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覚(草鞋代484文金銭書付)　わた友(綿屋友吉)→神
戸様

(近世)6月4日 小切紙･1通 い901-2-9

おぼへ(しゐ竹代300文受取書)　喜助→神戸様 (近世)酉6月4日 小切紙･1通 い901-2-10

(味噌代等と柴屋払など差引勘定受取書) (近世)6月4日 横切継紙･1通 い901-2-12

覚(玉露3斗1升代5貫801文受取書)　京萬屋新四郎
→上

(近世)巳正月4日 横切継紙･1通 い908-20

覚(白頭1斗7升配符代受取書)　(名古屋正万寺町)
知多屋庄次郎→上

(近世)正月4日 小切紙･1通 い908-21

覚(白嶋1斗2升配付代受取書)　(名古屋正万寺町)
知多屋庄二郎→上

(近世)正月5日 横切継紙･1通 い908-22

おぼへ(上板代など勘定につき)　萬や栄九郎→上 (近世)5月2日 小切紙･1通 い909-1-7

覚(玉露2升代受取書)　京万屋→上 (近世)6月5日 小切紙･1通 い909-1-9

覚(大蝋1箱代8匁5分受取書)　茶屋甚四郎→神戸楠
五郎様

(近世)巳12月 小切紙･1通 い911-3

覚(並酒2升代受取書)　京万屋和四郎→上 (近世)12月29日 小切紙･1通 い911-5

覚(分銅代受取書)　金沢や伴七→神戸様 (近世)5月8日 小切紙･1通 い911-8

覚(銅細工1枚代勘定書)　建具屋甚次郎 亥ノ極月28日 竪切継紙･1通 い923-3

覚(表6枚代受取書)　近江屋徳右衛門→神戸分左衛
門様

寅7月12日 竪切紙･1通 い923-8

(石牌代受取書)　伝蔵→分左衛門様 (近世)12月26日 小切紙･1通 い925-2

覚(小豆･大根運賃受取書)　大橋市左衛門→神戸文
左衛門様

(近世)亥12月 横切紙･1通 い925-5

覚(芝居入用受取書)　新右衛門→孫右衛門様 (近世)亥極月28日 小切紙･1通 い925-6

覚(足袋代など受取書)　桔梗屋新蔵 (近世)2月27日 小切紙･1通 い925-13

(八郎右衛門殿取かへ代など受取書) (近世) 小切紙･1通/(後欠ｶ) い925-14

記(繕ひ代受取書)　ふじや太助→上 (近世)8月16日 横切継紙･1通 い925-15

覚(平桶代など受取書)　桶や利助→いん京様 (近世)12月29日 竪継紙･1通 い925-27

覚(屏風など代金受取書)　小澤市左衛門→神戸宇
六様

(近世)申極月 小切紙･1通 い930-6

覚(亥正月遣物･頼母子他合11両1分余書付)　か
にへ

(近世)亥12月 横切継紙･1通 い942-9

覚(白上之三重他代正金9匁8分受取書)　(本町通
五丁目河武)河内屋武兵衛

(近世)2月28日 切紙･1通/(い975-5巻
込一括)

い975-5-1

覚(上仕立上組他代正金14匁4分受取書)　音羽屋
儀兵衛→神戸様

(近世)巳2月11･28日 切継紙･1通 い975-5-2

覚(紬しまわた入･はかたちりめんわた入他代1〆
882文受取書)　源蔵→神戸様

(近世)辰極月大晦日 横切継紙･1通 い975-6

請取申買物代金之事(酒･青物諸品代〆金2両3分
余受取書)　横田平兵衛→神戸分左衛門殿

(近世)亥ノ9月28日 竪切紙･1通 い1000-8

(枇杷･かれい2枚など書付)　＊紙背は書状の一部 横切紙･1通/(前欠)/
(反故紙)

い1002

(縮緬壱反本川内室･龍紋壱反御母堂他衣類書付) (近世) 横切継紙･1通 い1004-4

覚(新田いせや勘兵衛･八百屋与兵衛他3名へ51匁
5分余払済書)

(近世)未大晦日 切紙･1通/(い1138-8
はい1138-8-1で包込)

い1138-8-1

覚(32文蝋5丁他〆288文受取書)　いせ屋勘兵衛→
神戸様

(近世)未12月大晦日 切紙･1通 い1138-8-2

覚(草鞋他代〆731文受取書)　わたや友吉→神戸様 (近世)未極月 小切継紙･1通 い1138-8-3

覚(草鞋代240文受取書)　万や清九郎→神戸様 (近世)未極月 小切紙･1通 い1138-8-4

覚(ひじき･大豆他代1貫16文受取書)　(正万寺町
壹丁目)八百屋与兵衛→神戸文左衛門様

(近世)未12月 横切紙･1通 い1138-8-5

覚(金銭受取書)　源六→十右衛門様 (近世)寅3月18日 小切継紙･1通/(い1150
紙縒一括)

い1150-1

覚(かち栗代など2貫579文受取書)　八百屋新左衛
門→林蔵様

(近世)3月17日 横切継紙･1通 い1150-2

覚(炭代受取書)　木の本や半六→林蔵様 (近世)3月17日 小切紙･1通 い1150-3

覚(上味噌代など受取書)　中嶋屋半左衛門→神戸
重右衛門様

(近世)寅3月17日 小切紙･1通 い1150-4

覚(ちりめん他代〆25匁2分受取書)　山名村糸屋
儀左衛門→勘(ママ)戸様

(近世)4月24日 小切継紙･1通 い1167-4

覚(人参･れんこん他代〆366文受取書)　八百屋常
七→神戸忠兵衛様

(近世)8月23日 横切継紙･1通/(紙縒
で括り)/(紙縒に札｢
八月廿三日分｣結付)

い1169

覚(ふな2枚･こい2ツなど〆406文の書付) (近世)3月 切紙･1通/(い1177紙
縒一括)

い1177-1

覚(夜具･蚊帳など〆2貫568文の書付)　善九 (近世)3月 小切継紙･1通 い1177-2

覚(3月21～28日分の諸白〆5貫800文の書付)　辰
右衛門→重右衛門様

(近世)3月29日 切継紙･1通 い1177-3

覚(しじみ〆216文の書付)　権八 (近世)3月 切継紙･1通 い1177-4

記(名古屋絵入新聞9月分代受取書)　本町三丁目
後藤彦右衛門→神戸文左衛門様

明治8年9月 印刷用紙･1通/(い1012
折畳一括)

い1012-1

記(日出新聞9月分代受取書)　本町三丁目後藤彦右
衛門→神戸文左衛門様

明治8年9月 印刷用紙･1通 い1012-2

記(名古屋絵入新聞7月分代受取書)　本町三丁目
後藤彦右衛門→神戸文左衛門様

明治11年7月 印刷用紙･1通 い1051

神戸八重預ケ物 (明治)14年7月15日 横長半(一ツ綴)･1冊/
(い1152紙縒一括)/(い
1152-1紙縒一括)

い1152-1-1

記(金9円受取書)　井上三右衛門→神戸分左衛門様 (明治)16年1月6日 小切継紙･1通 い1152-1-2

証(金14円受取書)　昆野綾三→神戸分左衛門殿 明治15年8月26日 竪紙･1通 い1152-1-3

(お八重之分かいき下着など書付) (明治) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1152-1-4

証(着物箪笥代金受取書)　昆野綾三→神戸分左衛
門様

明治15年8月16日 竪紙･1通 い1152-1-6

証(9月度分受取書)　朝日新聞大売捌所･名古屋区玉
屋町1丁目柴垣仙次郎→神戸分左衛門殿

明治18年9月30日 印刷用紙･1通 い1007

キ(表両染受取書)　萬や(名古屋袋町六丁目萬久)→
神戸様

(近代)9月30日 小切紙･1通 い1008

(絵入新聞･日出新聞9月分代金受取書)　名古屋本
町二丁目石版舎→神戸分左衛門様

(明治)18年9月20日 印刷用紙･1通 い1010

(帳簿断簡) (明治) 折紙･2点 い1011

記(上たん代受取書)　かごや弥七→上様 (近代)8月20日 小切紙･1通 い1013

記(ねずみ代受取書)　(名古屋小田原町一丁目)おた
かや久平→神戸様

(近代)8月 小切紙･1通 い1015

家/家計/受取書等
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記(品代受取書)　青物屋又兵衛→神戸様 (近代)8月5日 小切紙･1通 い1016

記(氷代受取書)　□(印)→神戸様 (近代)申7月6日 小切紙･1通 い1017

記(履き物仕立代など受取書)　柏屋喜大夫(古川)
→神戸様

(明治)18年6月 小切紙･1通 い1018

記(直し代受取書)　林市兵衛→神戸分左衛門様 (明治)18年6月 小切紙･1通 い1019

記(時計直し代受取書)　林市兵衛→神戸分左衛門様 明治18年7月 小切紙･1通 い1020

記(折ひも代受取書)　柴や→神戸様 (近代)7月17日 小切紙･1通 い1023

記(番傘代受取書)　松本屋定蔵→神戸様 (近代)7月21日 小切紙･1通 い1024

記(赤酒代受取書)　(愛知県名古屋区京町壱丁目丸
屋)村松五郎→上

(明治)18年7月19日 小切紙･1通 い1026

記(黒川きんちゃく代など受取書)　柴や店→神戸
様

(近代)7月17日 小切紙･1通 い1027

記(小むね代受取書)　惣や清七→神戸様 (近代)7月 小切紙･1通 い1028

記(茶代受取書)　川村七左衛門→上 (近代)7月17日 小切紙･1通 い1029

記(味醂代受取書)　市蔵→神戸様 (近代)6月30日 小切紙･1通 い1030

記(白す代受取書)　牛マキ彦六→上 (近代)7月20日 小切紙･1通 い1031

記(印紙代など受取書)　氷室 (近代)7月20日 小切紙･1通 い1032

通運物受取証(東京高橋磯八郎宛紙包につき)　
内国通運会社名古屋出張所→神戸分左衛門殿

明治18年7月21日 印刷用紙･1通 い1033

記(諸品代受取書)　(名古屋伝馬町)井桁屋佐兵衛→
神戸様

(近代)7月25日 小切紙･1通 い1035

記(品代受取書)　(名古屋門前町壱丁目)傘屋市兵衛
→神戸様

(近代)7月21日 小切紙･1通 い1038

記(広口瓶代受取書)　むら上(村上庄太郎)→神戸様 (近代)7月 小切紙･1通 い1039

記(酒代受取書)　→神戸様 (近代)7月29日 小切紙･1通 い1040

記(きぬふるい代受取書)　竹林鉄之介→神戸様 (近代)7月31日 小切紙･1通/(い1041
折畳一括)

い1041-1

証(7月分代金受取書)　朝日新聞大売捌所名古屋区
玉屋町壱丁目柴垣仙次郎･竹林鉄之介→木挽町弐丁
目神戸分左衛門殿

明治18年7月30日 印刷用紙･1通 い1041-2

牛乳之記(牛乳代金勘定書)　名古屋区本重町養牛
社→神戸分左衛門様

明治10年 印刷用紙･1通 い1042-1

受領証(牛乳代20銭)　名古屋区本重町五丁目養牛社
→神戸分左衛門殿

明治18年7月31日 印刷用紙･1通 い1042-2

記(かこ入花はし代受取書)　塗物師米八→神戸様 (明治)18年7月31日 小切紙･1通 い1043

記(和氷砂糖代受取書)　時田屋忠兵衛→神戸様 (近代)酉7月 小切紙･1通 い1044

記(品代受取書)　石塚甚平→神戸様 (近代)6月31日 小切紙･1通 い1045

記(品代受取書)　こまや徳助→神戸様 (近代)7月 小切紙･1通 い1046

記(〆28銭受取書)　中嶋や弥兵衛→神戸様 (近代)酉7月 小切紙･1通 い1047

記(品代受取書)　赤堀→神戸様 (近代)7月 罫紙･1通 い1048

記(氷砂など代金受取書)　雨□屋→神戸様 (近代)8月2日 小切紙･1通 い1049

記(生花代金受取書)　みつ屋(ヵ)→神戸様 (近代) 罫紙･1通 い1050

家/家計/受取書等
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記(品代受取書)　青物屋又兵衛→神戸様 (近代)8月5日 小切紙･1通 い1016

記(氷代受取書)　□(印)→神戸様 (近代)申7月6日 小切紙･1通 い1017

記(履き物仕立代など受取書)　柏屋喜大夫(古川)
→神戸様

(明治)18年6月 小切紙･1通 い1018

記(直し代受取書)　林市兵衛→神戸分左衛門様 (明治)18年6月 小切紙･1通 い1019

記(時計直し代受取書)　林市兵衛→神戸分左衛門様 明治18年7月 小切紙･1通 い1020

記(折ひも代受取書)　柴や→神戸様 (近代)7月17日 小切紙･1通 い1023

記(番傘代受取書)　松本屋定蔵→神戸様 (近代)7月21日 小切紙･1通 い1024

記(赤酒代受取書)　(愛知県名古屋区京町壱丁目丸
屋)村松五郎→上

(明治)18年7月19日 小切紙･1通 い1026

記(黒川きんちゃく代など受取書)　柴や店→神戸
様

(近代)7月17日 小切紙･1通 い1027

記(小むね代受取書)　惣や清七→神戸様 (近代)7月 小切紙･1通 い1028

記(茶代受取書)　川村七左衛門→上 (近代)7月17日 小切紙･1通 い1029

記(味醂代受取書)　市蔵→神戸様 (近代)6月30日 小切紙･1通 い1030

記(白す代受取書)　牛マキ彦六→上 (近代)7月20日 小切紙･1通 い1031

記(印紙代など受取書)　氷室 (近代)7月20日 小切紙･1通 い1032

通運物受取証(東京高橋磯八郎宛紙包につき)　
内国通運会社名古屋出張所→神戸分左衛門殿

明治18年7月21日 印刷用紙･1通 い1033

記(諸品代受取書)　(名古屋伝馬町)井桁屋佐兵衛→
神戸様

(近代)7月25日 小切紙･1通 い1035

記(品代受取書)　(名古屋門前町壱丁目)傘屋市兵衛
→神戸様

(近代)7月21日 小切紙･1通 い1038

記(広口瓶代受取書)　むら上(村上庄太郎)→神戸様 (近代)7月 小切紙･1通 い1039

記(酒代受取書)　→神戸様 (近代)7月29日 小切紙･1通 い1040

記(きぬふるい代受取書)　竹林鉄之介→神戸様 (近代)7月31日 小切紙･1通/(い1041
折畳一括)

い1041-1

証(7月分代金受取書)　朝日新聞大売捌所名古屋区
玉屋町壱丁目柴垣仙次郎･竹林鉄之介→木挽町弐丁
目神戸分左衛門殿

明治18年7月30日 印刷用紙･1通 い1041-2

牛乳之記(牛乳代金勘定書)　名古屋区本重町養牛
社→神戸分左衛門様

明治10年 印刷用紙･1通 い1042-1

受領証(牛乳代20銭)　名古屋区本重町五丁目養牛社
→神戸分左衛門殿

明治18年7月31日 印刷用紙･1通 い1042-2

記(かこ入花はし代受取書)　塗物師米八→神戸様 (明治)18年7月31日 小切紙･1通 い1043

記(和氷砂糖代受取書)　時田屋忠兵衛→神戸様 (近代)酉7月 小切紙･1通 い1044

記(品代受取書)　石塚甚平→神戸様 (近代)6月31日 小切紙･1通 い1045

記(品代受取書)　こまや徳助→神戸様 (近代)7月 小切紙･1通 い1046

記(〆28銭受取書)　中嶋や弥兵衛→神戸様 (近代)酉7月 小切紙･1通 い1047

記(品代受取書)　赤堀→神戸様 (近代)7月 罫紙･1通 い1048

記(氷砂など代金受取書)　雨□屋→神戸様 (近代)8月2日 小切紙･1通 い1049

記(生花代金受取書)　みつ屋(ヵ)→神戸様 (近代) 罫紙･1通 い1050

記(白葡萄酒代受取書)　(名古屋京町壱丁目洋酒店)
三誠舎→神戸様

(明治)8月17日 小切紙･1通 い1052

記(水色縮緬代勘定書)　織田屋文助→神戸様 (近代)7月20日 横切継紙･1通 い1053

記(苗大把23把代など勘定書) (近代) 小切紙･1通/(下部開
披不能)

い1054

記(白葡萄酒代受取書)　(名古屋京町壱丁目洋酒店)
三誠舎→上

(近代)8月3日 小切紙･1通 い1055

記(品代受取書)　京屋彦助西店→神戸様 (近代)8月6日 小切紙･1通 い1056

記(品代受取書)　(尾州名古屋本町四丁目)錺屋庄六
→神戸様

(近代)4月18日 小切紙･1通 い1057

記(鎌倉山代受取書)　大丞屋源兵衛→神戸様 (近代)8月20日 切継紙･1通 い1058

記(｢絵半切百五十｣代金受取書)　伊勢徳→神戸様 (近代)8月22日 小切紙･1通 い1060

記(きせる代など受取書)　柴や→神戸様 (近代)8月 小切紙･1通 い1062

記(名古屋絵入新聞8月分代受取書)　本町三丁目
後藤彦右衛門→神戸文左衛門様

明治18年8月 印刷用紙･1通 い1064

記(天竺木綿代など受取書)　柏屋喜太郎→神戸様 (明治)18年8月31日 小切紙･1通 い1066

記(吸物椀など受取書)　野田庄蔵→神戸様 (明治)4月21日 小切紙･1通/(い1100
紙縒一括)

い1100-1

記(山水費受取書)　野田庄蔵→神戸様 (明治)26年4月25日 小切紙･1通 い1100-2

記(吸物椀など受取書)　野田庄蔵→神戸様 (明治)26年10月7日 小切紙･1通 い1100-3

記(白銀チロリ等代金受取書)　京野田庄蔵拝→神
戸様

明治27年9月21日 横切紙･1通 い1100-4

記(諸品代金受取書)　野田庄蔵→神戸様 (明治)25年2月26日 小切紙･1通 い1100-5

記(白酒代金受取書)　野田庄蔵→神戸様 (明治)26年4月27日 小切紙･1通 い1100-6

記(椀代金受取書)　野田庄蔵→神戸様 (明治)3月24日 小切紙･1通 い1100-7

記(車代など受取書)　左官栄助→長徳寺神戸様 (近代)3月 横切継紙･1通 い1153-7-5

記(針金代など受取書)　(名古屋和泉町)萱津屋忠三
郎→神戸様

(近代)辰6月31日 小切紙･1通 い1153-8

記(しふ代受取書)　木代屋新吉→神戸様 (近代)辰6月 小切紙･1通 い1153-9

覚(石灰など代金受取書)　(名古屋和泉町)大坂屋
吉兵衛→神戸様

(近代)辰6月 小切継紙･1通 い1153-10

記(古銅筧代金12円余支払受取書)　(愛知名古屋
和泉町)近江屋嘉七→神戸様

(近代)12月 横切継紙･1通 い1199-3-5

記(品代領収書)　伊清→神田(ママ)様 (近代)11月18日 横切継紙･1通 い1199-3-6

記(キヤコツブ代など金5円余支払書)　石段屋仁
兵衛→神戸様

(近代)2月 横切継紙･1通 い1199-3-10

記(金4円受取書)　春可→神戸様 (近代) 小切紙･1通 い1199-3-11

記(修理代金24銭受取書)　綿屋彦四郎 (近代)申12月25日 小切紙･1通 い1199-3-18

扣人分(蔵土台等〆金10円余代金勘定) (近代) 折紙･1通/(い1206-5
畳込一括)/(帳崩れｶ)

い1206-5-1

御隠居家分(1月分民費等〆63銭余金銭勘定書付) (近代) 折紙･1通 い1206-5-2

記(金30銭受取書)　旦九→神戸様 (近代)7月 横切紙･1通 い1207-18

五兵衛江渡スおぼへ(風呂代等〆9円25銭勘定書
付)

(近代) 切紙･1通 い1207-20

家/家計/受取書等
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記(鉄代84銭受取書)　加兵衛→神戸分左衛門様 (近代)5月 切紙･1通 い1207-22

記(手間賃等1円受取書)　徳番常彦七→神戸様 (近代)6月 切紙･1通 い1207-23

記(たはこ入代等〆47銭受取書)　柴や店→神戸様 (近代)6月 切紙･1通 い1207-24

記(帽子代13銭余受取書)　大野東助→神戸様 (近代)6月3日 切紙･1通 い1207-25

證(新聞代28銭受取書)　名古屋区玉屋町1丁目柴垣
仙次郎(名古屋本町通袋町北東角朝日新聞大売捌所
柴垣之印)→神戸分左衛門殿

明治18年6月 印刷用紙･1通 い1207-26

記(古鉄代73銭受取書)　ギフ(岐阜)屋久助→神戸様 (近代)6月5日 切紙･1通 い1207-27

記(送料4円受取書)　名古屋伝馬町4丁目内国通運会
社(西分課田中茂助) →神戸分左衛門殿

明治18年6月29日 印刷用紙･1通 い1207-28

(虫損のため開封せず)　→神戸分左衛門殿御支店様 (近代) 切紙･1通 い1207-29

(自由絵入6月分代35銭受取)　名古屋本町2丁目石
版舎→神戸様

(明治)18年6月18日 印刷用紙･1通 い1207-30

大売捌(名古屋絵入新聞6月分代15銭受取書)　本
町5丁目後藤彦右衛門→神戸分左衛門様

明治18年6月 小切紙･1通 い1207-31

記(薬代20銭受取書)　(鈴木薬屋)寿々木直之丞→神
戸様

(近代)6月24日 切紙･1通 い1207-32

(金92銭達書)　神戸 (近代) 小切紙･1通 い1207-33

記(半紙代等〆2円余受取書)　味末屋→神戸様 (近代)6月18日 横切紙･1通 い1207-34

記(催触場代1円受取書)　よし九→かんとう様 (近代)6月15日 切紙･1通 い1207-35

書留郵便物受取証(差出人名古屋木挽町神戸銀之
亮)　名古屋木挽町神戸銀之亮→東京[　]町木下牧
賢

明治18年6月16日 小切紙･1通 い1207-36

記(日本文典代30銭受取書)　[　]平兵衛→神戸様 (近代)6月15日 切紙･1通 い1207-37

記(天ジク代等〆96銭余受取書)　[　]→神戸様 (明治)18年5月31日 横切紙･1通 い1207-39

記(箒代金18銭受取書)　はきや久七→神戸様 (近代)6月5日 切紙･1通 い1207-40

(一人分70銭受取書) (近代) 小切紙･1通 い1207-41

記(郵便賃等〆83銭余書付) (近代) 切紙･1通 い1207-42

記(種代20銭余受取書)　長之伊八→神戸様 (近代)6月2日 切継紙･1通 い1207-43

記(品代10銭余受取書)　石塚甚平→神戸様御勝手方
様

(近代)4月30日 切紙･1通 い1207-44

明治十八年五月牛乳之記　名古屋区本重町5丁目養
牛社→神戸分左衛門殿

明治18年5月31日 切紙･1通/(い1207-45
畳込一括)

い1207-45-1

受領証(牛乳代70銭受取書)　名古屋本重町五丁目
養牛社→神戸文左衛門殿

明治18年5月31日 切継紙･1通 い1207-45-2

記(送料5銭受取書)　名古屋伝馬町4丁目内国通運会
社(西分課田中茂助印)→神戸分左衛門様

明治18年6月1日 切紙･1通 い1207-46

記(品代〆1円余受取書)　為足庵→神戸文左衛門様 (近代)5月 切継紙･1通 い1207-47

記(大ヨキ代30銭受取書)　(山)新→神戸殿 (近代)5月3日 切紙･1通 い1207-48

證(新聞代28銭受取書)　名古屋本町通袋町東北角大
阪朝日新聞大売捌所柴垣仙次郎→神戸分左衛門様

明治18年5月28日 小切紙･1通 い1207-49

大売捌(名古屋絵入新聞5月分代15銭受取書)　本
町5丁目後藤彦右衛門→神戸分左衛門様

明治18年5月 小切紙･1通 い1207-50

記(畳代1円余受取書)　畳屋弥七→神戸様 (近代)5月25日 横切継紙･1通 い1207-51

家/家計/受取書等
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記(鉄代84銭受取書)　加兵衛→神戸分左衛門様 (近代)5月 切紙･1通 い1207-22

記(手間賃等1円受取書)　徳番常彦七→神戸様 (近代)6月 切紙･1通 い1207-23

記(たはこ入代等〆47銭受取書)　柴や店→神戸様 (近代)6月 切紙･1通 い1207-24

記(帽子代13銭余受取書)　大野東助→神戸様 (近代)6月3日 切紙･1通 い1207-25

證(新聞代28銭受取書)　名古屋区玉屋町1丁目柴垣
仙次郎(名古屋本町通袋町北東角朝日新聞大売捌所
柴垣之印)→神戸分左衛門殿

明治18年6月 印刷用紙･1通 い1207-26

記(古鉄代73銭受取書)　ギフ(岐阜)屋久助→神戸様 (近代)6月5日 切紙･1通 い1207-27

記(送料4円受取書)　名古屋伝馬町4丁目内国通運会
社(西分課田中茂助) →神戸分左衛門殿

明治18年6月29日 印刷用紙･1通 い1207-28

(虫損のため開封せず)　→神戸分左衛門殿御支店様 (近代) 切紙･1通 い1207-29

(自由絵入6月分代35銭受取)　名古屋本町2丁目石
版舎→神戸様

(明治)18年6月18日 印刷用紙･1通 い1207-30

大売捌(名古屋絵入新聞6月分代15銭受取書)　本
町5丁目後藤彦右衛門→神戸分左衛門様

明治18年6月 小切紙･1通 い1207-31

記(薬代20銭受取書)　(鈴木薬屋)寿々木直之丞→神
戸様

(近代)6月24日 切紙･1通 い1207-32

(金92銭達書)　神戸 (近代) 小切紙･1通 い1207-33

記(半紙代等〆2円余受取書)　味末屋→神戸様 (近代)6月18日 横切紙･1通 い1207-34

記(催触場代1円受取書)　よし九→かんとう様 (近代)6月15日 切紙･1通 い1207-35

書留郵便物受取証(差出人名古屋木挽町神戸銀之
亮)　名古屋木挽町神戸銀之亮→東京[　]町木下牧
賢

明治18年6月16日 小切紙･1通 い1207-36

記(日本文典代30銭受取書)　[　]平兵衛→神戸様 (近代)6月15日 切紙･1通 い1207-37

記(天ジク代等〆96銭余受取書)　[　]→神戸様 (明治)18年5月31日 横切紙･1通 い1207-39

記(箒代金18銭受取書)　はきや久七→神戸様 (近代)6月5日 切紙･1通 い1207-40

(一人分70銭受取書) (近代) 小切紙･1通 い1207-41

記(郵便賃等〆83銭余書付) (近代) 切紙･1通 い1207-42

記(種代20銭余受取書)　長之伊八→神戸様 (近代)6月2日 切継紙･1通 い1207-43

記(品代10銭余受取書)　石塚甚平→神戸様御勝手方
様

(近代)4月30日 切紙･1通 い1207-44

明治十八年五月牛乳之記　名古屋区本重町5丁目養
牛社→神戸分左衛門殿

明治18年5月31日 切紙･1通/(い1207-45
畳込一括)

い1207-45-1

受領証(牛乳代70銭受取書)　名古屋本重町五丁目
養牛社→神戸文左衛門殿

明治18年5月31日 切継紙･1通 い1207-45-2

記(送料5銭受取書)　名古屋伝馬町4丁目内国通運会
社(西分課田中茂助印)→神戸分左衛門様

明治18年6月1日 切紙･1通 い1207-46

記(品代〆1円余受取書)　為足庵→神戸文左衛門様 (近代)5月 切継紙･1通 い1207-47

記(大ヨキ代30銭受取書)　(山)新→神戸殿 (近代)5月3日 切紙･1通 い1207-48

證(新聞代28銭受取書)　名古屋本町通袋町東北角大
阪朝日新聞大売捌所柴垣仙次郎→神戸分左衛門様

明治18年5月28日 小切紙･1通 い1207-49

大売捌(名古屋絵入新聞5月分代15銭受取書)　本
町5丁目後藤彦右衛門→神戸分左衛門様

明治18年5月 小切紙･1通 い1207-50

記(畳代1円余受取書)　畳屋弥七→神戸様 (近代)5月25日 横切継紙･1通 い1207-51

覚(会費1円受取書)　吉嶋屋九右衛門→神戸銀之亮
様

(近代)5月20日 小切紙･1通 い1207-52

記(品代8円80銭受取書)　(本町9丁目広小路上ル京
炭西店)京七屋西店→神戸様

(近代)5月16日 横切継紙･1通 い1207-53

記(意味張月代20銭受取書)　名古屋本町5丁目東雲
堂→上

明治18年5月19日 小切紙･1通 い1207-54

記(鉄代等〆5円余受取書)　加兵衛→神戸分左衛門
様

(近代)18年4月30日 小切紙･1通 い1207-55

(絵入図代35銭受取書)　名古屋本町2丁目石版舎→
神戸分左衛門様

(近代)18年5月18日 小切紙･1通 い1207-56

記(帽子代20銭受取書)　林市兵衛→神戸様 (近代)18年5月20日 小切紙･1通 い1207-57

記(図画代35銭受取書)　河崎町田中→神戸様 (近代)5月15日 小切紙･1通 い1207-58

記(神戸直彦様行送料3銭受取書)　嶋圓店(内国飛
脚美濃岐阜嶋屋圓七)→神戸分左衛門様

(近代)5月11日 小切紙･1通 い1207-59

記(品代11銭受取書)　千代くら屋→上 (近代)5月13日 小切紙･1通 い1207-60

(品代1円余受取書)　(末都遠可) (近代)5月14日 小切紙･1通 い1207-61

記(味噌代金10銭受取書)　尾張屋→神戸様 (近代)4月15日 小切紙･1通 い1207-62

通運物受取證(神戸直彦殿宛荷物につき)　内国通
運会社名古屋出張所→神戸分左衛門殿

明治18年5月3日 小切紙･1通 い1207-63

記(荷物運賃受取書)　長門屋回酒店(名古屋木挽町
伝馬橋上店)→神戸銀之亮殿

(明治)18年4月30日 小切紙･1通 い1207-64

記(折敷台代金の内4円受取書)　木地屋孫左衛門→
神戸文左衛門様

(近代)酉6月 小切紙･1通 い1207-65

学資金確受之証(明治17年6月～18年5月までの学
資金受取書)　→神戸通郎

(近代) 竪紙･1通 い1207-66

記(虫損のため開封せず)　愛知県博物館→神戸文
左衛門殿

(明治)18年5月9日 罫紙･1通/(虫損甚大) い1207-67

(品代1円余受取書)　(末都遠可) (近代)5月1日 小切紙･1通 い1207-68

記(寺田催場代金1円受取書)　吉嶋屋九一郎→かん
とう様

(近代)5月12日 横切継紙･1通 い1207-71

記(桶屋代金等1円40銭受取書)　井戸喜→神戸様 (明治)11月30日 切紙･1通 い1210-1-5

記(材木代金7円余受取書)　船厚屋源助→神戸様 (明治)午12月 竪紙･1通 い1210-4-3

記(懐中時計直し代20銭受取書)　飯田覚三郎→神
戸様

(明治)卯6月28日 切紙･1通/(い1210-5
紙縒一括)

い1210-5-1

記(黒奉書紙代金等3円余受取書)　大丸屋幸三郎
→犬山神戸様

(明治)10月21日 切継紙･1通 い1210-5-2

記(白ろう代金等2円余受取書)　大丸屋店幸三郎→
神戸文左衛門様

(明治)6月30日 切継紙･1通 い1210-5-3

記(品代7銭受取書)　指物師祐齋(愛知塩町指物細工
田中祐齋)→神戸様

(明治)24年1月 切継紙･1通 い1210-5-4

記(耕地金1円余受取書)　いとう屋冨蔵(愛知渡邉
冨造)→神戸様

(明治)寅9月6日 切継紙･1通 い1210-5-5

記(小切代金50銭受取書)　大丸屋佐七→神戸様 (明治)2月13日 切紙･1通 い1210-5-6

記(表打代金92銭受取書)　(愛知名古屋)関謙→神
戸様

(明治)7月26日 小切継紙･1通 い1210-5-7

記(諸品代1円余受取書)　(愛知名古屋)関戸→神戸
様

(明治)1月21日 切継紙･1通 い1210-5-8

家/家計/受取書等



－62－－62－

記(白紬代68銭受取書)　大丸屋佐七→上 (明治)11月3日 切紙･1通/(い1210-5-
9紙縒一括)

い1210-5-9-1

記(檜直し代32銭受取書)　大丸屋佐七→上 (明治)11月30日 切紙･1通 い1210-5-9-2

記(諸品代99銭余受取書)　良則→神戸様 (明治)5月23日 ｢かめやよしのりよ
うし｣用箋･1通/(い
1210-8紙縒一括)

い1210-8-1

記(人形代金1円余受取書)　真清水蔵六→上 (明治)5月21日 竪切紙･1通 い1210-8-2

記(ドンブリ代80銭受取書)　栗田河村美山→上 (明治)5月22日 罫紙･1通 い1210-8-3

記(□平代12銭受取書)　京都五條通橋東四丁目岸田
喜一郎→上様

(明治)5月20日 切紙･1通 い1210-8-4

証(2円20銭受取書)　由多加織販売店田村商店(京都
寺町通三條上ル)→神戸様

明治29年5月22日 切紙･1通 い1210-8-5

記(湯釜代金7円受取書)　かみや半助→神戸文左衛
門様

(近代)辰1月 切継紙･1通/(い1215
紙縒一括)

い1215-1

記(屏風代金等25円余受取書)　(名古屋)上田屋徳
兵衛→神戸様

(近代)12年12月31日 切継紙･1通 い1215-2

記(湯呑代金等〆16円余受取書)　遠州屋三之助(名
古屋船町遠州屋三之助　陶器類売捌所)→神戸様

(近代)12年9月 横切継紙･1通 い1215-3

記(諸品代〆82銭余受取書)　大野屋嘉兵衛→神戸
様

(近代)巳6月6日 切継紙･1通/(い1216
紙縒一括)

い1216-1

覚(あみ笠代等38銭受取書)　ねギ丁萬屋清助→神
戸様

(近代)6月6日 切継紙･1通 い1216-2

記(枝萩代金等1円余受取書)　(名古屋)坂田屋与兵
衛→神戸様

(近代)6月5日 切紙･1通 い1216-4

記(蚊帳代金1円余受取書)　受徳→神戸様 (近代)6月5日 小切継紙･1通 い1216-5

記(唐織入手代金10両受取書)　松浦九右衛門→神
戸分左衛門様

(明治)13年1月16日 竪紙･1通 い1235-3-4

記(小皿代等〆6円余受取書)　つるやまるめ(屋号)
や→神戸様

(近代)2月20日 切紙･1通 い1235-3-5

覚(麦代金2円余受取書)　米屋忠兵衛→神戸様 (近代)子3月 切継紙･1通 い1235-3-9

覚(古諸白4樽代金3分余受取書)　小沢屋市左衛門
→神戸文左衛門様

(近代)丑9月19日 切継紙･1通/(い1245-
15･16畳込一括)

い1245-15

覚(扇子代金5分など勘定書付)　ひもの丁権六→犬
山屋喜八郎様

(近代)9月11日 切継紙･1通 い1245-16

直好子ノ内(代金80銭支払済書付) (明治)28年12月 小切紙･1通 い1245-36

記(逸雪秋林山水幅直し代金など17円余受取書)
　奥村甚平→神戸様

(明治)32年12月30日 横切継紙･1通 い1245-13

神戸様　スカ井→神戸様 (近代) 封筒･1点 い1245-54-0

(火鉢購入につき書状)　菅井→神戸様 (近代)9月21日 切紙･1通 い1245-54-1

神戸分左衛門様　菅井東作→神戸分左衛門様 (近代)9月21日 封筒･1点 い1245-69-0

(火鉢購入の件につき書状)　是銀→鴻汀様 (近代)9月21日 横切紙･1通 い1245-69-1

証(諸品代23円余受取書)　浜成田仁助→菅井様 (近代)9月20日 切紙･1通 い1245-69-2

記(指隈手間代等5円余受取書)　かかや才十七→神
戸分左衛門様

(近代)10月26日 切紙･1通 い1245-83

記(金2円余受取書)　美の屋十蔵→神戸文左衛門殿 (近代)8月8日 切紙･1通 い1245-87

記(各種樋代金12円余受取書)　能登屋武兵衛→神
戸文左衛門様

(近代)10月12日 切継紙･1通 い1245-88

家/家計/受取書等
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記(白紬代68銭受取書)　大丸屋佐七→上 (明治)11月3日 切紙･1通/(い1210-5-
9紙縒一括)

い1210-5-9-1

記(檜直し代32銭受取書)　大丸屋佐七→上 (明治)11月30日 切紙･1通 い1210-5-9-2

記(諸品代99銭余受取書)　良則→神戸様 (明治)5月23日 ｢かめやよしのりよ
うし｣用箋･1通/(い
1210-8紙縒一括)

い1210-8-1

記(人形代金1円余受取書)　真清水蔵六→上 (明治)5月21日 竪切紙･1通 い1210-8-2

記(ドンブリ代80銭受取書)　栗田河村美山→上 (明治)5月22日 罫紙･1通 い1210-8-3

記(□平代12銭受取書)　京都五條通橋東四丁目岸田
喜一郎→上様

(明治)5月20日 切紙･1通 い1210-8-4

証(2円20銭受取書)　由多加織販売店田村商店(京都
寺町通三條上ル)→神戸様

明治29年5月22日 切紙･1通 い1210-8-5

記(湯釜代金7円受取書)　かみや半助→神戸文左衛
門様

(近代)辰1月 切継紙･1通/(い1215
紙縒一括)

い1215-1

記(屏風代金等25円余受取書)　(名古屋)上田屋徳
兵衛→神戸様

(近代)12年12月31日 切継紙･1通 い1215-2

記(湯呑代金等〆16円余受取書)　遠州屋三之助(名
古屋船町遠州屋三之助　陶器類売捌所)→神戸様

(近代)12年9月 横切継紙･1通 い1215-3

記(諸品代〆82銭余受取書)　大野屋嘉兵衛→神戸
様

(近代)巳6月6日 切継紙･1通/(い1216
紙縒一括)

い1216-1

覚(あみ笠代等38銭受取書)　ねギ丁萬屋清助→神
戸様

(近代)6月6日 切継紙･1通 い1216-2

記(枝萩代金等1円余受取書)　(名古屋)坂田屋与兵
衛→神戸様

(近代)6月5日 切紙･1通 い1216-4

記(蚊帳代金1円余受取書)　受徳→神戸様 (近代)6月5日 小切継紙･1通 い1216-5

記(唐織入手代金10両受取書)　松浦九右衛門→神
戸分左衛門様

(明治)13年1月16日 竪紙･1通 い1235-3-4

記(小皿代等〆6円余受取書)　つるやまるめ(屋号)
や→神戸様

(近代)2月20日 切紙･1通 い1235-3-5

覚(麦代金2円余受取書)　米屋忠兵衛→神戸様 (近代)子3月 切継紙･1通 い1235-3-9

覚(古諸白4樽代金3分余受取書)　小沢屋市左衛門
→神戸文左衛門様

(近代)丑9月19日 切継紙･1通/(い1245-
15･16畳込一括)

い1245-15

覚(扇子代金5分など勘定書付)　ひもの丁権六→犬
山屋喜八郎様

(近代)9月11日 切継紙･1通 い1245-16

直好子ノ内(代金80銭支払済書付) (明治)28年12月 小切紙･1通 い1245-36

記(逸雪秋林山水幅直し代金など17円余受取書)
　奥村甚平→神戸様

(明治)32年12月30日 横切継紙･1通 い1245-13

神戸様　スカ井→神戸様 (近代) 封筒･1点 い1245-54-0

(火鉢購入につき書状)　菅井→神戸様 (近代)9月21日 切紙･1通 い1245-54-1

神戸分左衛門様　菅井東作→神戸分左衛門様 (近代)9月21日 封筒･1点 い1245-69-0

(火鉢購入の件につき書状)　是銀→鴻汀様 (近代)9月21日 横切紙･1通 い1245-69-1

証(諸品代23円余受取書)　浜成田仁助→菅井様 (近代)9月20日 切紙･1通 い1245-69-2

記(指隈手間代等5円余受取書)　かかや才十七→神
戸分左衛門様

(近代)10月26日 切紙･1通 い1245-83

記(金2円余受取書)　美の屋十蔵→神戸文左衛門殿 (近代)8月8日 切紙･1通 い1245-87

記(各種樋代金12円余受取書)　能登屋武兵衛→神
戸文左衛門様

(近代)10月12日 切継紙･1通 い1245-88

記(板代金3円余受取書)　岐阜清→神戸分左衛門様 (近代)10月31日 切継紙･1通/(い1245-
90～91紙縒一括)

い1245-91

記(戸代金75銭受取書)　崎管先→神戸様 (近代)11月30日 切継紙･1通 い1245-92

(各種布代金22円余受取書)　台屋重三郎→神戸様 (近代)11月1日 切継紙･1通/(紙縒共) い1245-97

覚(諸品代金19円余受取書)　木治(西琵琶嶋新川米
屋)→神戸様

(近代)戌6月19日 切紙･1通 い1246-16

記(膳代金6円受取書)　籠新内銀次郎→神戸様 (明治)34年1月19日 切紙･1通/(い1241紙
縒一括)

い1241-1

キ(水指代金2円受取書)　籠新→上 (近代)9月29日 切継紙･1通 い1241-2

キ(釜代金2円余受取書)　籠新→上 (近代)12月14日 切継紙･1通 い1241-3

キ(金11円余受取書)　籠新→上 (近代)3月5日 切紙･1通 い1241-4

記(竹とん代金1円余受取書)　かご新→神戸様 (近代)7月25日 切紙･1通 い1241-5

キ(金1円余受取書)　籠新→上 (近代)5月25日 切継紙･1通 い1241-6

覚(釜敷代金65銭受取書)　かご新→神戸様 (近代)7月14日 切紙･1通 い1241-7

キ(金1円余差引勘定の上受取書)　籠新→神戸様 (近代)6月28日 切紙･1通 い1241-8

キ(ひも付代1銭余受取書)　籠新→木挽町神戸様 (近代)9月9日 切紙･1通 い1241-9

キ(金1円余受取書)　籠新→上 (近代)7月10日 切紙･1通 い1241-10

キ(さつま代金80銭受取書)　籠新→上 (近代)12月9日 切紙･1通 い1241-11

キ(すみこり代金2円余受取書)　籠新→上 (近代)1月21日 切紙･1通 い1241-12

キ(直し代金50銭受取書)　籠新→上 (近代)4月5日 切紙･1通 い1241-13

キ(代金2円余受取書)　籠新→上 (近代)3月23日 切紙･1通 い1241-14

キ(水指代金等7円余受取書)　籠新→上 (近代)9月27日 切紙･1通 い1241-15

キ(金4円余受取書)　籠新→上 (近代)11月29日 切紙･1通 い1241-16

キ(水指代金1円余受取書)　籠新 (近代)7月3日 切紙･1通 い1241-17

津島会計書附 封筒･1点 い770-0

記(茶代他〆1円75銭金銭書付) (近代) 小切紙･1通 い770-1

記(茶代他鴎汀出分金銭書付) (近代) 横切継紙･1通 い770-2

記(鴎汀口払･茶代他金銭書付) (近代) 切紙･1通 い770-3

覚(玉子やき代15銭受取書)　(尾州津嶋)白木→上 (近代)11月2日 小切紙･1通 い770-4

記(すし代他〆27銭受取書)　(尾州津嶋)藤長→上 (近代)11月3日 切継紙･1通 い770-5

記(酒肴･うなき代〆65銭受取書)　(愛知津島)兼
浅→上

(近代)11月2日 小切紙･1通 い770-6

記(朝夕飯代〆8銭受取書)　(尾州津嶋)藤長→神分
様

(近代)11月3日 切継紙･1通 い770-7

記(朝昼夕飯代〆10銭受取書)　(尾州津嶋)藤長→
蟹江殿

(近代)11月3日 切継紙･1通 い770-8

記(とり引ずり松竹入代25銭受取書)　(尾州津嶋)
池吉→上様

(近代)11月 小切紙･1通 い770-9

記(朝昼夕飯代〆20銭受取書)　(尾州津嶋)藤長→
内藤様

(近代)11月3日 横切継紙･1通 い770-10

家/家計/受取書等
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　ご隠居様神戸貞空借金一件
添証文之事(金子返済延引のため万一の保障につ
き)　神戸貞空→高田貞重殿

亥正月晦日 竪紙･1通/(い1195紙
縒一括)/(い1195-1紙
縒一括)

い1195-1-1

借用申金子之事(要用にて祠堂金の内金10両借用
書)　神戸隠居→長善寺様

文久2年戌11月 竪紙･1通 い1195-1-2

請取申金子之事(金10両返済並びに今後の手続き
につき)　桔梗屋七右衛門→神戸文左衛門殿

明治4年未12月 竪紙･1通 い1195-1-3

覚(元金27両の分割返済受取書)　桔梗屋七右衛門
→神戸文左衛門様

(近世) 横切紙･1通 い1195-2

覚(無利足金12両勘定書付) (近世) 横切継紙･1通/(い1195
-3紙縒一括)

い1195-3-1

覚(家賃金2分等金銭書付) (近世) 横切紙･1通 い1195-3-2

借用申金子之事(金3両2分三味線など担保に借用
書)　(神戸)貞空→高田貞重殿

文久2年戌3月13日 竪紙･1通 い1195-3-3

覚(御祭り入用等〆2両3分借用金勘定書付)　神
戸貞空→高田貞重殿

(近世) 竪紙･1通 い1195-3-4

(高七一件の始末につき書状)　円翁→神戸文左衛
門様

(近世)12月8日 横切継紙･1通 い1195-4

隠居備金書付 (近世) 封筒･1点 い1195-5-0

(先年の高七一件が起こったことについて等御気
の毒である事につき書状)　(福田ニ而)同隠居→
神戸お京さま

(近世) 横切継紙･1通 い1195-5-1

覚(金2両借用書)　(神戸)貞空→高田貞重様 (近世)戌7月12日 竪紙･1通/(い1195-6
～12紙縒一括)

い1195-6-1

おほへ(金3両受取書)　神戸貞空→海ふく寺様 (近世)7月10日 小切紙･1通 い1195-6-2

覚(金3両借用書)　神戸貞空→海福寺様 (近世)酉10月9日 小切紙･1通 い1195-6-3

覚(神戸貞空殿への金子3両受取書)　海福寺納所
→塩屋東治様

(近世)丑12月17日 小切継紙･1通 い1195-6-4

覚(金3両受取書)　高長→神戸様 (近世)丑12月 小切紙･1通 い1195-6-5

おほへ(入用につき金1両受取書)　隠居→御京と
の

(近世)8月13日 小切紙･1通 い1195-6-6

覚(金1両2分借用書)　(神戸)貞空→(高田)貞重様 (近世)9月11日 小切継紙･1通 い1195-6-7

覚(金子入封付状箱一つ預ることにつき請状)　
海福寺納所→塩屋東兵衛様

(近世)丑12月16日 小切継紙･1通 い1195-6-8

覚(金3両受取書)　高七→神戸様 (近世)卯12月28日 小切紙･1通 い1195-6-9

覚(御隠居様御取替の内金3両受取書)　高七→神
戸様

(近世)丑7月14日 小切紙･1通 い1195-6-10

(貞空の金子返済の件につき書状)　高七→神戸文
左衛門様

(近世)4月4日 横切継紙･1通 い1195-6-11

(御借金差引書)　→御隠居様 (近世)戌7月 包紙･1点 い1195-6-12-0

借用金年済覚(杉の町桔梗屋新兵衛など借金差引
勘定)

(近世) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1195-6-12-1

貞空隠居借財口元利年済取計申候迚年々金子御
渡シ被成下候覚(〆金20両につき)　左一･貞空

(近世)子8月 折紙･1通 い1195-6-12-2

元治元年子七月年済金渡し方差引之覚(差引残金
3両ト8匁につき)

(近世) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1195-6-12-3

家/家計/ご隠居様神戸貞空借金一件
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　ご隠居様神戸貞空借金一件
添証文之事(金子返済延引のため万一の保障につ
き)　神戸貞空→高田貞重殿

亥正月晦日 竪紙･1通/(い1195紙
縒一括)/(い1195-1紙
縒一括)

い1195-1-1

借用申金子之事(要用にて祠堂金の内金10両借用
書)　神戸隠居→長善寺様

文久2年戌11月 竪紙･1通 い1195-1-2

請取申金子之事(金10両返済並びに今後の手続き
につき)　桔梗屋七右衛門→神戸文左衛門殿

明治4年未12月 竪紙･1通 い1195-1-3

覚(元金27両の分割返済受取書)　桔梗屋七右衛門
→神戸文左衛門様

(近世) 横切紙･1通 い1195-2

覚(無利足金12両勘定書付) (近世) 横切継紙･1通/(い1195
-3紙縒一括)

い1195-3-1

覚(家賃金2分等金銭書付) (近世) 横切紙･1通 い1195-3-2

借用申金子之事(金3両2分三味線など担保に借用
書)　(神戸)貞空→高田貞重殿

文久2年戌3月13日 竪紙･1通 い1195-3-3

覚(御祭り入用等〆2両3分借用金勘定書付)　神
戸貞空→高田貞重殿

(近世) 竪紙･1通 い1195-3-4

(高七一件の始末につき書状)　円翁→神戸文左衛
門様

(近世)12月8日 横切継紙･1通 い1195-4

隠居備金書付 (近世) 封筒･1点 い1195-5-0

(先年の高七一件が起こったことについて等御気
の毒である事につき書状)　(福田ニ而)同隠居→
神戸お京さま

(近世) 横切継紙･1通 い1195-5-1

覚(金2両借用書)　(神戸)貞空→高田貞重様 (近世)戌7月12日 竪紙･1通/(い1195-6
～12紙縒一括)

い1195-6-1

おほへ(金3両受取書)　神戸貞空→海ふく寺様 (近世)7月10日 小切紙･1通 い1195-6-2

覚(金3両借用書)　神戸貞空→海福寺様 (近世)酉10月9日 小切紙･1通 い1195-6-3

覚(神戸貞空殿への金子3両受取書)　海福寺納所
→塩屋東治様

(近世)丑12月17日 小切継紙･1通 い1195-6-4

覚(金3両受取書)　高長→神戸様 (近世)丑12月 小切紙･1通 い1195-6-5

おほへ(入用につき金1両受取書)　隠居→御京と
の

(近世)8月13日 小切紙･1通 い1195-6-6

覚(金1両2分借用書)　(神戸)貞空→(高田)貞重様 (近世)9月11日 小切継紙･1通 い1195-6-7

覚(金子入封付状箱一つ預ることにつき請状)　
海福寺納所→塩屋東兵衛様

(近世)丑12月16日 小切継紙･1通 い1195-6-8

覚(金3両受取書)　高七→神戸様 (近世)卯12月28日 小切紙･1通 い1195-6-9

覚(御隠居様御取替の内金3両受取書)　高七→神
戸様

(近世)丑7月14日 小切紙･1通 い1195-6-10

(貞空の金子返済の件につき書状)　高七→神戸文
左衛門様

(近世)4月4日 横切継紙･1通 い1195-6-11

(御借金差引書)　→御隠居様 (近世)戌7月 包紙･1点 い1195-6-12-0

借用金年済覚(杉の町桔梗屋新兵衛など借金差引
勘定)

(近世) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1195-6-12-1

貞空隠居借財口元利年済取計申候迚年々金子御
渡シ被成下候覚(〆金20両につき)　左一･貞空

(近世)子8月 折紙･1通 い1195-6-12-2

元治元年子七月年済金渡し方差引之覚(差引残金
3両ト8匁につき)

(近世) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1195-6-12-3

　記録
　日記
穠翠亭日録　第一巻　神戸元楽子同 寛延(元年戊辰) 横長美大(一ツ綴)･1

冊
い876

(穠翠家乗)　＊｢辛未中之七月｣などの記事があるが
日次通りには綴られていない　(神戸平元楽子同)

(宝暦元年) 横長美(一ツ綴)･1冊 い877

穠翠家乗　＊冒頭に凡例あり､　神戸平元楽子同 宝暦2年正月～3月9日 横長美(一ツ綴)･1冊/ い819

穠翠家乗　二冊　(元楽) (宝暦2年)3月10日～6
月晦日

横長美(一ツ綴)･1冊 い878

(穠翠家乗) (宝暦5年乙亥)正月～ 横長美大(ひねり綴)･
1冊/(表紙欠損)/(異
なる2点の綴り〈一ツ
綴〉をひねり綴りで
一括)

い892

穠翠家乗　第一帖　(印) 宝暦7年丑孟春～ 横長美大(一ツ綴)･1
冊/(関連は不明の紙
縒1点共)

い820

穠翠家乗　第二　＊末尾に神戸文左衛門に関する説
明あり　神戸文左衛門平元楽

宝暦7年丁丑2月6日～
5月13日

横長美(一ツ綴)･1冊 い821

穠翠家乗　第三帖　＊表紙に｢両口屋図書｣印あり　
神戸元楽

宝暦7年丁丑月仲夏14
日～

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い829

穠翠家乗　第一 宝暦11年巳正月～3月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い825

穠翠家乗　第二 宝暦(11年)辛巳4月～
9月

横長美(一ツ綴)･1冊 い822

穠翠[　　](穠翠家乗) (宝暦11年)辛巳孟冬
～12月

横長美大(一ツ綴)･1
冊/(表紙欠損)

い879

穠翠家乗　第一 宝暦(12年)壬午正月
～5月

横長美(一ツ綴)･1冊 い823

穠翠家乗　第二 宝暦(12年)壬午6月～ 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い824

穠翠家乗　第一 宝暦13年孟春～ 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い826

穠翠家乗　第二 宝暦13年癸未8月(～
12月)

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い827

穠翠家乗 宝暦14年甲申正月～
明和(元年)6月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い828

穠翠家乗 明和改元年7月～12月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い830

穠翠家乗　坤 明和2年乙酉7月(～12
月)

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い831

穠翠家乗　乾　＊記事の末尾は6月9日 明和2年乙酉正月～6
月晦日

横長美大(一ツ綴)･1
冊/(後欠ｶ)

い832

穠翠家乗　＊｢第五十八号　宗白加賀や手代出ス｣と
あり

明和3年丙戌(正月～6
月)

横長美大(一ツ綴)･1
冊/(付箋1点付)

い834

穠翠家乗　龝 明和3年丙戌7月(～蝋
月)

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い833

穠[　　](穠翠家乗) (明和4年丁亥)正月～
6月

横長美大(ひねり綴)･
1冊/(表紙欠損)

い889

穠翠家乗 明和(5年正月～) 横長美大(一ツ綴)･1
冊/(表紙の年代部分
欠損)

い840

家/記録/日記
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穠翠家乗　＊表紙に｢春｣､背表紙に｢春夏｣ 明和6年丑正月～6月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い835

穠[　　](穠翠家乗) (明和6年丑)7月～蝋
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊/(表紙付箋｢第五十
号…｣)

い886

穠翠[　　](穠翠家乗) (明和7年庚寅)正月～
閏6月

横長美大(一ツ綴)･1
冊/(表紙欠損)

い881

穠翠亭 明和7年庚寅7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い836

穠翠家乗 明和8年辛卯正月～7
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い838

穠翠家乗　＊表紙｢正月迄｣ 明和8年卯7月～正月
(12月)

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い837

穠翠家乗 明和9年壬辰正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い883

穠翠家乗　＊表紙｢秋冬｣ 明和9年壬辰(7月～) 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い839

穠翠家乗 安永2年癸巳正月～7
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い893

穠翠家乗 安永2年癸巳7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い841

穠翠家乗　＊表紙｢春｣ 安永3年甲午正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い843

穠翠家乗　＊内容は7月～11月まで (安永3年甲午)7月～
12月

横長美大(ひねり綴)･
1冊/(｢宝暦壬申孟秋｣
付の表紙挟込)/(後欠
ｶ)

い890

穠翠家乗 安永4年乙未正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い844

穠翠家乗 安永4年乙未7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い845

穠翠家乗 安永5年申正月～6月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い846

穠翠家乗 安永5年申7月～12月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い848

穠翠家乗 安永(6年)丁酉正月～
6月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い847

穠翠家乗 安永6年丁酉7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い849

穠翠家乗 安永7年戊戌正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い850

穠翠家乗 安永7年7月～12月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い851

穠翠家乗 安永8年亥正月～6月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い853

穠翠家乗 安永8年亥7月～12月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い852

穠翠家乗 安永9年庚子正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い855

穠翠家乗 安永9年庚子7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い854

穠翠家乗 安永(10年､天明元年)
辛丑正月～6月

横長美大(一ツ綴)･1
冊/(年代部分破損)

い856

穠翠亭家乗 (天明元年辛丑)7月～
12月

横長美大(ひねり綴)･
1冊

い887

家/記録/日記
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穠翠家乗　＊表紙に｢春｣､背表紙に｢春夏｣ 明和6年丑正月～6月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い835

穠[　　](穠翠家乗) (明和6年丑)7月～蝋
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊/(表紙付箋｢第五十
号…｣)

い886

穠翠[　　](穠翠家乗) (明和7年庚寅)正月～
閏6月

横長美大(一ツ綴)･1
冊/(表紙欠損)

い881

穠翠亭 明和7年庚寅7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い836

穠翠家乗 明和8年辛卯正月～7
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い838

穠翠家乗　＊表紙｢正月迄｣ 明和8年卯7月～正月
(12月)

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い837

穠翠家乗 明和9年壬辰正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い883

穠翠家乗　＊表紙｢秋冬｣ 明和9年壬辰(7月～) 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い839

穠翠家乗 安永2年癸巳正月～7
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い893

穠翠家乗 安永2年癸巳7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い841

穠翠家乗　＊表紙｢春｣ 安永3年甲午正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い843

穠翠家乗　＊内容は7月～11月まで (安永3年甲午)7月～
12月

横長美大(ひねり綴)･
1冊/(｢宝暦壬申孟秋｣
付の表紙挟込)/(後欠
ｶ)

い890

穠翠家乗 安永4年乙未正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い844

穠翠家乗 安永4年乙未7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い845

穠翠家乗 安永5年申正月～6月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い846

穠翠家乗 安永5年申7月～12月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い848

穠翠家乗 安永(6年)丁酉正月～
6月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い847

穠翠家乗 安永6年丁酉7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い849

穠翠家乗 安永7年戊戌正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い850

穠翠家乗 安永7年7月～12月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い851

穠翠家乗 安永8年亥正月～6月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い853

穠翠家乗 安永8年亥7月～12月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い852

穠翠家乗 安永9年庚子正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い855

穠翠家乗 安永9年庚子7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い854

穠翠家乗 安永(10年､天明元年)
辛丑正月～6月

横長美大(一ツ綴)･1
冊/(年代部分破損)

い856

穠翠亭家乗 (天明元年辛丑)7月～
12月

横長美大(ひねり綴)･
1冊

い887

穠翠家乗　＊表紙貼紙｢蘓川翁御剃髪当時之往復書簡
あり｣

天明2年壬寅正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い857

穠翠[　　](穠翠家乗) (天明2年壬寅)7月～
12月

横長美大(一ツ綴)･1
冊/(表紙欠損)

い882

穠翠家乗 天明3年癸卯正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い858

穠翠家乗 天明3年癸卯7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い859

穠翠家乗 天明4年甲辰正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い860

穠翠家乗 天明5年乙巳正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い862

穠翠家乗 天明5年乙巳7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い861

穠翠家乗　＊表紙｢春｣ 天明6年丙午正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い863

穠翠家乗　＊表紙｢穐｣ 天明6年丙午6月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い864

穠翠家乗　＊表紙｢秋｣｢天明七　第廿弐号｣ 天明7年丁未正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い865

穠翠家乗 天明7年丁未7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い866

穠翠家乗 天明8年戊申正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い868

穠翠家乗 天明8年戊申7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い867

穠翠家乗 天明9年己酉正月～閏
6月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い869

穠翠家乗 寛政元年己酉7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い870

穠翠家乗　＊表紙｢春｣､表紙付箋｢第十五号宗祗□□｣ 寛政2年庚戌正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い872

穠翠家乗　＊表紙｢秋｣ 寛政(2年)庚戌7月～
12月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い871

穠翠家乗 寛政3年辛亥正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い874

穠翠家乗　＊表紙｢秋｣ 寛政3年辛亥7月～12
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い873

穠翠家乗　＊表紙｢春｣､表紙付箋｢第十四号　三月
十九日｣

寛政4年壬子正月～6
月

横長美大(一ツ綴)･1
冊

い875

穠翠家乗 (寛政4年壬子)7月～ 横長美大(一ツ綴)･1
冊/(後欠ｶ)

い880

穠[　　](穠翠家乗) 7月～12月 横長美大(一ツ綴)･1
冊/(表紙欠損)

い884

穠翠[　　](穠翠家乗) 7月～蝋月 横長美大(一ツ綴)･1
冊

い885

穠[　　](穠翠家乗) 7月～12月 横長美大(ひねり綴)･
1冊/(表紙欠損､｢四亥
七月｣｢穐｣と記された
表紙挟込)

い888

穠翠家乗　第二冊 7月～12月 横長美(一ツ綴)･1冊 い891

(｢穠翠家乗｣断簡綴) (寛延元年､安永3年ほ
か)

麻紐の綴･1綴 い842

家/記録/日記
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(穠翠家乗断簡一括)　＊うち1点に｢穠翠亭日録二巻｣ 切紙一括･35点/(紙縒
一括)

い1077

　書状
神戸文左衛門さま　同(神戸)いねより 封筒･1点 い1004-24-2

(コヤシ物買入につき書状)　上の町→元町様 6日 横切継紙･1通 い1004-25-2

(只今帰宅の旨書状)　上の町→元材木町様 11日夕 切継紙･1通 い1004-25-8

(別紙の通り認置差上のところ客来につき失念の
旨書状)

3日夕 切紙･1通/(い1004-25
-9-2巻込)

い1004-25-9-1

(拝借の御談シ書返上の旨書状)　上の町→元材木
町様

3日 切継紙･1通 い1004-25-9-2

(京町付替の儀等につき書状)　上の町→元材木町
様

25日 横切継紙･1通/(い1072
巻込一括)

い1072-1

(本家付替の儀等につき書状)　繁→御兄様 4月25日 横切継紙･1通 い1072-2

(一件の相談すべきところ熱田小児1人死去につ
き今日は伺えない旨書状)　上の町→茂元君

切紙･1通 い1175

(散財物一条につき御勘考するよう書状)　老公→
茂元御大将

29日 横切継紙･1通/(い1186
紙縒一括)

い1186-1

(今日は余りに暑いので明朝出る旨書状)　上の町 切紙･1通 い1186-2

(御領所へ子狸忍び入りの件等につき書状)　上
の町→元町様

切継紙･1通 い1230

御信(年貢引き割り､車町家越につき書状)　→尊
大人

(近代)26日 横切継紙･1通 い1245-12

神銀之亮様　服部由治→神銀之亮様 (近代) 封筒･1点 い1245-41

名古屋市木挽町(神戸)分左衛門様　幡豆郡平坂町
柵木太蔵→名古屋市木挽町(神戸)分左衛門様

(明治)35年9月12日 封筒･1点/(一部破損) い1245-46-0

(大坂行きの件お断り､ならびにおすが殿縁談の
件別紙の通りである旨につき書状)　柵木太蔵
→神戸分左衛門様

(明治35年)9月12日 横切継紙･1通 い1245-46-1

(縁談の儀は心が定まり次第連絡するとの旨につ
き書状)　東京麻布区市兵衛町2ノ39石川正之助→
三河幡豆郡平坂町柵木太蔵様

(明治35年)9月10日 葉書･1通 い1245-46-2

愛知縣名古屋市木挽町神戸分左衛門様　＊い
1245-56･57は一連の内容ヵ　三重縣安濃郡新町古河
邑大伴来目碓→愛知縣名古屋市木挽町神戸分左衛門
様

(明治)36年 封筒･1点 い1245-56-0

(兼ねての一件方々に頼みに行っているとのこと
につき書状)　服部伴蔵→神戸御主人様

(明治)8月19日 切継紙･1通 い1245-56-1

幡豆郡平坂村服部伴蔵様　足伏新田町田中助平→
幡豆郡平坂村服部伴蔵様

(明治22年8月17日) 封筒･1点 い1245-56-2-0

(兼ねて依頼の件伊奈又次郎等との交渉の様子に
つき書状)　田中助平→服部伴蔵様

(明治22年)8月17日 横切継紙･1通 い1245-56-2-1

名古屋木挽町神戸分左衛門様　平坂村服部伴蔵→
名古屋木挽町神戸分左衛門様

(明治22年)7月28日 封筒･1点 い1245-57-0

(田中助平氏とのお見合いの話し合いの件につき
書状)　服部伴蔵→神戸様

(明治22年)7月28日 横切継紙･1通 い1245-57-1

(御請の件不本意ながらお断りとの旨につき書
状)　志賀寿太郎→服部伴蔵様

切継紙･1通 い1245-58

家/記録/日記
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(穠翠家乗断簡一括)　＊うち1点に｢穠翠亭日録二巻｣ 切紙一括･35点/(紙縒
一括)

い1077

　書状
神戸文左衛門さま　同(神戸)いねより 封筒･1点 い1004-24-2

(コヤシ物買入につき書状)　上の町→元町様 6日 横切継紙･1通 い1004-25-2

(只今帰宅の旨書状)　上の町→元材木町様 11日夕 切継紙･1通 い1004-25-8

(別紙の通り認置差上のところ客来につき失念の
旨書状)

3日夕 切紙･1通/(い1004-25
-9-2巻込)

い1004-25-9-1

(拝借の御談シ書返上の旨書状)　上の町→元材木
町様

3日 切継紙･1通 い1004-25-9-2

(京町付替の儀等につき書状)　上の町→元材木町
様

25日 横切継紙･1通/(い1072
巻込一括)

い1072-1

(本家付替の儀等につき書状)　繁→御兄様 4月25日 横切継紙･1通 い1072-2

(一件の相談すべきところ熱田小児1人死去につ
き今日は伺えない旨書状)　上の町→茂元君

切紙･1通 い1175

(散財物一条につき御勘考するよう書状)　老公→
茂元御大将

29日 横切継紙･1通/(い1186
紙縒一括)

い1186-1

(今日は余りに暑いので明朝出る旨書状)　上の町 切紙･1通 い1186-2

(御領所へ子狸忍び入りの件等につき書状)　上
の町→元町様

切継紙･1通 い1230

御信(年貢引き割り､車町家越につき書状)　→尊
大人

(近代)26日 横切継紙･1通 い1245-12

神銀之亮様　服部由治→神銀之亮様 (近代) 封筒･1点 い1245-41

名古屋市木挽町(神戸)分左衛門様　幡豆郡平坂町
柵木太蔵→名古屋市木挽町(神戸)分左衛門様

(明治)35年9月12日 封筒･1点/(一部破損) い1245-46-0

(大坂行きの件お断り､ならびにおすが殿縁談の
件別紙の通りである旨につき書状)　柵木太蔵
→神戸分左衛門様

(明治35年)9月12日 横切継紙･1通 い1245-46-1

(縁談の儀は心が定まり次第連絡するとの旨につ
き書状)　東京麻布区市兵衛町2ノ39石川正之助→
三河幡豆郡平坂町柵木太蔵様

(明治35年)9月10日 葉書･1通 い1245-46-2

愛知縣名古屋市木挽町神戸分左衛門様　＊い
1245-56･57は一連の内容ヵ　三重縣安濃郡新町古河
邑大伴来目碓→愛知縣名古屋市木挽町神戸分左衛門
様

(明治)36年 封筒･1点 い1245-56-0

(兼ねての一件方々に頼みに行っているとのこと
につき書状)　服部伴蔵→神戸御主人様

(明治)8月19日 切継紙･1通 い1245-56-1

幡豆郡平坂村服部伴蔵様　足伏新田町田中助平→
幡豆郡平坂村服部伴蔵様

(明治22年8月17日) 封筒･1点 い1245-56-2-0

(兼ねて依頼の件伊奈又次郎等との交渉の様子に
つき書状)　田中助平→服部伴蔵様

(明治22年)8月17日 横切継紙･1通 い1245-56-2-1

名古屋木挽町神戸分左衛門様　平坂村服部伴蔵→
名古屋木挽町神戸分左衛門様

(明治22年)7月28日 封筒･1点 い1245-57-0

(田中助平氏とのお見合いの話し合いの件につき
書状)　服部伴蔵→神戸様

(明治22年)7月28日 横切継紙･1通 い1245-57-1

(御請の件不本意ながらお断りとの旨につき書
状)　志賀寿太郎→服部伴蔵様

切継紙･1通 い1245-58

(来る29日･晦日に御扣新田へ釣りをしに行きた
い旨につき問い合わせの書状)　牧野久左衛門→
犬山屋文左衛門様

11月23日 切継紙･1通/(い1245-
70･71畳込一括)

い1245-70

(御扣新田へ釣りに行きたい旨につき問い合わせ
の書状)　牧野久左衛門→神戸文左衛門様

8月25日 切継紙･1通 い1245-72

(宇野喜左衛門母の縁談経過につき書状)　小幡又
次郎→服部伴蔵様

7月25日 切継紙･1通 い1245-73

神戸謹也七様古台入金来候節之手紙 5月19日 包紙･1点/(い934紙縒
一括)

い934-1-0

(古台を米札にて入金并乳母の抱につき書状)　
神戸謹也→神戸文左衛門殿

5月15日 横切継紙･1通 い934-1-1

惣助様　定助→惣助様 包紙･1点/(い1231包
紙一括)/(封紙の転
用)

い1231-1

(一家の身代引き受けの件につき書状) 11月8日 横継紙･1通 い1231-2

　冠婚葬祭ほか
(御七夜の御戌祝金受け取りにつき礼状)　大久保

修一→神戸文左衛門様
4月8日 横切継紙･1通/(い939

紙縒一括)
い939-1

(御母侯の御祝儀受け取りにつき礼状)　後藤道逢
→神文左衛門様

4月7日 横切紙･1通 い939-2

覚(祝儀としての贈答金など書付) 小切継紙･1通 い939-3

(佐兵衛他2名書付) 断簡･1点 い939-4

覚(土産鳥目の儀などにつき書付)　＊端裏書｢鬼
頭氏より参候書付｣　(鬼頭氏)

11月4日 横切継紙･1通 い939-5

覚(干菓子折などの品目及び人名書付) 横切継紙･1通 い939-6

覚(扇子など壱人別贈答品目割当) 11月 横切継紙･1通 い939-7

(新田分･遠方分･家督分など祝儀交付者書付) 横切継紙･1通/(前欠) い939-8

赤飯配り覚 横切紙･1通/(い939-9
～11巻込一括)

い939-9

覚(御達見舞分他祝儀配付者･物品書付) 横切継紙･1通 い939-10

(栄八他人名書付) 札･1点 い939-11

(疱瘡酒湯の御祝儀受取につき礼状)　岡野春澤→
神戸文左衛門様

仲夏12日 横切継紙･1通 い939-12

覚(道具付帳面･部分ごと諸道具書付) 横切継紙･1通 い939-13

(祝儀金勘定書) 折紙･1通 い939-14

覚(御酒湯の御祝儀金300疋などにつき礼状)　大
久保修一→神戸文左衛門様

5月12日 横切継紙･1通 い939-15

(御酒湯御祝儀金200疋受取につき礼状)　岡野春
澤→神戸文左衛門様

6月13日 横切継紙･1通 い939-16

御肴壱折代金壱両　＊裏書｢此分銭ニ而アリ｣ (近世) 包紙･1点/(紅白水引
共)

い975-3

入用代 包紙･1点 い975-4-0

(三ツ組盆･硯蓋･吸物膳他書付) 切紙･1通 い975-4-1

(衣折･つゝら･帯箱他書付) 切継紙･1通 い975-4-2

(御祝儀の挨拶次第につき書付) 切紙･1通 い975-4-3

家/記録/書状
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覚(御婚礼御祝儀の道具･出迎え等指示につき書
付)

横切継紙･1通 い993-2

犬山慶事帳　元材木町扣(扇子･縮緬他および人
名書付)　元材木町

8月26日 横長半(一ツ綴)･1冊
/(い1004-24-1紙縒一
括)/(い1004-24-1紅
白水引で綴り)

い1004-24-1-1

覚(箪笥･長持･行灯他書付) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1004-24-1-2

覚(扇子･反物他および人名書付) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1004-24-1-3

(扇子･反物･綿･品他および人名書付) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1004-24-1-4

(慶事用の物嘉八へ願上の品書付他書状)　いね→
茂元君

葉月9日夜 横切継紙･1通/(い1004
-24-3-2･3を巻込)

い1004-24-3-1

(頃日願上の金子を今日嘉八へ渡す旨他書状)　
むね→茂元君

横切継紙･1通 い1004-24-3-2

(4月巾下へ遣わした土産物目録扣を先日差出し
た旨他書状)　神戸→材木町さま

切継紙･1通 い1004-24-3-3

(京もの女などこのたびは禁物の旨書状)　むねよ
り→茂元君

小切紙･1通 い1004-24-3-4

(慶事道筋･道具類･新客他につき書状)　いねより
→茂元君

葉月19日 横切継紙･1通 い1004-24-4

①(慶事一件につき10日に一度に吉物参るよう頼
み他書状)､②(かねて願置の金子借用願いの書
状)　いね→茂元君

葉月5日夜 横切継紙･1通/(①と
②の間は一部切断)

い1004-24-5

(縁段一件につき先方御引合方詳しく伺いたき旨
他書状)　むね→茂元君

8月23日 横切継紙･1通/(い1004
-24-6-2･3を巻込)

い1004-24-6-1

(先日栄次へ引合の丸ろ･丸おしきにつき書状)　
むね→茂元君

24日 切継紙･1通 い1004-24-6-2

(鮎を今便で差上げる旨他書状) 25日 切紙･1通 い1004-24-6-3

(御縁段一条につき乾山様は即刻御返書にて内悦
の趣につき書状)　天九→神戸御大人

14日 横切継紙･1通 い1004-24-7

(8月26日･9月1日道具約数･野々垣鰹節他書付) 横切継紙･1通 い1004-24-8

(御陰にて内縁都合能整い悦入につき土産物･菓
子類他の旨書状)　むねより→文左衛門殿･おきや
う殿

長月15日 横切継紙･1通 い1004-24-9

(慶事につき菓子他の次第書状)　むねより→文左
衛門殿･おきやう殿

葉月13日 横切継紙･1通 い1004-24-10

神戸文左衛門様　神戸弥左衛門 封筒･1点 い1004-24-11-0

(御蔭にて都合克大悦の礼状)　弥左衛門→文左衛
門様

5月3日 横切継紙･1通 い1004-24-11-1

神戸文左衛門様　神戸弥左衛門 封筒･1点 い1004-24-12-0

(縁談一条につき貴人君様の御蔭にて万端都合よ
くなった旨礼状)　弥左衛門→文左衛門様

神無月26日 横切継紙･1通 い1004-24-12-1

(巾下縁談一条にて先方都合克内輪治定になった
旨礼状)　同(神戸)弥左衛門→神戸文左衛門様

4月13日夜 横切継紙･1通 い1004-24-13

(巾下より衣服類問合･養子引取後の在所との行
き来は禁ずべき旨他書状)　いね→茂元君

卯月12日 横切継紙･1通 い1004-24-14

(あゆ5ツはやく御上り下さるよう書状)　三保→
御伯父様･御伯母様

小切紙･1通 い1004-24-15

家/冠婚葬祭ほか
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覚(御婚礼御祝儀の道具･出迎え等指示につき書
付)

横切継紙･1通 い993-2

犬山慶事帳　元材木町扣(扇子･縮緬他および人
名書付)　元材木町

8月26日 横長半(一ツ綴)･1冊
/(い1004-24-1紙縒一
括)/(い1004-24-1紅
白水引で綴り)

い1004-24-1-1

覚(箪笥･長持･行灯他書付) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1004-24-1-2

覚(扇子･反物他および人名書付) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1004-24-1-3

(扇子･反物･綿･品他および人名書付) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1004-24-1-4

(慶事用の物嘉八へ願上の品書付他書状)　いね→
茂元君

葉月9日夜 横切継紙･1通/(い1004
-24-3-2･3を巻込)

い1004-24-3-1

(頃日願上の金子を今日嘉八へ渡す旨他書状)　
むね→茂元君

横切継紙･1通 い1004-24-3-2

(4月巾下へ遣わした土産物目録扣を先日差出し
た旨他書状)　神戸→材木町さま

切継紙･1通 い1004-24-3-3

(京もの女などこのたびは禁物の旨書状)　むねよ
り→茂元君

小切紙･1通 い1004-24-3-4

(慶事道筋･道具類･新客他につき書状)　いねより
→茂元君

葉月19日 横切継紙･1通 い1004-24-4

①(慶事一件につき10日に一度に吉物参るよう頼
み他書状)､②(かねて願置の金子借用願いの書
状)　いね→茂元君

葉月5日夜 横切継紙･1通/(①と
②の間は一部切断)

い1004-24-5

(縁段一件につき先方御引合方詳しく伺いたき旨
他書状)　むね→茂元君

8月23日 横切継紙･1通/(い1004
-24-6-2･3を巻込)

い1004-24-6-1

(先日栄次へ引合の丸ろ･丸おしきにつき書状)　
むね→茂元君

24日 切継紙･1通 い1004-24-6-2

(鮎を今便で差上げる旨他書状) 25日 切紙･1通 い1004-24-6-3

(御縁段一条につき乾山様は即刻御返書にて内悦
の趣につき書状)　天九→神戸御大人

14日 横切継紙･1通 い1004-24-7

(8月26日･9月1日道具約数･野々垣鰹節他書付) 横切継紙･1通 い1004-24-8

(御陰にて内縁都合能整い悦入につき土産物･菓
子類他の旨書状)　むねより→文左衛門殿･おきや
う殿

長月15日 横切継紙･1通 い1004-24-9

(慶事につき菓子他の次第書状)　むねより→文左
衛門殿･おきやう殿

葉月13日 横切継紙･1通 い1004-24-10

神戸文左衛門様　神戸弥左衛門 封筒･1点 い1004-24-11-0

(御蔭にて都合克大悦の礼状)　弥左衛門→文左衛
門様

5月3日 横切継紙･1通 い1004-24-11-1

神戸文左衛門様　神戸弥左衛門 封筒･1点 い1004-24-12-0

(縁談一条につき貴人君様の御蔭にて万端都合よ
くなった旨礼状)　弥左衛門→文左衛門様

神無月26日 横切継紙･1通 い1004-24-12-1

(巾下縁談一条にて先方都合克内輪治定になった
旨礼状)　同(神戸)弥左衛門→神戸文左衛門様

4月13日夜 横切継紙･1通 い1004-24-13

(巾下より衣服類問合･養子引取後の在所との行
き来は禁ずべき旨他書状)　いね→茂元君

卯月12日 横切継紙･1通 い1004-24-14

(あゆ5ツはやく御上り下さるよう書状)　三保→
御伯父様･御伯母様

小切紙･1通 い1004-24-15

(御蔭をもって諸事都合能大悦につき礼状)　神
戸弥左衛門→神戸文左衛門様

皐月12日 横切継紙･1通 い1004-24-16

(慶事一条につき土産物目録･道具他の旨書状)　
いね→茂元君

葉月25日 横切継紙･1通 い1004-24-17

(慶事につき跡荷･土産物他の旨書状)　いね→茂
元君

葉月朔日 横切継紙･1通 い1004-24-20

神戸文左衛門様　神戸弥左衛門 包紙･1点 い1004-24-21-0

(引移りにつき見事なる御樽肴御祝の礼状)　神
戸弥左衛門政寧(花押)→神戸文左衛門様

9月15日 折紙･1通 い1004-24-21-1

(伊吉不心得筋･慶事一条他につき書状)　いね→
茂元君

葉月8日 横切継紙･1通 い1004-24-22

祝義之事(婚礼養子取極時等の祝儀額書付) 横切継紙･1通 い1088

記(雛直し代金2円借用書)　花通屋新七→神戸様 (近代)3月9日 横切紙･1通 い1207-19

　旅行
但州湯嶋道中独案内(袋のみ)　大阪書林･藤屋弥兵

衛蔵版
文化3改刻 袋(木版刷)･1点 い1004-23-2

明治二十年九月六日岐阜行書附 (明治20年) 札･1点/(い1205紙縒
一括)

い1205-1

岐阜遊節記(旅行代金〆金13円72銭余書付)　鷗
汀

明治20年9月6日 横半半(一ツ綴)･1冊
/(一部鉛筆書き)

い1205-2

記(酒･蝋燭等〆金6円余代金受取書)　菊瓶(幾久
平)→上

(明治20年)9月7日 横切継紙･1通 い1205-3

記(扇3本等〆92銭代金受取書)　(吉休支店)→上 (明治20年)9月7日 横切継紙･1通 い1205-4

記(泊代20銭受取書)　山原代与助(佐脇)→(木挽町
弐丁目)神戸文左衛門様

(明治)午旧12月 小切継紙･1通/(い1210
紙縒一括)/(い1210-1
紙縒一括)

い1210-1-1

記(4円77銭余金銭書付) (明治) 切紙･1通 い1210-1-2

キ(ハクブツカン等48銭受取書)　伝盛屋→神戸様 (明治)11月31日 切紙･1通 い1210-1-3

証(巻彦山水めくり代5円受取書)　坂野秀雄→神
戸様

(近代)12月28日 切紙･1通/(い1233紙
縒一括)

い1233-1

証(御湖賄代1円余受取書)　坂野秀雄 (近代)3月15日 切紙･1通 い1233-2

証(金25円受取書)　代筆阪野朝恵→神戸様 (近代)5月7日 切紙･1通 い1233-3

(別紙の通り御請下さるようにとの旨につき書
状)　秀→神戸七之助

(近代)5月7日 切継紙･1通 い1233-4

記(めくり代金等14円余受取書)　坂野秀雄→神戸
分左衛門様

(近代)5月6日 横切紙･1通 い1233-5

神戸分左衛門様　坂野秀雄→神戸分左衛門様 (近代) 封筒･1点 い1233-6

記(大塩出簡など代金10円余受取書)　坂野秀雄 (明治)30年9月 切紙･1通 い1233-7

記(品代10円受取書)　坂野秀雄 (近代)9月23日 切紙･1通 い1233-8

(光明寺･高雄道場など京都行日記) 3月～8月 横切継紙･1通 い1165

　普請
覚(家切組木口代金14両2分･13両1分余につき)　

永田屋
(近世)8月5日 竪継紙･1通/(い988紙

縒一括)
い988-1

覚(六寸釘340他入用積りにつき) (近世) 切紙･1通 い988-2

家/冠婚葬祭ほか
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覚(材木代14両他勘定書)　源蔵→神戸孫右衛門様 (近世)8月3日 切紙･1通 い988-3

覚(表庇柱12本･表渕本柱7本他材木につき) (近世) 横切継紙･1通 い988-4

入札(金6両1分余大工手満出来迄御請合につき)
　大工要助･同断半治郎

(近世)7月 切継紙･1通 い988-5

瓦作り(材木･瓦代他書付) (近世) 横切継紙･1通 い988-6

覚(柱･桁･母屋棟他材木につき) (近世) 横切継紙･1通 い988-7

覚(庇･裏口ひき戸他木材寸法につき) (近世) 横切継紙･1通 い988-8

覚(材木代金･大工手満代･杉中戸代御請合につ
き)　土屋長右衛門→元町新三郎様

(近世)7月27日 横切継紙･1通 い988-9

(表渕･土台･庇他寸法書付および図面) (近世) 27.8×38.8･1鋪 い988-10

(表渕･土台･庇他寸法書付および図面) (近世) 28.0×38.8･1鋪 い988-11

(建物図面) (近世) 27.9×38.7･1鋪 い988-12

　墓所･寺･神社
證状之事(御神納金5両受取書)　栗田筑後→神戸文

左衛門殿
安政6年己未正月 竪紙･1通/(い926～い

1006一括の紙縒入)
い926

水分神社･春日神社請取事 (近世) 札･1点/(罫紙使用)/(い
767紙縒一括)

い767-1

請文 (近世) 包紙･1点 い767-2-0

覚(御初穂御備へ白銀1枚神納につき)　子守宮神
主　前坊修理亮→神戸文左衛門様

(近世)9月10日 折紙･1通 い767-2-1

覚(当辰年御油料として金100疋受納につき)　梅
本半之丞→神戸文左衛門様

(近世)3月19日 切紙･1通 い767-3

記(奉納の御神酒料12銭5厘社入につき)　元子守
事水分神社詰所→尾張国海西郡神戸新田神戸分左衛
門殿･同(神戸)銀之介殿

(近代)8年7月14日 切継紙･1通 い767-4

(包紙) (近世) 包紙･1点 い767-5-0

覚(御備へ金100匹･産衣1神納につき)　子守宮神
主　前坊修理亮→神戸御氏

(近世)辰3月21日 折紙･1通 い767-5-1

覚(初穂米1石受取書)　(名古屋葭町)いせや忠兵衛
→神戸文左衛門様

(近世)辰12月11日 小切紙･1通 い908-35

覚(初尾米1石受取書)　かめ喜→神戸文左衛門様 (近世)辰12月11日 小切紙･1通 い908-36

覚(金10両受取書)　泰雲寺納所→神戸文左衛門様 (近世)5月29日 小切紙･1通 い925-23

証(吉野水分神饌料受領証)　大和国吉野郡吉野山
水分神社兼務金峯神社祠掌大橋鐐輔→尾張国海西郡
神戸新田神戸分左衛門･同長男銀之亮

明治18年7月19日 罫紙･1通 い1025

米請取書(本年中仏法米として玄米5斗5升)　長
清寺住職山田尊昭→神戸分左衛門殿

明治19年1月14日 罫紙･1通 い1005

記(中丸など代金書付)　平野屋太吉→長徳寺様行神
戸様

(近代)辰6月 竪継紙･1通/(い1153
紙縒一括)

い1153-1

記(竹代など書付)　福島屋又右衛門→神戸様 (近代)辰6月 竪継紙･1通 い1153-2

記(杉代など書付)　平の屋太吉→長徳寺様行神戸様 (近代)卯12月 竪継紙･1通 い1153-3

記(金銭受取書)　福しま屋又右衛門→神戸様 (近代)卯12月 小切紙･1通 い1153-4

記(しふ代受取書)　嶋屋藤十郎→神戸様 (近代)卯12月 小切紙･1通 い1153-5

家/普請
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覚(材木代14両他勘定書)　源蔵→神戸孫右衛門様 (近世)8月3日 切紙･1通 い988-3

覚(表庇柱12本･表渕本柱7本他材木につき) (近世) 横切継紙･1通 い988-4

入札(金6両1分余大工手満出来迄御請合につき)
　大工要助･同断半治郎

(近世)7月 切継紙･1通 い988-5

瓦作り(材木･瓦代他書付) (近世) 横切継紙･1通 い988-6

覚(柱･桁･母屋棟他材木につき) (近世) 横切継紙･1通 い988-7

覚(庇･裏口ひき戸他木材寸法につき) (近世) 横切継紙･1通 い988-8

覚(材木代金･大工手満代･杉中戸代御請合につ
き)　土屋長右衛門→元町新三郎様

(近世)7月27日 横切継紙･1通 い988-9

(表渕･土台･庇他寸法書付および図面) (近世) 27.8×38.8･1鋪 い988-10

(表渕･土台･庇他寸法書付および図面) (近世) 28.0×38.8･1鋪 い988-11

(建物図面) (近世) 27.9×38.7･1鋪 い988-12

　墓所･寺･神社
證状之事(御神納金5両受取書)　栗田筑後→神戸文

左衛門殿
安政6年己未正月 竪紙･1通/(い926～い

1006一括の紙縒入)
い926

水分神社･春日神社請取事 (近世) 札･1点/(罫紙使用)/(い
767紙縒一括)

い767-1

請文 (近世) 包紙･1点 い767-2-0

覚(御初穂御備へ白銀1枚神納につき)　子守宮神
主　前坊修理亮→神戸文左衛門様

(近世)9月10日 折紙･1通 い767-2-1

覚(当辰年御油料として金100疋受納につき)　梅
本半之丞→神戸文左衛門様

(近世)3月19日 切紙･1通 い767-3

記(奉納の御神酒料12銭5厘社入につき)　元子守
事水分神社詰所→尾張国海西郡神戸新田神戸分左衛
門殿･同(神戸)銀之介殿

(近代)8年7月14日 切継紙･1通 い767-4

(包紙) (近世) 包紙･1点 い767-5-0

覚(御備へ金100匹･産衣1神納につき)　子守宮神
主　前坊修理亮→神戸御氏

(近世)辰3月21日 折紙･1通 い767-5-1

覚(初穂米1石受取書)　(名古屋葭町)いせや忠兵衛
→神戸文左衛門様

(近世)辰12月11日 小切紙･1通 い908-35

覚(初尾米1石受取書)　かめ喜→神戸文左衛門様 (近世)辰12月11日 小切紙･1通 い908-36

覚(金10両受取書)　泰雲寺納所→神戸文左衛門様 (近世)5月29日 小切紙･1通 い925-23

証(吉野水分神饌料受領証)　大和国吉野郡吉野山
水分神社兼務金峯神社祠掌大橋鐐輔→尾張国海西郡
神戸新田神戸分左衛門･同長男銀之亮

明治18年7月19日 罫紙･1通 い1025

米請取書(本年中仏法米として玄米5斗5升)　長
清寺住職山田尊昭→神戸分左衛門殿

明治19年1月14日 罫紙･1通 い1005

記(中丸など代金書付)　平野屋太吉→長徳寺様行神
戸様

(近代)辰6月 竪継紙･1通/(い1153
紙縒一括)

い1153-1

記(竹代など書付)　福島屋又右衛門→神戸様 (近代)辰6月 竪継紙･1通 い1153-2

記(杉代など書付)　平の屋太吉→長徳寺様行神戸様 (近代)卯12月 竪継紙･1通 い1153-3

記(金銭受取書)　福しま屋又右衛門→神戸様 (近代)卯12月 小切紙･1通 い1153-4

記(しふ代受取書)　嶋屋藤十郎→神戸様 (近代)卯12月 小切紙･1通 い1153-5

記(59銭余受取書)　(名古屋和泉町)萱津屋忠三郎→
神戸様長徳寺行

(近代)1月22日 小切紙･1通 い1153-6

記(長徳寺高塀所修理手間賃受取書)　大工久作→
神戸様長徳寺行

(近代)辰3月 小切紙･1通/(い1153-
7一綴)

い1153-7-1

覚(土代受取書)　土方萬助→長徳寺分上様 (近代)3月 小切紙･1通 い1153-7-2

記(長徳寺修理手間賃受取書)　日雇菊吉→神戸様
長徳寺行

(近代)辰3月 小切紙･1通 い1153-7-3

記(長徳寺修理手間賃受取書)　日雇又吉→神戸様
長徳寺行

(近代)辰3月 小切紙･1通 い1153-7-4

記(八幡宮酒代15銭受取書)　安達五郎→神戸文左
衛門様

(近代)6月 切紙･1通 い1207-15-6

記(祈祷料等〆16銭余金銭勘定書付) (近代) 横切継紙･1通 い1207-15-7

米受取書(定例の通り米5斗5升受取)　八事山執事
→神戸分左衛門殿

明治19年1月 罫紙･1通 い1207-17

廿五年一月より三月三十一日迄之分 (明治25年) 帯･1点/(い1210-3紙
縒一括)

い1210-3-1

證(燈油料75銭受取書)　春日神社々務所→尾州名古
屋市神戸分左衛門殿

明治25年12月18日 切紙･1通 い1210-3-2

証(祈祷料30銭受取書)　多賀神社社務所→神戸文左
衛門殿

明治25年9月19日 切紙･1通 い1210-3-3

証(26年中疱瘡神初穂料5銭など受取書)　安井重
直→神戸分左衛門殿

(明治)25年12月26日 切紙･1通 い1210-3-4

貨幣早達便逓送金請取證(奈良春日神社社務所へ
75銭送金受取書)　内国通運会社名古屋支店→海
西郡神戸新田神戸分左衛門殿

明治25年12月15日 印刷用紙･1通 い1210-3-5

(封筒)　(栗田)美稲→(神戸)銀之助様 (明治) 封筒･1点 い1210-3-6-0

(例年の通り御油料送付に関する書状)　美稲→銀
之助様

(明治)12月25日 切継紙･1通 い1210-3-6-1

(封筒)　八事山納所→名古屋木挽町神戸分左衛門殿 (明治)28年1月 封筒･1点 い1210-1-4-0

証(法要の為の玄米5斗余受取書)　八事山納所→
神戸分左衛門殿

明治28年1月 罫紙･1通 い1210-1-4-1

証(28年中疱瘡神初穂料5銭など受取書)　安井重
直→神戸分左衛門殿

(明治)27年12月30日 切継紙･1通/(い1210-
2紙縒一括)

い1210-2-1

證(燈油料75銭受取書)　春日神社々務所→尾州名古
屋市神戸分左衛門殿

明治27年12月26日 切紙･1通 い1210-2-2

記(人夫代金95銭余受取書)　八事山執事→神戸分
左衛門殿

明治27年10月26日 罫紙･1通 い1210-2-3

領収証(明戸障子新調代12銭受取書)　縣社針綱神
社社務所→宮島栄五郎殿

明治27年8月 罫紙･1通 い1210-2-4

記(水引付奉出等〆15円余受取書)　(大丸屋ヵ)や
栄次郎→神戸様

(明治)7月14日 切紙･1通/(い1210-4
紙縒一括)

い1210-4-1

記(進物仕上げ代金3円余受取書)　(大丸屋ヵ)や
栄次郎→神戸様

(明治)12月 切継紙･1通 い1210-4-2

証(法要の為の玄米5斗余受取書)　八事山納所→
名古屋木挽町神戸分左衛門様

明治29年2月2日 罫紙･1通/(い1210-7
紙縒一括)

い1210-7-1

(領収証を御披見下さいとの書状)　八事山執事→
神戸分左衛門殿

(明治) 罫紙･1通 い1210-7-2

証(油･神酒料50銭受取書)　縣社針綱神社社務所→
神戸分左衛門殿

明治29年1月30日 切紙･1通/(い1210-7-
3紙縒一括)

い1210-7-3-1

家/墓所･寺･神社
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証(御仏供米料50銭受取書)　常満寺→神戸殿 明治29年1月6日 竪紙･1通 い1210-7-3-2

證(法要の為の玄米7斗余受取書)　名古屋市皆戸
町長徳寺住職山田尊眼→神戸分左衛門殿

明治29年2月8日 罫紙･1通 い1210-7-4

八事山護摩供千人講書附 札･1点/(い1228紙縒
一括)

い1228-1

一札　八事山 包紙･1点 い1228-2-0

一札之事(護摩供千人講の世話方同行承引にて心
配を掛けないように致す旨につき申上書)　八
事山奥正寺納所→神戸文左衛門殿

未3月 竪紙･1通 い1228-2-1

名古屋市木挽町神戸文左衛門様　犬山町円明寺→
名古屋市木挽町神戸文左衛門様

(明治)33年1月2日 封筒･1点 い1245-34-0

(浄仙居士仏飼料につき書状)　円明寺住職安藤義
静→神戸文左衛門様

(明治33年)1月2日 切継紙･1通 い1245-34-1

名古屋市木挽町神戸分左衛門様御番頭殿　八事山
執事→名古屋市木挽町神戸分左衛門様御番頭殿

(近代)10月5日 封筒･1点 い1245-43-0

(墓地普請見積書郵送の件につき書状)　八事山執
事→神戸家御番頭様

(近代)10月5日 横切紙･1通 い1245-43-1

(神社祭典費予算等に関する伺書)　柏淵郁三郎→
神戸様御執事

(近代)7月21日 横切継紙･1通 い1245-53

　講
※覚(頼母子講親脇会弐口分預り書)　神戸弥兵衛

→神戸孫六殿
文化10年酉4月 横切継紙･1通/(い936

-4-0と巻込一括)
い936-4-4

与衆講書附　宮崎預り金書附アリ (近代) 札･1点/(い765紙縒一
括)

い765-1

記(神戸分他与衆講欠金･造用共預り置につき)　
宮崎十郎二→神戸大人･蟹江大人

(近代)12年1月14日 小切紙･1通 い765-2

(本日の会主につき大失敬ながら欠席する旨書
状)　村瀬厚重→与衆講諸君御中

(近代) 罫紙･1通/(い765-3は
い765-3-1で包込一
括)

い765-3-1

記(鳥宮崎様･かんへ伊藤様他〆金18円74銭余の
書付)

(近代) 小切紙(青色)･1通/(い
765-3-2一綴)

い765-3-2-1

記(神戸･佐の他〆1円の書付) (近代) 小切紙･1通 い765-3-2-2

記(神戸･早川他〆35円余の書付) (近代) 小切紙･1通 い765-3-2-3

記(神戸･宮崎他〆70円余の書付) (近代) 切紙･1通 い765-3-2-4

記(金16円47銭余を与衆講金へ差上につき入掌願
の書付)　佐野→神戸様

明治11年9月11日 小切紙(桃色)･1通/(い
765-3-2で包み)

い765-3-3

記(与衆講規定の約定追加につき)　与衆社中→神
戸大人･蟹江大人

(近代) 罫紙･1通 い765-4

記(初会～20会の預金･利子書付) (近代) 横長半(一ツ綴)･1冊 い765-5

与衆社九会目預金 (近代)9月～10月 小切紙(青色)･1通 い765-6

与衆社金出納簿　＊｢落鬮預金｣｢貸金｣｢利金入手｣の
ひれ付　神戸分左衛門

従明治10年第5月15日 横半半(一ツ綴)･1冊 い765-7

記(十八年度講金1円余につき)　伊兵衛→神戸様 (明治)19年1月14日 切紙･1通 い1199-3-2

大正十年 大正10年 帯･1点 い1094-0

記(大嶋講落口金預り証)　忠兵衛→御旦那様 (大正)4月26日 小切紙･1通 い1094-1

記(金物代など受取書)　中埜吉兵衛→神戸様 (大正)3月11日 小切紙･1通 い1094-2

家/墓所･寺･神社
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証(御仏供米料50銭受取書)　常満寺→神戸殿 明治29年1月6日 竪紙･1通 い1210-7-3-2

證(法要の為の玄米7斗余受取書)　名古屋市皆戸
町長徳寺住職山田尊眼→神戸分左衛門殿

明治29年2月8日 罫紙･1通 い1210-7-4

八事山護摩供千人講書附 札･1点/(い1228紙縒
一括)

い1228-1

一札　八事山 包紙･1点 い1228-2-0

一札之事(護摩供千人講の世話方同行承引にて心
配を掛けないように致す旨につき申上書)　八
事山奥正寺納所→神戸文左衛門殿

未3月 竪紙･1通 い1228-2-1

名古屋市木挽町神戸文左衛門様　犬山町円明寺→
名古屋市木挽町神戸文左衛門様

(明治)33年1月2日 封筒･1点 い1245-34-0

(浄仙居士仏飼料につき書状)　円明寺住職安藤義
静→神戸文左衛門様

(明治33年)1月2日 切継紙･1通 い1245-34-1

名古屋市木挽町神戸分左衛門様御番頭殿　八事山
執事→名古屋市木挽町神戸分左衛門様御番頭殿

(近代)10月5日 封筒･1点 い1245-43-0

(墓地普請見積書郵送の件につき書状)　八事山執
事→神戸家御番頭様

(近代)10月5日 横切紙･1通 い1245-43-1

(神社祭典費予算等に関する伺書)　柏淵郁三郎→
神戸様御執事

(近代)7月21日 横切継紙･1通 い1245-53

　講
※覚(頼母子講親脇会弐口分預り書)　神戸弥兵衛

→神戸孫六殿
文化10年酉4月 横切継紙･1通/(い936

-4-0と巻込一括)
い936-4-4

与衆講書附　宮崎預り金書附アリ (近代) 札･1点/(い765紙縒一
括)

い765-1

記(神戸分他与衆講欠金･造用共預り置につき)　
宮崎十郎二→神戸大人･蟹江大人

(近代)12年1月14日 小切紙･1通 い765-2

(本日の会主につき大失敬ながら欠席する旨書
状)　村瀬厚重→与衆講諸君御中

(近代) 罫紙･1通/(い765-3は
い765-3-1で包込一
括)

い765-3-1

記(鳥宮崎様･かんへ伊藤様他〆金18円74銭余の
書付)

(近代) 小切紙(青色)･1通/(い
765-3-2一綴)

い765-3-2-1

記(神戸･佐の他〆1円の書付) (近代) 小切紙･1通 い765-3-2-2

記(神戸･早川他〆35円余の書付) (近代) 小切紙･1通 い765-3-2-3

記(神戸･宮崎他〆70円余の書付) (近代) 切紙･1通 い765-3-2-4

記(金16円47銭余を与衆講金へ差上につき入掌願
の書付)　佐野→神戸様

明治11年9月11日 小切紙(桃色)･1通/(い
765-3-2で包み)

い765-3-3

記(与衆講規定の約定追加につき)　与衆社中→神
戸大人･蟹江大人

(近代) 罫紙･1通 い765-4

記(初会～20会の預金･利子書付) (近代) 横長半(一ツ綴)･1冊 い765-5

与衆社九会目預金 (近代)9月～10月 小切紙(青色)･1通 い765-6

与衆社金出納簿　＊｢落鬮預金｣｢貸金｣｢利金入手｣の
ひれ付　神戸分左衛門

従明治10年第5月15日 横半半(一ツ綴)･1冊 い765-7

記(十八年度講金1円余につき)　伊兵衛→神戸様 (明治)19年1月14日 切紙･1通 い1199-3-2

大正十年 大正10年 帯･1点 い1094-0

記(大嶋講落口金預り証)　忠兵衛→御旦那様 (大正)4月26日 小切紙･1通 い1094-1

記(金物代など受取書)　中埜吉兵衛→神戸様 (大正)3月11日 小切紙･1通 い1094-2

(講会が早く済めば帰りに寄る旨他書状) 切継紙･1通 い1180

　保険
神戸分左衛門様　名古屋市伝馬町五丁目五十三番戸

日本酒造火災保険株式会社名古屋支店井上→神戸分
左衛門様

(近代)8月31日 封筒･1点 い1245-6

保険契約消滅分　保険証書在中　名古屋市伝馬町5
丁目53番戸日本酒造火災保険株式会社名古屋出張所
→神戸分左衛門殿

(近代) 封筒･1点 い1245-18

保険証書在中　名古屋市栄町7丁目115番戸明治火災
保険株式会社名古屋支店→神戸分左衛門殿

(明治) 封筒･1点 い1245-22

神戸分左衛門殿　名古屋市中区栄町7丁目1番地戸明
治火災保険株式会社名古屋支店→神戸分左衛門殿

明治 封筒･1点 い1245-42

　文化活動
　和歌
(｢うくひすかはしめてみやこにのほるとて｣他詠
草)

横切継紙･1通/(い1004
-23紙縒一括)

い1004-23-1

(｢子曰せし春ハ幾世のはる･･｣他詠草) 切紙･3通/(紙縒一括) い1004-26

　漢詩
(｢心箴日茫茫堪與…｣漢詩書付) 竪紙･1通/(虫損甚大･

取扱注意)
い1099-11

(漢詩の添削)　小民→葵園兄 (近代) 罫紙･1通/(い1176紙
縒一括)

い1176-1

　目録･書状等
※書籍借覧記　奥田淑 横半半(下げ二ツ目

綴)･1冊
い1245-77-1

(経筒定琳作など諸道具目録) 折紙･1通/(綴じ穴あ
り)

い931-1

(石川丈山額など諸道具･書籍目録) 折紙･1通/(綴じ穴あ
り)

い931-2

(本箱など受取ならびになしくも拝見他につき書
状)　いせ町ニテ母より→(神戸)文左衛門殿

横切継紙･1通 い931-3

(形見を百か日後に贈る旨書状)　母より→文左衛
門殿

13日 横切継紙･1通 い931-4

おほへ(書物留メ帳之事他諸道具･書類など書付) 横切継紙･1通 い931-5

質物之部(貝原益軒消息他諸道具等) 横長半(一ツ綴)･1冊 い931-6

(竪手小服､利休七種など諸品目録) 横切継紙･1点 い931-7

覚(信楽水指など諸道具目録) 小切紙･1通/(い931ｰ7
に巻込)

い931-8

口上(茶碗など諸道具書付)　いせ町ニテ母より→
文左衛門殿

10月29日 小切紙･1通 い931-9

(寿作の喜び等につき書状)　いせ町ニテ母より→
文左衛門殿

霜月3日 横切継紙･1通 い931-10

(見舞いに酒送付につき書状断簡) 横切継紙･1通/(い931
ｰ10に巻込)

い931-11

家/講
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蘇川様御自筆ホか也　＊鉛筆書｢第吉号へ返ス｣ 小切紙･1点/(い980紙
縒一括)

い980-1

覚之斎文 小切紙･1点/(｢穠翠家
乗｣の一葉の紙背ｶ)

い980-2

(大雲龍釜伝来につきこの度御用に立てば遣す旨
書状)　覚之斎→町田秋波様

9月12日 横切継紙･1通/(｢穠翠
家乗｣の一葉の紙背ｶ)

い980-3

(御約諾の花御礼状)　子易→子宝先生 横切紙･1通 い1099-7

神戸文左衛門様貴答　志水弁蔵 包紙･1点 い1099-23-0

(明日昼前御出下さる旨承知につき書状)　川口善
八→神戸文左衛門様

5月16日 小切紙･1通 い1099-23-1

(用事済御供する旨書状)　子易→惟賢雅伯貴下 5月26日 横切紙･1通 い1099-23-2

(只今御使申し上げ書状認め候につき書状)　志
水→神戸様

小切紙･1通 い1099-23-3

(約諾の品の御礼につき書状)　弁蔵→文左衛門様 横切継紙･1通 い1099-25

(約諾のなき三宮につき礼状)　弁蔵→文左衛門様 小切継紙･1通 い1099-27

(23日は拠所なく用事につき近内推参の旨書状)
　子易→伊山兄

小切継紙･1通 い1099-28

(花たくさんお恵み下さるにつき書状)　子易→子
宝様

正月27日 小切紙･1通 い1099-29

(拝借の義疏返却につき書状)　子易→惟賢様 17日 横切紙･1通 い1099-30

(風呂敷持たせ下さる義書状)　弁蔵→文左衛門様 小切紙･1通 い1099-31

(四つ頃お茶上りに御出下さるべき旨書状)　子
易→惟賢様

横切紙･1通 い1099-32

(今夕伺いたき旨書状)　弁蔵→文左衛門様 横切継紙･1通 い1099-34

(包紙) 包紙･1点 い1099-35-0

(23日には帰国すべき旨書状)　志水弁蔵→神戸文
左衛門様

6月15日 横切継紙･1通/(い1099
-35紙縒一括)/(虫損
甚大･取扱注意)

い1099-35-1

(茂兵衛様同道につき書状)　志水→神戸様 2月28日 横切継紙･1通/(い1099
-35-3を巻込)

い1099-35-2

(御受納の旨書状)　子易→子賢様 5月7日 小切継紙･1通 い1099-35-3

(ねぎ町行きの儀御供仕るにつき書状)　子易→子
宝様

小切継紙･1通 い1099-35-5

(喜左衛門推参仕る儀につき書状)　弁蔵→文左衛
門様

4月5日 横切紙･1通 い1099-35-6

(明日晩推参したき旨書状)　弁蔵→文左衛門様 4月21日 横切継紙･1通 い1099-35-7

(約束の品お持ち下され御礼の旨書状)　弁蔵→文
左衛門様

小切紙･1通 い1099-35-9

(約束の花格別見事の旨書状)　弁蔵→文左衛門様 小切紙･1通 い1099-35-10

(御用事に付きお出で下されず残念につき､閑暇
の節参賀願う旨書状)　弁蔵→文左衛門様

横切紙･1通 い1099-35-11

(今日少々用事御座候につき近内推参の旨書状)
　弁蔵→文左衛門様

3月26日 横切継紙･1通 い1099-35-12

(三斤御願申し候由書状)　弁蔵→文左衛門様 横切継紙･1通 い1099-35-14

(何れ近内推参相願い候旨書状)　子易→子宝君 小切紙･1通 い1099-35-15

(先達て相談の件返進の旨書状)　子易→子宝様 6月朔日 小切紙･1通/(虫損甚
大･開被不能)

い1099-35-16
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