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愛親会報尊後不出届･出席届 (明治) 横折紙･1通 47-23

回章(委員会･懇談会入費拠出依頼につき)　→小林守
男様外5名

(明治) 横切継紙･1通 48-1

(5月31日委員会選挙投票用紙) (明治) 小切紙･18枚一綴 112

(清水社開墾地払い下げ願につき計画書再提出) (明治) 半･1冊<4丁>/(青
色罫紙)/(汚損あ
り)

122

(副会長並びに委員選挙投票用紙) (明治) 小切紙･44枚一綴 128

(病気見舞･紅葉山等につき書状) 3月16日 横切継紙･1通 47-12

(東京同労社よりの通知2通至急回送につき回章)　鈴
木文拙→前嶋重江様(印)外2名

9月2日 横切紙･1通 48-10

2.3.温故会
(温故会開会につき通知の旨回章)　(温故会)当番可児

久五郎→横口良蔵様外14名
(明治)31年1月11日 横切継紙･1通/(封

筒入)
48-2

3.医業
3.1.薬種
御薬種之通　薬屋亀吉→鈴木玄察様 安永9年(7月12日) 横美半･1冊<15丁> 26

日新盛徳(処剤日記)　不足燿坊 (明治15年3月) 横長半･1冊<25丁
墨>/(2冊一綴の
内)

28-1

日新盛徳(処剤日記)　不足燿坊 (明治15年4月) 横長半･1冊<24丁
墨>/(2冊一綴の
内)

28-2

(薬種勘定書)　いセ屋久兵衛(印文｢名古屋[　]高木九兵
衛｣)→鈴木文拙様

(明治)23年2月 横長半･1冊<2丁>/
(№29畳込一括)

29-2

(薬種勘定書)　小西利七→鈴木文拙様 明治24年旧7月 横長美･1冊<2丁>/
(№29畳込一括)

29-1

(牛乳の効能の説明書､草案) (明治) 竪紙･1通 77

相場(薬種相場書)　生田→鈴木薬室 戌正月 横長半･1冊<8丁> 27

(喰合せ･本草学･植物学等部分ごと書籍名書上) 竪紙･1通/(青色罫
紙)

92

(御薬代金書上､漢字練習などの書込あり)　司方ニテ
伊藤家内

切紙･1通 144

3.2.通信
(小嶋弥五右衛門の膈噎の病状につき書状) 4月21日 小切紙･1通 48-46

(河田直弥の子供の病状経過につき書状) 8月22日 横切継紙･1通 48-38

(大病により他邦遊学断念等につき書状)　河田直弥→
鈴木先生

8月29日 横切継紙･1通 48-12

(河田子の容態悪しきにつき書状)　長野龍→鈴々木文
拙様

9月4日 横切継紙･1通 48-19

(病状悪化につき書状)　(大久保)慎三→(鈴木)文拙様 22日午時 横切継紙･1通 48-18

(春龍の病状経過につき書状)　(大久保)慎三→(鈴木)文
拙大人

29日夕方認 横切継紙･1通 48-42

犬山鈴木家文書　2.旧犬山藩士/2.稲置愛親会
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(梁甫の開業につき書状) 横切紙･1通 48-15

(河田直弥の容態書)　(大久保)慎三→(鈴木)文拙様 横切継紙･1通/(5
枚一組)

48-29

(万屋助右衛門病状報告につき書状､後欠) 横切継紙･1通 48-31

3.3.相続
(鈴木玄道病死につき犬山町医師睦太郎跡目相続願)

　*紙背書入
(明治11年) 竪紙･1通 119

(家督相続の心得等につき) 横折紙･1通 167

3.4.河田直弥
文行堂蔵書目禄(録)　河田直弥 万延1年2月改之 横長半･1冊<10丁> 49

覚(板代金等〆18匁余金銭勘定書)　庄七(印)→河田直
弥様

酉4月29日 竪紙･1通 76

河田家諸出入覚　蔵春扣 戌正月 横長半･1冊<2丁> 42

4.塾
沈蔵観一切出納記　侯庵肘後(鈴木文拙) 明治27年冬期ヨリ28年

冬期前迄
横長半･1冊<14丁> 37

武藤文平月俸金出納帳(塾生月俸差引勘定) 明治29年 横長美･1冊<2丁墨> 4

明治三拾年前季納出経済(生徒謝議､学費等出納帳)　
侯庵肘後(鈴木文拙)

明治30年 横長半･1冊<17丁> 39

丗年度後季出入記(謝議他､31年度分も含)　*表紙｢病
中臥蓐後事残燈無焔影瞳ニ｣　侯庵(鈴木文拙)

明治30年 横長半･1冊<7丁墨> 40

記(堀口源一郎分学校小遣金書上) 横折紙･1通 134

記(在塾日報分玄米差引勘定書上･掟米取調書上) 横切継紙･1通 190

5.鈴木家

5.1.家族
5.1.1.通信

(孫子様死去につき悔状)　母より→おやう殿江 7月 小切紙･1通 48-45

(近況等につき書状)　土佐より→御うの様 9月5日 横折紙･1通 48-47

(俊造へ馳走のお礼等につき書状)　母より→おあさと
のへ

横切継紙･1通/(№
48-4･5畳込一括)

48-4

(俊造への来訪依頼等の書状1通御届願につき書状)　
(母)→(おあさ)

横切紙･1通/(№48-
4･5畳込一括)

48-5

(綿のあめ少々送付等につき書状)　母より→おあさと
のへ

横切継紙･1通 48-6

(新道一件の世話につき礼状)　ばゝより→伊山様 横切継紙･1通 48-9

雑具之部　四(御紋付三重･新駕籠壱挺等道具帳) 半･1冊<35丁> 97

犬山鈴木家文書　3.医業/2.通信
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5.1.2.冠婚葬祭
百年忌御物帳(寂翁和尚)　鈴木玄道 寛政7年卯2月 横長美･1冊<5丁墨>

/(6冊一綴の内)
5-1

寂翁和尚百年忌客簿 寛政7年乙卯2月 横長美･1冊<5丁墨>
/(6冊一綴の内)

5-2

百年忌買物帳(寂翁和尚)　鈴木玄道(印) (寛政7)年乙卯2月 横長美･1冊<8丁墨>
/(6冊一綴の内)

5-3

かりもの帳(寂翁和尚百年忌借物帳)　鈴木玄道(印) (寛政7年)2月 横長美･1冊<2丁墨>
/(6冊一綴の内)

5-4

寂翁百年諸事覚 寛政7年乙卯2月 横長美･1冊<5丁墨>
/(6冊一綴の内)

5-5

敬順童子諸事留(葬送～三十七日) 享和1年辛酉3月14日 横長半･1冊<7丁> 6

妙圓示寂諸事留(葬送～五十四回忌) 文化4年丁卯5月6日(～
安政7年)

横半半折･1冊<17
丁>

7

宝林院葬送其外諸事覚(葬送～三十七回忌) 文化12年6月朔日(～嘉
永7年4月晦日)

横長美･1冊<33丁> 8

留春堂葬式其外諸事留(死去～二十七回忌､玄察在江
戸中死去)

天保7年丙申6月□日
(～文久2年6月)

横長半･1冊<36丁
墨>

9

開敷院凶礼記(葬送～十七回忌) 弘化2年乙巳4月晦日
(～明治4年4月)

横長半･1冊<19丁> 10

開敷院葬式寺帳 (弘化2年)5月2日六ッ
時

横長半･1冊<4丁> 11

(寂翁和尚百五十回忌諸事覚) (弘化2年) 横長美･1冊<2丁墨>
/(6冊一綴の内)

5-6

開敷院悔帳 (弘化2年) 横長半･1冊<8丁> 12

退鬼堂君臥病ニ付訪客并貰物留　鈴木 安政6年己未5月22日
(～7月7日)

横長半･1冊<11丁> 13

逢夢不幸諸費留 万延1年庚申6月23日
(～10月4日)

横長半･1冊<6丁> 14

退鬼堂不録諸記 文久2年壬戌9月 横長半･1冊<34丁> 16

直弥発病己未死去後迄諸留(鈴木文拙扣) 文久1辛酉9月(11日) 横長半･1冊<3丁> 15

お金不幸諸事留(表紙｢買帳｣墨消)　鈴木玄察屋敷 (近世) 横長半･1冊<6丁>/
(2冊一綴の内)

23-1

悔帳 明治22年6月29日 横長半･1冊<8丁>/
(№19畳込一括)

19-2

香奠帳 明治26年6月29日 横長半･1冊<5丁> 21

寺帳(承教院送葬)　*一部鉛筆書 明治26年7月1日 横長半･1冊<5丁> 20

沈蔵坊俟庵医士諸費記(初七日葬祭料等)　鈴木氏 明治31年4月3日 横長半･1冊<7丁墨> 41

買物帳　*表紙｢合第四号･第弐合｣　寺内先鈴木文拙 明治31年4月外 横長半･2冊<5丁墨>
/(№24紙縒一括)
(2冊一綴の内)

24-1

(鈴木文拙葬儀葬送行列図) (明治31年) 横切継紙･1通 184

遠高孫女殯歎記(順長上京留守中)　(鈴木)文拙筆記 明治紀元12月2日歳在
戊辰

横長半･1冊<11丁> 17

悔帳　新町大□ (明治)18日出棺暮六時 横長半･1冊<3丁>/
(№19畳込一括)/
(表紙切断)

19-1

膳椀調介帳　世話方鈴木彦十 大正6年10月吉日 横半半折･1冊<3丁
墨>

25

(葬儀開催につき報知人名書上) (卯5月) 横切継紙･1通/(№
169一綴)

169-1

犬山鈴木家文書　5.鈴木家/1.家族/2.冠婚葬祭
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(継母死去につき忌服届)　鈴木玄察 (卯)5月11日 小切紙･1通/(№
169一綴)

169-2

覚(葬送日時･出棺方角等報知書) (卯)5月11日 小切紙･1通/(№
169一綴)/(灰色宿
紙)

169-3

(葬送行列役割書) (卯5月) 小切紙･1通/(№169
一綴)

169-4

(葬送行列図) (卯5月) 横切継紙･1通/(№
169一綴)

169-5

(越前布代金8匁7分等〆17匁5分代金受取書)　大丸や
多吉→鈴木伊山様御屋敷

卯5月16日 横切継紙･1通/(№
169一綴)

169-6

御香典之覚(前嶋治左衛門他7名分香典書上)　大光寺
納所→鈴木玄察様

(卯9月17日) 横切継紙･1通/(№
169一綴)

169-7

覚(御法事料金3分等金銭受取書)　大光寺納所→鈴木伊
山様御屋敷

5月21日 小切紙･1通 160

買者帳 6月29日 横長半･1冊<2丁墨>
/(№24紙縒一括)/
(2冊一綴の内)

24-2

秋岳童子諸記(葬礼～七回忌) 横長半･1冊<4丁> 18

葬式之際買物帳　鈴木氏 横長半･1冊<7丁墨> 22

寺帳(お金葬送) 横長半･1冊<7丁>/
(2冊一綴の内)

23-2

入用記(導師金100匹他葬送関係費) 横折紙･1通 111

(婚姻式の次第書) 横切継紙･1通 139

(百ヶ日までの読経非時飯の献立記) 横長半･1冊<2丁> 142

5.2.地主
(借用金証文の村役人印取扱につき書状)　(林)文行

→(鈴木)玄察様
(近世)7月12日番 横切継紙･1通 48-17

地引帳(楽田村勝部組､表紙に明治11年以降の字別の
土地数の追記あり)

明治9年子1月 半･1冊<22丁>/(表
紙に貼紙あり)/
(訂正･貼紙あり)

51

出張物願(秋葉神社常夜燈設置につき並びに許可の旨
愛知県稲置警察署朱書)　地主代理尾本縁三郎(印)･鈴
木文拙外3名→稲置警察署御中/(奥書)右村(稲置村)戸長
代理筆生中野半(印)

明治15年5月6日 半･1冊<2丁>/(黒
色罫紙)

75

明治十一年度不足取立記載帳 明治16年未 横長半･1冊<6丁墨> 1

明治十八年度通常村会　弐番(村落経費等につき) 明治18年 半･1冊<7丁>/(一
部破損)

95

明治廿一年度臨時村会議案(堤防修繕費･共有山林の
境界調査費等に関する議案)

(明治21年) 半･1冊<10丁>/(愛
知県丹羽郡学伝村
戸長役場の青色罫
紙)/(一部破損)

96

(増田静雄次男道彦身元確認書)　(愛知県丹羽郡犬山)増
田静雄

(明治)22年10月 竪紙･1通/(青色罫
紙)

171

願(所有地所を犬山神社へ献納につき並びに不許可の
旨東京家従下げ札)　鈴木文拙→丸山御邸御家従御中

明治23年8月4日 竪紙･1通/(青色罫
紙)

90

(所持地3畝歩余を丸山邸経由で犬山神社に献納願) (明治24年) 竪紙･1通/(青色罫
紙)

91

私有地桑田掟米収入帳(春夏桑葉収穫後掟証差入の
覚)　鈴木文拙

明治26年 横長半･1冊<4丁墨> 36

耕地請作証券(丹羽郡犬山丁古券9畝)　丹羽郡犬山町
千二百四十六番戸請作人小川兵太郎(印)外1名→犬山町鈴
木文拙様

明治29年1月9日 竪紙･1通 38-1

犬山鈴木家文書　5.鈴木家/1.家族/2.冠婚葬祭



－212－ －213－

耕作請取証券(尾張国丹羽郡犬山町字東古券9畝余)　
請作人高木孫七外1名→犬山町鈴木文拙殿

明治29年1月9日 竪紙･1通 38-3

耕地請作証券(尾張国丹羽郡犬山町東古券畑4畝歩)　
請負人近藤松四郎(印)外1名→犬山町鈴木文拙殿

明治29年1月20日 竪紙･1通 38-2

勤倹取極之事(五人組規約) (明治) 半･1冊<3丁> 67

配水地名寄帳(雛形) 美･1冊<2丁>/(下
部破損)

72

(番地別畑地面積書上) 横長半･1冊<2丁> 143

(吉野又蔵他土地租税書上) 横長半･1冊<5丁> 127

家督届(丹羽郡学伝村松山弥十郎､下書) 竪紙･1通/(青色罫
紙)

126

5.3.家屋
(間取図) 竪紙･1通 65

(鴨居･柱等代金書上) 竪紙･2通/(元は横
長半､帳外れ)

66

(床台3匁等〆728匁余差引勘定書) 横長半･1冊<3丁墨> 165

5.4.家計
掛物帳(購入帳) 文化13丙子年5月同写 横美半折･1冊<7丁> 31

端(反)物数覚帳　第四区丹羽郡富見丁千百七番地 明治11年3月 横半半折･1冊<10
丁>

33

萬御通(三河国壁海郡宇頭村)　かわうちや三蔵 明治21年10月 横美半折･1冊<6丁> 35

第四七〇号(地方税金25銭領収書)　愛知県丹羽郡犬山
町収入役岡田丹次郎(印)→鈴木文拙殿

明治23年4月30日 小紙･1通 99

第九四四号(町税領収書)　愛知県丹羽郡犬山町収入役岡
田丹次郎(印)→鈴木文拙殿

明治23年5月30日 小紙･1通 114

記(会席椀並び菜盛椀五人前代金請求書)　二代目雨橋
屋(印)→鈴木文拙様

明治25年5月 小切紙･1通 100

記(半月盃五人前代金1円20銭につき)　二代目雨橋屋
(印)→鈴木文拙様

明治25年5月 切紙･1通 140

送り券(天切酒8升等)　岐阜県羽栗郡笠松町米屋吉五郎→
地内先すず木文拙様

明治25年12月1日 小切紙･1通/(一部
木版)

172

受取証(益友社に関する書類等)　廣瀬宮太郎(印)→鈴木
俗三(裕三)殿

明治31年5月31日 竪紙･1通/(青色罫
紙)

188

十一年上納分記(1月～6月までの民費) (明治) 横折紙･1通/(青色
罫紙)

125

記(船賃〆3銭金銭書上につき)　車又林二→寺内サキ鈴
木様

丑旧7月13日 切紙･1通 155

おほへ(松代金等〆69匁1分受取書)　枡屋清八→すずき
様

巳5月 横切継紙･1通 101

覚(紙本送付引受状)　京大坂御飛脚所井ノ口屋半左衛門
(印文｢名古屋会所｣→鈴木文拙様)

酉6月22日 小切紙･1通 158

記(箱代52銭等〆69銭2厘勘定書)　森典次郎→鈴木様 旧2月9日 小切紙･1通 161

覚(色紙代金等勘定書)　となり惣助→川田直弥様 3月8日 横切継紙･1通 159

おほへ(すそ代金等〆4匁1分5厘につき)　小屋→川島様 3月8日 小切紙･1通 182

記(硝子2枚代金10銭受取書)　大丸や→スズキ様 3月25日 小切紙･1通 162

犬山鈴木家文書　5.鈴木家/2.地主
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金銭出入覚帳(家計費) (4月16日～5月22日) 横長半･1冊<2丁墨> 43

覚(浅古あき代等〆金1両ト128文受取書)　半屋源七→
鳥居様御別用

7月13日 横切継紙･1通 177

覚(木綿代金受取書)　(京室町丸太町角のむら)兵七→上 9月3日 横切紙･1通 30-7

(金銭勘定書) 竪紙･1通/(青色罫
紙)

61

(秋葉藤善束法事関係留書) 横折紙･1通 79

覚(一人別金銭書上) 横切継紙･1通 80

(包紙)　はや屋→上 包紙･1点 105

(未記入横帳) 横長半･1冊<8丁> 106

(米代銭等払銭書上) 竪紙･1通/(貼紙あ
り)

124

記(堀口源一郎入用支払につき)　鈴木文拙(印) 横折紙･1通 131

(罫紙300枚･マッチ5つ等諸品書上) 横折紙･1通 157

(袖口等代金支払願､端裏書｢乗鋒略記｣) 横切継紙･1通/(灰
色宿紙)

178

覚(酒代〆749文書上)　和蔵 小切紙･1通 181

(諸品代金支払日記) 竪紙･1通/(青色罫
色)

64

5.5.金銭貸借
借用申金子之事(要用につき1両2朱)　留川靱負(印)→

鈴木玄察殿
文政6未年11月 竪紙･1通 45-3

借用申金子之事(札金2匁)　借主山本八九郎(印)外1名→
鈴木伊山様

文政9戌年12月 竪紙･1通 45-7

借用申金子之事(金3分､内1両を天保11年11月に返済
の旨後筆)　借主薬屋嘉吉(印)→鈴木様御屋敷

天保2年卯11月 竪紙･1通 45-6

借用申金子之事(要用につき3両)　留川蔵貞(印)→鈴木
伊山老先生

天保4年巳正月 竪紙･1通/(虫損大) 45-1

拝借仕金子之事(合金13両)　拝借主横町宮田屋兵左衛門
(印)外2名→鈴木玄道様

天保6年未正月 竪紙･1通 45-14

借用申金子之事(借金無利子7ヶ年にて返済延期につ
き)　早川七助(印)外1名→鈴木玄察殿

天保6年未4月 竪紙･1通 45-4

(正金9両借用証文､1分返済の旨後筆)　前島次左衛門
(印)→鈴木玄察殿

弘化5年申3月 竪紙･1通 45-13

借用仕金子之事(5両借用)　林屋平八(印)→鈴木玄察御
屋敷

嘉永4年亥6月 竪紙･1通 45-11

借用仕金子之事(土蔵を質物にて11両借用)　林屋平八
(印)→鈴木玄察様御屋敷

嘉永4年亥6月 竪紙･1通 45-12

預り申金子之事(屋敷知行所預り､村方へ貸し渡金に
つき)　鈴木玄察→大久保隆一殿

嘉永6年12月 竪紙･1通 44

預り金之事(献金につき5両借用)　安田平七(印)→鈴木
文拙様

文久3亥年7月 竪紙･1通/(虫損大) 45-8

記(元金･利子近日返済につき)　鈴木文拙→加藤おみつ
様

(明治)23年6月25日 切紙･1通 123

証(仕道金之助へ金10両拝借証文)　鈴木文拙(印)→半
田助吉殿

明治28年2月7日 竪紙･1通 187

借用□(申)金子之事(1両)　杉山玄□(印) 巳12月 竪紙･1通/(虫損大) 45-9

犬山鈴木家文書　5.鈴木家/4.家計
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覚(要用3両借用)　河田宗達院(印)→鈴木玄察様 申3月21日 竪紙･1通 45-10

借用申金子之事(要用につき3両)　留川亥□左(印)→鈴
木伊山様

戌8月 竪紙･1通 45-2

(約束の金子の一部返済につき書状)　(犬山)綿屋治左
衛門委(印)→鈴木玄察様

4月2日 横切紙･1通 48-21

覚(札金2両拝借願)　浜井□中堅(花押)→鈴木玄察様 9月28日 小切紙･1通 183

借用申金子之事(2両余)　→(長谷川殿) 竪紙･1通/(虫損甚
大のため開封不能)

45-5

5.6.教養
御釜料之事(金71銭余受取書)　宇治谷邨與三郎→鈴木文

拙様
明治23年3月9日 小切紙･1通 180

(山本氏賛)　鈴木文拙謹撰 明治26年2月18日 横切紙･1通 117

(山本氏賛)　鈴木文拙謹撰 明治26年2月18日 横折紙･1通 154

征清闘台略履歴(控､朝鮮･台湾への出兵中記録､朱書
訂正入)　愛知県尾張国丹羽郡今井村字禰宜洞組奥長瀬
円次郎

明治29年 半･1冊<32丁>/(貼
紙あり)

55

(村瀬太乙先生賛草稿)　*№188の下書　鈴木文拙欽曰 (明治) 竪紙･1通/(貼紙あ
り)

185

(村瀬太乙先生賛)　*朱書入 (明治) 竪紙･1通 186

於沈蔵坊略式会席･於沈蔵坊略式膾炙(懐石次第書､挿
入史料あり)

(明治) 横折紙･2通 147

(勅題傑作謄写へ感謝につき書状)　藤白→鈴木竹屋先
生

大正甲子(13年)1月元旦 横切継紙･1通 102

四凶(短歌) 小切紙･1通/(№30-
1～7畳込一括)/
(木版)

30-6

(草稿書) 包紙･1点 82

(漢字練習書) 竪紙･1通 104

(人生訓散文6首) 横切紙･1通 118

(書画散文) 竪紙･1通/(黒色罫
紙)

141

(和歌2首)｢なるおとの…｣ 小切紙･1通 145

筆目録(讃及び画の作者人名書上) 横美折紙･1通 146

(和歌3首)｢うつものも…｣ 切紙･1通 149

十一月十三日正午洞雪庵御畳板入囲(懐石次第書) 横切継紙･1通 153

(和歌2首)｢正心…｣ 横切継紙･1通 163

(七言律詩)｢三折鄙工了始終…｣ 横折紙･1通 164

(懐石次第書) 横切継紙･1通/(虫
損)

166

(10月20日夜の懐石次第書) 横切継紙･1通 175

十二月十二日正午小坂井亭(懐石次第書) 横切継紙･1通 176

(五言律詩)｢恵境年光速家山…｣ 小切紙･1通 179

(先祖名書上) 横折紙･1通 132

(献立書)　広葉 横折紙･1通 148

(｢火徳之精金方之気｣など願い事書上) 横切継紙･1通 150

犬山鈴木家文書　5.鈴木家/5.金銭貸借
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5.7.信仰
毎月醵銭･日守贖銭入記　秋葉献燈油銭出記　預主鈴

木文拙
(明治9年)丙子2月より
(明治19年2月28日入)

横長半･1冊(5丁) 46-1

(祈祷料受取証文)　秋葉神社祭務課(印) 明治10年4月14日 横切紙･1通/(作成
者部分等一部木
版)

46-3

犬山神社祭典次第 (明治) 横折紙･1通 174

(二七日寺へ参詣者書上) (9月18日～19日) 横折紙･1通 173

(祈祷料受納証)　可睡斎役料(印)→尾州稲置村 横切紙･1通/(作成
者部分木版)

46-2

(神饌提供者書上) 横折紙･1通 109

5.8.交際
副書(短冊出来延引の侘等11ヶ条) (近世)6月10日夕認御畢 横切継紙･1通 48-11

(福本よりの軸差上げにつき)　(鈴木)睦太郎→(鈴木)玄
察様

(近世) 横切継紙･1通 48-20

口演(震災被害につき婚礼欠席の旨)　宮田延次郎→鈴
木先生殿

明治25年4月5日 切紙･1通/(活版) 110

(出産後のお妻さんの件につき書状)　赤月九→月丸賢
兄

正月14日 横切継紙･1通 48-22

(不調方の申上方の詫び等につき書状) 2月2日 横切継紙･1通 48-40

(衣類の生地につき書状)　守文→(鈴木)玄察様 3月7日 横切紙･1通 48-14

(改名の祝につき書状)　増二郎→(鈴木)玄察様 3月23日 横切紙･1通 48-33

(玄庵長･私勤学並びに借財の受取書延引等につき内
密の書状)　(林)文行→(鈴木)玄察様

4月16日 横切継紙･1通/(虫
損)

48-16

(茶器名形篇購入等につき書状)　謙→逸谷先生 6月18日 横切継紙･1通 48-26

(暑中見舞としてビール送付につき書状)　徳川義親御
家扶→鈴木寿三郎殿執事御中

7月24日 横切紙･1通 48-34

(御昇任祝儀として松魚節送付につき書状)　徳川義親
家扶→鈴木寿三郎殿御執事中

9月8日 横切紙･1通 48-36

(祖母貞享院初七日の酒漬贈りにつき書状)　御座屋登
→鈴木文拙様

10月15日 小切紙･1通 48-27

(主家助成の件につき書状)　(鈴木)玄察→桐園先生 11月朔日 横切紙･1通 48-23

(御宅金証文一件につき書状)　麹丁→柳原様 11月14日 横切継紙･1通 48-25

(歳暮の祝儀として松魚節送付につき書状)　徳川義親
家扶→鈴木寿三郎殿執事御中

11月20日 横切紙･1通 48-37

(依頼の書出来につき書状)　大黒→鈴木伊三様 12月18日 小切継紙･1通 48-28

(歳暮として松魚節送付につき書状)　徳川家家扶→鈴
木寿三郎殿

12月29日 横切紙･1通 48-35

(両者行違いの次第につき書状) 横切継紙･1通/(貼
紙あり)

48-3

(副会長回章への意見問合せ等につき急書状)　鈴木文
拙→宮田忠治様

竪紙･1通 48-7

(好諸薬･咎赦免等への礼状)　(東京都四谷仲町三丁目廿
番地加藤正次)安彦→(鈴木)文拙様

横切紙･1通/(封筒
入)

48-8

(家政向につき書状) 横切紙･1通 48-24

犬山鈴木家文書　5.鈴木家/7.信仰
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(おはつ様命日の夜せん入手等につき書状) 小切紙･1通 48-39

(ご馳走のお礼等につき書状)　とさより→御母様 横折紙･1通 48-41

(近況伺等につき書状　2通一紙)　御母→おあさとのへ
/(鈴木)玄察様

横折紙･1通 48-43

(龍公肖像の書写過程につき覚書) 横切紙･1通 48-44

(海軍主計部合格につき今井和三郎の賛辞) 竪紙･1通 81

(小島町等犬山内各町出席人名確認帳) 横長半･1冊<4丁> 103

(出席者書上) 横折紙･1通 108

(山田氏賛) 横折紙･1通 113

(平井善栄･星野久庵へ依頼人名につき書付) 切紙･1通 136

(包紙｢掲覧物｣)　無為 包紙･1点 137

(包紙｢掲覧物｣) 包紙･1点 138

5.9.通信
覚(早封状送付引受状)　(小嶋権兵衛)→鈴木文拙様 申9月20日 小切紙･1通 156

覚(早便送付引受状)　三条通町江戸定飛脚江戸屋新三郎
(印)→柾(大)久保慎三様

(酉)8月14日 小切紙･1通/(№30
畳込一括)

30-3

覚(早便送付引受状)　三条通町江戸定飛脚江戸屋新三郎
(印)→大久保慎三様

酉8月17日 小切紙･1通/(№30
畳込一括)

30-2

覚(正六送付引受状)　三条通町江戸定飛脚江戸屋新三郎
(印)→大久保慎三様

(酉)8月22日 小切紙･1通/(№30
畳込一括)

30-4

覚(封状送付引受状)　*印文｢京都会所｣　尾州御飛脚所井
野口屋半左衛門(印)→大久保慎三様

酉8月29日 小切紙･1通/(№30
畳込一括)

30-1

(綿十代金受取書) 9月2日 小切紙･1通/(№30
畳込一括)

30-5

6.混入文書
6.1.三河国碧海郡関係
地所調人帳(三河国碧海郡小望村)　小望村 明治8年4月 横半半折･1冊<5丁

墨>
3

用土地引絵図(下書､五小区小望村､表紙朱書｢亥十二
月八日納帳｣)　五小区小望村

明治8年乙亥11月 半･1冊<15丁> 52

(丹羽郡学伝村内の金銭紛失訴訟につき裁判記録) (明治11年～明治22年) 半･1冊<6丁>/(黒
色罫紙)/(一部破
損)

54

始末書(出火の件につき)　右(三河国碧海郡宇頭)村中根
春吉(拇印墨消)→愛知県令安場保和殿/(奥印)右村(三河
国碧海郡宇頭村)志水久孝(印)

明治12年7月10日 半･1冊<2丁>/(青
色罫紙)

70

始末書(出火の件につき､下書)　*№70の下書　右(三河
国)中根春吉

(明治12年7月10日) 半･1冊<2丁>/(青
色罫紙)

71

共有公債委員届(起業金共同委員交代につき)　愛知県
碧海郡起業金共同委員同郡矢作村中根幸七･右総代同県同
郡安城村保証人鈴木元八･右惣代同県同郡筒針村保証人富
永藤造→愛知県知事勝間田稔殿

明治19年8月25日 半･1冊<23丁>/(青
色罫紙)

57

(弊村薬師如来入仏執行のため投餅等開催につき来参
願)　東別所村書役米沢(印)→宇頭村書役御中

(明治19年)11月6日 竪紙･1通/(青色罫
紙)/(包紙入)

116

犬山鈴木家文書　5.鈴木家/8.交際
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記(水カン代金等〆20円35銭受取書)　名古屋古渡町小
沢鍬次郎(印文｢名古屋本町通り小沢鍬治郎｣)→宇頭村井
ノ上太吉様

明治20年6月25日 竪紙･1通/(青色罫
紙)

189

呉服太物通　美濃屋忠兵衛→鈴木文拙様 明治21戊子年 横美半折･1冊<14
丁>

34

本堂再建寄帳(大字小望､同内容2枚一括) 明治23年 竪紙･1通/(表紙の
み)

59

本堂再建寄帳(大字小望) 明治23年 竪紙･1通/(一部欠)
/(表紙のみ)

63

字協議費割立帳　*紙背は明治32年御田扇祭役割帳に使用
　志貴村大字宇頭

明治31年12月 竪紙･1通/(青色罫
紙)/(帳外れ6枚)/
(反故紙使用)

73

(小望村壱人別田畑反別帳) (明治) 半･1冊<15丁>/(前
欠)/(綴紐一部欠)

50

(楽田村下舞台壱人別田畑反別帳) (明治) 半･1冊<15丁>/(前
欠･後欠)/(帳外れ
･綴紐欠)

53

(明治用水関係地目変換･開墾地地価査定帳､字宇頭)
　明治用水年期地々主同盟会

大正12年5月 半･1冊<4丁>/(｢明
治用水年期地々主
同盟会｣罫紙)/(活
版)

68

(総計金201円50銭勘定書)　中郷村大字小望信徒惣代平
岩五郎兵衛･同村大字同信徒惣代原田豊助･中郷村大字葉
子檀家惣代平岩半三

竪切紙･1通/(青色
罫紙)/(前欠･後
欠)

62

(愛知県碧海郡宇頭村薬師堂明細書)　古薬師堂看主杉
本妙光･教会衆総代神谷竹四郎･谷川菊蔵外1名

半･1冊<2丁墨>/
(青色罫紙)

56

(碧海郡宇頭村内道法) 半･1冊<4丁>/(青
色罫紙)

69

記(水カン等保証書)　名古屋古渡町小沢鍬二郎(印)→宇
頭村井ノ上太吉様･神谷藤十様

竪紙･1通/(青色罫
紙)

170

移転地変更願(愛知県三河国碧海郡中郷村大字小望真
宗高田派寳乗寺､下書､白紙2枚付)

竪紙･1通/(青色罫
紙)/(№58～68ま
で折込一括)

58

本堂新築請負追約定証券(宝乗寺本堂､下書カ)　→碧
海郡中郷村大字小望宝乗寺世話方御中

竪切紙･1通/(青色
罫紙)

60

6.2.増徴地租小票
(地積一筆限増徴地租小票一括　近藤林分､字長者屋

敷内宅地他)
(明治18年他) 小紙･2点一括 2-1

(地積一筆限増徴地租小票綴　稲垣とき分､字瓢箪の
畑地他)

(明治19年7月他) 小紙･7点一綴 2-2

(地積一筆限増徴地租小票綴　柴田藤治郎分､字東名
古屋の田地他)

(明治31年) 小紙･13点一綴 2-3

(地積一筆限増徴地租小票綴　井口達治郎分､字井上
の田地他)

(明治31年) 小紙･20点一綴/(綴
紐脱)

2-4

(地積一筆限増徴地租小票綴　足立新吉分､字新畑の
畑地他)

(明治31年) 小紙･10点一綴 2-5

(地積一筆限増徴地租小票綴　神谷増右衛門分､字長
者敷の山林他)

(明治31年) 小紙･37点一綴 2-6

(地積一筆限増徴地租小票一括　神谷増右衛門分､字
狐田の他)

(明治31年) 小紙･86点一綴/(綴
紐脱)/(本来は紙
縒一括)

2-7

(地積一筆限増徴地租小票一括　永井徳治郎分､字向
山の他)

(明治31年) 小紙･205点一括 2-8

(地積一筆限増徴地租小票綴　井上小右ヱ門分､字青
木の他)

(明治31年) 小紙･15点一括/(綴
紐脱)

2-9
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(地積一筆限増徴地租小票一括　神谷栄吉分､字池下
の他)

(明治31年) 小紙･15点一括 2-10

(地積一筆限増徴地租小票綴　石原かね分､字北裏の
他)

(明治31年) 小紙･9点一括 2-11

(地積一筆限増徴地租小票綴　谷川栄蔵分､字唐桶の
田地他)

(明治31年) 小紙･7点一括 2-12

(地積一筆限増徴地租小票一括　足立新吉鯛治郎･石
原菊蔵分､字東山の林地他)

(明治31年) 小紙･15点一括 2-13

(地積一筆限増徴地租小票綴　井上龍三郎分､字山神
の畑地他)

(明治31年) 小紙･3点一綴 2-14

(地積一筆限増徴地租小票一括　井上元右ヱ門分､字
出口の宅地他)

(明治31年) 小紙･5点一括 2-15

(地積一筆限増徴地租小票綴　水越菊四郎分､字池下
の田地他)

(明治31年) 小紙･27点一綴/(綴
紐脱)

2-16

(地積一筆限増徴地租小票綴　永井浅次郎分､字池下
の田地他)

(明治31年) 小紙･9点一綴 2-17

(地積一筆限増徴地租小票綴　神谷竹四郎分､字池下
の田地他)

(明治31年) 小紙･35点一綴 2-18

(地積一筆限増徴地租小票綴　長坂たか分､字北裏の
藪地他)

(明治31年) 小紙･11点一綴/(一
部下部欠損)

2-19

(地積一筆限増徴地租小票綴　字北家下の田地他) (明治31年) 小紙･9点一綴/(下
部欠損)

2-20

(地積一筆限増徴地租小票綴　中根松弘分､字新畑の
田地他)

(明治31年) 小紙･11点一括 2-21

(地積一筆限増徴地租小票　井上清右ヱ門分､字出口
の宅地)

(明治31年) 小紙･1枚/(綴紐
付)

2-22

(地積一筆限増徴地租小票綴　井上元右ヱ門分､字黒
田の田地)

(明治31年) 小紙･17点一括 2-23

(地積一筆限増徴地租小票一括　足立与吉分､字山ノ
神の畑地他)

(明治31年) 小紙･73点一括 2-24

(地積一筆限増徴地租小票綴　神谷関治郎分､字瓢丹
の畑地他)

(明治31年) 小紙･33点一綴 2-25

(地積一筆限増徴地租小票綴　永井徳治郎分､字荒子
の畑地他)

(明治31年) 小紙･13点一綴/(一
部上部欠損)

2-26

(地積一筆限増徴地租小票綴　永井徳治郎分他､字瓢
丹の畑地他)

(明治31年) 小紙･13点一綴 191

(地積一筆限増徴地租小票綴　石原教五郎分他､字北
家下の田地他)

(明治31年) 小紙･23点一綴 192

6.3.諸記録
おほへ(惣〆代1貫464文受取書)　(志水杉出町)八屋喜蔵

→菅生様御屋敷
5月8日 小切紙･1通 168

(吉野藤四郎他田畑屋敷面積･地価書上) 横長半･1冊<2丁>/
(前欠･後欠)/(帳
外れ)

120

記(預金差引勘定)　伊藤等次郎殿 横折紙･1通 152
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