
－77－－77－

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

(拠無く用事御座候につき近内推参の旨書状)　
子易→維賢先生

小切紙･1通 い1099-35-17

(先日申上候儀につき書状)　弁蔵→文左衛門様 小切継紙･1通 い1099-35-18

(石山引きの儀延達の旨承知につき書状)　弁蔵→
文左衛門様

4月朔日 小切継紙･1通 い1099-35-19

(お供仕りたき旨書状)　弁蔵→文左衛門様 4月13日 横切紙･1通 い1099-35-20

(見事の御花下されにつきお礼状)　弁蔵→文左衛
門様

小切紙･1通 い1099-35-21

(風邪につき明日参る旨書状)　子易→子宝様 5月9日 小切継紙･1通 い1099-35-22

(約束の浜えんとふ御持ち下さるにつき礼状)　
子易→子宝様

5月3日 小切紙･1通 い1099-35-23

(一蔵慮諾下さる旨書状)　弁蔵→文左衛門様 小切継紙･1通/(虫損
甚大)

い1099-35-24

(御約束の草持ち下さる旨書状)　子易→子宝様 5月8日 横切紙･1通 い1099-35-26

(今夕伺うところ来客につき近内推参の旨書状)
　弁蔵→文左衛門様

小切継紙･1通 い1099-35-27

(貴命仕るべく推参の旨書状)　弁蔵→文左衛門様 4月12日 小切紙･1通 い1099-35-28

(約諾の話閑談の節お話の旨書状)　子易→子宝君 小切紙･1通/(虫損甚
大)

い1099-35-29

(閑談の節御伺いの旨書状)　弁蔵→文左衛門様 4月5日 小切紙･1通 い1099-35-30

(明日用事御座候につき書状)　弁蔵→文左衛門様 横切紙･1通 い1099-35-31

(今日御帰に寄るべき約諾のところ用事出来につ
きいけない旨書状)　弁蔵→文左衛門様

4月27日 横切継紙･1通 い1099-35-32

(今夕伺うところ用事につきお断りの旨書状)　
弁蔵→文左衛門様

横切継紙･1通/(い1099
-35-34を巻込)

い1099-35-33

(別紙の義閑談の節参賀の旨書状) 小切紙･1通 い1099-35-34

(花お恵み下されにつき書状)　弁蔵→文左衛門様 4月8日 小切継紙･1通 い1099-35-35

(約諾の花直に下されるにつき書状)　弁蔵→文左
衛門様

小切継紙･1通 い1099-35-36

(明日御供仕るところ用事の為お断りの旨書状)
　弁蔵→文左衛門様

8月3日 横切紙･1通 い1099-35-37

(約諾の両花直に下されるにつき書状)　弁蔵→文
左衛門様

横切継紙･1通 い1099-35-38

(金5円この者にお出し下さるよう願いの書状)　
(ナコヤ)上徳→神戸様

(明治)33年2月25日 横切継紙･1通/(い1120
紙縒一括)/(封筒共)

い1120-1

(約束の草稿は別紙に添える旨書状)　鶯客→葵園
君

5月25日 切継紙･1通 い1132

(御器物拝見の礼状)　繁→葵園大人 11月22日 横切継紙･1通 い1176-2

覚(米市茶入受取書)　志水孫十郎→神戸分左衛門様 寅5月22日 小切継紙･1通 い1191-14

口演(南鐐2朱を御祝儀として受取につき)　＊受
取名朱印　野村立栄→神戸文左衛門様

(近世)7月13日 木版刷文書･1通 い1192-8

(書籍･書画購入の件相談につき書状)　来目碓→
神戸様

(近代)11月8日 横切継紙･1通 い1245-37

(蝙蝠釘かくし下絵分)　尾張名古屋市木挽町2丁目
27番戸神戸分左衛門→三輪可墨先生

(近代) 封筒･1点 い1245-44-0

(蝙蝠釘隠し3種類下絵) (近代) 竪紙･1通 い1245-44-1

家/文化活動/目録･書状等
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(蝙蝠釘隠し1種類下絵) (近代) 小切紙･1通/(い1245-
44-2･3畳込一括)

い1245-44-2

(釘隠しの下絵を見たがどれにするか決まらない
旨の書状)

(近代) 切継紙･1通 い1245-44-3

　注文書･納品書･領収書等
(包紙) (近世) 包紙･1点/(い1099包

紙･紙縒一括)
い1099-1-0

覚(板〆ちり面など代金受取書)　水口屋文助 (近世)酉9月 横切継紙･1通 い1099-1-1

覚(白縮緬など代金受取書)　まくや傳兵衛 (近世)9月6日 横切継紙･1通 い1099-1-2

覚(扇等代金受取書)　まく屋店 (近世)臘月2日 横切継紙･1通 い1099-1-3

覚(指手など代金受取書)　幕屋傳兵衛 (近世)9月28日 横切継紙･1通 い1099-1-4

覚(衣類など書付)　まくやみせ (近世)9月27日 横切紙･1通 い1099-1-5

覚(扇1002本分切るべき旨伝達書)　まく屋傳兵衛 (近世)酉11月27日 横切紙･1通 い1099-1-6

覚(半紙など代金受取書)　あつた清次郎､勘七→清
三郎様

(近世)戌極月 竪切継紙･1通 い1099-8

(台座箱三之内品名書付)　東寺長門 (近世)8月15日 小切紙･1通 い1099-10

覚(黒繻子など等代金書付)　まくや助八 (近世)霜月27日 横切紙･1通 い1099-15

覚(岩紋縮面など代金受取書)　水口屋喜助 (近世)11月28日 横切紙･1通 い1099-16

覚(白絹など代金書付) (近世) 横切継紙･1通 い1099-17

覚(縮面仕立など代金受取書)　御人形屋佐治兵衛
→神戸文左衛門様

(近世)極月5日 竪切継紙･1通 い1099-18

覚(おやま頭かみゆひ代など代金受取書)　御人形
屋佐治兵衛→神戸様

(近世)巳11月4日 小切紙･1通 い1099-19

覚(白繻子など代金受取書)　御人形屋佐治兵衛 (近世)巳8月18日 横切継紙･1通 い1099-20

覚(頭代金受取書)　御人形屋佐治兵衛 (近世)正月27日 小切継紙･1通 い1099-21

覚(黒繻子など代金受取書)　水口や兵八→神戸様 (近世)7月24日 横切紙･1通 い1099-22

覚(尾山頭代金受取書)　御人形屋佐治兵衛→神戸文
左衛門様

(近世)巳9月朔日 小切紙･1通 い1099-24

おぼへ(品代金受取書)　尾名古屋本町通州広小路下
ル所本國屋佐市

(近世)6月14日 小切継紙･1通 い1099-26

覚(おいね木綿代金受取書)　御人形屋左治兵衛 (近世)12月11日 小切継紙･1通 い1099-33

覚(かつら等代金受取書)　本国屋佐市→神戸文左
衛門様

(近世)9月27日 横切紙･1通 い1099-35-4

覚(おやま手代金受取書)　御人形屋佐治兵衛→神
戸文左衛門様

(近世)寅極月23日 小切紙･1通 い1099-35-8

覚(44銭受取書)　水口屋利助→神戸様･治六様 (近世)7月23日 横切紙･1通 い1099-35-13

覚(上尾山手など代金受取書)　御人形屋佐治兵衛
→神戸文左衛門様

(近世)12月9日 小切紙･1通 い1099-35-25

甲冑買入修繕ノ書附 (近世) 小切紙･1通/(い1151
紙縒一括)

い1151-1

覚(御小手手甲裏アイ革代など受取書)　平岡勇→
植松様

(近世)とら7月 横切継紙･1通 い1151-2

覚(高勝山八間帳代など受取書)　明珎吉左衛門→
平岡様

(近世) 小切継紙･1通/(破損) い1151-3

家/文化活動/目録･書状等
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(蝙蝠釘隠し1種類下絵) (近代) 小切紙･1通/(い1245-
44-2･3畳込一括)

い1245-44-2

(釘隠しの下絵を見たがどれにするか決まらない
旨の書状)

(近代) 切継紙･1通 い1245-44-3

　注文書･納品書･領収書等
(包紙) (近世) 包紙･1点/(い1099包

紙･紙縒一括)
い1099-1-0

覚(板〆ちり面など代金受取書)　水口屋文助 (近世)酉9月 横切継紙･1通 い1099-1-1

覚(白縮緬など代金受取書)　まくや傳兵衛 (近世)9月6日 横切継紙･1通 い1099-1-2

覚(扇等代金受取書)　まく屋店 (近世)臘月2日 横切継紙･1通 い1099-1-3

覚(指手など代金受取書)　幕屋傳兵衛 (近世)9月28日 横切継紙･1通 い1099-1-4

覚(衣類など書付)　まくやみせ (近世)9月27日 横切紙･1通 い1099-1-5

覚(扇1002本分切るべき旨伝達書)　まく屋傳兵衛 (近世)酉11月27日 横切紙･1通 い1099-1-6

覚(半紙など代金受取書)　あつた清次郎､勘七→清
三郎様

(近世)戌極月 竪切継紙･1通 い1099-8

(台座箱三之内品名書付)　東寺長門 (近世)8月15日 小切紙･1通 い1099-10

覚(黒繻子など等代金書付)　まくや助八 (近世)霜月27日 横切紙･1通 い1099-15

覚(岩紋縮面など代金受取書)　水口屋喜助 (近世)11月28日 横切紙･1通 い1099-16

覚(白絹など代金書付) (近世) 横切継紙･1通 い1099-17

覚(縮面仕立など代金受取書)　御人形屋佐治兵衛
→神戸文左衛門様

(近世)極月5日 竪切継紙･1通 い1099-18

覚(おやま頭かみゆひ代など代金受取書)　御人形
屋佐治兵衛→神戸様

(近世)巳11月4日 小切紙･1通 い1099-19

覚(白繻子など代金受取書)　御人形屋佐治兵衛 (近世)巳8月18日 横切継紙･1通 い1099-20

覚(頭代金受取書)　御人形屋佐治兵衛 (近世)正月27日 小切継紙･1通 い1099-21

覚(黒繻子など代金受取書)　水口や兵八→神戸様 (近世)7月24日 横切紙･1通 い1099-22

覚(尾山頭代金受取書)　御人形屋佐治兵衛→神戸文
左衛門様

(近世)巳9月朔日 小切紙･1通 い1099-24

おぼへ(品代金受取書)　尾名古屋本町通州広小路下
ル所本國屋佐市

(近世)6月14日 小切継紙･1通 い1099-26

覚(おいね木綿代金受取書)　御人形屋左治兵衛 (近世)12月11日 小切継紙･1通 い1099-33

覚(かつら等代金受取書)　本国屋佐市→神戸文左
衛門様

(近世)9月27日 横切紙･1通 い1099-35-4

覚(おやま手代金受取書)　御人形屋佐治兵衛→神
戸文左衛門様

(近世)寅極月23日 小切紙･1通 い1099-35-8

覚(44銭受取書)　水口屋利助→神戸様･治六様 (近世)7月23日 横切紙･1通 い1099-35-13

覚(上尾山手など代金受取書)　御人形屋佐治兵衛
→神戸文左衛門様

(近世)12月9日 小切紙･1通 い1099-35-25

甲冑買入修繕ノ書附 (近世) 小切紙･1通/(い1151
紙縒一括)

い1151-1

覚(御小手手甲裏アイ革代など受取書)　平岡勇→
植松様

(近世)とら7月 横切継紙･1通 い1151-2

覚(高勝山八間帳代など受取書)　明珎吉左衛門→
平岡様

(近世) 小切継紙･1通/(破損) い1151-3

覚(具足櫃代など受取書)　伏見屋平兵衛→神戸文
左衛門様

(近世)寅12月大晦日 横切継紙･1通 い1151-4

覚(具足売払につき代金受取書)　平岡勇→植松様 (近世)12月18日 小切紙･1通 い1151-5

(神戸より7両預りにつき使用内訳) (近世) 小切継紙･1通 い1151-6-1

(三枚錣代金受取書) (近世)寅12月 小切紙･1通 い1151-6-2

覚(御前立など代金書付)　平岡→植松様 (近世)寅12月晦日 小切紙･1通 い1151-6-3

覚(高勝山八間など代金書付)　明珎吉左衛門→半
岡様

(近世)12月 横切継紙･1通 い1151-7

(甲冑代金13両受取につき書状)　□国→文平貴兄 (近世)8日 横切紙･1通 い1151-8

覚(品物代書付)　国友紋三郎 (近世)丑3日 小切紙･1通 い1151-9

覚(巻物･歌切など代金7両余受取書)　神戸→上 (近世)4月29日 横切紙･1通 い1246-14

記(金生はち代5円60銭余受取書)　万屋吉兵衛→
神戸様

(近代)17年4月15日 罫紙･1通/(い1119紙
縒一括)/(虫損あり)

い1119-1

記(銅色絵花王目貫他代〆6円余受取書)　万屋吉
兵衛→神戸様

(近代)16年8月31日 切紙･1通/(虫損) い1119-2

記(嘉重山水幅代金2円50銭受取書)　かみ屋半助
→神戸文左衛門様

(近代)酉5月4日 切紙･1通/(虫損) い1119-3

記(肥前忠廣御刀身鉄物他代〆16円余受取書)　
万屋吉兵衛→神戸様

(近代)16年12月27日 横切継紙･1通/(虫損) い1119-4

(金沢実記など代金〆75銭受取書)　名古屋本町2
丁目石版舎→神戸分左衛門様

(明治)18年8月30日 小切紙･1通 い1207-69

(動物電機論代受取書)　名古屋本町二丁目石版舎→
神戸分左衛門様

(明治)18年8月 印刷用紙･1通/(い1014
折畳一括)

い1014-1

(金35銭受取書)　名古屋本町二丁目石版舎→神戸分
左衛門様

(明治)18年7月21日 印刷用紙･1通 い1014-2

(金35銭受取書)　名古屋本町二丁目石版舎→神戸分
左衛門様

(明治)18年8月22日 小切紙･1通 い1061

神戸様　和泉町甚助→神戸様 (明治)25年 封筒･1点 い1245-47-0

記(花入代金7円余受取書ならびに購入値段の件
につき書状)　伊藤甚助(南々)→神戸様(吟秋様)

(明治)25年9月19日 横切紙･1通 い1245-47-1

神戸様　伊藤甚助→神戸様 (明治) 封筒･1点 い1245-48-0

記(諸品代2円受取書)　伊藤甚助→神戸銀之助様 (明治)25年6月11日 切紙･1通 い1245-48-1

(御買上げの御礼につき書状)　甚助→銀之助様 (明治)4月15日 切継紙･1通 い1245-48-2

神戸様　和泉町甚助→神戸様 (明治) 封筒･1点 い1245-49-0

記(三品代金22円受取書ならびに売買方法につき
書状)　伊藤甚助→神戸様

(明治)25年11月20日 横切継紙･1通 い1245-49-1

神戸銀之助様　和泉町甚助→神戸銀之助様 (明治) 封筒･1点 い1245-50-0

記(釜･水指代金62円受取書)　伊藤甚助→神戸様 (明治)27年12月8日 切紙･1通 い1245-50-1

(御買上げの御礼につき書状) (明治)12月8 横切紙･1通 い1245-50-2

吟秋様　南々→吟秋様 (明治) 封筒･1点 い1245-51-0

記(丸卓･水指代金6円余受取書ならびに売買方法
につき書状)　伊藤甚助→神戸様

(明治)25年5月22日 切継紙･1通 い1245-51-1

記(帝國文証大全2冊･頼山陽実甫帖他代62銭受取
書)　金華堂支店→神戸様

(明治)6月 切継紙･1通/(い1118
紙縒一括)

い1118-1
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仮記(玉烟草帖4帖代8円受取書)　金華堂支店→神
戸様

(明治)11月 切紙･1通 い1118-2

記(梅暦20冊･玉勝間15冊他代2円13銭受取書)　
金華堂支店→神戸様

(明治)6月 切継紙･1通 い1118-3

記(巌島絵馬鑑5冊･西國三十三所名所10冊他代2
円16銭受取書)　(名古屋玉屋町)金華堂支店→神
戸様

(明治)25年6月 切紙･1通 い1118-4

記(元宗皇帝2帖･神道碑唐刻1帖代7円10銭受取
書)　金華堂支店→神戸様

(明治)27年3月13日 切継紙･1通 い1118-5

記(玉の小櫛9冊他代93銭受取書)　金華堂支店→
神戸様

(明治)24年6月 切紙･1通 い1118-6

記(量其畠秡陵帖唐刻1帖代65銭受取書)　(名古
屋)金華堂支店→神戸様

(明治)3月31日 切紙･1通 い1118-7

記(名古屋図1枚･行書類纂12冊他代1円25銭受取
書)　(名古屋玉屋町)金華堂支店→神戸様

(明治)5月31日 切紙･1通 い1118-8

①記(對山画山水掛物1幅代6円受取書)､②記(集
古浪華帖箱入5冊他代4円8銭受取書)　①②(名
古屋玉屋町)金華堂支店→①②神戸様

(明治)①8月27日､②8
月31日

切継紙･1通/(印紙1銭
貼付)

い1118-9

証(明人黄輝草書1幅代30円受取書)　京都市桑山
堂三断中(姓杉田)→神戸様

明治23年10月21日 切紙･1通/(印紙1銭貼
付)

い1118-10

記(貞丈雑記32冊他代2円35銭受取書)　金華堂支
店→神戸様

(明治)10月31日 切継紙･1通 い1118-11

記(常山記談30冊他代2円78銭余受取書)　(名古屋
玉屋町)金華堂支店→神戸様

(明治)12月 切継紙･1通 い1118-12

記(ロンクマン第四舶来･明倫哥集5冊他代1円21
銭受取書)　金華堂支店→神戸様

(明治)丑6月 切継紙･1通 い1118-13

記(米□天馬賦･韻真郷他代3円5銭受取書)　(名
古屋玉屋町)金華堂支店→神戸様

(明治)26年2月 小切継紙･1通 い1118-14

記(書画一覧1冊代6銭･文晁名山図会3冊代42銭受
取書)　(名古屋玉屋町)金華堂支店→神戸様

(明治)9月29日 切継紙･1通 い1118-15

記(名古屋図上等1枚･銀行正鑑1部他代3円99銭受
取書)　金華堂支店→神戸様

(明治)8月31日 切紙･1通 い1118-16

記(小刀代5円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
分左衛門様

(明治)34年11月 小切紙･1通/(い1076
紙縒一括)

い1076-1

記(常陸之図芙一桂筆宣長□等代金受取書)　石
臼屋(中村)仁兵衛→神戸様

(明治)34年10月31日 小切紙･1通 い1076-2

記(硝子切子杯代1円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛
→神戸分左衛門様

(明治)34年5月 小切紙･1通 い1076-3

記(秋成詠草･落葉水浮代2円受取書)　石臼屋(中
村)仁兵衛→神戸様

(明治)34年4月 小切紙･1通 い1076-4

記(松竹梅釜など代金43円余受取書)　石臼屋(中
村)仁兵衛→神戸分左衛門様

(明治)33年12月31日 横切紙･1通 い1076-5

記(品代10円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸分
左衛門様

(明治)32年3月31日 小切紙･1通 い1076-6

記(皿代6円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸分
左衛門様

(明治)32年10月12日 小切紙･1通 い1076-7

記(湯呑代等32円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→
神戸分左衛門様

(明治)32年6月30日 横切紙･1通 い1076-8

記(鉄鎖銀代7円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神
戸銀之亮様

(明治)32年4月30日 小切紙･1通 い1076-9
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仮記(玉烟草帖4帖代8円受取書)　金華堂支店→神
戸様

(明治)11月 切紙･1通 い1118-2

記(梅暦20冊･玉勝間15冊他代2円13銭受取書)　
金華堂支店→神戸様

(明治)6月 切継紙･1通 い1118-3

記(巌島絵馬鑑5冊･西國三十三所名所10冊他代2
円16銭受取書)　(名古屋玉屋町)金華堂支店→神
戸様

(明治)25年6月 切紙･1通 い1118-4

記(元宗皇帝2帖･神道碑唐刻1帖代7円10銭受取
書)　金華堂支店→神戸様

(明治)27年3月13日 切継紙･1通 い1118-5

記(玉の小櫛9冊他代93銭受取書)　金華堂支店→
神戸様

(明治)24年6月 切紙･1通 い1118-6

記(量其畠秡陵帖唐刻1帖代65銭受取書)　(名古
屋)金華堂支店→神戸様

(明治)3月31日 切紙･1通 い1118-7

記(名古屋図1枚･行書類纂12冊他代1円25銭受取
書)　(名古屋玉屋町)金華堂支店→神戸様

(明治)5月31日 切紙･1通 い1118-8

①記(對山画山水掛物1幅代6円受取書)､②記(集
古浪華帖箱入5冊他代4円8銭受取書)　①②(名
古屋玉屋町)金華堂支店→①②神戸様

(明治)①8月27日､②8
月31日

切継紙･1通/(印紙1銭
貼付)

い1118-9

証(明人黄輝草書1幅代30円受取書)　京都市桑山
堂三断中(姓杉田)→神戸様

明治23年10月21日 切紙･1通/(印紙1銭貼
付)

い1118-10

記(貞丈雑記32冊他代2円35銭受取書)　金華堂支
店→神戸様

(明治)10月31日 切継紙･1通 い1118-11

記(常山記談30冊他代2円78銭余受取書)　(名古屋
玉屋町)金華堂支店→神戸様

(明治)12月 切継紙･1通 い1118-12

記(ロンクマン第四舶来･明倫哥集5冊他代1円21
銭受取書)　金華堂支店→神戸様

(明治)丑6月 切継紙･1通 い1118-13

記(米□天馬賦･韻真郷他代3円5銭受取書)　(名
古屋玉屋町)金華堂支店→神戸様

(明治)26年2月 小切継紙･1通 い1118-14

記(書画一覧1冊代6銭･文晁名山図会3冊代42銭受
取書)　(名古屋玉屋町)金華堂支店→神戸様

(明治)9月29日 切継紙･1通 い1118-15

記(名古屋図上等1枚･銀行正鑑1部他代3円99銭受
取書)　金華堂支店→神戸様

(明治)8月31日 切紙･1通 い1118-16

記(小刀代5円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
分左衛門様

(明治)34年11月 小切紙･1通/(い1076
紙縒一括)

い1076-1

記(常陸之図芙一桂筆宣長□等代金受取書)　石
臼屋(中村)仁兵衛→神戸様

(明治)34年10月31日 小切紙･1通 い1076-2

記(硝子切子杯代1円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛
→神戸分左衛門様

(明治)34年5月 小切紙･1通 い1076-3

記(秋成詠草･落葉水浮代2円受取書)　石臼屋(中
村)仁兵衛→神戸様

(明治)34年4月 小切紙･1通 い1076-4

記(松竹梅釜など代金43円余受取書)　石臼屋(中
村)仁兵衛→神戸分左衛門様

(明治)33年12月31日 横切紙･1通 い1076-5

記(品代10円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸分
左衛門様

(明治)32年3月31日 小切紙･1通 い1076-6

記(皿代6円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸分
左衛門様

(明治)32年10月12日 小切紙･1通 い1076-7

記(湯呑代等32円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→
神戸分左衛門様

(明治)32年6月30日 横切紙･1通 い1076-8

記(鉄鎖銀代7円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神
戸銀之亮様

(明治)32年4月30日 小切紙･1通 い1076-9

記(品代8円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸分
左衛門様

(明治)32年4月30日 小切紙･1通 い1076-10

記(インコ鳥羽根代31円余受取書)　石臼屋(中村)
仁兵衛→神戸様

(明治)31年12月19日 小切紙･1通 い1076-11

記(品代12円余受取書)　石臼→神戸若様 (明治)31年3月23日 小切紙･1通 い1076-12

記(炉縁代等22円余受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛
→神戸分左衛門様

(明治)31年2月22日 小切紙･1通 い1076-13

記(茶碗代等38円余受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛
→神戸分左衛門様

(明治)30年12月30日 横切紙･1通 い1076-14

記(山水画帖代等20円受取書)　石臼屋(中村)仁兵
衛→神戸分左衛門様

(近代)9月30日 小切紙･1通 い1076-15

記(扇面代3円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)7月29日 小切紙･1通 い1076-16

記(袍代受取書)　石臼→神戸様 (近代)7月11日 小切紙･1通 い1076-17

記(品代3円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸銀
之亮様

(近代)5月29日 小切紙･1通 い1076-18

記(品代25円受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸分
左衛門様

(明治)29年2月29日 小切紙･1通 い1076-19

記(絵画代3円半受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神
戸様

(近代)2月24日 小切紙･1通 い1076-20

記(春風詩春之部等3幅代受取書)　石臼屋(中村)
仁兵衛→神戸様

(明治)27年2月20日 小切紙･1通 い1076-21-1

記(品代2円半受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(明治)27年2月20日 小切紙･1通/(い1076-
21-1に巻込)

い1076-21-2

記(麻谷秋草鵯代等9円受取書)　石臼屋(中村)仁兵
衛→神戸様

(近代)11月19日 小切紙･1通 い1076-22

記(山陽手簡代4円余受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛
→神戸様

(明治)25年2月29日 小切紙･1通 い1076-23

記(茶碗代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)11月29日 小切紙･1通 い1076-24

記(人形蓋置代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛
→神戸様

(近代)6月19日 小切紙･1通 い1076-25

記(絵代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸様 (近代)10月24日 小切紙･1通 い1076-26

記(具足代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)7月20日 小切紙･1通 い1076-27

記(徳利代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
分左衛門様

(明治)16年11月21日 折紙･1通 い1076-28

記(山水代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸様 (近代)11月7日 小切紙･1通 い1076-29

記(品代35銭余受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(明治)21年12月31日 小切紙･1通 い1076-30

記(酒杯代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(明治)21年11月9日 横切継紙･1通 い1076-31

記(角寺心経代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(明治)22年9月9日 小切紙･1通 い1076-32

記(茶半代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸様 (近代)6月27日 小切紙･1通 い1076-33

記(煎茶之碗代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)11月30日 小切紙･1通 い1076-34
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記(春水文代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→
神戸様

(近代)10月31日 小切紙･1通 い1076-35

記(羅漢代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)1月25日 小切紙･1通 い1076-36

記(山水代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)3月14日 小切紙･1通 い1076-37

記(硯屏代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)3月13日 小切紙･1通 い1076-38

記(烟草盆など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(明治)19年11月5日 小切紙･1通 い1076-39

記(急須代など受取書)　石臼→神戸様 (近代)12月19日 小切紙･1通 い1076-40

記(精里先生二行書代受取書)　石臼屋(中村)仁兵
衛→神戸様

(近代)8月3日 小切紙･1通 い1076-41

神戸分左衛門様　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸分左衛
門様

(近代)2月23日 封筒･1点 い1076-42-0

(昨日の勘定への御礼)　石臼 (近代)2月22日 小切紙･1通 い1076-42-1

記(吸物膳代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→
神戸分左衛門様

(近代)2月21日 小切紙･1通 い1076-42-2

記(観音画など買上につき)　石臼屋(中村)仁兵衛
→神戸様

(近代)2月18日 横切紙･1通 い1076-43

記(黒半筒代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→
神戸様

(近代)正月25日 折紙･1通 い1076-44

神戸分左衛門様　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸分左衛
門様

(近代)2月25日 封筒･1点 い1076-45-0

(梅厓蘭の値段通知書) (近代) 小切紙･1通 い1076-45-1

記(品代1円余受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
分左衛門様

(近代)2月25日 小切紙･1通 い1076-45-2

記(小皿代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)10月31日 小切紙･1通 い1076-46

記(宮常婦人代など勘定書)　石臼→神戸分左衛門
様

(近代) 小切紙･1通 い1076-47

記(茶山･春水代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛
→神戸様

(明治)14年10月22日 小切紙･1通 い1076-48

記(土鍋代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸様 (近代)9月14日 小切紙･1通 い1076-49

記(椀代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸様 (近代)3月22日 小切紙･1通 い1076-50

記(古備前炮六代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→
神戸様

(近代)4月29日 小切紙･1通 い1076-51

記(品代2分2朱受取書)　石臼→神戸様 (近代)5月15日 小切紙･1通 い1076-52

記(新備前水瓶代など受取書)　石臼→神戸様 (近代)5月31日 小切紙･1通 い1076-53

記(注文の山水代など勘定通知書)　石臼→神戸様 (近代)9月18日 横切紙･1通 い1076-54

記(山水代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸分左
衛門様

(近代)6月27日 小切紙･1通 い1076-55

記(半切代受取書)　伊藤式三郎→神戸分左衛門殿 明治21年11月5日 小切紙･1通 い1076-56

記(炮烙代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)4月3日 小切紙･1通 い1076-57

記(文代受取書)　石臼→神戸様 (近代)3月10日 竪切紙･1通 い1076-58
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記(春水文代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→
神戸様

(近代)10月31日 小切紙･1通 い1076-35

記(羅漢代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)1月25日 小切紙･1通 い1076-36

記(山水代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)3月14日 小切紙･1通 い1076-37

記(硯屏代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)3月13日 小切紙･1通 い1076-38

記(烟草盆など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(明治)19年11月5日 小切紙･1通 い1076-39

記(急須代など受取書)　石臼→神戸様 (近代)12月19日 小切紙･1通 い1076-40

記(精里先生二行書代受取書)　石臼屋(中村)仁兵
衛→神戸様

(近代)8月3日 小切紙･1通 い1076-41

神戸分左衛門様　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸分左衛
門様

(近代)2月23日 封筒･1点 い1076-42-0

(昨日の勘定への御礼)　石臼 (近代)2月22日 小切紙･1通 い1076-42-1

記(吸物膳代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→
神戸分左衛門様

(近代)2月21日 小切紙･1通 い1076-42-2

記(観音画など買上につき)　石臼屋(中村)仁兵衛
→神戸様

(近代)2月18日 横切紙･1通 い1076-43

記(黒半筒代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→
神戸様

(近代)正月25日 折紙･1通 い1076-44

神戸分左衛門様　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸分左衛
門様

(近代)2月25日 封筒･1点 い1076-45-0

(梅厓蘭の値段通知書) (近代) 小切紙･1通 い1076-45-1

記(品代1円余受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
分左衛門様

(近代)2月25日 小切紙･1通 い1076-45-2

記(小皿代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)10月31日 小切紙･1通 い1076-46

記(宮常婦人代など勘定書)　石臼→神戸分左衛門
様

(近代) 小切紙･1通 い1076-47

記(茶山･春水代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛
→神戸様

(明治)14年10月22日 小切紙･1通 い1076-48

記(土鍋代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸様 (近代)9月14日 小切紙･1通 い1076-49

記(椀代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸様 (近代)3月22日 小切紙･1通 い1076-50

記(古備前炮六代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→
神戸様

(近代)4月29日 小切紙･1通 い1076-51

記(品代2分2朱受取書)　石臼→神戸様 (近代)5月15日 小切紙･1通 い1076-52

記(新備前水瓶代など受取書)　石臼→神戸様 (近代)5月31日 小切紙･1通 い1076-53

記(注文の山水代など勘定通知書)　石臼→神戸様 (近代)9月18日 横切紙･1通 い1076-54

記(山水代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸分左
衛門様

(近代)6月27日 小切紙･1通 い1076-55

記(半切代受取書)　伊藤式三郎→神戸分左衛門殿 明治21年11月5日 小切紙･1通 い1076-56

記(炮烙代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)4月3日 小切紙･1通 い1076-57

記(文代受取書)　石臼→神戸様 (近代)3月10日 竪切紙･1通 い1076-58

記(酒呑代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)8月9日 小切紙･1通 い1076-59

記(色紙代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)9月7日 小切紙･1通 い1076-60

記(画代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸分左衛
門様

(近代)3月19日 小切紙･1通 い1076-61

記(信楽屏器代など受取書) (近代) 小切紙･1通 い1076-62

記(竹洞竹林小鳥代など受取書)　石臼屋(中村)仁
兵衛→神戸分左衛門様

(明治)31年4月30日 小切紙･1通 い1076-63

記(かけ物代受取書)　石(臼屋)仁(兵衛)→神戸文左
衛門様

(近代)7月28日 小切紙･1通 い1076-64

記(漢東大丼代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛
→神戸様

(近代)5月30日 小切紙･1通 い1076-65

記(黒筒代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)6月2日 小切紙･1通 い1076-66

記(錯子代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

明治25年6月15日 小切紙･1通 い1076-67

記(璋栞代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸様 (近代)7月26日 小切紙･1通 い1076-68

記(天目代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(明治)25年11月30日 小切紙･1通 い1076-69

記(人麿像代受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸様 (近代)12月29日 小切紙･1通 い1076-70

記(真渕翁三十日之文代受取書)　石臼屋(中村)仁
兵衛→神戸分左衛門様

(明治)26年10月31日 小切紙･1通 い1076-71

記(丈山手簡代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛
→神戸様

(近代)2月28日 小切紙･1通 い1076-72

記(梅逸月歌たんさく代など受取書)　石臼屋(中
村)仁兵衛→神戸様

(明治)27年12月28日 横切継紙･1通 い1076-73

記(山水代など勘定書)　石臼 (近代)5月18日 横切紙･1通 い1076-74

記(水戸候御文代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵
衛→神戸分左衛門様

(明治)30年5月21日 横切紙･1通 い1076-75

記(露歌切1幅代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛
→神戸様

(明治)30年6月21日 小切紙･1通 い1076-76

記(短冊代など受取書)　石臼屋(中村)仁兵衛→神戸
様

(近代)3月6日 小切紙･1通 い1076-77

記(横笛片口代金5円受取書)　(ナコヤ)上徳→神戸
様

(明治)33年2月25日 切紙･1通 い1120-2

記(仁清舟鉢代金6円受取書)　上徳→神戸様 明治32年8月27日 切紙･1通 い1120-3

記(吸物膳代金14円受取書)　片野徳兵衛→神戸様 (明治)32年6月17日 小切継紙･1通 い1120-4

記(祥瑞土手鑑代金60円受取書)　片野徳兵衛→神
戸様

明治32年5月22日 切紙･1通 い1120-5

記(道治風爐代金8円受取書)　上徳→神戸様 (明治)31年11月30日 切紙･1通 い1120-6

記(詠艸代金4円受取書)　上徳→神戸様 (近代)1月23日 切紙･1通 い1120-7

記(釻1懸･右いろつけ風炉直し代金〆1円30銭受
取書)　(愛知名古屋市七小町)釜師九吉→かたの様

(近代)5月23日 竪切紙･1通 い1120-8

記(茶盆代金7円余受取書)　片野徳兵衛→神戸様 (近代)11月15日 切紙･1通 い1120-9

記(七宝蒔皿吸物椀･ギヤマン蓋物他代〆金10円
余受取書)　(名古屋中村)上田屋徳兵衛→神戸様

(近代)6月27日 切継紙･1通 い1120-10
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記(染付巻茶鉢他代〆45円余受取書)　片野徳兵衛
→神戸様

(明治)30年7月12日 切継紙･1通 い1120-11

記(備前茶椀代300匁受取書)　(ナコヤ)上徳→神戸
様

(明治)30年6月12日 切紙･1通 い1120-12

(今り大鉢270匁他4品持たせる旨書状)　上徳→神
戸様

(近代)5月10日 竪切紙･1通 い1120-13

記(蒔画吸物膳代金45円受取書)　(ナコヤ)片野徳
兵衛→神戸様

(近代)9月2日 切紙･1通 い1120-14

記(茶盆他代金26円余受取書)　上徳→神戸様 (明治)30年4月1日 切紙･1通 い1120-15

記(身保金補代金10円受取書)　海霜堂号報(海霜堂
文庫)→片野雀菓老兄

明治31年3月23日 切継紙･1通 い1120-16

記(茶盆他代〆12円受取書)　上徳→神戸様 (明治)31年2月22日 切紙･1通 い1120-17

記(生花千桶代金3円余受取書)　上徳→神戸様 (近代)3月29日 小切紙･1通 い1120-18

記(祝世録書軸代金110円受取書)　(尾張国内海)
前埜小平治→松永弥太郎殿･片野徳兵衛殿

明治31年6月16日 切紙･1通/(印紙1銭貼
付)

い1120-19

記(祝世録書軸手数料2円受取書)　片野徳兵衛→
神戸様

明治31年6月17日 切紙･1通 い1120-20

記(染付大手鑑代金10円受取書)　上徳→神戸様 明治32年5月4日 切紙･1通 い1120-21

記(サツキ折敷10枚他代7円50銭受取書)　上徳→
神戸様

(明治)32年6月9日 切紙･1通 い1120-22

記(暦年茶盆･染付大手鑑代12円8銭受取書)　上
徳→神戸様

(近代)5月13日 切紙･1通 い1120-23

記(今利蓋茶碗代25円受取書)　上徳→神戸様 (明治)32年7月20日 切紙･1通 い1120-24

記(伊賀水指他代金41円受取書)　上徳→神戸様 明治33年3月18日 切紙･1通 い1120-25

記(五角皿他代〆24円50銭受取書)　片野徳兵衛→
神戸様

(明治)34年1月6日 切紙･1通 い1120-26

記(祥瑞酒呑他代金4円受取書)　上徳→神戸様 (近代)1月6日 切紙･1通 い1120-27

記(南蛮砂紙他代〆金14円受取書)　片野徳兵衛→
神戸様

(近代)12月7日 切紙･1通 い1120-28

(金5円この者にお出し下さるよう願いの書状)　
(ナコヤ)上徳→神戸様

(明治)33年2月25日 横切継紙･1通/(い1120
紙縒一括)/(封筒共)

い1120-1

佩文韻府拾遺共廿四帖代金六拾五円ニテ青木文
七ヨリ買入ニ付同人ヨリ売渡証券　湊西洋画舫

明治34年6月18日 封筒･1点 い1245-100

物品売渡証(染付吹墨四方壺蓋置代金7円)　*封筒
上書｢新家依頼ニ付吹墨方壺代蓋置買入代受取証｣　神戸
まつ→神戸分左衛門殿

明治37年6月29日 罫紙･1通/(封筒入) い1189

記(重合代金30円余受取書ならびに金銭受取につ
き書状)　野海久兵衛(名古屋本町二丁目宇治久記)
→神戸様

(近代)3月28日 切継紙･1通/(い1245-
104～111紙縒一括)

い1245-104

記(大蓋代金等9円余受取書)　野海久兵衛→神戸様 (近代)10月30日 切継紙･1通 い1245-105

証(金5円余受取書)　宇治屋久兵衛(名古屋本町二丁
目宇治久記)→神戸様

(近代)5月14日 切継紙･1通 い1245-106

記(硯蓋代金8円受取書)　宇治や久兵衛(名古屋本
町二丁目宇治久記)→神戸様

(近代)14日 切継紙･1通 い1245-107

記(更訬等代金21円余受取書)　国□屋甚助→神戸
様

(明治)24年12月 切継紙･1通 い1245-108

(封筒)　宇治屋久兵衛→神戸様 (明治)24年9月10日 封筒･1点 い1245-109-0
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記(染付巻茶鉢他代〆45円余受取書)　片野徳兵衛
→神戸様

(明治)30年7月12日 切継紙･1通 い1120-11

記(備前茶椀代300匁受取書)　(ナコヤ)上徳→神戸
様

(明治)30年6月12日 切紙･1通 い1120-12

(今り大鉢270匁他4品持たせる旨書状)　上徳→神
戸様

(近代)5月10日 竪切紙･1通 い1120-13

記(蒔画吸物膳代金45円受取書)　(ナコヤ)片野徳
兵衛→神戸様

(近代)9月2日 切紙･1通 い1120-14

記(茶盆他代金26円余受取書)　上徳→神戸様 (明治)30年4月1日 切紙･1通 い1120-15

記(身保金補代金10円受取書)　海霜堂号報(海霜堂
文庫)→片野雀菓老兄

明治31年3月23日 切継紙･1通 い1120-16

記(茶盆他代〆12円受取書)　上徳→神戸様 (明治)31年2月22日 切紙･1通 い1120-17

記(生花千桶代金3円余受取書)　上徳→神戸様 (近代)3月29日 小切紙･1通 い1120-18

記(祝世録書軸代金110円受取書)　(尾張国内海)
前埜小平治→松永弥太郎殿･片野徳兵衛殿

明治31年6月16日 切紙･1通/(印紙1銭貼
付)

い1120-19

記(祝世録書軸手数料2円受取書)　片野徳兵衛→
神戸様

明治31年6月17日 切紙･1通 い1120-20

記(染付大手鑑代金10円受取書)　上徳→神戸様 明治32年5月4日 切紙･1通 い1120-21

記(サツキ折敷10枚他代7円50銭受取書)　上徳→
神戸様

(明治)32年6月9日 切紙･1通 い1120-22

記(暦年茶盆･染付大手鑑代12円8銭受取書)　上
徳→神戸様

(近代)5月13日 切紙･1通 い1120-23

記(今利蓋茶碗代25円受取書)　上徳→神戸様 (明治)32年7月20日 切紙･1通 い1120-24

記(伊賀水指他代金41円受取書)　上徳→神戸様 明治33年3月18日 切紙･1通 い1120-25

記(五角皿他代〆24円50銭受取書)　片野徳兵衛→
神戸様

(明治)34年1月6日 切紙･1通 い1120-26

記(祥瑞酒呑他代金4円受取書)　上徳→神戸様 (近代)1月6日 切紙･1通 い1120-27

記(南蛮砂紙他代〆金14円受取書)　片野徳兵衛→
神戸様

(近代)12月7日 切紙･1通 い1120-28

(金5円この者にお出し下さるよう願いの書状)　
(ナコヤ)上徳→神戸様

(明治)33年2月25日 横切継紙･1通/(い1120
紙縒一括)/(封筒共)

い1120-1

佩文韻府拾遺共廿四帖代金六拾五円ニテ青木文
七ヨリ買入ニ付同人ヨリ売渡証券　湊西洋画舫

明治34年6月18日 封筒･1点 い1245-100

物品売渡証(染付吹墨四方壺蓋置代金7円)　*封筒
上書｢新家依頼ニ付吹墨方壺代蓋置買入代受取証｣　神戸
まつ→神戸分左衛門殿

明治37年6月29日 罫紙･1通/(封筒入) い1189

記(重合代金30円余受取書ならびに金銭受取につ
き書状)　野海久兵衛(名古屋本町二丁目宇治久記)
→神戸様

(近代)3月28日 切継紙･1通/(い1245-
104～111紙縒一括)

い1245-104

記(大蓋代金等9円余受取書)　野海久兵衛→神戸様 (近代)10月30日 切継紙･1通 い1245-105

証(金5円余受取書)　宇治屋久兵衛(名古屋本町二丁
目宇治久記)→神戸様

(近代)5月14日 切継紙･1通 い1245-106

記(硯蓋代金8円受取書)　宇治や久兵衛(名古屋本
町二丁目宇治久記)→神戸様

(近代)14日 切継紙･1通 い1245-107

記(更訬等代金21円余受取書)　国□屋甚助→神戸
様

(明治)24年12月 切継紙･1通 い1245-108

(封筒)　宇治屋久兵衛→神戸様 (明治)24年9月10日 封筒･1点 い1245-109-0

記(蒔絵蓋代金1貫余受取書)　宇治屋久兵衛→神戸
様

(明治)24年9月11日 切継紙･1通 い1245-109-1

覚(蒔絵盆代金8円余受取書)　宇治屋久兵衛→神戸
様

(近代)12月31日 切紙･1通 い1245-110

記(たばこ盃代金2円受取書)　うじ屋久兵衛→神戸
様

(近代)3月31日 切紙･1通 い1245-111

覚(品代1円余受取書)　羊応堂→神戸様 (明治)8月5日 切紙･1通/(い1245-112
～129紙縒一括)

い1245-112

覚(硯など代金11円余差引勘定書付)　羊応堂→神
戸様

(明治)亥3月 切継紙･1通 い1245-113

覚(丼等代金1円余受取書)　羊応堂→神戸様 (明治)戌4月 横切紙･1通 い1245-114

覚(コトリ等代金2円余受取書)　羊応堂→神戸様 (明治)戌5月 切紙･1通 い1245-115

覚(品代1円余受取書)　羊応→鴻汀様 (明治)5月 切継紙･1通 い1245-116

記(山水幄代金14円受取書)　か見屋半助→神戸分
左衛門様

(近代)未9月1日 切継紙･1通 い1245-117

記(古木砦檀代金3円余受取書)　清水碧→葉六堂御
主人

(近代)9年10月28日 切紙･1通 い1245-118

神戸文左衛門様　羊応堂→神戸文左衛門様 (近代) 包紙･1点/(包紙ｶ) い1245-119

覚(金8円余受取書)　羊応堂(愛知第一大区小四区下
長者町四十三番)→神戸様

(近代)8月5日 切継紙･1通 い1245-120

覚(水仙など代金5円余受取書)　羊応堂→神戸様 (近代)子11月 切紙･1通 い1245-121

覚(諸文房具代金4円余受取書)　羊応堂(愛知第一
大区小四区下長者町四十三番)→木挽町神戸様

(近代) 折紙･1通 い1245-122

覚(硯等代金3円余受取書)　羊応堂→神戸様 (近代)亥5月 横切紙･1通 い1245-123

覚(諸文房具代金5円余受取書)　羊応堂→神戸様 (近代)1月 罫紙･1通 い1245-124

覚(諸品代252匁受取書)　義半→神戸様 (近代)申12月 切継紙･1通 い1245-125

覚(台代等48銭余受取)　勇介→神戸様 (近代) 切継紙･1通 い1245-126

覚(コハク代等4円余受取書)　羊応堂(愛知第一大
区小四区下長者町四十三番)→神戸様

(近代)9月 切継紙･1通 い1245-127

覚(玉カン代等8円余受取書)　羊応堂→神戸様 (近代)子4月 切継紙･1通/(付札あ
り)

い1245-128

(フタ代金75銭の支払方等につき書状)　□□□→
鴻汀様

(近代)15日 切継紙･1通/(貼紙あ
り)

い1245-129

記(硯箱･巻物など代金13円余受取書)　上田屋徳
兵衛→神戸様

(近代) 罫紙･1通(い1246-13
～17紙縒一括)

い1246-13

覚(兼元刀拵有他〆16腰につき売口合手次第直段
付の旨)

巳4月 横切継紙･1通 い975-7

記(折手本入代など受取書)　さし物師勇助→神戸
様

(近代)8月31日 横切継紙･1通/(い1009
折畳一括)

い1009-1

記(本箱直し代など受取書)　指物師勇助→神戸分
左衛門様

(近代)9月14日 横切継紙･1通 い1009-2

記(図画臨帳などの本直し代など受取書)　製本所
(愛知県管下名古屋両替町一丁目小学教科書製本所)
→神戸様

(近代)酉6月 横切継紙･1通 い1021

記(英語対釈字書代受取書)　学雲堂→神戸分左衛
門様

(近代)7月24日 小切紙･1通 い1034

記(書物代受取書)　(名古屋本町通門前町壱丁目)秋
田屋(俊一)→神戸様

(近代)7月23日 小切紙･1通 い1037

家/文化活動/注文書･納品書･領収書等
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記(続国史略代受取書)　(愛知県管下名古屋両替町
一丁目小学教科書製本所)製本所→神戸様

(近代)8月 小切紙･1通 い1063

記(染付盆代など受取書)　上徳･宇治久→神戸様 (近代)3月22日 小切紙･1通/(い1156
紙縒一括)

い1156-1

記(唐津茶碗代受取書)　宇治屋久兵衛→神戸様 (近代)11月30日 小切紙･1通 い1156-2

記(染付中皿代受取書)　(名古屋市本町二丁目)宇治
久→神戸様

(近代)9月27日 小切紙･1通 い1156-3

記(十六羅漢代受取書)　宇治屋久兵衛･片野徳兵衛
→神戸様

(近代)3月29日 小切紙･1通 い1156-4

記(達山吉野山代受取書)　(名古屋本町二丁目)宇
治屋久兵衛→神戸様

(近代)6月27日 小切紙･1通 い1156-5

記(焼物瓶代受取書)　宇治久→神戸様 (近代)6月16日 小切紙･1通 い1156-6

記(蒔絵小重･山水代など勘定書)　宇治長→神戸
様

(近代)4月 小切紙･1通 い1156-7

五条屏風代内渡シ(〆9円25銭につき) (近代) 小切紙･1通 い1199-3-14

堀川木挽町筋神戸分左衛門様　坂野秀雄→堀川木
挽町筋神戸分左衛門様

(近代) 封筒･1点 い1245-2-0

(書簡の価格につき書状)　坂野→神戸先生 (近代) 横切継紙･1通 い1245-2-1

※記(景山公尺版東湖翁金紙購入代金7円受取書)
　浅香呉山→神戸分左衛門殿

明治17年11月10日 切紙･1通 い1199-2-1-3

　教育
　手習
(手習) 竪切紙･1通 い1099-9

　版本
　暦
寛政六甲寅暦　＊1丁オモテに｢寅｣朱印､頭註部分に

｢東風解凍｣などの書き込みあり　江戸暦開板所鎰屋
兵吉

寛政5年 竪半(四ツ目綴)･1冊 い894

　その他
福住村岡戸杢左衛門殿忠次郎殿(人名書付) 札･1点 い1099-6

(勝野文右衛門様･永井様･佐藤六四郎様他26名書
上､挨拶回り名簿ヵ)

横切継紙･1通 い1108

お田鶴種痘証　十三年三月 (明治)13年3月 札･1点/(い1209-1紙
縒一括)

い1209-1-1

證(神戸分左衛門長女田鶴種痘済みにつき)　名
古屋区東田町326番屋敷種痘医中島潮平

明治13年3月21日 小切紙･1通 い1209-1-2

壱円九銭　□□　直彦･分左衛門･銀之亮･知水同
道

(近代)7月23日 小切紙･1通 い1036

(信心の際の掟について心構書) 横切継紙･1通 い1099-2

(勤倹治家之本など格言書付) 横切継紙･1通 い1099-3

(政道等の格言書付) 横切紙･1通 い1099-4

(格言書付) 小切紙･1通 い1099-5

家/文化活動/注文書･納品書･領収書等



－87－－87－

記(続国史略代受取書)　(愛知県管下名古屋両替町
一丁目小学教科書製本所)製本所→神戸様

(近代)8月 小切紙･1通 い1063

記(染付盆代など受取書)　上徳･宇治久→神戸様 (近代)3月22日 小切紙･1通/(い1156
紙縒一括)

い1156-1

記(唐津茶碗代受取書)　宇治屋久兵衛→神戸様 (近代)11月30日 小切紙･1通 い1156-2

記(染付中皿代受取書)　(名古屋市本町二丁目)宇治
久→神戸様

(近代)9月27日 小切紙･1通 い1156-3

記(十六羅漢代受取書)　宇治屋久兵衛･片野徳兵衛
→神戸様

(近代)3月29日 小切紙･1通 い1156-4

記(達山吉野山代受取書)　(名古屋本町二丁目)宇
治屋久兵衛→神戸様

(近代)6月27日 小切紙･1通 い1156-5

記(焼物瓶代受取書)　宇治久→神戸様 (近代)6月16日 小切紙･1通 い1156-6

記(蒔絵小重･山水代など勘定書)　宇治長→神戸
様

(近代)4月 小切紙･1通 い1156-7

五条屏風代内渡シ(〆9円25銭につき) (近代) 小切紙･1通 い1199-3-14

堀川木挽町筋神戸分左衛門様　坂野秀雄→堀川木
挽町筋神戸分左衛門様

(近代) 封筒･1点 い1245-2-0

(書簡の価格につき書状)　坂野→神戸先生 (近代) 横切継紙･1通 い1245-2-1

※記(景山公尺版東湖翁金紙購入代金7円受取書)
　浅香呉山→神戸分左衛門殿

明治17年11月10日 切紙･1通 い1199-2-1-3

　教育
　手習
(手習) 竪切紙･1通 い1099-9

　版本
　暦
寛政六甲寅暦　＊1丁オモテに｢寅｣朱印､頭註部分に

｢東風解凍｣などの書き込みあり　江戸暦開板所鎰屋
兵吉

寛政5年 竪半(四ツ目綴)･1冊 い894

　その他
福住村岡戸杢左衛門殿忠次郎殿(人名書付) 札･1点 い1099-6

(勝野文右衛門様･永井様･佐藤六四郎様他26名書
上､挨拶回り名簿ヵ)

横切継紙･1通 い1108

お田鶴種痘証　十三年三月 (明治)13年3月 札･1点/(い1209-1紙
縒一括)

い1209-1-1

證(神戸分左衛門長女田鶴種痘済みにつき)　名
古屋区東田町326番屋敷種痘医中島潮平

明治13年3月21日 小切紙･1通 い1209-1-2

壱円九銭　□□　直彦･分左衛門･銀之亮･知水同
道

(近代)7月23日 小切紙･1通 い1036

(信心の際の掟について心構書) 横切継紙･1通 い1099-2

(勤倹治家之本など格言書付) 横切継紙･1通 い1099-3

(政道等の格言書付) 横切紙･1通 い1099-4

(格言書付) 小切紙･1通 い1099-5

(存心養性等の格言書付) 竪紙･1通 い1099-14

内用　分之公参　　寿松 封紙･1点 い947

(神戸おむね様あての書状封紙をい1004-24の包
紙に転用)

包紙･1点/(い1004-24
紙縒一括)

い1004-24-0

書付類并伝蔵殿手紙入 (近代) 封筒(罫紙)･1点/(反
故紙使用)

い1245-17

家/その他
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号

　新田経営
　複数新田管理
(神戸新田のうち北新田･替地分･門新田･不納分､
四郎兵衛新田のうち神戸外新田､服岡新田下之
郷などの高ないし反別絵図)

59.0×81.0(彩色)･1
鋪

い783

(神戸新田替地･内新田､四郎兵衛新田の内神戸外
新田､服岡新田下之郷の石高記載絵図)

58.0×81.0(彩色)･1
鋪

い794-8

(下ノ郷･外新田入用金他勘定書) (近世) 横切紙･1通 い816-28

(子宝新田ちおろ屋敷､神(神戸新田カ)長三郎屋
敷絵図)

24.6×34.3･1鋪 い1190-11

　新田不明
覚(新田葭薄代･山運上銀庄屋両人より受取書) (近世)4月27日 竪紙･1通 い923-19

覚(流作場･新開地残り分取立願扣) (近世)午2月 折紙･1通 い799-20

(耕地下図一括)　＊各史料の関係は不明 状･綴･合計7点/(状6
点と綴1点を紙縒一
括)

い800-2

覚(寺山･小田･辰巳垣内田地3筆高〆1石9斗3升5
勺の諸事お頼みにつき)　五郎兵衛→甚右衛門様

巳11月3日 竪切紙･1通 い817

(四町七反八歩分割当り金銭書付) (近世) 小切紙･1通/(い895一
綴)

い895-1

覚(忠右衛門･久治･甚三郎など一筆ごとの反別･
斗代書付)

(近世) 横切継紙･1通 い895-28

新田支配人(庄屋)
　大宝前新田の支配人は小川唯助であり、近世を通じて世襲でこの神戸家内の役職を勤めていた。

この存在は開発当初まで遡るようで、既整理分の史料にも「分左衛門新田代唯助」(い494)あるいは

「大宝前新田只助」(い409-4)とその名前があり、「支配人」という役職名はないものの現地で当主

分左衛門にかわって周辺新田との交渉に従事している姿が見られる。この役職は大宝前新田の経営に

従事するほか、周辺のいくつかの新田経営にも関与した形跡があるため、新田別の大項目の前に提示

しておく。

　一方、村としての大宝前新田には庄屋・組頭が置かれているが、いつから存在するのかはわからな

い。1720(享保5)年に庄屋唯助が存在することが確認できる(整理番号い287-3-3)のが今の所最も遡れ

る時点である。その後も、庄屋は表2に見られる通り只助(唯助)であることが多く、天保末年から安

政期にかけての綱蔵も只助の倅であることから、大宝前新田の庄屋は概ね新田支配人の小川唯助家が

世襲で勤めていたと考えてよい。

　各新田の経営文書と区別される独自の文書は非常に少ないが、組織上は各新田の上位に位置するの

で、あえてサブ・フォンドとしてここに呈示した。(その3)収録史料に見られるように、庄屋の任免

に関して名古屋藩役人のみならず地主である神戸家へも文書を提出していることから、新田支配人の

地位と庄屋のそれは不可分の関係にあったと推察される。

　なお、本材木町ではなく新田の方で作成されたと思われる文書のうち、複数の新田管理に関する文

書、および新田不明文書は便宜的に本項目に所属させた。本目録の本項目に配列されているのは結果

的にそのような文書となった。

新田支配人(庄屋)/新田経営/複数新田管理
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(今日米直し差上につき追啓) (近世)12月27日 小切紙･1通 い912-3-2

(畑麦四分作の内七分五厘など書付) (近世) 小切紙･1通 い912-3-3

覚(石高･人名右の通りにつき願書) (近世) 折紙･1通 い912-3-17

(のとヶ地下他面積･人数書付) 竪切紙･1通 い954

覚(亥～子夫銀･麦金内渡･御馬銀代他勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い967-3

(〆2両2分224文の旨書付) (近世) 小切紙･1通 い993-5

覚(松田六郎兵衛･相羽和兵衛他12名〆11両1分に
つき)

(近世)申9月27日 横切紙･1通 い993-7

(金銭繰合の旨又書添につき) 小切紙･1通 い1004-24-19-2

(戌年分残米･貸渡金などから新田勝手入用･耕植
入用など差引勘定書付)

横切継紙･1通 い1159

入用帳預り覚(御代官様入用書付他〆5冊の帳面
書付)

(近世) 切紙･1通 い1160-11

｢六ノ割八反､高ミ三ノ切八反分･･｣ 小切紙･1通 い1170

　庄屋役
乍恐奉願上候御事(神戸新田庄屋唯助は内輪取扱
方不行届不取締につき同新田重右衛門へ跡役
仰せ付けられ度､下書)　犬山屋文左衛門→石川
小兵衛様御陣屋

(近世)寅5月 竪紙･1通 い774-1-2

乍恐奉願上候御事(神戸新田庄屋唯助は病気につ
き同新田重右衛門へ跡役仰せ付けられ度)　＊
懸紙にて訂正あり　犬山屋文左衛門→石川小兵衛様
御陣屋

(近世)寅6月 竪紙･1通 い774-1-3

※乍恐奉願上候御事(近年近眼募り庄屋役勤め難
きにつき下ノ郷庄屋役とも今般退役したき旨)
　新田庄屋重右衛門､(奧印)新田同役忠右衛門→旦
那様

(近世)戌2月 竪半(二ツ綴)･1冊 い774-3

※(庄屋進退につき願書差出の旨書状)　(永田)祐
九郎→文左衛門様

(近世)3月13日 横切継紙･1通 い1004-25-11-2

新田支配人(庄屋)/新田経営/新田不明
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号(今日米直し差上につき追啓) (近世)12月27日 小切紙･1通 い912-3-2

(畑麦四分作の内七分五厘など書付) (近世) 小切紙･1通 い912-3-3

覚(石高･人名右の通りにつき願書) (近世) 折紙･1通 い912-3-17

(のとヶ地下他面積･人数書付) 竪切紙･1通 い954

覚(亥～子夫銀･麦金内渡･御馬銀代他勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い967-3

(〆2両2分224文の旨書付) (近世) 小切紙･1通 い993-5

覚(松田六郎兵衛･相羽和兵衛他12名〆11両1分に
つき)

(近世)申9月27日 横切紙･1通 い993-7

(金銭繰合の旨又書添につき) 小切紙･1通 い1004-24-19-2

(戌年分残米･貸渡金などから新田勝手入用･耕植
入用など差引勘定書付)

横切継紙･1通 い1159

入用帳預り覚(御代官様入用書付他〆5冊の帳面
書付)

(近世) 切紙･1通 い1160-11

｢六ノ割八反､高ミ三ノ切八反分･･｣ 小切紙･1通 い1170

　庄屋役
乍恐奉願上候御事(神戸新田庄屋唯助は内輪取扱
方不行届不取締につき同新田重右衛門へ跡役
仰せ付けられ度､下書)　犬山屋文左衛門→石川
小兵衛様御陣屋

(近世)寅5月 竪紙･1通 い774-1-2

乍恐奉願上候御事(神戸新田庄屋唯助は病気につ
き同新田重右衛門へ跡役仰せ付けられ度)　＊
懸紙にて訂正あり　犬山屋文左衛門→石川小兵衛様
御陣屋

(近世)寅6月 竪紙･1通 い774-1-3

※乍恐奉願上候御事(近年近眼募り庄屋役勤め難
きにつき下ノ郷庄屋役とも今般退役したき旨)
　新田庄屋重右衛門､(奧印)新田同役忠右衛門→旦
那様

(近世)戌2月 竪半(二ツ綴)･1冊 い774-3

※(庄屋進退につき願書差出の旨書状)　(永田)祐
九郎→文左衛門様

(近世)3月13日 横切継紙･1通 い1004-25-11-2

大宝前(神戸)新田
　大宝前新田の歴史は、二代目神戸文左衛門正種(普海)が1707(宝永4)年、井筒屋伊兵衛を共同出資

者として、大宝新田の伊勢湾地先に大宝前新田125町歩を開発し、敷金として7811両余を尾張藩に差

し上げたことに始まる。しかしその開発は順調ではなく、翌1708(宝永5)年には高潮により破堤し、

規模を100町歩に縮小した。この時から出資者に本家の鵜飼屋神戸弥左衛門、江戸の分家神戸彦七、

萱津屋伊右衛門の3人が加わった。これら出資者の結合を神戸家では「地主仲間」と呼んでいる。さ

らに、1723(享保8)年には3度の高潮に遭い、全体を45町7反に縮小することにより大宝前新田の規模

が確定した〔菊池1986年〕。大宝前新田には支配人小川只助を置き、新田経営を担当させた。また、

「新田小屋」あるいは「新田会所」という経営機関も開発当初から存在したようである。1766(明和

3)年には大宝前新田の宗門改帳を同新田の庄屋が作成するようになり、これを「宗門村立」という。

これにより、同新田は村請け制の村として確立した。その後、1815(文化12)年には同新田は神戸新田

と改称された。

　このサブ・フォンドには、大宝前(神戸)新田の経営に関する文書を編成した。

主要な帳簿はここでも(その1)に体系的に編成したので、帳簿に関しては断片的なものしか収録され

ていない。今回整理分で特徴的なのは、前回に引き続き書付類の袋・束・綴が多いことである。(そ

の3)では小項目「諸入用書付袋」という奇妙な項目を登場させた。それに引き続き、今回も「諸入用

書付袋」という小項目を新設した。ここには、1756（宝暦6）年の袋二つと1809（文化6）年の袋一つ

に収納されていた領収書を中心とした書付類を配列しておいた。これらの袋は表題の違いから諸入用

帳に結び付けられていた袋とは別種の袋と憶測している。しかし、現状では袋から出てしまったもの

が圧倒的に多いので、そうした書付類は内容的な種別で配列せざるをえなかった。

　今回分で特徴的であるのは、絵図である。絵図の作成目的を適宜判断し、各項目に配分したため、

絵図だけを一覧したいという閲覧者には不便であろうが、PDFファイルがホームページに出れば検索

が可能であるので「絵図」という項目は設けなかった。項目「開発願」「小屋・会所」「土地」「芝

場・葭生場」「水利」「水路」「防水」「村況」「諸負担」「その他」にある。なかでも、新田開発

前の状況が把握できる「(大宝前新田開発願地絵図)」(い788)や、はじめて新田会所の間取りが明ら

かとなった「新田会所絵図」(い799-4)などが特筆される。

　「諸事用留・日記・綴」のなかには、新田支配人がこれから行うべき仕事の項目を列挙したとおぼ

しきメモ書きのような書付が数点あり、新田経営の具体的様相が窺い知れて興味深い。

　「新田－元材木町間連絡」も新項目である。新田支配人が本材木町神戸家の当主もしくは奉公人あ

るいは勘定場にあてて出した書状が多い。書状には複数の用件が書かれている項目も多く、またどの

小項目にもあてはまらない内容も少なからず存在したために、このような小項目も設定してみた。

　中項目「小作人」では、小作人に対する神戸家の貸金関係の文書(近代)が散見されたため「貸金」

という小項目を立てた。

　中項目「公儀・領主との関係」にある小項目「役所定納入用書付袋」も新設である。1804･1805･18

07･1808（文化元・2・4・5）年の袋がある。こうした袋に入っていなかった同様の書付類は同じ中項

目内の他の小項目、あるいは「水利」「組合村」に分類配列されている。

大宝前(神戸)新田
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　開発
　願書
(大宝前新田開発願地絵図)　＊裏書あり　井筒屋

平兵衛
(宝永4年) 86.0×85.5(彩色)･1

鋪
い788

(新田下絵図)　＊い788の下絵図カ 58.3×81.0･1鋪 い799-31

覚(大宝前新田開発敷金願書扣)　犬山屋分左衛門 (近世)未4月 綴･1綴 い809

　新田堤普請
(大宝前新田開発予定地堤長さ絵図) (近世) 42.5×55.2･1鋪/(貼

紙あり)
い794-7

　資材購入
亥子両年分太田藤十郎栗石代金内渡シ手形四通

＊包紙未開封のため中身未確認
不明 い1000-9

　その他
(三州新田願書印形取り､大宝新田の築残り部分
建築などにつき書状)　平野清兵衛(花押)→神戸
分四郎様

(元禄)極月4日 横切継紙･1通 い1245-59

　形成期普請
　初期普請
請取申金子之事(大宝新田前葮山開発のため入札
につき上納金受取書､写)　飯田猶左衛門･大津瀬
左衛門→犬山屋文左衛門殿

正徳6年申正月 横切紙･1通 い936-7

　享保八年普請
(享保8年4月の新田関係證文に記載されている役
人衆の名前の書付)

(近世) 小切紙･1通/(い933-7
に巻込)

い936-8

覚(海西郡大宝前新田の内操込町数50町余犬山屋
分左衛門自分金にて堤築立許可につき)

(近世)2月 横切継紙･1通 い981

　掟米徴収
　納米目録
卯年目録(本田等〆759石余石高勘定書付) (近世) 切継紙･1通 い1238-2

神戸新田石代勘定書 (近代) 札(罫紙)･1点/(い1240
紙縒一括)

い1240-1

覚(神戸新田･四郎兵衛新田など石代納代金差引
勘定書付)

(近代) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1240-2

覚(納米471石5斗代金差引につき)　亀ヶ地新田惣
助郎→神戸新田御庄屋衆中様

(近世)申3月 折紙･1通 い895-18

(米勘定延引のため金子願い置き成し下されたき
につき書状)　新田忠右衛門→御勘定場御苗橘蔵様

(近世)12月10日 横切継紙･1通 い904-3

覚(忠八7斗等〆2石余勘定書付) 折紙･1通 い1224

大宝前(神戸)新田/開発/願書
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　開発
　願書
(大宝前新田開発願地絵図)　＊裏書あり　井筒屋

平兵衛
(宝永4年) 86.0×85.5(彩色)･1

鋪
い788

(新田下絵図)　＊い788の下絵図カ 58.3×81.0･1鋪 い799-31

覚(大宝前新田開発敷金願書扣)　犬山屋分左衛門 (近世)未4月 綴･1綴 い809

　新田堤普請
(大宝前新田開発予定地堤長さ絵図) (近世) 42.5×55.2･1鋪/(貼

紙あり)
い794-7

　資材購入
亥子両年分太田藤十郎栗石代金内渡シ手形四通

＊包紙未開封のため中身未確認
不明 い1000-9

　その他
(三州新田願書印形取り､大宝新田の築残り部分
建築などにつき書状)　平野清兵衛(花押)→神戸
分四郎様

(元禄)極月4日 横切継紙･1通 い1245-59

　形成期普請
　初期普請
請取申金子之事(大宝新田前葮山開発のため入札
につき上納金受取書､写)　飯田猶左衛門･大津瀬
左衛門→犬山屋文左衛門殿

正徳6年申正月 横切紙･1通 い936-7

　享保八年普請
(享保8年4月の新田関係證文に記載されている役
人衆の名前の書付)

(近世) 小切紙･1通/(い933-7
に巻込)

い936-8

覚(海西郡大宝前新田の内操込町数50町余犬山屋
分左衛門自分金にて堤築立許可につき)

(近世)2月 横切継紙･1通 い981

　掟米徴収
　納米目録
卯年目録(本田等〆759石余石高勘定書付) (近世) 切継紙･1通 い1238-2

神戸新田石代勘定書 (近代) 札(罫紙)･1点/(い1240
紙縒一括)

い1240-1

覚(神戸新田･四郎兵衛新田など石代納代金差引
勘定書付)

(近代) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1240-2

覚(納米471石5斗代金差引につき)　亀ヶ地新田惣
助郎→神戸新田御庄屋衆中様

(近世)申3月 折紙･1通 い895-18

(米勘定延引のため金子願い置き成し下されたき
につき書状)　新田忠右衛門→御勘定場御苗橘蔵様

(近世)12月10日 横切継紙･1通 い904-3

覚(忠八7斗等〆2石余勘定書付) 折紙･1通 い1224

　掟米輸送
　掟米送付
送り状之事(神戸新田･下ノ郷･四郎兵衛外新田分
作徳米70石御蔵入願につき)　新田庄屋忠右衛門
→御地主様御勘定場

(近世)酉2月17日 竪紙･1通/(い899紙縒
一括)

い899-1

送り状之事(神戸新田･服岡新田分御蔵米35石5斗
上納につき)　新田庄屋綱蔵→御地主様御勘定場

(近世)酉4月13日 竪紙･1通 い899-2

送り書之事(納米100石御蔵入願につき)　新田庄
屋忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)申12月5日 竪紙･1通 い899-3

納米送り書之事(納米88石上納につき)　庄屋忠右
衛門→御地主様御勘定場

(近世)申12月13日 竪紙･1通 い899-4

送り書之事(納米･伊勢御師へ上米等の儀につき)
　新田庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)申12月18日 竪紙･1通 い899-5

送り書之事(申年作徳米61石5斗御蔵入願につき)
　新田庄屋→御地主様御勘定場

(近世)酉正月17日 竪紙･1通 い899-6

覚(蔵入米･堤銀など上納仕りたきにつき)　藤吉
→御会所

(近世)丑12月 横切紙･1通 い816-1

(正月分～12月分･御蔵米納入用など勘定書) (近世) 横切紙･1通 い816-26

(納米積送りの儀､上のり平蔵へ申し聞かせ下さ
るべきにつき書状)　新田庄屋忠右衛門→御勘定
場御苗橘蔵様

(近世)12月3日 横切継紙･1通 い904-6

覚(積込米125石のうち残り122石5斗につき)　忠
右衛門→御地主様御勘定場

(近世)12月9日 小切紙･1通 い909-1-2

(御講米今日久五郎船にて差送りにつき書状)　
＊端裏書｢御苗橘蔵様｣｢新田綱蔵｣　神戸綱蔵→御苗
橘蔵様

(近世)11月17日 横切紙･1通/(い910一
綴)

い910-1

(今日久五郎船にて納米13石差上につき書状)　
綱蔵→御苗橘蔵様

(近世)極月27日 折紙･1通 い910-3

覚(大宝前新田分積米109石の賃米代金渡書)　船
御番所

(近世)申12月18日 竪切紙･1通 い923-1

覚(大宝前新田･鍋蓋新田より御蔵入米納入石高
につき伺い書)　御居米会所→神戸分左衛門様御
代衆中様

(近世)亥12月11日 横切継紙･1通 い938

乍恐奉願上候(地主犬山屋文左衛門扣地作徳米積
送願､成瀬隼人正調達米願､願書二通の写)

(近世) 竪紙･1通 い967-5

覚(正月17日積同19日着20日水揚の俵数書付) 小切紙･1通/(い1004-
19紙縒一括)/(紙縒上
書｢金兵衛金談初寅
十二月新田用事書付
｣)

い1004-19-1

(辰右衛門印判につき書状の追啓) 小切紙･1通 い1004-19-2

※送り状(海西郡神戸新田の明治18年分掟米の内
納米294俵積送)　右(神戸)新田支配人早川忠兵衛
→名古屋木挽丁御勘定場衆中

明治19年1月8日 罫紙･1通/(い1190-2
一綴りのうえ紙縒り
で束ね)

い1190-2-1

※送り状之事(神戸新田の明治18年分掟米の内納
米313俵積廻)　右(神戸)新田支配人早川忠兵衛→
名古屋木挽丁御勘定場御中

(明治)19年1月13日 罫紙･1通 い1190-2-2

※送り状之事(海西郡神戸新田の明治18年分掟米
の内米313俵･餅米5俵積廻)　右(神戸)新田支配
人早川忠兵衛→名古屋区木挽丁御勘定場御中

明治19年1月20日 竪切紙･1通 い1190-2-3

大宝前(神戸)新田/掟米輸送/掟米送付
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※送り状之事(神戸新田の明治18年掟米の内米
307俵積送)　右(神戸)新田送り主早川忠兵衛→木
挽丁御勘定場

(明治)19年1月25日 罫紙･1通 い1190-2-4

※送り状之事(服岡新田下ノ郷･神戸新田の明治
18年分掟米の内米308俵積送)　送り主早川忠兵
衛→名古屋木挽丁御勘定場

(明治)19年1月28日 罫紙･1通 い1190-2-5

※送り状之事(明治18年分掟米の内米300俵積廻)
　忠兵衛→木挽丁御勘定場

明治19年2月7日 切紙･1通 い1190-2-6

※納米送り状之事(明治18年分掟米の内米61俵皆
済し積入)　忠兵衛→木挽丁御勘定場

(明治)19年2月11日 切紙･1通 い1190-2-7

　掟米請取
請取申米之事(亀ヶ地新助船送りの納米5石余受
取書)　犬山屋分左衛門代治兵衛→大宝前新田唯助
殿

(近世)酉11月12日 竪切紙･1通/(い1256
紙縒一括)/(い1256-1
～5一綴)/(綴紐上書｢
五拾五石壱斗｣)

い1256-1

請取申米之事(亀ヶ地新助船送りの納米10石受取
書)　犬山屋分左衛門代次兵衛→大宝前新田庄屋定
助殿

(近世)酉11月14日 竪切継紙･1通 い1256-2

請取申米之事(亀ヶ地新助船送りの納米12石余受
取書)　犬山屋分左衛門代次兵衛→大宝前新田庄屋
定助殿

(近世)酉11月23日 竪紙･1通 い1256-3

請取申米之事(亀ヶ地新助船送りの納米15石余受
取書)　犬山屋分左衛門代次兵衛→大宝前新田庄屋
定助殿

(近世)酉12月朔日 竪切紙･1通 い1256-4

請取申米之事(弥助船送りの納米11石余受取書)
　犬山屋分左衛門代次兵衛→大宝前新田庄屋定助殿

(近世)酉12月7日 竪切紙･1通 い1256-5

請取申品之事(善六礼合93石5斗)　犬山屋嘉兵衛
→大宝前新田唯助殿

(近世)子正月18日 竪切紙･1通 い942-11

(納米50石受取につき書付)　犬山屋嘉兵衛→大宝
前新田小川唯助殿

(近世)亥11月8日 小切紙･1通 い942-12

覚(納米113石御改受取願につき)　新田忠兵衛→
御地主様御勘定場

(近世)寅12月15日 横切継紙･1通 い1004-19-3-2

　地主仲間
(神戸新田地主元金･利足金〆123両余差引勘定書
付)

(近世) 切継紙･1通 い1244-4

　経営費用
　入用金請取･願
覚(12月分諸入用金9両お渡しにつき)　神戸新田

庄屋→御勘定場
(天保8年) 切紙･1通 い965-4

(忠兵衛吉田御小屋の儀伺いの件書状)　唯助→旦
那様

天保13年寅6月7日 横切継紙･1通 い1004-2

覚(6月不足金等6両2分ト1匁3分1厘9毛渡された
きにつき)　庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)7月8日 横切継紙･1通 い895-6

覚(御冥加普請引当内金等6両受取書)　庄屋忠右
衛門→御地主様御勘定場

(近世)申9月 小切紙･1通 い895-10

覚(御冥加普請引当内金など受取書)　新田忠右衛
門→御地主様御勘定場

(近世)申9月20日 横切継紙･1通 い895-12

大宝前(神戸)新田/掟米輸送/掟米送付
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※送り状之事(神戸新田の明治18年掟米の内米
307俵積送)　右(神戸)新田送り主早川忠兵衛→木
挽丁御勘定場

(明治)19年1月25日 罫紙･1通 い1190-2-4

※送り状之事(服岡新田下ノ郷･神戸新田の明治
18年分掟米の内米308俵積送)　送り主早川忠兵
衛→名古屋木挽丁御勘定場

(明治)19年1月28日 罫紙･1通 い1190-2-5

※送り状之事(明治18年分掟米の内米300俵積廻)
　忠兵衛→木挽丁御勘定場

明治19年2月7日 切紙･1通 い1190-2-6

※納米送り状之事(明治18年分掟米の内米61俵皆
済し積入)　忠兵衛→木挽丁御勘定場

(明治)19年2月11日 切紙･1通 い1190-2-7

　掟米請取
請取申米之事(亀ヶ地新助船送りの納米5石余受
取書)　犬山屋分左衛門代治兵衛→大宝前新田唯助
殿

(近世)酉11月12日 竪切紙･1通/(い1256
紙縒一括)/(い1256-1
～5一綴)/(綴紐上書｢
五拾五石壱斗｣)

い1256-1

請取申米之事(亀ヶ地新助船送りの納米10石受取
書)　犬山屋分左衛門代次兵衛→大宝前新田庄屋定
助殿

(近世)酉11月14日 竪切継紙･1通 い1256-2

請取申米之事(亀ヶ地新助船送りの納米12石余受
取書)　犬山屋分左衛門代次兵衛→大宝前新田庄屋
定助殿

(近世)酉11月23日 竪紙･1通 い1256-3

請取申米之事(亀ヶ地新助船送りの納米15石余受
取書)　犬山屋分左衛門代次兵衛→大宝前新田庄屋
定助殿

(近世)酉12月朔日 竪切紙･1通 い1256-4

請取申米之事(弥助船送りの納米11石余受取書)
　犬山屋分左衛門代次兵衛→大宝前新田庄屋定助殿

(近世)酉12月7日 竪切紙･1通 い1256-5

請取申品之事(善六礼合93石5斗)　犬山屋嘉兵衛
→大宝前新田唯助殿

(近世)子正月18日 竪切紙･1通 い942-11

(納米50石受取につき書付)　犬山屋嘉兵衛→大宝
前新田小川唯助殿

(近世)亥11月8日 小切紙･1通 い942-12

覚(納米113石御改受取願につき)　新田忠兵衛→
御地主様御勘定場

(近世)寅12月15日 横切継紙･1通 い1004-19-3-2

　地主仲間
(神戸新田地主元金･利足金〆123両余差引勘定書
付)

(近世) 切継紙･1通 い1244-4

　経営費用
　入用金請取･願
覚(12月分諸入用金9両お渡しにつき)　神戸新田

庄屋→御勘定場
(天保8年) 切紙･1通 い965-4

(忠兵衛吉田御小屋の儀伺いの件書状)　唯助→旦
那様

天保13年寅6月7日 横切継紙･1通 い1004-2

覚(6月不足金等6両2分ト1匁3分1厘9毛渡された
きにつき)　庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)7月8日 横切継紙･1通 い895-6

覚(御冥加普請引当内金等6両受取書)　庄屋忠右
衛門→御地主様御勘定場

(近世)申9月 小切紙･1通 い895-10

覚(御冥加普請引当内金など受取書)　新田忠右衛
門→御地主様御勘定場

(近世)申9月20日 横切継紙･1通 い895-12

覚(12月分入用引当につき)　新田庄屋→御地主様
御勘定場

(近世)12月12日 小切紙･1通 い902-1-5

覚(11月分入用引当内金･柳枯草銀上納引当内金
書付)　新田忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)辰11月 横切継紙･1通 い909-1-3

覚(伝馬銀の内引当･6月分入用引当5両1分につ
き)　新田庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)辰6月 小切紙･1通 い909-1-4

覚(麦金上納引当等7両3分2朱につき)　新田忠右
衛門→御地主様御勘定場

(近世)辰7月9日 横切継紙･1通 い909-1-5

覚(六条新田杁繕ひ入用割当2両1分借用仕りたき
につき)　忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)辰4月23日 小切紙･1通 い909-1-6

覚(御宮ならびに郷蔵諸色引当等8両2分借用仕り
たきにつき)　新田忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)辰8月晦日 小切紙･1通 い909-1-8

覚(郷蔵左官引当内金･落杁御繕入用引当6両､忠
蔵へお渡しくだされたきにつき)　新田忠右衛
門→御地主様御勘定場

(近世)辰7月2日 小切紙･1通 い909-1-10

覚(井組入用引当･12月分入用引当6両2分2朱につ
き)　新田忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)辰12月 小切紙･1通 い909-1-11

覚(西ノ杁御繕御配符金借用金･久五郎借用金7両
2分ト3匁につき)　新田綱蔵･同忠右衛門→御地主
様御勘定場

(近世)辰6月19日 小切紙･1通/(い909-1
-12-1･2貼継一括)

い909-1-12-1

覚(杁方御役所へ手伝銀引当等5両につき)　新田
忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)辰6月19日 横切継紙･1通 い909-1-12-2

覚(堤銀上納引当等17両3分ト3匁2分8厘につき)
　新田忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)辰12月 横切継紙･1通 い909-1-13

覚(郷蔵･引当入用5両につき)　新田忠右衛門→御
地主様御勘定場

(近世)辰11月16日 小切紙･1通/(前欠ｶ) い909-6

覚(中堤入用引当金等6両書付)　新田忠右衛門→御
地主様御勘定場

(近世)辰12月 小切紙･1通 い909-8

覚(堤銀上納引当など書付) (近世) 小切紙･1通 い912-3-4

覚(麦金早納上納分､4,5月分入用引当など金3両
につき)

(近世) 小切紙･1通 い912-3-6

覚(12月分入用引当金1両につき)　新田庄屋→御
地主様御勘定場

(近世)巳12月25日 小切紙･1通 い912-3-7

覚(6月分入用引当など金6両につき) (近世) 小切紙･1通 い912-3-8

覚(平島用水入用割当等17両2分ト3分2厘につき)
　新田庄屋→御地主様御勘定場

(近世)12月 横切継紙･1通 い912-3-14

覚(麦金代上納引当など書付)　新田庄屋綱蔵→御
地主様御勘定場

(近世)巳6月27日 小切紙･1通 い912-3-15

覚(金34両受取書)　＊端裏書｢北堤手形｣　唯助･忠
右衛門･金七→御旦那様

(近世)4月11日 竪紙･1通 い923-18

覚(坪筵引当･9月分引当として〆3両綱蔵･忠兵衛
受取書)

(近世)9月8日 切紙･1通 い991

覚(天満銀･11月分入用上納引当内金3両他書付)
　新田庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)10月7日 切紙･1通 い1129

覚(平嶋用水入用引当･佐屋宿飯米引当〆9両3分
余を渡すべき旨願書)　庄屋忠右衛門→御地主様
御勘定場

(近世)戌12月22日 切紙･1通 い1138-2

覚(鳥ヶ地立合用水入用引当金2両2朱を渡すべき
旨書付)　庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)戌12月15日 切紙･1通 い1138-3

大宝前(神戸)新田/経営費用/入用金請取･願
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覚(木曽川御堤通普請酒弁当代引当･御替地下用
引当他〆9両1分余の書付)　庄屋→御地主様御勘
定場

(近世)戌12月24日 切継紙･1通 い1138-4

覚(蕎麦代として頂戴分･5月分入用引当他代金の
書付)　庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)戌5月26日 切紙･1通 い1138-5

(新田戌年分上納金1両3分を使金左衛門へ渡す旨
書付)

(近世)5月15日 小切紙･1通 い1138-6

覚(麦金勘定引当･7月分入用引当他〆6両2分余の
書付)　庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)戌7月 切継紙･1通 い1138-7

覚(夫銀引当内金8両3分など書付)　庄屋忠右衛門
→御地主様御勘定場

(近世)正月晦日 小切紙･1通 い1143

覚(麦代勘定引当内金･7月分入用引当内金〆5両2
分の書付)　庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)7月3日 切紙･1通 い1167-2

覚(用水伏越古木御払代銀引当･4月分入用引当〆
2両2分借用願)　新田庄屋→御地主様御勘定場

(近世)4月25日 切紙･1通 い1167-3

覚(郷蔵普請入用引当･御替地下用引当他代〆5両
2分余の書付)　庄屋→御地主様御勘定場

(近世)12月25日 切紙･1通 い1167-5

覚(金31両受取書)　加藤重右衛門→犬山屋文左衛門
様

(近世)亥12月27日 切継紙･1通 い1234

　入用勘定
覚(人足割付書付ならびに代米勘定書付)　＊端裏

書｢村　会所｣
(延享元年)子11月 横切継紙･1通 い1211-4

大宝前新田用(酒･蝋燭など諸入用〆9両余勘定書
付)　＊端裏書｢村　勘定場分｣

(近世) 横切継紙･1通/(い1211
紙縒一括)

い1211-1

覚(鳥ヶ地立合不足内金･御蔵入内金他〆6両1分
利につき)　新田庄屋→御勘定場

(天保8年)12月14日 切継紙･1通/(い965紙
縒一括)/(紙縒上書｢
天保八酉冬｣)

い965-1

覚(12月分諸入用他〆9両につき)　新田庄屋→御
勘定場

(天保8年)酉12月 切紙･1通 い965-3

　諸入用
諸入用帳

大宝前新田諸事買物入用帳 延享2年丑12月 横長半(一ツ綴)･1冊 い916

(神戸新田の支出帳簿) 嘉永4年亥正月 横長半(一ツ綴)･1冊 い915-2

諸入用書付袋

宝暦六年書付入 (宝暦4～6年) 袋･1点 い761-0

会所むね取替繕入用覚(葭63連･わら44連他2貫
2542文につき)

(近世)8月14日 折紙･1通/(い761-1紙
縒一括)

い761-1-1

覚(肴代･炭代他2両3分余御検見中諸入用につき) (近世)亥12月 折紙･1通 い761-1-2

覚(地酒代2貫文村々出酒につき) (近世)戌12月 折紙･1通 い761-1-3

覚(材木積舟･新用水通橋杁水門立切他人数･人名
書付)　見や勘七→唯助様

(近世)11月29日 折紙･1通 い761-1-4

覚(堤銀･米入他人名書付につき) (近世)亥12月 折紙･1通 い761-1-5

大宝前(神戸)新田/経営費用/入用金請取･願


