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覚(御ぜん代金など受取)　河内屋庄助(印)→渡辺佐兵衛
様

卯12月30日 横切継紙･1通 28-578

記(料理など代金受取)　井政→佐野屋定様 巳12月 横切継紙･1通 28-264

記(料理代金など5円余受取)　井政(印文｢名古屋魚ノ棚
井桁屋政吉｣)→佐の屋定様

午6月 横切継紙･1通 28-600

記(酒宴代20円余勘定)　相生→渡辺様 午12月 横切紙･1通 28-546

御ほうび入用留(酒代金など出金勘定) 戌3月3日 横切紙･1通 28-527

記(妓など代金1円38分余受取書)　(名古屋)河内屋文左
衛門(印)→渡辺定様

亥12月 竪継紙･1通 50-12

覚(此花代金1両余受取)　小玉屋左兵衛→上 1月21日 竪切紙･1通 28-715

記(料理など代金受取)　清兵衛→定様 4月8日 横切継紙･1通 28-263

記(料理など代金受取)　清兵衛→上 5月 横切紙･1通 28-262

覚(料理など代金受取)　鈴楼→上 7月3日 横切紙･1通 28-310

記(料理など代金受取)　福岡→上様 8月8日 横切継紙･1通 28-307

記(料理など代金受取)　三国楼→上 10月9日 小切継紙･1通 28-309

記(御酒など代金勘定)　本月(印)→上 10月 小切継紙･1通 28-306

記(料理など代金受取)　神風楼→上 12月7日 横切継紙･1通 28-303

記(料理など代金受取)　神風楼→上 12月11日 横切継紙･1通 28-304

記(料理など代金受取)　神風楼→上 12月14日 横切紙･1通 28-305

覚(花代金受取)　山城屋→上 12月 横切紙･1通 28-280

佐兵衛屋分覚(さし身など代金勘定) 横切紙･1通/(№28-
112は13通紐一
括)

28-112-13

(渡辺分芝居行･舟賃など代金2円83銭9厘3毛書上) 横切紙･1通 28-400

5.7.交際
5.7.1.贈答

万覚[　　　](歳暮の祝儀書上) 安政5年戊午極月 横長半半･1冊<5丁
墨>/(下部欠損)/
(6冊紐一綴の内)

26-3

記(京登り鉄漿御祝儀請取書)　河内屋文左衛門→渡辺
定様

子6月 竪紙･1通 28-515

覚(定次郎誕生など本家より祝儀７年間分書上) 横長半･1冊<3丁墨>
/(№46は紐一括)

46-38

到来物(菓子など諸品書立) 横切継紙･1通 28-523

5.7.2.寄付
覚(須ケ口村出町方極難渋之者人数45軒書立帳)　須

ケ口村出町方年行司弥兵衛･平兵衛
(嘉永3)戌年8月 横長半半･1冊<3丁

墨>
36-2

窮民之者名前帳(清洲本町分) 嘉永3戌年8月 横長半･1冊<4丁墨> 36-1

大水ニ付ほとこし覚帳(鍋屋片町他各町村へ金銭･焼
味噌寄付の覚帳)　佐野屋佐兵衛扣

嘉永3年戌8月 横長美･1冊<4丁墨> 24

夫食頂戴名前(海東郡今宿村63軒分) 嘉永3戌年9月 横長半･1冊<4丁墨> 35

寄附金願(本区第13学区山口学校新築費)　→愛知縣令
(抹消)[国貞廉平殿]

明治17年月日 竪紙･1通/(青色
罫紙)/(活版)

37-5-51
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寄附金願(本区第13学区山口学校新築費)　→愛知縣令
(抹消)[国貞廉平殿]

明治17年月日 竪紙･1通/(青色
罫紙)/(活版)

37-5-52

(明治29年6月罹災救恤金50銭受取書)　宮城県知事大
浦兼武(印)･岩手県知事知事末弘直方(印)･青森県知事河
野圭一郎(印)→愛知県尾張国名古屋市相生町渡辺チ(ツ)
ナ

明治31年8月1日 竪紙･1通/(｢岩手

県｣罫紙)

69-13

写(鉄砲塚町佐野屋佐兵衛窮民へ施物奇特につき銀1
枚下賜)　(尾張藩)→鉄砲塚町佐野屋佐兵衛

11月 小切紙･1通/(№
28-399は3点紙紐
一括)

28-399-3

(須ケ口村･堀江村･鍋屋片町･内･今宿村窮民助成金勘
定帳)

横長半･1冊<4丁墨> 36-3

5.7.3.交流
差上申一札(中村隠居酒縁結び風聞よろしからず佐兵

衛などをもって詫一札綴)　(松下兵々衛外2名)→(山
田御隠居様)

(明治8年3月日) 竪紙･半･3点一綴
<4丁墨>/(黒色罫
紙)/(№46は紐一
括)

46-45

口上(裏筵持合につき)　干鰯屋善蔵(印文｢名古屋坂上町
善蔵｣)→佐の屋佐兵衛様

酉10月 竪紙･1通 28-709

記(2月30日見舞金など費用書立) 2月30日 横折紙･1通/(№28-
516は11点紙縒紐
一括)

28-516-1

(中野弥助一族など人名書立) 小切継紙･1通 28-129

(付箋)｢池田町藤本藤六｣ 付箋･1点 28-406

記(6日礼廻り熊田嘉助様外11名書上) 小切紙･1通 28-401

(人名書立) 横折紙･1通/(№46
は紐一括)

46-80

(扇屋久助他人名書出) 横長半･1冊<2丁墨>
/(№46は紐一括)

46-112

(山本屋甚九郎他人名書出) 横長半･1冊<2丁墨>
/(№46は紐一括)

46-113

(東田町八百屋佐吉他人名書出) 横長半･1冊<3丁墨>
/(№46は紐一括)

46-115

5.7.4.書状
(米屋利兵衛と相談されたきにつき依頼状)　本多与八

郎→佐野屋与右衛門様新家
(弘化2年)12月28日 横切紙･1通/(包紙

あり)
28-674

(勝手切替のため音信贈答など5か年間断りにつき書
状)

明治11年5月 小切紙･1通 28-196

(入湯にて療養中の旨につき書状)　御舘山温泉ニテ斉
田庄八→土谷宗兵衛殿

明治15年3月9日 竪紙･1通 28-606

(隠逸の苗除進上につき書状)　志水湛→渡辺定君 子4月16日 横切継紙･1通 28-133

(大角力興行開催のため見物願につき書状)　嘉部山空
之助→佐野屋御旦那様

寅年10月10日 横切紙･1通 28-226

(頼事にてお八十尊家へ参りにつき書状)　弥生一郎
(成岩屋弥助)→(渡辺佐兵衛様)

酉3月14日 横切紙･1通 28-46

(明日別荘行きの件熊野屋へ通達の旨願状)　鋻蔵→渡
定君

酉9月 横切紙･1通 28-592

(クダ返納につき書状)　成文→晋敬君 1月1日 横切継紙･1通 28-154

(明日大野有無の件につき書状)　子賢→晋敬君 1月5日 横切紙･1通 28-84

(年始挨拶状)　奥田五郎吉→渡辺鋤三郎様 1月9日認メ 横切紙･1通 28-208
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(飲食代等割合金支払につき書状)　戸谷庄七→渡辺定
治郎様

1月10日 小切継紙･1通 28-648

(黍一俵ほか進呈につき書状)　キヨス→渡辺庄兵衛様 1月11日 横切継紙･1通 28-162

(作料など落手他につき書状)　貞鹿→佐兵衛様 1月13日 横切紙･1通 28-50

(竹雀君の差支のため来訪断等の件につき書状)　な
かの→鉄左君

1月18日 小切継紙･1通 28-141

口述(○印誠大遅れの件お詫びなどにつき)　清新之丞
→小川屋新蔵様

1月26日 横切継紙･1通 28-414

(柳泉寺参詣の時刻遅延などにつき書状)　鋻蔵→伊兵
衛兄

1月30日 横切継紙･1通/(後
欠)

28-593

(自宅へ立寄り願につき書状) 1月31日 小切紙･1通 28-220

(大野裳束納欠席のため伝言願につき書状)　人借入や
庄五郎→さの定次郎様

旧暦2月朔日 横切継紙･1通 28-95

口上(御かりかへの件御礼ならびに手形御改め方願い
につき書状)　清新之丞→小川や新蔵様

2月朔日 竪継紙･1通 28-113

(注文の品本家へ取りに遣わす旨につき書状)　西尾
→渡辺君

2月2日 小切継紙･1通 28-624

(木印･宮座印馳走料合金3650請取られたく書状)　正
春→晋敬君

2月5日 横切継紙･1通 28-116

(書状断簡)　柏屋正七→佐野屋佐兵衛様 2月6日 小切紙･1通/(前
欠)

28-418

(親元尋ねの経緯につき書状)　御内室→渡定殿 2月12日 横切継紙･1通/(前
欠カ)

28-176

(包紙)　永野三郎→渡辺定次郎様 2月12日 包紙･1点 28-198

(一昨日仰せ置かれ候ところ願書を差上につき書状)
　白木屋徳右衛門･桔梗屋佐兵衛→中村与右衛門様

2月14日 横切紙･1通 28-680

(杉拝見の件につき書状)　謙造→佐兵衛様 2月15日 横切紙･1通/(欠
損あり)

28-82

(新守座芝居見物の御供願につき書状)　吉の→おりき
様へ

2月19日 横切継紙･1通 28-211

(来訪願につき書状)　酒井弟鋤三郎→渡辺佐兵衛様 2月19日 横切継紙･1通 28-225

(呉詣氏初七日寺参り欠席につき書状)　子賢→晋敬君 2月20日 横切継紙･1通 28-177

(近況報告につき書状)　五郎吉→渡辺定次郎様 2月21日 横切継紙･1通 28-227

(来訪などの件問合につき書状)　佐野屋善七→渡辺定
治郎様

2月22日 横切紙･1通 28-108

(新守芝居同伴願の件につき書状)　しの→おりきさま 2月24日 横切紙･1通 28-86

(預り金ほか御渡しにつき書状)　松野→前野善七様 2月26日 横切紙･1通 28-25

口演(鯛2本先方受取につき)　銭屋新右衛門→佐野屋佐
兵衛様

2月 小切紙･1通 28-204

(宴会での粗忽の件謝罪につき書状)　道平→晋敬君 3月4日 横切継紙･1通 28-181

(鉄砲塚渡辺様へ使の件につき書状)　由右衛門→(京
町通先新町通鍋屋町)なかの(弥助)様

3月21日 横切紙･1通 28-152

舌代(能見物の都合出来兼につき書状)　廰亭→佐野佐
様(佐野屋佐兵衛）

3月22日 横切紙･1通 28-567

(遅刻せず来訪の旨につき書状)　庄五郎→千の様 3月25日 横切紙･1通 28-151

(種々御厄介の旨など挨拶につき書状)　大八木(清次
郎)→渡辺君･中乃君

3月27日 竪紙･1通 28-231

(集会へ参加依頼につき書状)　子賢→敬晋先生 3月 小切紙･1通 28-44
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(山脇君へ参会の節失敬のお詫びにつき書状)　堅蔵
→(渡辺)定次郎殿

(3月)夜認 横切紙･1通 28-89

(褒賜につき書状)　道平→遅賀敬君 3月 横切紙･1通 28-145

(歌会出席につき書状)　井桁屋元行→佐野屋定治郎様 卯月朔日 小切紙･1通 28-189-2

舌代(草書渕海の本借用願につき書状)　銕三郎→佐兵
衛様

4月朔 小切継紙･1通 28-199

(東京へ発足のため日延願につき書状)　千想→子賢君･
録弥君

卯月2日 横切紙･1通/(赤色
罫紙)

28-19

(明日豊川行参詣者へ引合せにつき来訪願の旨書状)
　道平→晋敬君

4月2日 横切継紙･1通 28-170

廻章(元遊会所謂明道社久しく堪絶のところ明日集会
につき至急案内)　水野子賢停→鈴木三平大人･渡辺晋
敬大人外2名

4月2日 横切継紙･1通 73-3

(会計の件お知らせ願につき書状)　信国→忠桂君 4月3日 横切紙･1通 28-43

(拙親他出など通知につき書状)　笹屋又六郎→渡辺佐
兵衛様

4月4日 横切継紙･1通 28-596

(古油町芝居行開催につき書状)　岱谷→定次郎君 4月7日 小切継紙･1通 28-51

(夜分にため金子預りにつき書状)　清兵衛→佐野屋様 卯月7日 横切継紙･1通 28-740

(山行御共できず残念につき書状)　庄五郎→晋敬君 4月8日 横切紙･1通 28-48

記(仲村座芝居へ御供の件につき)　水野子賢→加藤岱
谷殿

4月10日 横切紙･1通 28-119

(至急の手紙の件につき書状)　堅造→晋敬君 4月12日 横切継紙･1通/(前
欠)

28-206

(雨中ぶらつきの件につき書状)　館斉恭→祐弘雅兄 4月15日 横切継紙･1通 28-122

(山行の件につき書状)　豊造→渡辺君 4月16日 横切継紙･1通 28-105

(山行の件問合につき書状)　丹羽→相生町渡辺君 4月19日 竪紙･1通 28-121

(在京中の近況報告につき書状)　在京奥田謙介→佐野
屋佐兵衛様

4月21日 横切継紙･1通/(封
筒共)/ (紐で一
括)

28-4

(商用のため山行御供できずにつき書状)　晋敬雅君→
子賢

4月24日 横切継紙･1通 28-59

(親父と懸合頼入につき書状)　笹屋→佐野屋様 4月26日 横切紙･1通 28-547

(愛知県大属細川忠明御地へ来訪ほかにつき書状)　
大八木清次郎→渡辺佐兵衛様･同定次郎様

4月28日 横切継紙･1通 28-66

(きりぼし戴き礼状)　奥田内→渡辺おつな殿 4月 横切継紙･1通 28-115

(当地鼠流行など近況報告)　奥留貞信→渡辺鍬三郎様 4月 横切継紙･1通 28-136

(能の節馳走の御礼につき書状)　正三郎→渡辺定治郎
様

5月2日 小切継紙･1通 28-583

(御手透の節豊川行勘定いたすにつき書状)　道平→晋
敬君

5月10日 横切継紙･1通 28-160

(伯母サマ来訪につき来訪願旨書状)　→相生町様 5月12日 横切紙･1通 28-166

(来訪願につき書状)　季長→渡辺定次郎様 5月13日 横切紙･1通 28-237

(参宮より帰国の節来訪願につき書状)　問屋重右衛門
→渡辺佐兵衛様

5月14日 横切紙･1通 28-174

(養生快復の旨ならびに鮮魚御礼など書状)　銭屋新右
衛門→渡辺佐兵衛様

5月16日 横切紙･1通 28-232

(廉肴1尾進上につき書状)　中邨太郎→渡辺佐兵衛様 5月20日 横切紙･1通 28-60
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(御暇乞につき書状)　政順→佐兵衛様 5月25日 横切紙･1通 28-131

(山左一件手違いにつき書状)　キタ様→庄七様 5月28日 横切紙･1通 28-49

(七間町内曳初の案内につき書状)　七間町→相生町様 5月28日 横切紙･1通 28-132

(祭礼のため車通行につき立寄願状)　成多屋弥一郎→
渡辺佐兵衛様

5月31日 横切紙･1通 28-221

(封筒)　理義蔵→忠継雅兄 6月7日 封筒･1点/(№28-
184は5点封筒入)

28-184-2

(約束の品送付につき礼状)　likiya→Jadadouyokeo 6月7日 横切継紙･1通/(№
28-184は5点封筒
入)

28-184-3

(高田先生への使の件につき伺状) 6月7日 横切紙･1通/(№28-
184は5点封筒入)

28-184-4

(封筒) 6月7日 封筒･1点/(№28-
184は5点封筒入)

28-184-5

(鉱山寮拝命報告ほかにつき書状)　奥田五郎吉→渡辺
佐兵衛様

6月9日 横切紙･1通 28-559

(扇子返却につき書状)　正三郎→渡辺定次君 6月18日 横切紙･1通 28-85

(要用のため来訪伺につき書状)　赤塚→定さま 6月21日夕 横切紙･1通 28-164

(信友催の件周旋の御礼につき書状)　水野竹通→渡辺
君

6月23日 小切継紙･1通 28-38

(伺の旨書状)　信の屋清右衛門→佐の屋様 7月8日 横切継紙･1通/(前
欠)

28-180

(芳札拝見につき返状)　鋤三郎より→渡辺定次郎様 7月10日 横切紙･1通 69-18

(陶芸水金一件御都合伺につき書状)　山田季俊→渡辺
佐兵衛様

7月11日 横切紙･1通 28-1

(能興行切手入用貫取願につき書状)　水野照望(子
賢)→渡辺晋敬君

7月12日 横切紙･1通 28-2

覚(金2両受取書)　小汐屋文吉→佐野屋佐兵衛様 7月13日 小切紙･1通 28-536

(うどん粉進呈につき書状)　キヨス→渡辺佐兵衛様 7月19日 横切継紙･1通 28-167

(御無沙汰につき近況報告)　奥田→渡辺おつな様 7月21日 横切継紙･1通 28-148

(大野稽古能の日限ご教示願いにつき書状)　佐兵衛→
定治郎様

7月25日 横切紙･1通 28-81

(御機嫌伺につき書状)　山城屋半兵衛→[　　](渡辺)佐
兵衛様

7月27日 横切継紙･1通 28-607

(来3日来訪依頼につき書状)　山城屋鍬三郎→渡辺佐兵
衛様

7月30日 横切紙･1通/(青
色罫紙)

28-621

口述(中元受取につき礼状) 7月 横切紙･1通 28-565

(封筒)　*中身は№28-579カ　三井支店瀬兵衛→渡辺様 8月14日 封筒･1点 28-577

舌代(熊田氏の本返却依頼につき書状)　鉄三郎→佐兵
衛様

8月17日 横切継紙･1通 28-609

(御隠居様死去お悔やみにつき書状)　佐野屋佐兵衛→
林おきぬさま

8月19日 横切紙･1通 28-620

(貴君平臥養生の件ならびに恒三郎お世話頂き御礼に
つき書状)

8月25日 横切継紙･1通 28-99

(東照宮境内にて能､昨年より面白しの旨につき書状)
　小舟町→相生町

8月25日 横切紙･1通/(扇形
料紙)

28-605

(廻り機織を作造につき書状)　児玉→渡辺殿 8月26日 横切継紙･1通 28-210

(会計など書簡にてお届けにつき書状)　信正→忠継君 8月 小切継紙･1通 28-147
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(常三郎療治のためカゴ借用願につき書状)　中根八右
衛門→佐野屋佐兵衛殿

9月1日 横切紙･1通/(№28-
3は15冊紐一括)

28-3-3

(山行お供の件につき書状)　三午→子賢君･晋真君･岱谷
君

9月1日 横切継紙･1通 28-153

(麁酒一献進上願につき書状)　善三郎→渡辺佐兵衛様 9月2日 横切紙･1通 28-39

口上(本日の能番組などにつき書状)　小舟丁→相生丁
様

9月4日 横切紙･1通 28-216

(会計に関する金銭請取につき書状) 9月8日 横切継紙･1通 28-150

(連日雨天にて御供参り難しにつき書状)　庄五郎→渡
辺様

9月8日 小切紙･1通 28-157

廻文(明日山行につき参集の件通知)　渡辺定次郎→水
野君･山脇君外4名

9月10日 横切継紙･1通 73-2

(山行の人力車会計の件につき書状)　庄五郎→定八郎
様

9月13日 横切継紙･1通 28-156

(帰宅の節来訪願につき書状)　ます→渡辺様 9月16日 横切紙･1通 28-79

(慶事にて酒振舞いにつき書状)　問龍→渡辺佐兵衛様 9月16日 小切紙･1通 28-212

廻章(岩崎行会計9人に割付金徴収の旨)　忠徳→遵楽
君･安之君･賢次郎君･吉之助君

9月16日 横切継紙･1通 73-14

(会計の件につき書状)　賢蔵→晋敬雅君 9月18日 横切紙･1通 28-45

(切手添付など助精願状)　山根いつみ→渡辺佐兵衛様･

同鍬三郎様
9月19日 小切紙･1通 28-662

(時計鍵借用の御礼につき書状)　児玉正真→渡辺晋敬
君

9月23日 横切紙･1通/(№
28-3は15冊紐一
括)

28-3-5

(少参事拝命につき書状)　(佐渡県奥田小参事)→(佐野
屋佐兵衛様)

9月23日 横切継紙･1通 28-65-2

(時計鍵安価にて譲受願につき書状)　まさ→柏木さま 9月24日 横切紙･1通/(№28-
3は15冊紐一括)

28-3-6

(音信御無沙汰につき近況報告)　*端裏書｢二号当座帳　
佐兵衛｣　子賢→晋敬大義兄様

9月27日 横切継紙･1通 28-73

(御尊父様死去の件につき書状)　奥田五郎吉→渡辺佐
兵衛様

9月29日 横切紙･1通/(赤色
罫紙)/(№28-3は
15冊紐一括)

28-3-8

(面会の上秋田地方の話につき書状)　奥田五郎吉→渡
辺佐兵衛様

9月29日 横切紙･1通/(赤色
罫紙)/(№28-3は
15冊紐一括)

28-3-9

(集会に御返事につき書状)　山十七→佐兵衛様 9月29日 横切紙･1通 28-666

(明日午前10時心得の件につき書状) 10月2日 小切紙･1通 28-35

(大野氏初囃子披露につき書状)　もとゆき(元行)→渡
辺晋敬君

10月3日 横切継紙･1通 28-53

(藤五郎先生稽古への誘いにつき書状)　両文居主人→
晋敬大人

10月3日 横切継紙･1通 28-54

(早々お誘ひの段希みにつき書状)　子賢→晋敬義兄様 10月7日 横切継紙･1通 28-71

(和宮下向にてこも竹入用などにつき書状)　扇屋半七
→佐野屋佐兵衛様

10月7日 横切継紙･1通/(№
28-711は3点紙紐
一括)

28-711-1

(面会願につき書状)　中村太郎吉→渡辺鋤三郎様 10月10日 横切紙･1通/(№
28-3は15冊紐一
括)

28-3-7

(彼地へ出立のため景況報願につき書状)　(奥田)五郎
吉→佐兵衛殿

10月15日 横切紙･1通/(№
28-3は15冊紐一
括)

28-3-10
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(大野氏稽古にて失敬の件お詫び願につき書状)　(加
藤)岱谷→周良君(渡辺定治郎)

10月15日 横切継紙･1通 28-127

(来訪伺につき書状)　蕩晴山人(子賢)→晋敬雅兄 10月20日 横切紙･1通 28-159

(1日お隙き願につき書状)　清兵衛→善七様 10月21日 横切紙･1通 28-56

(金子出納覚書､手習い書きの反故紙を使用) 10月27日 横折紙･1通 28-228

(デンシンハリガネ2尺頂戴につき書状)　児玉嘉三郎
→渡辺佐兵衛様

10月29日 横切紙･1通/(№
28-3は15冊紐一
括)

28-3-2

(封筒)　子賢→敬晋雅兄 10月晦日 封筒･1点/(中身
なし)

28-183

(長光亭にて集会開催につき書状)　(松本)隆録→(渡
辺)晋敬雅兄

11月2日 横切継紙･1通 28-143

(連中訪問依頼につき書状)　渡辺忠治郎→第三大区内
五小区百六十六番渡辺定治郎様

11月3日 横切継紙･1通 28-74

(大野行お供仰せつけられ御礼につき書状)　道所→経
忠大和上

11月6日 横切紙･1通 28-58

(金7両借用願などにつき書状)　山下屋清兵衛内日置→
佐野屋佐兵衛様

11月12日 横切紙･1通 28-94

(祝儀差上につき書状)　西尾喜兵衛→渡辺御主人様(佐
兵衛)

11月16日 小切継紙･1通 28-665

舌代(御隠居様死去お悔やみにつき書状)　大嶋弥左衛
門→佐野屋佐兵衛様

11月17日 横切継紙･1通 28-591

(黒塚始の件につき書状)　甚兵衛→晋敬雅兄 11月21日 横切継紙･1通 28-107

(母様御病気に注意する旨願書状)　太郎→渡辺様 11月21日 横切紙･1通 28-668

(帰宅のため不参許可願につき)　(菱屋ニ而)正三郎
→(相生町)佐野屋(渡辺)佐兵衛様

11月23日 横切紙･1通 28-91

(拾野集冬ノ部借用願につき書状)　道平→渡辺雅兄 11月末 横切紙･1通 28-647

(四観音免上下借用につき書状)　道平→晋敬雅君 11月 横切継紙･1通 28-550

口上(嘉次郎同道にて来訪願)　佐兵衛→松野公 11月 横切継紙･1通 28-553

(片谷の負債の件につき書状)　正次郎→佐兵衛様 12月3日 横切紙･1通 28-21

(妹病死を養母病死と偽る件につき書状)　大阪北濱3
丁目壱番地酒井寅松方侑兵衛→渡辺佐兵衛様外１名

12月5日 横切継紙･1通 28-117

(代価27両返納につき書状)　中村紼三郎→渡辺定次郎
様

12月6日 小切紙･1通/(№
28-3は15冊紐一
括)

28-3-4

(書簡拝見遅れにつき書状)　戸谷→渡辺若君 12月6日 横切紙･1通/(№
28-3は15冊紐一
括)

28-3-11

(馳走の礼に御肴料進上につき書状)　斎田庄八→渡辺
佐兵衛様

12月9日 横切紙･1通/(扇形
料紙)

28-78

(芝居の件騒動につきお詫などの旨書状)　渡辺定次郎
君→代峪

12月11日 横切紙･1通 28-100

口伸(用係連署の上相手方へ御伺依頼につき書状)　
(土間町)市太郎→(相生町)佐兵衛様

12月14日 横切紙･1通/(青
色罫紙)

28-16

(兄出雲へ出立につき書状)　五郎→渡辺定次郎君･同鍬
三郎君

12月14日 横切継紙･1通 28-93

(能入用寄付などにつき書状)　柳屋(小寺)治兵衛→青
山新七様

12月25日 横切継紙･1通 28-223

(龍泉寺参詣にて大曽根出口に待受の旨につき書状)
　鑑蔵→定治郎君

師走25日 横切継紙･1通/(後
欠)

28-224
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記(カゴ借渡願につき)　元中根八右衛門(印)→渡辺佐兵
衛殿

2日 横切紙･1通/(№
28-3は15冊紐一
括)

28-3-1

(細川文治郎拝顔につき書状)　後藤→鉄砲塚町さの佐
様

2日 小切紙･1通 28-68

(御無沙汰の旨など挨拶につき書状)　奥田→渡辺おつ
な様

2日 横切紙･1通 28-230

(恰野集秋ノ部拝借願につき書状)　てつ→おさたさま 5日 小切紙･1通 28-64

(書懸けの書類返納につき書状) 5日 横切紙･1通 28-90

(玉水屋養子取持につき書状)　ひかた→鉄砲様 5日 横切継紙･1通 28-651

(先日御地まで罷越につき書状)　[　]→晋敬様 13日 小切紙･1通/(赤
色罫紙)

28-182

(来訪の件行き違いにつき書状)　庄五郎→佐兵衛様 15日 小切継紙･1通 28-63

(山行御供できずなどにつき書状)　佐助→渡辺親君さ
ま

16日 小切継紙･1通 28-47

(御地走頂戴預り御礼につき書状)　四兵衛→さのや定
治郎様

16日 小切継紙･1通 28-69

(歌かるた合戦開催案内につき書状)　銕三郎→市川鍵
之助様

16日 小切継紙･1通 28-566

(本2冊返済につき書状)　銕三郎→定次郎様 16日 小切継紙･1通 28-622

演舌ニ而(用談のため訪問の件につき書状下書)　晋
敬→道平君

17日 小切継紙･1通 28-88

(清洲へ御出につき伺状)　てつ→御まささま 17日 横切紙･1通 28-229

(来訪の可否伺につき書状)　道平→晋敬雅君 17日 横切継紙･1通 28-608

(成たけ早めに御出かけ願につき書状)　次郎太→渡辺
定九郎様

18日 小切紙･1通 28-23

口上(義堂様来訪の件つな様へ伝言願いたく書状)　
鉄三郎→佐兵衛君

18日 小切紙･1通 28-205

(俗用にて御供参り失敬につき書状)　小僧→若旦那様 19日 横切紙･1通 28-158

(写信鏡借用願につき書状)　鉄三郎→定次郎様 20日 小切継紙･1通 28-585

(鳥渡申上置一条につき書状)　善七→佐兵衛様 21日 小切継紙･1通 28-57

(用事のため来訪の件につき書状)　水野子賢→晋敬雅
義兄様

21日 横切紙･1通 28-83

(髪ガスブタ送付遅延の件謝罪につき書状)　成遂→銭
左大先生

21日 小切継紙･1通/(赤
色罫紙)

28-213

(儀事所へ出頭につき書状)　次郎太→鉄佐 26日 小切紙･1通 28-67

(清洲へ出発願につき書状)　道平→忠常兄 26日 小切継紙･1通 28-163

(お供できずお詫びの件につき書状)　太郎吉→正三郎
様

26日 横切紙･1通 28-215

(包紙の料紙問合せにつき伺状)　庄七→渡辺様 新30日 横切紙･1通 28-92

(明日参上の時刻通知につき書状)　庄五郎→定次郎様 31日 小切継紙･1通 28-217

(煮豆の礼など書状下書) 小切紙･1通/(前
後欠カ)/(№28-3
は15冊紐一括)

28-3-15

(白紙) 横切紙･1通/(紙
縒紐あり)

28-5

(封筒)　鍳蔵→定治郎雅兄 封筒･1点 28-6

(封筒)　→渡辺君 (封筒)･1点 28-7
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(面談願につき書状) 横切紙･1通 28-10

(来訪伺につき書状) 横切紙･1通 28-12

(荷物御渡しにつき書状)　なべや→相生町様 横切継紙･1通 28-18

(時候挨拶文) 小切継紙･1通/(後
欠)

28-31

(擦鉢の件つき書状) 小切継紙･1通/(後
欠カ)

28-32

(依頼の件につき書状下書) 小切紙･1通/(後欠) 28-33

(鷺丹公蘭之画などにつき書上) 横切継紙･1通 28-40

(山行の節会計のこと御礼につき書状)　松本隆録･加
藤岱谷･鈴木堅蔵→渡辺君

横切継紙･1通 28-42

(書状断簡)　岱谷→渡辺定次郎君 小切紙･1通 28-52

(山脇相見へ候につき書状､断簡)　賢蔵→晋敬君 横切紙･1通/(後欠) 28-55

(包紙)　佐渡県奥田小参事→佐野屋佐兵衛様 横切紙･1通 28-65-1

(拙衲壱人御断りにつき書状)　暁山→渡辺様 横切紙･1通 28-72

(進物の切干受取願などにつき書状) 横切継紙･1通 28-80

(書状宛名案文)　→水谷おなか様･太田久左衛門様･青山
おりつ様･柴田おきの様･加藤御隠居様･中村おしほ様

横切紙･1通 28-101

(書状宛名案文)　→水谷おなか様･太田久左衛門様･青山
おりつ様･柴田おきの様･加藤御隠居様･中村おしほ様･中
野なくう様･青山新七様･水谷おしす様･松ノ市様

横切継紙･1通 28-102

(新年の挨拶につき書状) 横折紙･1通 28-123

(舎弟君へ預け荷差上につき書状)　渡辺鋤三郎→渡辺
佐兵衛敬君

横切紙･1通 28-124

(明後日うどん打ちにつき案内状) 横切継紙･1通 28-130

(横赤塚町開業の様子など書状) 横切継紙･1通 28-135

(書状断簡)　道平→渡辺君 小切紙･1通/(後欠) 28-168

(御見舞の礼状) 小切紙･1通/(前欠
カ)

28-169

(電信封筒)　tabutu電信局→相生町Watanabekun 封筒･1点/(№28-
184は5点封筒入)

28-184-1

(熱田神宮参詣に御供につき書状下書) 横切紙･1通/(包
紙入)

28-185-1

(熱田神宮参詣に御供につき書状下書) 横切紙･1通/(包
紙入)

28-185-2

(書状断簡) 断簡･4点 28-186

(佐野屋佐兵衛内輪事故につき書状) 小切紙･1通 28-190

(書翰の次第行き過ぎにつき書状) 小切継紙･1通/(後
欠)

28-193

(恰野集の内借用願につき書状)　南朝→比方様 小切紙･1通 28-195

(出行の際の方角の件につき書状)　水野(印文｢大日本
水道易学家水野南北｣)→上

横切継紙･1通 28-222

(歌会の模様報告につき書状) 横切紙･1通/(後欠) 28-234

(証書の件尋問のことにつきお礼) 小紙･1通/(断簡カ) 28-257

覚(大野節･山行之節入用金などにつき) 横切継紙･1通 28-273

(駒屋へ地券についての返事の件につき書状)　佐兵
衛→定二

小切紙･1通 28-405
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(書状断簡)　中村太郎吉→渡辺佐兵衛様･同おつな様 小切紙･1通/(前欠) 28-421

(書状断簡)　大曽根坂下飼葉屋清兵衛→相生町佐野屋佐
兵衛様

横折紙･1通/(包紙
カ)

28-442

(状物断簡)　→佐野屋佐兵衛様 小切紙･1通 28-535

(書状断簡) 小切継紙･1通 28-554

(書状下書) 横切継紙･1通 28-557

(御隠居様死去お悔やみにつき書状) 小切継紙･1通 28-571

(本日午前11時迄に来訪願につき書状) 横切紙･1通 28-574

(囃子の稽古につき書状)　水野庄蔵→渡辺定次郎様 横切継紙･1通 28-584

(菖蒲などに関する和歌添削願)　正三郎→定御産様 横切紙･1通 28-588

(断簡) 小切紙･1通 28-590

(私心配にて一度帰宅の旨などにつき書状)　ます→佐
田様

横切継紙･1通/(後
欠カ)

28-594

(御隠居様死去お悔やみにつき書状) 横切紙･1通 28-602

(封筒)　奈良北天満町福井敬祐→尾張国名古屋赤塚町児玉
嘉助殿(印文｢尾張愛知名古屋｣)

封筒･1点 28-603

(年頭の挨拶につき書状) 横折紙･1通 28-604

5.8.信仰
御礼御祭買物帳　鉄砲塚町中之切御降臨元佐野屋佐兵衛 慶応3年丁卯9月11日 横長半･1冊<7丁

墨>
23-3

他行ニ付届(母つな西京東本願寺参詣につき届書写)
　名古屋区相生町3丁目41番邸商渡辺佐兵衛→相生町戸長

岩田正富殿

明治12年4月30日 竪紙･1通/(黒色
罫紙)

74-4

他行ニ付届(母つな西京東本願寺参詣につき届書写)
　名古屋区相生町3丁目41番邸商渡辺佐兵衛→相生町戸長

岩田正富殿

明治12年4月30日 竪紙･1通/(黒色罫
紙)

74-5

他行ニ付届(母つな西京東本願寺参詣につき届書写)
　名古屋区相生町3丁目41番邸商渡辺佐兵衛→相生町戸長

岩田正富殿

明治12年5月1日 竪紙･1通/(黒色罫
紙)

74-6

他行届(讃岐国金毘羅ならび西国四国の神社仏閣参詣
致度につき)　鈴村磯七印→戸長御中

明治15年2月28日 竪紙･1通 28-317

記(伊勢参宮掛金他267円94銭預りにつき) 寅2月8日 横折紙･1通 28-386

記(金1円受納)　別院納払所(印)→三浦みのとの 卯12月11日 小切継紙･1通 28-781

奉納(神納につき祈祷すべき旨)　秋葉寺役寮(印)→名
古屋佐野屋佐兵衛殿

酉6月26日 横切紙･1通 66-4

御大会志(金50匹上納につき)　長休寺→佐野屋佐兵衛 酉10月8日 小切紙･1通 66-3

御達着志(金100疋奉納につき御印下賜状)　飯田大膳
(印)･下間民部卿(印)→鉄砲塚町佐野屋佐兵衛

酉11月5日 小切紙･1通 66-1

志(金100疋奉納につき御印下賜状)　飯田大膳(印)･下
間大蔵卿(印)→尾州名古屋佐野屋佐兵衛

戌3月6日 小切紙･1通 66-2

(熱田神宮参詣に御供願状)　鍬三郎→渡辺佐兵衛様 1月23日 横切紙･1通 28-545

記(中野清三郎様金2銭ほか金子受納)　養念寺納所→
渡辺佐兵衛様

6月5日 横切紙･1通 28-336

(来8月1日神祭につき通知状)　渡辺正兵衛→中村鍬三
郎様･同太郎吉さま

7月28日 横切継紙･1通 28-625
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記(酒代他34銭受取)　真誠講御定宿美濃大垣舟町京丸屋
平吉(印)→諸君様

8月17日 小切紙･1通(木版) 69-21

(参詣願につき書状) 10月5日 横切継紙･1通/(青
色罫紙)

28-618

(参詣御供の件につき書状)　信正→忠経君 横切紙･1通/(後
欠カ)

28-209

覚(外宮内宮末社名書立) 横切継紙･1通 28-239

(東照宮祭礼諸掛り分担書) 横切継紙･1通 28-435

養念寺奉納物 横切紙･1通/(後
欠カ)

28-446

(御燈料･野菜料納入者名前書立) 小切紙･1通/(後
欠カ)

28-568

5.9.衛生
届(佐兵衛･妻すず･妹りやう天然痘･種痘済の旨届書) 明治11年5月 竪帳･1通/(黒色

罫紙)/(№60は紐
一綴)

60-5

届(佐兵衛･妻すず･妹りやう天然痘･種痘済の旨届書) 明治11年5月 竪紙･1通/(黒色
罫紙)/(№60は紐
一綴)

60-6

(熊膽丸効能書) 小切紙･2通 69-20

5.10.諸活動
道中覚(大坂往路)　尾州渡辺佐兵衛 安政5年午2月26日出 横半半･1冊<7丁

墨>/(3冊紐一綴
の内)

25-1

道中日記帳(大坂往復)　青藤扣 安政5年午2月29日出
立

横半半･1冊<21丁
墨>/(3冊紐一綴
の内)

25-3

万覚(白紙)　三春 明治5年壬申1月吉日 横半半･1冊<13丁>
/ ( 6冊紐一綴の
内)

26-6

一札(拾得金子入笹屋伝兵衛より返還願)　笹屋伝兵衛
(印)/(奥印)右年寄吹原文二郎(印)→佐野屋佐兵衛様

(明治5年)壬申2月晦
日

半･1冊<3丁墨> 37-5-3

(士族志水忠兵衛よりの通辞の趣同意につき取りなし
願)　味鋺原新田居住士族安藤政順

(明治)7年戌12月 竪紙･1通/(黒色
罫紙)

68-11

東京行道中記(東京往路)　渡辺佐兵衛 明治13年庚辰4月1日
発足

横半半･1冊<9丁
墨>/(3冊紐一綴
の内)

25-2

通貨並ニ物貨受取證(さら物3枚送付)　(三宮駅荷物運
送所中岡利兵衛)北有社(印)→同人(名古屋土方つね)殿

明治23年9月23日 竪紙･1通/(木版) 68-9

(包紙)｢証書類及密用書在中｣ 明治29年11月1日 (包紙)･1点 28-486

乍恐口上之覚(片麻織立方御用仰せつけられるにつき
御下げ金願)　請負山城屋半兵衛

辰9月 横切継紙･1通 28-395

(荷作御見事の旨書付)　太郎吉 3月21日 小切紙･1通/(№
28-3は15冊紐一
括)

28-3-14

(キヨスより不動産売却願相談の件などにつき書状)
　行安寺ニ而―→三浦惣七様

11月18日 横切継紙･1通 28-595

覚(かり米･預り米など勘定) 27日夜 小切紙･1通 28-439

覚(預り米1石9斗ほか書立) 小切継紙･1通 28-429

(帳簿表紙)　佐野屋佐兵衛→小川喜助様 小切紙･1通/(前
欠)/ (裏表紙の
み)

28-438
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(人ごと勘定書上) 小切紙･1通 28-627

預り置品名(ピストル･法律字典他11品)　柴田之蔵 竪紙･1通/(青色
罫紙)

68-7

(六人半勘助他書上) 小切継紙･1通 28-374

よろつおほへ(著名人俗称など覚書) 半･1冊<5丁墨>/
(後欠)/(6冊紐一
綴の内)

26-4

(献立覚書) 横切継紙･1通 28-188-1

御こん立(料理献立書立) 横切継紙･1通 28-246

こん立(料理献立書立) 横切継紙･1通 28-255

(人名書上) 小切紙･1通 28-256

(料理献立書立) 横切紙･1通 28-272

(包紙)｢易学｣　(印文｢大日本水道易學家水野南北｣) 包紙･1点 28-288

(色絵焼付職人別書上) 横切紙･1通 28-388

(土筑割付書上) 横切紙･1通/(№
46は紐一括)

46-97

(暦) 竪紙･1通/(木版)/
(前欠)

69-5

儀員落札名々 竪紙･1通/(黒色
罫紙)

69-15

口上(○印壱本の所在問合せにつき) 小切継紙･1通 28-11

(道案内書付)　三井屋四郎 小切紙･1通 28-203

(関東観光名所書立) 横切継紙･1通 28-245

(旅行中小遣など金銭書上) 横長半･1冊<3丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-31

5.11.乳母奉公
乳母奉公人御請状之事(熱田松岡丑大夫娘しが奉公人

請状､1年季･給金2両3分)　請人山形屋源左衛門(印)→
佐野屋惣右衛門様

天保4年巳7月 竪紙･1通 53-10

5.12.日記
諸事覚(日記など) 横半半･1冊<7丁

墨>/(6冊紐一綴
の内)

26-1

諸事記一(日記､後欠) 8月1日～丑10月26日 横半半･1冊<14丁
墨>/(6冊紐一綴
の内)

26-2

5.13.物品
(白紙) 小切紙･1通 28-407

(白紙) 小切紙･1通/(墨
付なし)

28-544

(罫紙) 竪切紙･1通/(№
46は紐一括)

46-94

(罫紙) 竪切紙･1通/(№
46は紐一括)

46-95
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