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→入弥左衛門殿・春山喜平次殿・駒村佐十郎殿　端裏
書｢酉十月十四日引換済消印｣

前島有年金銭受取証文［覚］（往返手当等受取に
つき）　前島有年→春山喜平太殿・入弥左衛門殿・田
沢廉助殿

明治4年辛未9月晦日 竪紙・1通 の75-16

春日栄作酒代受取証文［覚］（菅下村々へ下賜酒
代受取につき）　春日栄作→春山喜平太殿・入弥左
衛門殿・田沢広助殿

明治4年未9月 竪紙・1通 の75-17

西条村名主松本吉左衛門他二名籾代受取証文
［覚］（開善寺前馬場形入料の籾代受取につ
き） 西条村名主松本吉左衛門・組頭吉村善兵衛・長百
姓八木沢関右衛門→松代庁御役所

明治4年 竪紙・1通 の75-18

宮入半之丞他一名酒代受取証文［覚］（真田幸民
下賜への酒代受取につき）　宮入半之丞・阪西広
見→春山喜平次殿・入弥左衛門殿・田沢廉助殿

明治4年未12月 竪紙・1通 の75-19

岸田義右衛門他二名御賞受取証文［覚］（戊辰戦
争中出精者への御賞受取につきにつき）　岸
田義右衛門・西条七治郎・斉藤房吉→入弥左衛門殿・
春山喜平次殿

明治5年申正月 竪紙・1通 の75-20

給禄方伺書并赤沢他一名朱印（端裏書）［窮民御
救大麦代金受取之儀伺］（金368両）　給禄方→
‐

2月22日 横切紙・1通 の75-21

中沢平左衛門中借証文［覚］（家禄中借につき） 
中沢平左衛門→春山喜平次殿・入弥左衛門殿

明治5年壬申7月 竪紙・1通 の75-22

佐藤直之進他一名賞典受取証文［記］（10月分賞
典受取並びに支給約定につき）　佐藤直之進・
斉藤房吉→入弥左衛門殿・春山喜平次殿・田沢廉助殿

（明治5年）壬申10月 竪半・1冊 の75-23

近藤民之助中借証文［覚］（招魂歳寄付賞典石代
金中借につき）　近藤民之助→春山喜平次殿・入弥
左衛門殿・田沢廉助殿他1名

明治5年壬申6月 竪紙・1通 の75-24

（元松代庁官員へ酒下賜関係書類一括　明治5年）
封筒一括

22点 の4

［元松庁官員え数日取調物太儀ニ付御内々御酒
被下ノ記］（封筒）　元用度→‐　の4-2の封筒

明治5年壬申3月2日 封筒・1点 の4-1

（元松代庁官員へ酒下賜関係書類綴　明治５
年）

21点 の4-2

某願書（春日栄作等4名酒特別に下賜願につき） （明治5年） 切紙・1通 の4-2-1

某用状（営繕方役人他補助員22名酒下賜人書
上）

（明治5年） 切紙・1通 の4-2-2

某用状（御預所料理方4人下賜人書上）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-3

金一郎用状（士族・卒族19名今日詰合代に酒下
賜願につき）　金一郎→（徳嵩）広馬様・（宮入）半之
丞様

（明治5年）3月2日 横切継紙・1通 の4-2-4

金一郎用状（士族・卒族19名今日気付下賜の件 （明治5年）2月2日 横切継紙・1通 の4-2-5

２1　松代庁・真田家／財方・家計／賞典・酒料など
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２２　その他

五郎治申上書（写真開業許可斡旋願につき）　五
郎治→‐

8月8日 横切紙・1通 の10

取計らい願につき）　金一郎→（佐藤）伊与之進様

（会計方大属筆生等役人書上）　 （明治5年） 横切継紙・1通 の4-2-6

［監手五人］（切紙）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-7

［十弐人　戸籍掛］（切紙）　鉛筆書 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-8

（租税方・土木手等役職別人数書上）　 （明治5年） 横切紙・1通 の4-2-9

（伍長他人数勘定書）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-10

（割番詰・使部人数勘定書）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-11

（大属・少属等人数勘定書）　 （明治5年） 横切継紙・1通 の4-2-12

（少属等人数勘定書）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-13

（御飯米税手等人数勘定書）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-14

（口取物・その他人数勘定書）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-15

（用度方・使丁人数勘定書）　 （明治5年） 切紙・1通 の4-2-16

ふしや与兵衛代金請求書［覚］（徳利等代金につ
き）　ふしや与兵衛→用度方御役所

（明治5年）申3月朔日 横切紙・1通 の4-2-17

三沢清美礼状（内借金受取の礼につき）　（三沢）
清美→（佐藤）伊与之進様

（明治5年）3月6日 切紙・1通 の4-2-18

小野他五名三役礼状（酒頂戴の礼につき）　（商
法方）小野・八田・中村他3名3役職→小林惣兵衛様　
上部虫損、差出の小野の下に｢留｣とあり

（明治5年） 横切紙・1通 の4-2-19

（給仕等人数書上）　 （明治5年） 横折紙・1通 の4-2-20

［元官員詰合之内へ御酒被下之記］　元用度方→
‐

明治5年壬申3月2日 横長半・1冊 の4-2-21

２２　その他
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（御譲関連書類一括）　包紙一括 4点 は10

（包紙）　 1点 は10-1

某用状［覚］（大暁院様御譲目録）　後欠、大暁院は
真田幸専

（文政11年カ） 横切継紙・1通 は10-2

小山田管右衛門用状（棟上役銭等26筆御手許へ
提出につき）　（小山田）管右衛門→‐　後欠

横切継紙・1通 は10-3

小山田管右衛門他二名遺品引渡書［覚］（感応院
様御譲目録）　小山田管右衛門・山中鹿渡・中俣一
平→‐　感応院は真田幸貫

嘉永5年子5月 横切紙・1通 は10-4

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

１　藩主（藩侯）／内方／遺品譲目録　　　奥元

は（C）箱

小川勇次郎他一名土地移転登記保証書［保証書］
（十勝国広尾郡茂寄村内売渡しのため所有移転
登記簿につき並びに登記済の旨）　小川勇次郎・
立秋融吉→‐　佐藤利八へ移転

明治32年12月20日 竪冊・1冊 は7

（渡辺勘三郎宛土地売買証書綴　明治31年11月～
32年12月）　

4点 は8

十勝国広尾郡茂寄村番外地売渡人山崎金助土
地売渡証書［売買証書］（十勝国広尾郡茂寄村
字会所前宅地1反余売渡につき並びに登記済
の旨）　十勝国広尾郡茂寄村番外地売渡人山崎金助
→渡辺勘三郎殿

明治31年11月22日 竪紙・1通 は8-1

福井縣三方郡小西郷村早瀬第１１号第８番地
山本力吉代人山本長左衛門土地売渡証書［土
地売渡認］（十勝国広尾郡茂寄村東通宅地1反
余り売渡につき並びに登記済の旨）　福井縣
三方郡小西郷村早瀬第１１号第８番地山本力吉代人
山本長左衛門→渡辺勘三郎殿

明治32年11月20日 竪紙・1通 は8-2

十勝国広尾郡茂寄村番外地宮脇源次郎土地売
渡証書［地所売渡証書］（十勝国広尾郡茂寄村
字東通宅地1反余売渡につき並びに登記済の
旨）　十勝国広尾郡茂寄村番外地宮脇源次郎→渡辺
勘三郎殿

明治32年10月20日 竪紙・1通 は8-3

十勝国広尾郡茂寄村佐藤利八土地売渡証書［売
買証書］（十勝国広尾郡茂寄村字会所前宅地1

明治32年12月20日 竪紙・1通 は8-4

２　真田家／家政／所有地　　　真田家家令・家扶

１　藩主（藩侯）／内方／遺品譲目録　　２　真田家／家政／所有地
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反余につき並びに登記済の旨）　十勝国広尾郡
茂寄村佐藤利八→渡辺勘三郎代人須田市十郎殿

（十勝国広尾郡茂寄村東通内宅地登記関係書類綴
明治32年10月～1月）　

2点 は9

十勝国広尾郡茂寄村番外地山本力吉代人山本
長左エ門土地登記申請書［土地所有権ノ保存
ニ付登記申請］（十勝国広尾郡茂寄村東通内
の宅地1反4畝余につき並びに登記済の旨）　
十勝国広尾郡茂寄村番外地山本力吉代人山本長左エ
門→釧路区裁判所茂寄出張所御中

明治32年10月19日 竪紙・1通 は9-1

福井県三方郡北西郷村早瀬第拾参号第八番地
山本力吉代人山本長左エ門土地名義変更申
請書［登記名義人ノ表示変更ニ付登記申請］
（十勝国広尾郡茂寄村東通内の宅地1反4畝余
転籍につき並びに登記済の旨）　福井県三方郡
北西郷村早瀬第拾参号第八番地山本力吉代人十勝国
広尾郡茂寄村番外地山本長左エ門→釧路区裁判所茂
寄出張所御中

明治32年12月20日 竪半・1冊 は9-2

赤沢重三郎書状（別邸裏土地取得の件につき）　赤
沢重三郎→宮下幹様・竹村虎松様　青色罫紙、ペン書

大正12年5月19日 竪紙・1通（ 2枚
一組）

は11

北島龍多他一名歎願書（長国寺財政困難にて借金
願等につき）　北島龍多・成沢九十九→宮下幹殿・竹
村虎松殿　赤色罫紙

12月7日 竪半・1冊 は5

３　真田家／家政／長国寺御救い願書など　　　真田家家令・家扶

縣社白鳥神社年番申上書［御紋服・御盃受領者］
（常務総代馬場弥次郎他18名書上につき）　縣社
白鳥神社年番→真田家執事坐下　青色罫紙

昭和12年3月 竪紙・1通 は22

４　真田家／家政／白鳥神社上申　　　真田家家令・家扶

某上申書（倉庫改造・書籍等の台帳新調等別邸に
関する愚意4ヶ条につき）　会計簿用紙使用、綴穴4
点あり、ペン書　

竪紙・1通 は14

某用状［渡辺勘三郎ニ対スル債権調］（明治42年10
月22日～大正2年6月20日までの借用金調査書）

（明治42年10月22日～
大正2年6月20日）

竪紙・1通 は15

５　真田家／家政／諸用状　　　真田家家令・家扶

３　真田家／家政／長国寺御救い願書など　　４　真田家／家政／白鳥神社上申　　５　真田家／家政／諸用状
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黄金色罫紙、鉛筆書

九敬用状［記帳面けふをかぎりに本能寺・・・］（短
歌）　九敬→‐

切紙・1通 は16

（山崎金助茂寄村関係代金受取証文一括　明治30
年11月）　巻込一括

2点 は17

広尾郡茂寄村山崎金助宅地売却代金受取証文
［請取証］（茂寄村宅地売渡しの残金310円に
つき）　広尾郡茂寄村山崎金助→渡辺勘三郎殿　収
入印紙付

明治30年11月22日 竪紙・1通 は17-1

茂寄築港請願運動委員山崎金助宅地売却代金
受取証文［請取証］（茂寄築港請願運動のため
の運動費用等寄贈金50円につき）　茂寄築港請
願運動委員山崎金助→渡辺勘三郎殿

明治30年11月8日 竪紙・1通 は17-2

土屋良道用状（商業学校創立30周年記念式のため
武器並びに柔道場用の畳借用願執奏につき並
びに返事は24日返送の旨矢沢朱書加筆）　土屋
良道→矢沢頼道様　「長野県松代商業高校」罫紙

10月22日 竪紙・1通 は18

（封筒）　兵庫県武庫郡本庄村青木河原綱正→東京市
麻布材木町真田伯爵様御家扶御中

大正7年12月29日 封筒・1点 は19-1

河原綱正書状（故河原均贈位聖旨拝受の報告の
祭事執行日につき）　（兵庫県武庫郡本庄村）河原
綱正→（東京都麻布材木町）真田伯爵様御家扶御中　
封筒入

大正7年12月28日 横切紙・1通 は19-2

（封筒）　‐→伯爵真田家御執事御中 封筒・1点 は20-1

増島六一郎代山本助一書状（真田・増島家共有
私道へ黒田家より通行権承諾の依頼の件に
つき）　増島六一郎代山本助一→伯爵真田家執事御
中　封筒入、青色罫紙、ペン書、桃色鉛筆書「『　』内ダ
ケノ事ヲ承認ス　十六日」

昭和5年4月15日 竪紙・1通 は20-2

（宮下幹、別邸執事赤沢重三郎宛書状綴　昭和13
年～14年）　クリップ綴

8点 は21

宮下幹書状（伯爵・御二方様来月2日入松決定並
びに展覧会出展品につき）　宮下幹→赤沢重三
郎様　黄金色罫紙、ペン書

（昭和13年）10月5日夜 竪紙・1通（2枚
一組）

は21-1

宮下幹書状（9月本邸送金延期・男爵家立替金報
知願等につき）　宮下幹→赤沢重三郎様　用箋、ペ
ン書

（昭和13年）10月17日夜 竪紙・1通（3枚
一組）

は21-2

宮下幹書状（展覧会盛況・宇治市広田氏よりの
大麻等送付等につき）　宮下幹→赤沢重三郎様　
用箋、ペン書

（昭和13年）12月1日 竪紙・1通（2枚
一組）

は21-3

某書状（先年売却の殿町内屋敷跡未だ真田家名
義のため委任登記推奨等につき）　は21‐3・5
間に挟込、用箋、ペン書、下書か

（昭和13年） 竪紙・1通（2枚
一組）

は21-4

某書状（象山神社大祭の展覧会盛況・入松の節 （昭和13年） 竪紙・1通（4枚 は21-5

５　真田家／家政／諸用状
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の入費支出願等につき）　用箋、ペン書、下書か 一組）

松代別邸赤沢重三郎調書［御立替調］（献上者へ
の挨拶下賜分等につき）　松代別邸赤沢重三郎
→‐　青色罫紙

（昭和13年11月） 竪紙・1通 は21-6

某用状（松代町内区長・清野他村長名面書）　「松
代町役場」罫紙

竪紙・1通 は21-7

宮下幹書状（什物御庫納無事終了・智照院様法
事の付届金につき）　宮下幹→赤沢重三郎様　用
箋、ペン書

（昭和14年） 竪紙・1通（2枚
一組）

は21-8

（封筒）　京橋区南伝馬町一丁目五番地中嶋屋小原久兵衛
→芝区琴平町真田幸民様御執事御中　中身なし

明治42年 封筒・1点 は24

（真田家別邸より本邸宛等書状一括　昭和2年4月
～6年12月）　

55点 は25

（包紙）　は25の包紙 包紙・1点 は25-1

（封筒）　黒鍬有一→宮下（幹）様　は25‐2‐2入 （昭和4年） 封筒・1点 は25-2-1

黒鍬有一書状（地代金仮領収証受渡し並びに記
入分確認につき）　黒鍬有一→宮下（幹）様

（昭和）4年7月15日 便箋・1通 は25-2-2

（封筒）　東京市外大久保百人町一九〇田中収→麻布
区材木町五六伯爵真田邸内宮下（幹）様　は25‐3‐2
入

（昭和）3月2日 封筒・1点 は25-3-1

田中収書状（同封金員貸金へ充当願につき）　田
中収→宮下幹様

（昭和）3月1日 横切継紙・1通 は25-3-2

（封筒）　長野県松代成沢九十九→麻布区材木町五六
真田家宮下幹様　は25‐4‐2・3入、裏書「図面ハ四年
九月廿五日返送ス」、朱書「急々」

（昭和4年3月27日消印） 封筒・1点 は25-4-1

成沢九十九書状（畑地問題ついて六三銀行と対
談の様子等につき）　成沢九十九→宮下幹様　青
色罫紙

（昭和4年）3月27日 竪紙・1通 は25-4-2

某用状（畑地地番毎反別等書付）　 （昭和4年） 横切継紙・1通 は25-4-3

（封筒）　長野県松代町真田幸世→東京市麻布区材木
町五六宮下幹様　封筒のみ

（昭和2年4月11日消印） 封筒・1点 は25-5

（封筒）　長野県松代成沢九十九→麻布区材木町五六
真田家宮下幹様　は25‐7‐2～4入

（昭和6年7月29日消印） 封筒・1点 は25-6

（封筒）　長野県松代成沢九十九→麻布区材木町五六
真田家宮下幹様

（昭和6年1月9日消印） 封筒・1点 は25-7-1

成沢九十九書状（昭和5年分地家賃収入納入の
ため送金願等につき）　成沢九十九→宮下幹様　
青色罫紙

（昭和6年）1月9日 竪紙・1通 は25-7-2

松城別邸成沢九十九金銭受領証［受領証］（昭和
5年松代別邸費の内200円につき）　松城別邸成
沢九十九→東京本邸宮下幹殿

昭和5年12月30日 竪紙・1通 は25-7-3

「イシカワサマゴフコウ…」（電報）　八九マツシ
ロ一〇ラ〇一四二→アザブクザイモクマチ五六サナ

（昭和6年1月10日消印） 電報・1通 は25-7-4

５　真田家／家政／諸用状
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ダケミヤシタミキ

（封筒）　長野県埴科郡松代町保崎熊蔵→東京都麻布
区材木町五六宮下幹殿　は25‐8‐2・3入、朱書「親
展」

（昭和6年9月2日消印） 封筒・1点 は25-8-1

保崎熊蔵書状（町立松代図書館発展のため別紙
へ賛同願につき）　保崎熊蔵→宮下幹様

（昭和6年）9月20日 横切紙・1通 は25-8-2

松代町長矢沢頼道他一名書状（象山文庫設立の
ため著述等委託・寄贈願につき）　松代町長矢
沢頼道・松代図書館長保崎熊蔵→宮下幹殿　孔版

昭和3年9月 竪紙・1通 は25-8-3

（封筒）　大井町水野下二ノ一一五樋畑正太郎→東京
市麻布区材木町真田家家扶竹村虎松殿・宮下幹殿　
は25‐8‐2入

（昭和3年7月10日消印） 封筒・1点 は25-9-1

樋口正太郎書状（御蔵在庫目録訂正の件につ
き） 樋畑正太郎→宮下（幹）様・竹村（虎松）様

（昭和3年7月）10日 横切紙・1通 は25-9-2

（封筒）　長野県松代成沢九十九→東京市麻布区材木
町真田家宮下幹様　は25‐10‐2入

（昭和29日消印） 封筒・1点 は25-10-1

成沢九十九書状（明治6年度予算法会等品目違
算・長国寺宝珠紛失につき）　成沢九十九→宮下
幹様

（昭和）29日 竪紙・1通 は25-10-2

（封筒）　成沢九十九→宮下幹様　は25‐11‐2入 （昭和5年11月28日消印） 封筒・1点 は25-11-1

成沢九十九書状（松代町所有地小作人より御引
歎願・旧記録調査・整理・西条銀行等支払停止
等につき）　成沢九十九→宮下幹様

（昭和）11月27日 綴・1冊 は25-11-2

（封筒）　芝区琴平町2番地久保貞子→麻布区材木町
五六真田家御内宮下幹様　は25‐12‐2・3入

封筒・1点 は25-12-1

久保貞子書状（久保家拝借屋敷の図面送付につ
き）　久保貞子→宮下（幹）様　2通一組

（昭和3年）5月20日 2通・便箋 は25-12-2

某絵図（久保家拝借屋敷図面）　「四十号久保来
復」、ペン書

竪紙・1通 は25-12-3

（広田正容書状一括）　 5点 は25-13

（封筒）　宇治山田市浦口町広田正容→東京都麻布区
材木町真田伯爵様御邸内宮下幹殿　は25‐13‐2・3
‐入

（昭和） 封筒・1点 は25-13-1

（封筒）　広田正容→宮下幹殿　は25‐13‐2‐2入 12月1日 封筒・1点 は25-13-2-1

広田正容書状（献上物・大麻等送付につき）　広
田正容→宮下幹殿

12月1日 横切紙・1通 は25-13-2-2

（包紙）　広田正容→宮下幹殿御披露　は25‐13‐3‐
2入

包紙・1点 は25-13-3-1

広田正容披露状（伯爵様武運長久のため伊勢両
宮代参につき）　広田正容→宮下幹殿

12月1日 横折紙・1通 は25-13-3-2

（封筒）　長野県松代成沢九十九→東京都麻布区材木
町五六真田家宮下幹様　は25‐14‐2入

（昭和12月25日消印） 封筒・1点 は25-14-1

５　真田家／家政／諸用状
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成沢九十九書状（海津城址に道路開鑿の件提出
図変更の件評議等につき）　成沢九十九→宮下
幹様　青色罫紙

（昭和12月）25日 竪紙・1通 は25-14-2

（封筒）　長野縣松代町矢沢頼道→東京麻布区材木町
真田家ニ而宮下幹様　は25‐15‐2入

（昭和6年5月18日消印） 封筒・1点 は25-15-1

矢沢頼道書状（像山神社創立内務省指令到着な
し等につき）　矢沢頼道→宮下幹様

（昭和6年）5月17日 横切紙・1通 は25-15-2

（封筒）　長野県松代成沢九十九→東京麻布材木町
五六真田家宮下幹様　は25‐16‐2入

封筒・1点 は25-16-1

成沢九十九書状（長国寺手当金送金願等につ
き） 成沢九十九→宮下幹

（昭和5年12月）26日 竪紙・1通 は25-16-2

成沢九十九別邸費受領証［受領証］（松代別邸費
369円余につき）　松代別邸成沢九十九→東京本邸
宮下幹殿　は25‐16‐2に巻込

昭和5年12月26日 竪紙・1通 は25-16-3

（封筒）　長野県松代町矢沢頼道→東京市麻布区材木
街五十六番地宮下幹様

封筒・1点 は25-17-1

矢沢頼道書状（評議員会開催案内につき）　矢沢
頼道→宮下賢台（幹）

（昭和）5月10日 横切紙・1通 は25-17-2

（封筒）　長野県松代成沢九十九→東京市麻布材木町
五六真田家宮下幹様　は25‐18‐2・3入

（昭和5年12月22日） 封筒・1点 は25-18-1

成沢九十九書状（杉田等2名小作地面積・賃金調
査・不況救済のため小学校西側通路開鑿の旨
町長談話につき）　成沢九十九→宮下幹様　青色
罫紙

（昭和5年12月22日） 竪切紙・1通 は25-18-2

某用状［小作地調書］（杉田等2名分）　青色罫紙 （昭和5年） 竪紙・1通 は25-18-3

（封筒）　神奈川県大磯渡辺福松→東京市麻布区材木
街五六真田家御邸真田家家扶宮下幹様　は25‐19‐
2入

（昭和5年12月2□日消
印）

封筒・1点 は25-19-1

渡辺福松書状（別荘の件未だ見当たらずにつ
き） 大磯渡辺福松→真田家宮下（幹）様

（昭和5年）12月27日 横切継紙・1通 は25-19-2

（封筒）　長野県松代成沢九十九→東京都麻布材木町
五六真田家宮下幹様　は25‐20‐2・3入

（昭和5年12月3日消印） 封筒・1点 は25-20-1

成沢九十九書状并昭和五年十一月収支決算月
計表（昭和6年度予算訂正願・別紙請求書支払
願・11月収支決算月計表送付につき）　成沢
九十九→宮下（幹）様　2通一綴、青色罫紙

（昭和5年）12月3日 綴・1冊 は25-20-2

松代別邸成沢九十九別邸費用請求書［請求書］
（昭和5年度松代別邸費用350円につき）　松代
別邸成沢九十九→東京本邸宮下幹殿

昭和5年12月3日 竪紙・1通 は25-20-3

（封筒）　長野県松代成沢九十九→東京都麻布材木町
五六真田家宮下幹様

（昭和5年12）月 封筒・1点 は25-21-1

（別邸より本邸へ送付書類綴　昭和5年12月）　
は25‐21‐2入

3点 は25-21-2

成沢九十九書状（杉田他2名小作人小作料低減 （昭和5年）12月19日 竪紙・1通 は25-21-2-1

５　真田家／家政／諸用状
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の別紙嘆願書の旨考慮願等につき）　成沢
九十九→宮下幹様　青色罫紙

成沢九十九別邸費受取証［受領証］（昭和5年度
別邸費の内男爵家生計費12月分につき）　松
代別邸成沢九十九→東京本邸宮下幹様

昭和5年12月19日 竪紙・1通 は25-21-2-2

杉田良治他二名歎願書［歎願書］（不況のため小
作料8銭より5銭へ低減願につき）　杉田良治・
岩佐孝・長崎ちと→伯爵真田家御家扶御中　青色罫
紙

昭和5年12月 竪半・1冊 は25-21-2-3

（封筒）　長野県松代成沢九十九→東京都麻布材木町
五六真田家内宮下幹様　は25‐22‐2入

（昭和6年12月3日 封筒・1点 は25-22-1

成沢九十九書状（男爵家墓地選定の件につき） 
成沢九十九→宮下幹様　青色罫紙

（昭和6年）12月3日 竪紙・1通 は25-22-2

渡辺次郎后見人栗生藤三代り人日本橋区濱町二
丁目土手地岩岡伊代治書簡（故渡辺勘三郎へキ
限定相続事件の際申請の債権利子の計算書至
急送付願等につき）　渡辺次郎后見人栗生藤三代り
人日本橋区濱町二丁目土手地岩岡伊代治→麻布区材木
町五十六番地真田幸治殿親権者真田澄子殿執事御中

大正5年6月4日 葉書・1通 は26

（封筒）　東京市麹町区内幸橋一丁目五番地幸倶楽部内協
同会→長野県埴科郡松山町一男爵真田幸世殿　中身な
し

4月9日 封筒・1通 は27

（紐紙縒）　 紐紙縒・1点 は28-1

（封筒　手折）　今方廿三番地伊達宗城→琴平町二番
地真田幸民様　は28‐2‐2入

（明治36年以前） 封筒・1点 は28-2-1

伊達宗城書状（真田家男子婚姻候補松平乗円妹
両名の事につき）　（伊達）宗城→（真田）幸民様

（明治36年以前）4月1日 横切紙・1通 は28-2-2

某用状（松平乗円妹しん他3名名前書上）　 切紙・1通 は28-2-3

某用状（家内様の年齢・男女書上願等につき）　 切紙・1通 は28-3

伊東家黒木和平（雇入人員の件等につき）　伊東
家黒木和平→真田様御家扶様

5月25日 横切継紙・1通 は28-4

松平従五位様御家扶書状（真田幸民24日東京到
着了承につき）　松平従五位様御家扶→真田従四
位様御家扶中様

6月 横切紙・1通 は28-5

泉藩家令書状（お芳姫より貞松院へ判物1つ進
呈につき）　泉藩家令→松城藩御家令中様

（明治4年以前）6月14日 横切紙・1通 は28-6

松根権六用状（明日1時頃参殿の旨恐縮につき）
松根権六→師岡源兵衛様

6月5日 横切紙・1通 は28-7

某用状（端裏書）［馳達］（明日5時過知事様御手
許へ出頭の旨恐縮につき）　‐→（矢野）六蔵様

6月17日 横切継紙・1通 は28-8

松根権六書状（其許様来訪の節の贈物への礼に
つき）　松根権六→師岡源兵衛様・矢野六蔵様・小山
田久米様

5月25日 横切継紙・1通 は28-9

５　真田家／家政／諸用状
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伊達大蔵卿様御内松根権六書状（其許様来訪の
節風情なき事お詫につき）　伊達大蔵卿様御内
松根権六→松代藩知事様御内師岡源兵衛様・矢野六
蔵様・小山田久米様

5月20日 横切継紙・1通 は28-10

（封筒）　本所小泉町三十五番地伊達家浦江→芝区琴
平町２番地真田様御郵久保様

4月9日 封筒・1点 は28-11-1

小泉町浦江書状（葉書到来のため廻達につき） 
小泉町浦江→久保様　は28‐11‐2・3巻込一括

切紙・1通 は28-11-2

芝区中門前二丁目十五番地山田とき書簡（青山
様へ持参等のため写真のこと今少し猶予願
につき）　芝区中門前二丁目十五番地山田とき→本
所区小泉町三十五番地伊達様御奥おさき様　は28‐
11‐2・3巻込一括

4月8日 葉書・1通 は28-11-3

飯倉御家扶（表用人・奥女中等の年齢問合並び
に此方奥女中年齢報知につき）　飯倉御家扶→
琴平町御家扶中様

4月15日 横切継紙・1通 は28-12

（青山家関係等書類一括）　封筒一括 4点 は28-13

（封筒）　麹町区仲六番丁九番地北沢正誠→琴平町二
番地久保成様　は28‐13‐2・3入

封筒・1点 は28-13-1

北沢正誠書状（青山処の件鳥居様へ返報等につ
き）　（北沢）正誠→久保（成）様

3月30日 横切継紙・1通 は28-13-2

（封筒）　麻布霞丁壱番地恒屋盛庸→麹町区仲六番丁
九番地北沢正誠様　は28‐13‐3‐2入

（3月30日消印） 封筒・1点 は28-13-3-1

恒屋盛庸書状（立花家・青山家へ戻りの御方様
容子につき）　恒屋盛庸→北沢正誠様

3月30日 横切継紙・1通 は28-13-3-2

島原家扶書状（書中見舞等につき）　島原家扶→
松代様御家扶衆様

6月13日 横切継紙・1通 は28-14

浅右衛門他一名書状（上様への挨拶、感応院様
木像遷座等につき）　浅右衛門・勘左衛門→源兵
衛様・六蔵様・久米様

6月3日 横切継紙・1通 は28-15

（封筒）　東京市麹町区有楽町一丁目十一番地東京日
日新聞社愛国金献課→麻布区材木町五六真田幸治様
は29‐2入

昭和13年7月26日 封筒・1点 は29-1

東京日日新聞社他一社案内状（「愛国金総動員」
運動参加者への案内につき）　東京日日新聞社・
大阪毎日新聞社→真田幸治殿　活版、裏ペン書「第
2177号　地金試験済通知書」

昭和13年7月26日 竪紙・1通 は29-2

（封筒）　東京市麹町区有楽町一丁目十一番地東京日
日新聞社愛国金献課→麻布区材木町五六真田幸治様
は32‐2・3入、「書留」

昭和13年7月6日 封筒・1点 は32-1

東京日日新聞社他一社案内状（金貨売却並びに
売却代金支払案内につき）　東京日日新聞社・大
阪毎日新聞社→真田幸治殿　活版、末尾「愛国金貨売
却代金支払案内書」切取済

昭和13年7月6日 切紙・1通 は32-2

５　真田家／家政／諸用状
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