5日 印刷用紙・1通 い466－7－3

記（御宿料領収につき）伊勢山田外宮前神風館 （明治年間）4月5日 印刷用紙・1通 い466－7－4

記（御茶料拝受につき）　伊勢二見浦清出血 （明治年間）4月6日 印刷用紙・1通 い466－7－1

記（御宿費ほか領収につき）　伊勢二見浦海水浴場 （明治年間）4月7日 印刷用紙・1通 い466－7・2

清渚亭

証（御茶料拝受につき）　伊勢古市油屋清栄門支店 （明治年間）4月7日 印刷用紙・1通 い466－7－5

記（宿泊費その他請取につき）京都三条小橋萬屋甚　兵衛→神戸

（明治年間）5月19日 横折紙・1通 い466・10－2
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覚（菓子代金受取）　郎直→神戸 （明治年間）5月20日 小切紙・1通 い466－10－4

（値札）　東山円山町平野屋 （明治年間） 小切紙・1通 い466－10－1・1

（値札）美濃吉 （明治年間） 小切紙・1通 い466－10・1・2

覚（領収書）相模灘 （明治年間） 小切紙・1通 い466－10－3

証（御茶料頂戴につき）　京都三条小橋西萬急雷 （明治年間） 木版刷用紙（彩色）・1通 い466・10・5

宗門改

一撫i欝顯覇解離年観軽魏癖鞠 文化元年3月 竪紙・1通 い444。2－15

居嘉八郎・村瀬八郎右衛門・田崎吉左衛門・市岡勘右衛
門・太田小左衛門

一札（文左衛門ならびに母妻子寺請証文、宛名順違 文化元年3月 竪紙・1通 い444－2－16

いのため提出せず）　正万寺町浄土真宗長徳寺→
鳥居嘉八郎・村瀬八郎右衛門・田岡吉左衛門・市岡勘右
衛門・太田小左衛門

一札（文左衛門家族及召使当年宗門改終了届控） 文化2年3月 竪紙・1通 い444。2－18

犬山屋文右衛門→太田小左衛門・田崎吉左衛門・鈴木
多門治・村瀬八郎右衛門

一札（文左衛門ならびに母妻子寺請証文控）正万 文化3年3月 竪紙・1通 い444・2。10

寺町浄土真宗長徳寺→太田小左衛門・田崎吉左衛門・
鈴木多門治・神谷弥五左衛門・本間伝一郎・村瀬八郎右
衛門・太田文治・市岡藤太郎

一札（文左衛門家族及召使当年宗門改終了届下書、
@裏面に神戸新田輪中小屋聖者宗門改報告）　犬

文化3年3月 竪紙・1通 い444－2・17

山屋文左衛門→太田小左衛門・田崎吉左衛門・村瀬八
郎右衛門・本間伝一郎・神谷弥五左衛門・鈴木多門治・
太田文治・市岡藤太郎

一札（辰治郎ならびに父母寺請証文不使用清書） 文化4年3月 竪紙・1通 い444－2－9

正平寺町浄土真宗長徳寺→太田小左衛門・鈴木多門
治・神谷弥五左衛門・本間伝一郎・村瀬八郎右衛門・太
田文治・市岡藤太郎

一札（辰治郎家族及召使当年宗門改終了届下書） 文化4年3月 竪紙・1通 い444－2－19

犬山屋辰治郎→太田小左衛門・鈴木多門治・神谷弥五
左衛門・本間伝一郎・村瀬八郎右衛門・太田文治・市岡
藤太郎

一札（辰治郎家族及召使当年宗門改終了届書控） 文化5年3月 竪紙・1通 い444－2－11

犬山屋辰治郎→鈴木多門治・神谷弥五左衛門・本間伝
一郎・村瀬八郎右衛門・山田東一郎・太田文治・市岡藤
太郎・田崎吉太郎・須賀曲射一郎

（家内名前書上）　犬山屋文左衛門 （天保4）巳年3月 横切継紙・1通 い444－2－2

一札（文左衛門ならびに妻懸り人寺請証文下書） 天保4年3月 横切継紙・1通 い444・2－3

正万寺町浄土真宗長徳寺→吟味役連名

一札（文左衛門家族及召使当年宗門改終了届書下 天保4年3月 横切継紙・1通 い444・2－4

書）　犬山屋文左衛門→鈴木多門治・村瀬伊右衛門・
服部栄蔵・野村清次郎ほか5名

一札（文左衛門家族及召使当年宗門改終了届下書） 天保13年3月 竪紙・1通 い444－2－8

犬山屋文左衛門→鈴木多門治・正木平六・尾木藤十郎・
小川半六郎・佐藤六四郎・各務弥三右衛門・井沢吉六・
碓氷重次郎・児玉貞一郎

一札（文左衛門ならびに母妻子寺請証文下書）正 天保15年3月～弘化4年 竪紙・1通 い444－2－6

万寺町浄土真宗長徳寺→三沢謙蔵・佐藤六四郎・各務
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弥左衛門・碓氷重次郎・朝田小太郎・野々村平八郎ほか
5名

一札（文左衛門家族及召使当年宗門改終了届下書） 嘉永3年3月 竪継紙・1通 い444・2・7

犬山屋文左衛門→三沢謙蔵・各務弥三右衛門・碓氷重
次郎・野々村平八郎・橋本忠三郎・桜井作左衛門・速水

甚右衛門ほか2名

安政四巳年三月島（家内名前書上控）　犬山屋文左 （安政4）巳年3月 竪紙・1通 い444・2－5

衛門

一札（文左衛門ならびに母妻子寺請証文下書）正 安政4年3月 竪紙・1通 い444－2・12

万寺町浄土真宗長徳寺→佐藤六四郎・各務弥三右衛
門・碓氷重次郎・野々村平八郎・林勘之右衛門ほか4名

一札（文左衛門家族及召使当年宗門改終了届下書） 安政4年3月 竪紙・1通 い444－2・13

犬山屋文左衛門→各務弥三右衛門・碓氷重次郎・野々
村平八郎・林勘之右衛門ほか4名

一札（文右衛門家族当年宗門改終了届下書）　神戸 安政5年3月 竪紙・1通 い444・2－14

右左衛門→室賀源十郎・速水三十郎

講

享保二曲正月改（い147－21を束ねるこよりの付札） 享保2年正月 付札・1点 い417－21－0

（金子領掌につき書状）正平→文左衛門 （享保2年ヵ）4月2日 横切紙・1通 い417－21－2

覚（懐紙代金受取）新屋重右衛門→神戸分左衛門 （享保2年ヵ）5月25日 横切継紙・1通 い417－21－1

覚（六銭講懸銭受納につき）　長徳寺勘兵衛→神戸分 酉（享保2年ヵ）12月1日 横切紙・1通 い417－21－3

左衛門

覚（頼母子返金分覚書） 巳5月16日 横切紙・1通 い417・22－5

文化活動

和歌

重層　神戸行政 天保6年長月 横長半（一ツ綴）・1冊 Y19

詠艸　茂元 庚子晩秋 横長半（一ツ綴）・1冊 Y18

釣玄斎雑記（詠草） 巳初冬 横長半（一ツ綴）・1冊 Y20

（年始御祝詞申し上げたきにつき書状）加納宗政 正月吉日 横折紙・1通 Y13
→神戸文左衛門

詠草　常葉薩 横長半（一ツ綴）・1冊 Y1

（詠草）久平 横長半（一ツ綴）・1冊 Y2

（詠草） 横長半（一ツ綴）・1冊 Y3

詠艸　茂元 横長半（一ツ綴）・1冊 Y4

（春草など各題目に因む詠草） 横長半（一ツ綴）・1冊 Y5

（子日奥など詠草） 横長半（仮綴）・1冊 Y6

（詠草）久平 断簡（冊）・1点 Y7

「初花」（回章）茂元 横折紙・1通 Y8

「早青山」（詠草）　直政 横折紙・1通 Y9

「清月上桜花」（詠草）　重政 横折紙・1通 Y10
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「上月上梅花」（詠草）　池元 横折紙・1通 Y11

「早春山」（詠草）国元 横折紙・1通 Y12

「庭上鶴」など（詠草）　茂元 横折紙・1通 Y14

「立干」など（詠草）　ミち子 横切紙・1通 Y15

「庭上鶴」など（詠草）　直行 横折紙・1通 Y16

漢詩

詩稿　乾神戸有政 横半半（一ツ綴）・1冊 X1

詩稿神戸有政 横半半（一ツ綴）・1冊 X2

誌稿神戸有政 横半半（一ツ綴）・1冊 Y17

その他

覚（唐石橋二冊納品書）　藤屋伝兵衛→神戸文左衛門 2月23日 横切紙・1通 い417・18

覚（春暁帖・還家など代金等受取）　風月孫助→犬山 2月23日 横切紙・1通 い417・19

や文左衛門

＊（植春先生へ菊差上等につき書状）　芸顔農→橘 神無月10日 横切継紙・1通 い418－27

造老賢・真総三主

覚（通鑑代銀請取につき）　御書物仕立所長者町雲錦 霜月晦日 横切継紙・1通 い412－6

軒忍吾→神戸

（俊成御入道寂阿像・増賀聖像図柄注文書） 横切継紙・1通 い417－17

教育

手習本

御手本九本　七間町まさ 寛保4年3月吉日 竪紙（四ツ目綴）・1冊 Z20

御手本六本　上溝間町まさ 延享2年10月7日 面諭（四ツ目綴）・1冊 Z19

御手本九本　上七間町まさ 延享2年10月吉日 竪美（四ツ目綴）・1冊 Z17

手本神戸銀之亮 明治9年4月30日 竪美（かぶせ綴じ）・1冊 Z16

手本　神戸銀之亮 明治10年7月9日 竪紙（四ツ目綴）・1冊 Z23

明治十年丁丑十月十六日斤暇名伊呂波　愛知県第 明治10年 竪美（かぶせ綴じ）・1冊 Z7
六区尾張加温西郡神戸新田神戸銀之亮

御手本神戸銀之亮 明治10年 憎憎（かぶせ綴じ）・1冊 Z14

県下区名御手本　神戸銀之亮持主 明治11年5月15日 竪美（かぶせ綴じ）・1冊 Z12

千字文御手本　神戸銀之亮 明治11年9月吉日 竪美（かぶせ綴じ）・1冊 Z15

明治十一年寅十二月廿一日千字文　木挽町二丁目 明治11年 竪美（かぶせ綴じ）・1冊 Z8

神戸銀之亮持主

明治十三年辰七月吉日手紙文手本　神戸銀之亮 明治13年7月 竪美（かぶせ綴じ）・1冊 Z13

千字文　神戸銀之亮（書写者） 折本・1冊 Z1

御てほん包（手本） （美濃紙を縦方向に使
p）・42通

Z2
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童子文　佐とう京（書写者） 竪美（かぶせ綴じ）・1冊 Z3

童子文 竪美（かぶせ綴じ）・1冊 Z4

童子文お京（書写者） 竪美（かぶせ綴じ）・1冊 Z5

明治十二年卯六月廿八日　皇国三字経 竪美（かぶせ綴じ）・1冊 Z6

萬手本　木挽町二丁目神戸銀之亮 印画（かぶせ綴じ）・1冊 Z9

江上客神戸銀之亮 竪美（二つ綴じ）・1冊 Z10

大日本国尽御手本　神戸銀之亮 竪美（かぶせ綴じ）・1冊 Z11

（手習手本） 竪美（ニツ目綴）・1冊 Z18

京都名所尽　まさ 竪紙（四ツ目綴）・1冊 Z21

御手本元材木謡いち 竪紙（四ツ目綴）・1冊 Z22

御てほん十五本　上瞬間町 竪紙（四ツ目綴）・1冊 Z24

御手本元材木町いち 竪紙（四ツ目綴）・1冊 Z25

御てほん五本　上二間町まさ 竪紙（四ツ目綴）・1冊 Z26

二行手本拾弐本みそのまちまさ 竪紙（四ツ目綴）・1冊 Z27

その他

容体書　名古屋区伊倉町65番邸医師平岩順良 明治19年10月19日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い508・2

退校願　五級生神世銀之亮→愛知県尋常中学校長杉岡 明治19年10月 竪紙・1通 い508－1

政久

生命保険

神戸直彦名義真宗生命保険株式会社用書類　神戸 明治28年6月 封筒・1点 い588・0

分左衛門

直彦子証書 （明治年間）5月4日 罫紙包紙・1点 い588一り一〇

証嚇醐綴暦聞分薩雛に雇用されたに 明治28年5月4日 竪紙・1通 い588－1－1

神戸直彦名義真宗生命保険会社株券記事　神戸分 明治28年4月4日 横半半（一ツ綴）・1冊 い588－2

左衛門

当市南久屋町三丁目四十九番寄留神戸直彦殿　名 （明治28年） 封筒・1点 い588－3・0

古屋市橘町真宗生命保険株式会社→神戸直彦

（真宗生命保険株式会社臨時総会への出席要請） 明治28年6月15日 印刷用紙・1通 い588－3－1

真宗生命保険株式会社→神戸直彦

（懸押鯛糞馨押脚戸蜷鶴藩罐脂 明治28年6月15日 印刷用紙・1通 い588。3－2

二百二十六番戸真宗生命保険株式会社→神部直彦

神戸分左衛門様　神戸直彦→神戸分左衛門 （明治年間） 封筒・1点 い588・4・0

（病気の症状などにつき）直彦 （明治年間）7月4日 横切継紙・1通 い588。44
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版本

伊勢暦

（宝暦14年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 語素主膳 宝暦13年 折本（版本）・1冊 い627

（明和2年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口主税 明和元年 折本（版本）・1冊 い626

（明和3年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口主税 明和2年 折本（版本）・1冊 い628

（明和4年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口主税 明和3年 折本（版本）・1冊 い629

（明和5年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口主税 明和4年 折本（版本）・1冊 い630

（明和6年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口主税 明和5年 折本（版本）・1冊 い631

（明和7年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口主税 明和6年 折本（版本）・1冊 い632

（明和8年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口主税 明和7年 折本（版本）・1冊 い633

（明和9年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口主税 明和8年 折本（版本）・1冊 い634

（明和10年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口主税 明和9年 折本（版本）・1冊 い635

（安永3年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 安永2年 折本（版本）・1冊 い636

（安永4年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 安永3年 折本（版本）・1冊 い637

（安永5年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 安永4年 折本（版本）・1冊 い638

（安永6年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 安永5年 折本（版本）・1冊 い639

（安永7年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 安永6年 折本（版本）・ユ冊 い640

（安永8年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 安永7年 折本（版本）・1冊 い641

（安永9年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 安永8年 折本（版本）・1冊 い642

（安永9年伊勢暦） 伊勢内宮佐藤伊織 安永8年 折本（版本）・1冊 い643

（安永10年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 安永9年 折本（版本）・1冊 い644

（天明2年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 村松左京 天明元年 折本（版本）・1冊 い645

（天明3年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 天明2年 折本（版本）・1冊 い646

（天明4年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 天明3年 折本（版本）・1冊 い647

（天明5年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 天明4年 折本（版本）・1冊 い648

（天明7年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 天明6年 折本（版本）・1冊 い649

（天明8年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 天明7年 折本（版本）・1冊 い650

（天明9年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 天明8年 折本（版本）・1冊 い651

（寛政2年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 寛政元年 折本（版本）・1冊 い652

（寛政3年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 寛政2年 折本（版本）・1冊 い653

（享和4年伊勢暦） 伊勢度会郡山田 山口右兵衛 享和3年 折本（版本）・1冊 い654

（文化2年伊勢暦） 伊勢内宮　佐藤伊織 文化元年 折本（版本）・1冊 い655

（文化3年伊勢暦） 伊勢内宮　佐藤伊織 文化2年 折本（版本）・1冊 い656

（文化5年伊勢暦） 伊勢内宮　佐藤伊織 文化4年 折本（版本）・1冊 い657
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