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日記 明治23年9月9日～10月 半罫　1冊 85
新宿徳大寺家，徳大寺家10行罫紙 12日

日記 明治24年1月～6月 半罫　1冊 86
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治24年7月～12月 半罫　1冊 87
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

○赤坂官邸

日記 明治24年8月～12月 半罫　1冊 88
官邸徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治25年1月～4月 半罫　1冊 89
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治25年7月～12月 半罫　1冊 90
官邸徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治26年1月～6月 半罫　1冊 91
官邸徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治26年7月～12月 半罫　1冊 92
官邸徳大寺家，徳大寺家io行罫紙

日記 明治27年1月～6月 半罫　1冊 93
官邸徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治27年7月～12月 半罫　1冊 94
官邸徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治28年1月～6月 半罫　1冊 95
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治28年7月～12月 半罫　1冊 96
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治29年1月～6月 半罫　1冊 97
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治30年1月～6月 半罫　1冊 98－1
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治30年7月～12月 半罫　1冊 99
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記
　徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

明治31年1月～6月 半罫　1冊 100

日記
　徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

明治31年7月～12月 半罫　1冊 101

日記
　徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

明治32年1月～6月 半罫　1冊 102

日記
　徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

明治32年7月～12月 半罫　1冊 103

日記
　徳大寺家，表紙半分欠、徳大寺家10行罫紙

明治33年1月～6月 半罫　1冊 104

日記
　徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

明治34年1月～6月 半罫　1冊 105

日記
　徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

明治34年7月～12月 半罫　1冊 106

日記 明治35年1月～6月 半罫　1冊 107
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徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治35年7月～12月 半罫　1冊 108
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治38年1月～6月 半罫　1冊 109
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治38年7月～12月 半罫　1冊 110
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治39年1月～6月 半罫　1冊 111

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記
　徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

明治39年7月～12月 半罫　1冊 112

日記 明治40年1月～6月 半罫　1冊 114
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治40年7月～12月 半罫　1冊 115
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治41年1月～6月 半罫i冊 116
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治41年7月～12月 半罫　1冊 118
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治42年7月～12月 半罫　1冊 119
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治43年7月～12月 半罫　1冊 120
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治44年1月～6月 半罫　1冊 121

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 明治44年7月～12月 半罫　1冊 122

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

○

日記 大正3年1月～12月 半罫　1冊 123

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 大正5年1月～12月 半罫　1冊 124
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 大正7年1月～12月 半罫　1冊 125

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 大正8年1月～7月 半罫　1冊 126

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

○千駄ヶ谷邸

日記 明治20年1月～9月 半罫　1冊 75
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

仮日記 明治21年9月6日～10月 半　1冊 79

公弘帰国の記録 28日

日記
　千駄ヶ谷本邸徳大寺家，徳大寺家10行罫紙、小口「千駄

明治41年1月～明治42
年12月

半罫　1冊 117

谷別邸」とあり

日記
　千駄ヶ谷本邸徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

明治44年1月～大正元
年12月

半罫　1冊 150
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日記 大正8年7月～12月 半罫　1冊 127
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 大正9年1月～12月 半罫　1冊 128
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙、後半12行罫紙

日記 大正10年1月～12月 半罫　1冊 129
徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

日記 大正ll年1月～12月 半罫　1冊 131
徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

日記 大正12年1月～12月 半罫　1冊 132
徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

日記 大正13年1月～12月 半罫　1冊 133
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 大正14年1月～12月 半罫　1冊 134
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙・同12行罫紙

日記 大正15年1月～12月 半罫　1冊 136
徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

日記（下書） 大正15年1月～12月 半罫　1冊 146
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙・同12行罫紙、136の原本ヵ

日記 昭和2年1月～12月 半罫　1冊 137
徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

日記 昭和3年1月～12月 半罫　1冊 138
徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

日記 昭和4年1月～12月 半罫　1冊 139
徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

日記 昭和5年1月～12月 半罫　1冊 140
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 昭和6年1月～12月 半罫　1冊 141
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 昭和7年1月～12月 半罫　1冊 142
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 昭和8年1月～12月 半罫　1冊 143
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 昭和9年1月～12月 半罫　1冊 144
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 昭和10年1月～12月 半罫　1冊 145
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

日記 昭和11年1月～12月 半罫　1冊 149
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

O茅ヶ崎別荘

茅ヶ崎御滞在日記 大正ll年1月起（12月～半罫　1冊 130
徳大寺家，徳大寺家12行罫紙 4月）

日記 大正14年7月～同15年 半罫　1冊 135
茅ヶ崎徳大寺家 12月

日記 昭和2年1月～12月 半罫　1冊 147
（茅ヶ崎）徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

日記 昭和3年1月～12月 半罫　1冊 148
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茅ヶ崎徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

○日光

日誌（伊楚子旅行随行日記〉 （明治39年8月12日～9 半　1冊 113
日光滞在記 月2日）

伊楚子様御発車日光ヨリ大洗御滞在中一件書括 明治39年8月12日 横半　1冊（嚢付） 295

2－3－3．郵便発受簿

○千駄ヶ谷邸

〔年賀発送簿〕 昭和3年度 半罫　1冊 349－1

表紙欠

御年賀発送簿 昭和4年1月 半罫　1冊 349－2

徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

御年賀発送簿
　徳大寺家

昭和5年1月 半罫岬 349－3

御年賀発送簿 昭和6年1月 半罫　1冊 349－4

徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

御年賀発送簿 昭和7年1月 半罫　1冊 349－5

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

御年賀発送簿 昭和10年度 半罫　1冊 351－6

徳大寺家

〔年賀訪問簿〕 昭和6年度 半罫　1冊 351－1

徳大寺家10行罫紙

〔年賀訪問簿〕 昭和7年度 半罫　1冊 351－2

〔年賀訪間簿〕 半罫　1通 351－3

徳大寺家12行罫紙

〔年賀訪問簿〕 昭和8年度 半罫　1冊 351－4

年頭御挨拶控 昭和9年度 半罫　1冊 351－5

徳大寺家

郵便発着簿 大正9年4月1日 半罫　1冊 29

信書発受簿 昭和2年 半罫　1冊 36
徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

信書発受簿 昭和3年同4年度 半罫　1冊 37
徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

信書発受簿 昭和5年度 半罫　1冊 38
徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

信書発受簿 昭和6年 半罫　1冊 39
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

信書発受簿 昭和7年 半罫　1冊 40
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

信書発受簿 昭和8年 半罫　1冊 41

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

信書発受簿 昭和9年 半罫　1冊 42
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙
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信書発受簿 昭和10年 半罫　1冊 43
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

信書発受簿
　徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

昭和11年 半罫　1冊 44

○

上奏書送致簿 明治41年1月～（大正元半罫　1冊 28
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙 年）

○茅ヶ崎別邸

郵便物発着簿 大正14年7月起 半罫　1冊 30
徳大寺家，表紙裏「南湖中町友田別荘坂下建具士栗林」

信書発受簿 大正15年 半罫　1冊 35
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙・同12行罫紙

郵便発着簿 昭和2年1月 半罫　1冊 31
徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

郵便発着簿 昭和3年1月～同年12月 半罫　1冊 32
茅ヶ崎徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

郵便発着簿 昭和4年1月～（6月） 半罫　1冊 33
茅ヶ崎徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

日記 昭和4年1月～同7月 半罫　1冊 48－3
茅ヶ崎徳大寺家，徳大寺12行罫紙

○軽井沢・旅行先

御旅行貝誌（軽井沢・伊豆修善寺・湯河原・仙石原・
塩原日誌井郵便発著簿）

（昭和3年7月11日～同8
年9月12日）

半罫　1冊 48

徳大寺家（執事印）あり

御旅行日誌（湯河原・塩原日誌井郵便発着簿） （昭和9年～同11年） 半罫　1冊 49
徳大寺家

日誌並郵便発著簿
　栃木県塩原温泉萬寿屋旅館徳大寺家

昭和11年7月 半罫　1冊 34

2－3－4．廻章留

御布令廻文写 明治2年1月～12月 半　1冊 1
板状、開閉不可、後欠

御廻文御布令写 明治3年1月～12月 半　1冊 2執事局

御布令廻章留 明治4年1月～12月 半　1冊 3
御廻文留 明治5年1月～12月 半　1冊 4

一部、茶色・榿色8行罫紙

御布令廻文留 明治6年1月～3月31日 半罫　1冊 5徳大寺家，茶色8行罫紙

御布告廻文留 明治6年4月～（6月） 半罫　1冊 6徳大寺家

御布令並御廻文留　三 明治6年6月～9月 半罫　1冊 7徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

御布令及廻文留　壱 明治7年1月1日～3月31 半罫　1冊 8
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徳大寺家，徳大寺家10行罫紙 日

御布令廻文留　四 明治7年10月1日～12月 半罫　1冊 9
徳大寺家10行罫紙、後欠（12月23日迄） 31日

御布令廻文留　二 明治8年4月1日～6月31 半罫　1冊 10

徳大寺家10行罫紙 日

御布令廻文留　一 明治9年1月1日～3月31 半罫　1冊 11

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙 日

御布令廻文留 明治9年7月1日～9月30 半罫　1冊 12
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙 日

御布令廻文留 明治10年1月1日～3月 半罫　1冊 13
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙 31日

御布令回文留 明治10年9月～（12月） 半罫　1冊 14
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

御布告留 明治11年1月～12月 半罫　1冊 16

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

〔御布告留〕 （明治12～16年） 半罫　1冊 229
徳大寺家10行罫紙

2－3－5．華族会館・第十五銀行廻達簿

華族会館廻達簿壱 明治7年6月～同8年4月 半罫　1冊 19

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

〔華族会館廻達簿〕
　徳大寺家10行罫紙、表紙欠、小口書「九会」

（明治9年6月29日～12
月31日）

半罫　1冊 15

〔華族会館廻達簿〕 明治10年 半罫　1冊 259
徳大寺家10行罫紙、小口書「十年会」

華族会館廻達簿 明治11年3月～（12月） 半罫　1冊 20
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

第十五国立銀行件諸留 明治12年1月 半罫　1冊 230
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

部長局華族会館回達簿 明治14年7月～15年12 半罫　1冊 21

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙 月

　　　2－3－6．小遣簿

　徳大寺家表組織における電車代、車夫代、郵送代、筆記具・電灯などの消耗品代・出入職人の茶菓

子代、掃除代などの諸経費の受払簿。大正10年（1921）から同12年までは毎月3円の下渡金、同13年か

らは毎月5円の下渡金で諸経費を賄っていた。

小遣簿 大正10年1月 半罫　1冊 50
徳大寺家表

小遣簿 大正12年1月1日 半罫　1冊 51

徳大寺家，徳大寺家12行罫紙

小遣簿 大正13年 半罫　1冊 52
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙・同12行罫紙

小遣簿 大正14年1月 半罫　1冊 53
徳大寺家
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小遣簿
　徳大寺家，徳大寺12行罫紙

小遣簿
　徳大寺家，徳大寺12行罫紙

小遣簿
　徳大寺家，徳大寺12行罫紙

小遣簿
　徳大寺家，徳大寺12行罫紙

小遣簿
　徳大寺家，徳大寺10行罫紙

小遣簿
　徳大寺家，徳大寺10行罫紙

小遣簿
　徳大寺家，徳大寺10行罫紙

小遣簿
　徳大寺家，徳大寺10行罫紙

小遣簿
　徳大寺家，徳大寺10行罫紙

小遣簿
　徳大寺家，徳大寺10行罫紙

小遣簿
　背革平布角革

大正15年 半罫　1冊 54

昭和2年 半罫　1冊 56

昭和3年同4年 半罫　1冊 57

昭和5年 半罫　1冊 58

昭和6年 半罫　1冊 59

昭和7年 半罫　1冊 60

昭和8年 半罫　1冊 61

昭和9年 半罫　1冊 62

昭和10年 半罫　1冊 63

昭和ll年 半罫　1冊 55

（昭和12年～同16年） 帳　1冊 64

　　　2－3－7．冠婚葬祭記録

　ここでは、徳大寺の冠婚葬祭に関わって、執事・家扶が作成、授受、保管した記録文書を収めた。

編成は一件ごとの編年順とした。「福君」は公純の長女で、山内豊資の養女となり、加藤泰秋（大洲）

と結婚した。「永君」は公純の次女で、相良頼基と結婚した（後に離別）。公純は、明治16年（1883）11

月5日に西京の別荘で没した（65歳）。「従一位殿御違例二付殿様御出京御屈写」（No202）の「従一位」

は公純、「殿様」は実則のことである。公純の4女照子は、明治20年に阿部正功（棚倉）と結婚した。

竹島は公純の妾室で、実則の実母にあたる。「玉江見舞雑記」（No．258）は、丁間史料に「出産御歓」

とあるので、明治21年1月30日に実則の4女伊楚子が誕生した時の見舞雑記と思われるが、1丁しか

記事がない。実則の長男公弘は、明治24年に松平典則（前橋）の次女久子と結婚した。実則の3女選手

　　　　　　　　たかなお
は、明治31年に三井高縦と結婚した。実則の4女治子は、明治36年4月6日に松平頼孝（石岡）と結婚
　　　　　　　つねまろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さやこ

した。実則の三男則麿は、明治39年5月24日に毛利元敏の5女亮子と結婚し、大正2年（1913）に男爵

になり別家を立てた。実厚は公弘の長男（実則の孫）で、大正2年（1913）に松平直之の次女米子と婚約

し、大正5年（1916）11月に結婚した。なお、「知君」「篤麿」については不詳。

知君御方御縁組一会
　後表紙「紙数参拾枚」とあり

文化9年 半　1冊 256

福君様御縁組一件 慶応元年7月～（明治4 半　1冊 247
徳大寺殿 年2月20日）

永君様御縁組一件
　徳大寺殿

慶応2年4月～（明治4年
9月）

半　1冊 248

従一位殿御違例二付殿様御出京御届写
　徳大寺家，赤色10行罫紙

（明治）16年1月18日 半罫　1冊 202
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紙
繕

封
筒

篤麿様御凶事日記 明治19年8月14日 半　1冊 253
徳大寺殿

玉江見舞雑記 明治21年1月30日 半　1冊 258

○照子縁組

〔御召衣類目録〕 半　1冊 350－1

御結婚御入費 明治20年4月29日 半　1冊 350－2

御婚礼御到来物記 明治20年4月29日 半　1冊 350－3

親戚書（阿部正功） 美　1冊 350－4

御入車御当日次第 美　1冊 350－5

御打合 美　1冊 350－6

○秦子縁組

・〔封筒〕　上書r葵子様御縁組御用品請取書入」 封筒　1通 277－1－0

記（品代請取状） 明治30年9月18日 切継　1通 277－1－7

小筆善太夫→徳大寺様御役所

記（品代請取状） 明治36年lo月30日 罫紙　1通 277－1－9

小筆善太夫→徳大寺様御執事

受取証（品代請取状） 明治30年10月31日 切　1通 277－1－8

小筆善太夫→徳大寺様御執事

記（品代請取状） 10月31日 切継　1通 277－1－5

三河屋安兵衛→徳大寺様

一記（品代請取状） 10月31日 切継　1通 277－1－6

下総屋呉服店→徳大寺様

記（折代請取状）
　奥八郎兵衛（河内屋印）→徳大寺御殿御役所

明治30年12月31日 半罫　1冊 277－1－1

記（品代請取状） 4月13日 切継　1通 277－1－2

黒口屋孫左衛門（印）→徳代寺様御中

記（品代請取状〉 4月13日 切継　1通 277－1－3

黒口屋孫左衛門（印）→徳代寺様御中

〔支払先別品代書付〕 切継　1通 277－1－4

口上（縁組申出状） 明治30年3月11日 切　1通（包紙入） 277－9

三井高保使木村正幹・上島忠和→

記（婚礼道具請取状）
　三井高保執事上島忠和→徳大寺実則様御使者伏田富久太

明治30年11月4日 切継　1通（包紙
入）

277－10

郎殿

口上覚（婚礼祝儀添状） 明治30年11月10日 切継　1通（包紙 277－3

三井高保使上島忠和
入〉

記（手目録） 切継　1通（包紙
入）

277－12

記（手目録） 切　1通（包紙入） 277－13

記（手目録） 切　1通（包紙入） 277－14

記（手目録） 切　1通（包紙入） 277－2

手控（結納の件、家族書・宗族書・続書差出の件） 切　1通（包紙入） 277－4
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手控（肴樽代書付）
切継　1通 277－5

記（手目録）
切継　1通（包紙 277－6
入）

〔封筒〕　上書r受付位局願案」 封筒　1通 277－7－0

〔寄留届案〕（三井高縦） 切　1通 277－7－1

〔縁組願井送籍届案〕
　徳大寺実則→宮内大臣宛

切継　1通 277－7－2

記（手目録）
切　1通 277－8

口上覚（結納目録添状） 4月3日 切　1通（包紙入） 277－11

御当日御土産品ノ掬
　徳大寺家10行罫紙

半罫　1冊 277－15

御婚儀御当日次第書
　徳大寺家10行罫紙

半罫　1冊 277－16

葵講叢騨虜漏螺斉囎繍謙翌藩二 明治31年11月 半　1綴（3冊） 284

○竹島葬儀

〔包紙〕　上書r故竹島殿凶事書類一括」 明治34年2月 美　1通 254－1－O

〔十日祭霊前詞〕
竪　1通（包紙入） 254－1－1

〔二十日祭霊前詞〕 明治34年2月20日 切　1通（包紙入） 254－1－2

〔三十日祭霊前詞〕 明治34年3月2日 切　1通（包紙入） 254－1－3

〔四十日祭霊前詞〕 明治34年3月12日 切　1通（包紙入） 254－1－4

〔五十日祭詞〕
竪　1通（包紙入） 254－1－5

〔百日祭詞〕
竪　1通（包紙入） 254－1－6

御悔長・故竹島様会葬諸君人名簿・故竹島様会葬諸君
人名（綴）

横半　1綴（3冊） 254－2

故竹嶋殿御凶事雑記（綴）
　徳大寺家

明治34年2月1日 半　1綴 254－3

死亡診断書（案）（徳大寺竹島）
　告成堂病院長岩佐純印

明治34年2月2日 半　1通 355

死亡届（案）（徳大寺竹嶋）

　徳大寺実則印→麹町区戸籍吏丹所啓行殿
明治34年2月2日 半　1通 368

○治子縁組

久堅町松平家御婚姻礼式御手続調写 明治36年3月 半　1冊 200

〔包紙〕　上書r治子様松平頼孝様へ御縁組御慶事書類」 袋　1通 249－0

親族書（松平頼孝） 折　1通 249－1－1

〔松平頼孝本家・一族書付〕 折　1通 249－1－2

〔松平頼孝使者口上・目録井婚姻願綴〕 （明治36年3月） 綴（6点）1冊 249－2

〔婚礼書類綴〕 （明治36年） 綴　1冊 249－3

香川敬三書状〕
香川敬三→徳大寺様（島田直次郎）

3月7日 切　1通（封筒入） 249－4
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袋

封
筒

治子様御慶事筆記・則麿様同三十八年八月吉辰 明治36年～（明治39年5半罫　1冊 250
徳大寺家，徳大寺家10行罫紙 月）

○則麿縁組・受爵

〔毛利亮子親戚書〕 （明治39年ヵ） 横（228×594〉 293
1冊

〔袋〕　上書r則麿様御授寿之節届書拍」 大正2年11月5日 袋　1通 278－0

〔華族会館通知状〕 大正2年11月6日 切　1通 278－10

華族会館→男爵徳大寺則麿殿

印鑑届（控） 大正2年ll月13日 半　1通 278－7

徳大寺則麿（印）・徳大寺実則（印）→南多摩郡千駄ヶ谷町

長井田忠信殿

住所届（控） 大正2年ll月13日 半　1通 278－8

徳大寺則麿（印）→宮内大臣伯爵渡辺千秋殿

〔徳大寺実則戸籍謄本〕 大正2年11月12日 美　1冊（3丁） 278－13

千駄ヶ谷町戸籍吏井田忠信（公印）

〔宗族書控〕 （大正2年11月18日） 半　1冊 278－2

〔徳大寺則麿履歴控〕 （大正2年11月18日） 半罫　1通 278－12

徳大寺家黒色10行罫紙

一宗創立届（控）
　徳大寺則麿印→千駄ヶ谷町戸籍吏井田忠信殿

（大正2年） 半　1冊 278－1

戸籍訂正届（控） （大正2年） 半　1通 278－3

公爵徳大寺実則印→宮内大臣殿

戸籍訂正届（控） （大正2年） 半　1通 278－4

男爵徳大寺則麿印→宮内大臣殿

〔履歴書井添状控〕
　徳大寺則麿印→宮内大臣伯爵渡辺千秋殿

（大正2年） 半　1通 278－5

印鑑証明願（控）
　徳大寺則麿印→南多摩郡千駄ヶ谷町長井田忠信殿

（大正2年） 半　1通 278－6

加入申込届（控）
　徳大寺則麿（印）→華族会館長公爵徳川家達殿

大正2年ll月19日 半　1通 278－9

一辞令写（授男爵） （大正2年） 切　1通 278－11

天皇御璽

○実厚縁組

実厚様御慶事筆記 大正2年5月 半罫　1冊 251

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

口上手控（祝儀進物届状） 大正5年ll月10日 切　1通 294－2

相良頼紹様・同中子様使

r〔封筒〕
寿　松平家家扶→徳大寺実則様御家扶御中

奇
亡
松
平 家家扶書状（諸費用に付申述）
　　松平家石丸嶋永→徳大寺様御内中山邦太郎様

（大正5）11月28日

ll月28日

封筒　1通

切継　1通

294－1－0

294－1－1

〔徳大寺実厚・松平米子婚礼綴〕 （大正5年） 綴　1冊（13点） ・294－3

O実則葬儀

故従一位様麗去御当時御供物及御見舞品控 大正8年6月 美罫　1冊 264

徳大寺家
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故従一位様嘉去御当時御玉串料控
　徳大寺家

大正8年6月 美罫　1冊 265

前公爵様百日祭御招待名簿
　徳大寺家，下谷御徒町加藤家12行罫紙

大正8年9月 半罫　1冊 267

O公弘葬儀

公爵徳大寺公弘嘉去二関スル葬送記録
　徳大寺公爵家，一部、陸軍13行罫紙

昭和12年1月8日 綴　1冊 274

公弘公嘉去通知並弔鱒関係書
　徳大寺家

昭和12年1月 美　1冊 255

故公爵御葬儀関係証愚綴
　徳大寺家

（昭和12年1月） 綴　1冊 266

正二位公弘公御一年祭記
　徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

昭和13年1月 半罫　1冊 273

○嬉子縁組

嬉子様御婚儀二関スル記録
　徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

（昭和12年3月） 半罫　1冊 252

○久子葬儀

故徳大寺久子様御葬送記録
　宮内省朱色13行罫紙

昭和16年 半罫　1冊 257

O祭礼
祭典録
　徳大寺家10行罫紙

明治13年（～22年） 半罫　1冊 158

万覚帳（進物授受記録）
　徳大寺家10行罫紙

（明治31年～37年） 半罫　1冊 226

O諸道具書付

御長樟入御道具目録（茶・香・甲号・乙号・戌号長樟） 明治25年5月改調 半　1綴 276－1

〔書籍目録〕（1～64号箱） 半　1綴 276－2

〔道具目録〕（乙1～80号箱）
半　1綴 276－3

〔16号長悼道具目録〕
切　1通 276－4

〔4号長悼書画目録〕
切継　1通 276－5

記（諸道具目録）
切継　1通 276－6

記（諸道具目録） 明治26年1月ll日 切継　1通 276－7

〔文書目録〕

　後欠力
切　1通 276－8

記〔諸道具目録〕 切　1通 276－9

〔諸道具目録〕（第3号長樟）
切継　1通 276－10

〔黒塗御長樟第壱号目録〕
横半　1冊 501

〔目録草案〕
半　3通 502

〔書画目録〕
切継　1通 624

乙五号御長樟入書画目録〕 切継　1通 625
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壽（諸品御見積書） 昭和11年12月吉日 半罫　1冊 480
黒江屋漆器店（印）→徳大寺家様

記（諸品目録） 半　1冊 481
（鷹司）

2－3－8．諸願・諸届・諸伺

戸籍謄本写学校諸願書届如綴込 明治34年12月（明治25 綴 1冊 23

徳大寺家 年～大正8年）

諸願届 大正8年6月（～昭和15 綴 1冊 197

公爵徳大寺家 年迄）

要々書類 大正ll年5月（～昭和16綴（183点） 1冊 292
徳大寺家家扶 年3月）

〔諸届井願状控〕 （明治12年～25年） 綴（165点） 1冊 283

御家流花道家元相続之儀二付請願
　兵庫県播磨国揖西郡龍野町東雲斉相続人圓尾慎太郎他2

明治27年6月17日 美大 1冊 217

名連印→徳大寺公御家令中殿，天保7・天保10・安政2
年免状写あり

2－3－9，雇用人書類

僕碑戸籍記 明治19年12月調 半　1冊 25

傭人員増減届拍 明治32年12月（～大正1綴　1冊 26
年迄）

雇人関係書類（戸籍簿・身元保証書綴） 大正11年5月起（昭和16綴　1冊 24

徳大寺家表詰所 年迄）

雇人名簿 昭和4年1月～（昭和15 半　1冊 27

徳大寺家 年迄）

表奥月給受取綴 （明治41年1月～45年7 綴（半罫）1冊 291－1

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙 月）

表奥月給受取綴 （大正元年8月～8年5 半罫　1冊 291－2

徳大寺家10行罫紙　一部，徳大寺家黒色10行罫紙 月）

2－4．会計方

　　　2－4－1．借地・借家・土地関係書類

神田貸地代金領収元簿 明治25年8月（～28年） 美 1冊 198

徳大寺家

〔委任状・土地売渡証書控綴〕（千駄ヶ谷字向山496－1） （大正15年7月20日） 綴（5丁） 1冊 504
付箋「貸家敷地以外土地用委任状御拍」

〔委任状・土地売渡証書控綴〕（千駄ヶ谷字宮下516．1）
　付箋「貸家敷地以外土地用委任状御拍」

（大正15年7月20日） 綴 1冊 505－1

〔委任状・土地売渡証書控綴〕（千駄ヶ谷字宮下511．2） （大正15年7月20日） 綴 1冊 505－2

公爵徳大寺公弘

〔委任状・土地売渡証書控綴〕（千駄ヶ谷字向山498）
　公爵徳大寺公弘，付箋「御住宅用委任状」

（大正15年7月20日） 綴 1冊 505－3
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袋

御長舎坪数諸屈井戸数割付二付必用書留・明治十七年
改御邸内惣人員簿

（明治13年～17年） 半　1綴（2冊） 209

徳大寺家，表紙「徳大寺家印」あり

〔袋〕　上書「御貸家証書入」 31．0×22．O　l通 156－0

土地賃貸契約証書 美　6通 156－1
印刷、未使用

貸屋敷金領収之証 28．Ox19．8　10通 156－2
印刷、未使用

建物賃借契約証書 美　4通 156－3
印刷、未使用

請取之証（通帳）

　印刷、未使用
33．3×24。3　1通 156－4

242．普請関係書類

袋

O千駄ヶ谷邸

〔袋〕　上書r千駄ヶ谷御本邸内若殿様御殿御増築及ヒ修繕 明治45年4月～大正元 袋　1通 279－O
井二同御門外貸家新築工事諸積り書其他電燈工事機具類 年9月
取付個所図面共外二地鎮祭井二上棟式ノ節書付入」

〔南御殿建仁寺垣見積書一式〕 半　13通 279－1

下水見積控之控 3月30日 半継　2通 279－2
花井鉄五郎→徳大寺家様

〔かこみ板図〕 切　3通 279－3

記（御影石代請求書） 6月 切　1通 279－4
大工万吉→徳大寺御掛計様，墨引抹消あり

〔床ノ間寸法書付〕 切　3通 279－5

千駄ヶ谷町新築貸家外囲半板塀仕様見積書 明治44年6月7日 半罫　1冊 279－6
岡田金太郎（印）→徳寺家御役所御中

千駄ヶ谷御本邸御門外御貸家新築工事仕様見積書 明治44年6月 半罫　1冊 279－7
岡田金太郎（印）→徳寺家御役所御中

〔封筒〕　上書r見積書及領収書在中」 6月20日 封筒　1通 279－8
岡田金太郎→徳寺家御役所御中，封筒のみ

見積書 半罫　1冊 279－9
福島政二郎（印）→上様

内訳明細見積り書・旧御家屋根接模様替見積り書 半罫　1綴（2冊） 279－10
大工職中川万吉（印）

大工職中川万吉御請負之積り其外御費用（控） 6月20日調 切　1通 279－11

大工職請負中川万吉之分御積り外御模様替御入費其他
　別紙之通り

切　1通 279－12

御積書 （6月9日～8月27日） 半　6通 279－13
桶政（印）→徳大寺様御中

千駄ヶ谷御本邸外新築貸家弐戸建弐棟仕様見積書 明治44年6月7日 半罫　1冊 279－14
岡田金太郎（印）→徳大寺家御役所御中

〔千駄ヶ谷御殿引用電灯設計図面他書類一式〕 半・切　7通（封筒 279－15
入）
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請求証 大正元年9月吉日 横半　1冊 279－16

大工職中川万吉→徳大寺家御会計御中

○神田邸

〔袋〕　上書r大正五年菊印様御住居御増築其他御模様替之 袋（24．2x29．0） 280－0

ケ所等二付諸積り書及ヒ地鎮祭井二上棟ノ節諸書類入」 1通

〔棟上ケの節入用減願控〕 切継　1通 280－1

地鎮祭・上棟式之節拍 大正5年5月 横半半　1冊 280－2

〔封筒〕　上書r御見積書在中」 封筒　1通 281－1－0

でんきや来商会（千駄ヶ谷町）→

〔領収書・請求書綴〕 大正5年 綴（13通）1冊 281－1－1

来商会→徳大寺家

〔封筒〕　上書r大正四年台所廻り絵図」 （大正4年） 封筒　1通 281－2－0

→亀印様

〔南新御殿垣見積井絵図綴〕 （大正5年10月） 綴　1冊（7通） 281－2－1

花井鉄太郎→徳大寺家
（ママ）

御表門及板塀漬り書　付絵図 大正5年10月吉日 横半　1冊 281－3－1

大工職中川万吉（印）→徳大寺家掛計御中様

御玄関脇（見積書） 横半　1冊 281－3－2

（ママ）

御供持・外雪隠及物置建増積り書 大正5年9月吉日 横半　1冊 281－3－3

大工職中川万吉→御掛計様

〔間取図〕 23．3×55．5　1通 281－4

〔間取図井見積書綴〕 綴　1冊（3通） 281－5

〔間取図綴〕 10月5日 綴　1冊（4通） 281－6

福島紋次郎→徳大寺様

〔絵図面〕 半　2通 281－7

〔間取図図〕 方眼用紙　1通 281－8

記（見積書） 切継　1通 281－9

大工職中川万吉→御掛計様

見積書　付、御地面内盛土見積仕様書・徳大寺家新道
　及空堀埋土工見積書

大正5年7月～9月15日 綴　1冊 281－10

佐藤亀次郎（印）→中川万吉様　中川万吉→御掛計様
（ママ）

一御建増壱ト棟漬り書・御納戸弐タ棟積り書・御模様替
　押入建出シ漬リ書・絵図（綴）

大正5年2月吉日 綴　1冊 281－11

大工職中川万吉→徳大寺家御掛計御中様

〔本邸塀平面図〕 53．5x79，51舗 363
青焼き

電燈会社移転願 明治25年4月 美　1冊 272
神田区錦町一丁目拾四番地地主竹井静印ほか25名

御馬車御修繕御積り書上 明治25年ll月17日 半罫　1冊 282
池田増次郎（印）→徳大寺様御中

O渋谷邸

渋谷本邸建築二関スル書類 昭和2年7月（～4年） 綴　1冊 159
徳大寺家，公弘本邸

徳大寺公爵邸新築配置図（下渋谷） 54．8×78．4　1舗 160－1
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青焼き

排水工事平面図 61，5×99，0　1舗 160－2
青焼き

渋谷区若木町拾五番地実測図（総面積2，357坪2合1句、 昭和13年7月 92．8×107．3　1舗 160－3
縮尺120分の1図）
湯川測量工務所，青焼き

排水工事平面図 61ρ×99，21舗 160－4
青焼き

徳大寺邸排水工事水道工事平面図 60．3×93．4　1舗 160－5
青焼き

排水工事平面図 61．3×99．O　l舗 160－6
青焼き

徳大寺邸配置図 58．3x68．3　1舗 160－7
青焼き、切取部分あり

徳大寺邸排水工事水道工事平面図 60．3×93．8　1舗 160－8
青焼き

渋谷区若木町拾五番地実測図（総面積2，358坪7合8勺、 947×llO，21舗 160－9
縮尺120分の1図）
湯川測量工務所，青焼き、「昭和十四年七月修正ス」とあ
り

〔配電図〕 53。7×78．6　1舗 160－10
大阪電気商会大阪暖房商会東京支店，青焼き　　「新設電
燈七拾六燈コンセントプラグ参燈」

243．諸経費書類

威麿様御召 切　1通 347－1

領収之証（学費領収証） 明治25年6月3日 切　1通 347－2
明治法律学校会計局（印）→徳大寺威麿殿

領収之証（学費領収証） 明治25年6月3日 切　1通 347－3
明治法律学校会計局（印）→徳大寺威麿殿

〔日本鉄道会社第五回株式募集要綱〕 明治25年6月 半　2通 347－4
日本鉄道会社，印刷

〔借地証用紙〕 半　1冊（3丁） 347－5
印刷　未使用

棊子様御縁組御用品支払下附 明治31年3月～（11月） 横半　1冊 285
徳大寺家表

三十八年度常用部歳入歳出予算比較説明書 明治37年1月15日 美　1冊 483
内蔵頭男爵渡辺千秋→宮内大臣子爵田中光顕殿

御洋行御支度費留 明治20年9月 横半　1冊 286

新調御注文控 横半　1冊 287

記（諸品数書付） 横半　1冊 288

記（品代請取証）
　大黒（印）→上

8月20日 切　1通 364

〔包紙〕　上書r口上」
　包紙のみ

横半　1冊 365
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〔包紙〕 美　1通 367
包紙のみ

〔封筒〕　上書「必要請取書類」 竪　1通 476
封筒のみ

○千駄ヶ谷邸 封筒　1通

〔袋〕　上書r上書千駄ヶ谷御別邸用書類入　其一」 袋　1通 199－0

〔封筒〕上書r領収証在中」 封筒　1通 199－2－0
野崎来蔵→徳大寺殿御家扶御中，「宮内省」印あり

〔朱主馬寮庶務書状〕（酒肴料受領の返答〉 2月12日 切　1通 199－2－1

主馬寮庶務課（印）→野崎来蔵殿

領証 2月13日 切　1通 199－2－2
主馬寮（印）→野崎侍従属殿

〔封筒〕 1月ll日 封筒　1通 199－3－0

木子清敬→伏田富久太郎様（内大臣官舎），岡本政広持参

〔木子清敬書状〕（別邸留守居採用の件） 1月11日 切継　1通 199－3－1

木子清敬→伏田富久太郎様

〔別記〕（羽根多七略歴〉 切　1通 199－3－2

〔封筒〕 封筒　1通 199－4－0

千駄谷村八幡神社内浅井嘉基→麹町区徳大寺家御内伏田
富久太郎殿

〔浅井嘉基書状〕（謝儀の礼状） 7月15日 切継　1通 199－4－1

浅井嘉基→伏田様

証（謝儀・酒肴料の受領証〉 明治31年7月1日 半　1通 199－4－2

牛込築土神社社掌多湖泉全印・同赤城神社社掌船戸盤吾
印→徳大寺侯爵殿御家扶中

記（謝儀受領証） 明治31年7月1日 切　1通 199－4－3

千駄ヶ谷八幡神社社掌浅井嘉基（印）→徳大寺家御祭典御
掛中様

〔封筒〕　上書r千駄ヶ谷御別荘収入井二地租村税等書類 封筒　1通 199－15－0
入）

千駄ヶ谷別邸より一ケ年間の収入高・千駄ヶ谷及代々 半罫　1綴（2通） 199－15－1

幡村諸税
鷹司家緑色12行罫紙

〔封筒〕 7月8日 封筒　1通 199－21－0

大野清次郎→滋賀様

〔地所坪数書付〕 切継　1通 199－21－1

前欠力

〔封筒〕 封筒　1通 199－24－0

鷹司家伊藤重三郎→徳大寺様御家扶御中

〔伊藤重三郎書状〕（登記委細承知） 10月12日 切継　1通 199－24－1

伊藤重三郎→滋賀重身様

記（草刈人足書付） （7月11日～8月3日） 半横折　1通 199－25

「那須」印あり

〔伊藤重三郎書状〕（登記書類調中） 2月15日 切継　1通 199－30

伊藤重三郎→徳大寺様御家扶御中

〔拝借人田畑坪数書付〕（中村千代松・内山栄七郎分） 切　1通 199－34
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記（別邸田畑拝借坪付） 半　1通 199－36
別邸内那須磯吉→御役所御中

〔向坂坪付図〕 （明治34年） 70．0×64．5　1舗 199－22

上申書（草案） 明治27年2月17日 半　1冊 199－12－1
売主鷹司熈通代人伊藤重三郎・買主徳大寺実則代人滋賀
重身→麹町区才判所内藤新宿出張所御中

委任状（代理委任状控） 明治26年12月26日 半　1通 199－12－2
侯爵徳大寺実則

地所建物売買二付登記願 明治26年12月26日 半　1通 蓬99－12－3

売主鷹司熈通代人伊藤重三郎（印）・買主徳大寺実則代人
滋賀重身（印）

〔別邸寄留者氏名書付〕（戸主那須磯吉） 半罫　1通 199－12－4
鷹司家緑色12行罫紙

建物売買二付御届 明治26年12月26日 半　1冊 199一唾2－5

売主鷹司熈通代人伊藤重三郎O・買主徳大寺実則代人滋
賀重身O→麹町区才判所内藤新宿出張所御中

蓋石架設御費用積書 半罫　1冊 199－12－6
森野雲三郎（印）

〔借用人畑坪付図〕 美　1通 199－23－1

約定証（案文）（邸地譲渡） 明治26年12月29日 半　1通 199－23－2
徳一印→鷹一殿

芝畑坪数書 半　1通 199－23－3
千駄ヶ谷別邸那須磯吉（印）→御本邸御役所御中

〔証書表書写〕 半　1通 199－23－4

地所売渡証（案文） 明治28年10月1日 半　1通 199－23－5
公爵徳川家達代理酒井忠恕→侯爵徳大寺実則殿（神田区錦
町1－2）

御積書（千駄ヶ谷御殿二階屋根張） 明治34年6月28日 半罫　1冊 199－23－6
平山金三郎（印）→徳大寺様御役所御中

千駄ヶ谷御別館井戸御入費積り 明治33年8月3日 半罫　1通 199－23－7
木下近次郎（印）→徳大寺様御中

拝借地之証（畑地拝借証文） 明治27年1月17日 美継　1通 199－26
拝借人中村千代松（印）・証人中村小一郎（印）→徳大寺家
御家扶御中

拝借地之証（田地拝借証文） 明治27年1月17日 美　1通 199－27
中村千代松（印）・中村小一郎（印）→徳大寺家御家扶御中

記（地代書付） 明治27年8月31日 半　1通 199－37
御別邸那須磯吉→御本邸御役所御中

〔封筒〕　上書r千駄ヶ谷徳川家地所御買得二付書類入」 明治28年10月1日 切　1通 199－10－0
「本証類御手許へ上ル」

〔千駄ヶ谷村畑地坪数書付〕 切　1通 199－10－1

〔徳川家地所千駄ヶ谷村畑地坪数書付〕 切継　1通 199－10－2

〔代々幡村諸税書付〕 切継　1通 199－10－3

代々幡村土地台写 切　1通 199－10－4

〔千駄ヶ谷村土地台帳謄本写〕 半　1通 199－10－5
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土地台帳謄本（千駄ヶ谷・代々幡村） 明治26年12月27日 切　18通 199－10－6

東京府収税属橘薫（公印）

徳大寺家御持地（略図） 半　1枚 199－10－7

借地ノ証 明治24年7月 美　1通 199－11－1

借地人川本金太郎（印）・保証人中村千代松（印）→鷹司家

御家扶御中

借地之証 明治23年3月 美　1通 199－11－2

小作人中村千代松（印）・受人川本平三郎（印）→鷹司家御

家扶御中

借地之証 明治23年9月20日 美　1通 199－11－3

高橋庄蔵印・高橋半次郎（印）→鷹司家御家扶御中

借地之証 明治23年6月28日 美　1通 199－11－4

借主内山栄七郎（印）・証人鈴木平次郎（印）→鷹司家御家
扶御中

借地之証 明治23年9月7日 美　1通 199－11』5

借地人師岡平次郎（印）・保証人川島万助（印）→鷹司家御

家扶御中

借地之証 明治23年3月 美　1通 199－11－6

借地人川本金太郎（印）・保証人川本平三郎（印）→鷹司家

御家扶御中

一借地之証 明治20年3月 美　1通 199－11－7

借地人川本金太郎（印）・保証人川本平三郎（印）→鷹司家

御家扶御中

〔福島勘太郎書状〕（屋根工事明日より着工） （明治）30年8月14日 切継　1通（包紙 199－1

福島勘太郎（麹町）→徳大寺様御役所宛 入）

一〔封筒〕 封筒　1通 199－5－0

侍従職野崎来作→徳大寺家々扶物加波殿

〔野崎来蔵書状〕（測量の件伝達） 1月12日 切　1通 199－5－1

来蔵→徳大寺家御家扶御中

〔大木真輔書状〕（徳大寺家邸地測量日程） 1月12日 切継　1通 199－5－2

大木真輔→野崎先生尊下

〔滋賀重身書状〕（測量日程不都合に付一考） 切継　1通 199－5－3

重身→清次郎殿

一〔某書状下書〕（測量図・経費等の取り計らいの件） 切継　1通 199－5－4

〔覚書〕（工事用品調達） 切　1通 199－6

一〔封筒〕 8月10日 封筒　1通 199－7－0

木子清敬→徳大寺殿御内伏田富久太郎様

一〔木子清敬書状〕（別邸建物修復必要箇所の報知） 8月10日 切継　1通 199－7－1

木子清敬→伏田富久太郎様玉机下

〔風呂釜配置図〕 切　3枚 199－8

じ〔地所測量境界用杭見積書〕 切　1通 199－14－1

二見積り書（地境石票見積書） 半罫　1通 199－14－2

鏑木銀次郎印→徳大寺家御役所御中

r土管埋立工事費用 切　1通 199－16－1

、疑
並
千 駄ヶ谷御本邸道路修繕井二土管伏込方共御入費積書 半罫　1冊 199－16－2

徳大寺家10行罫紙
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〔道路図〕 半　2枚 199－18

記（竹嶋・勝田石碑工事見積書） 4月23日 半　1通 199－29
吉川喜六（印）→徳大寺様御執事御中

〔工事費書付〕 切　2通 199－35－1

記（工事費書付） 切　1通 199－35－2

〔所有地所得金調書〕 明治26年4月調 切　1通 199－35－3

記（新規井戸堀大工事費見積書） 半　1通 で99－35－4

義村安造→徳大寺御殿御役所様

千駄ヶ谷御邸内御修繕積り書 2月29日 半罫　1通 199－35－5
福嶋勘次郎（印）→徳大寺様御中

千駄ヶ谷御邸内下男部屋雪隠之屋根下地取替御入費積 半罫　1通 199－35－6
福嶋勘次郎→徳大寺様執事御中

見積書（錦町下水修繕）付、図 明治31年7月28日 半・切　2通 199－28
橋本磯右衛門（印）→大久保差配所御中

見積森 半　1通 199－13－1
義村安造桶屋（印）→上様

記（桶新規製造見積書） 明治33年10月18日 半　1通 199－13－2
木下金次郎（印）→徳大寺様御用

〔封筒〕　上書r御見積り要中」 （明治）33年4月3日 封筒　1通 199－38－0
福島勘次郎→徳大寺様御役所御中

記（千駄ヶ谷屋敷工事代金見積書） 明治33年4月3日 半罫　5通 199－38－1
福島勘次郎（印）→徳大寺様御役所御中

〔福島勘次郎添状〕（別紙願上） 4月3日 切　1通 199－38－2
福島勘次郎（印）→徳大寺様御役所御中

別紙拝願書 半罫　1通 199－38－3
牛込要三→徳大寺家会計掛御中様

記（流台見積井絵図） 美　1通 199－38－4
「福島」印

約定書　付、御縁側下雨落縁石其他御積り書・御別邸
御玄関塙キ御出来方積り書

明治33年8月7日 半罫　1綴（3通） 199－20－1

鏑木銀次郎（印）→徳大寺家御役所御中

御積り書（屏風修繕代） 明治33年8月24日 半罫　1通 199－20－2
遠藤三右衛門（印）→徳大寺様御中

千駄ヶ谷御殿暴風被損御入費積書 9月30日 半罫　1通 199－20－3
福嶋助次郎→徳大寺様執事御中

千駄ヶ谷御殿御台所藤井戸壱ヶ所・井戸堀御入費積り 明治33年8月9日 半罫　1通 199－33
木下金次郎（印）→徳大寺様御用，紫色10行罫紙

徳大寺千駄ヶ谷御邸道路修繕井二土管伏方共御入費積
　童

明治34年11月27日 半罫　1冊 199－17

日
砂崎庄次郎（印）→徳大寺御邸御役所御中

積書（屋根取付代） （明治）34年10月25日 切継　1通 199－31
建築板金工事受負所井上與吉→徳大寺様御中

見積り書（千駄ヶ谷御殿二階柿葺屋根取付代） 明治34年7月11日 半罫　1冊 199－32
森喜三郎（印）→徳大寺様御役所御中

千駄ヶ谷御別邸御畳表替及出表裏返し使イ刺立方御入
費積り書

明治35年5月 半　1通 199－19－1
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巻
込

中村万吉（印）→徳大寺様会計局御中

〔棟上祝儀諸経費書付〕 切継　1通 199－19－2

〔大久保忠義書状〕（地代上納代人派遣） 3月14日 切　1通 199－19－3

大久保忠義→御用達所御結合御中

徳大寺家井水検査成績 美罫　1通 199－19－4

宮内省茶色13行罫紙

〔封筒〕　上書r千駄ヶ谷邸工事見積り書及神田所有地下 封筒　1通 199－9－0

水工事見積り在中」

記（千駄ヶ谷御殿修復費見積） （明治）38年9月 半罫　1通 199－9－1

木村清太郎→徳大寺様御役所

記（千駄ヶ谷御殿修復必要資材書上） （明治）38年9月 半罫　1通 199－9－2

木村清太郎→徳大寺様御役所

記（大麦・草・藁等納品書） 明治38年11月15日 半　1通 199－9－3
北多摩郡千歳村杉田七五郎（印）→徳大寺家会計掛御中

記（畳表代書上） 明治39年6月日 半罫　1通 199－9－4

中村万吉→徳大寺様御会計御中

見積書（井戸・物置床修復） 明治39年6月6日 半罫　1通 199－9－5
岡田金太郎（印）→徳大寺家御役所御中様

御長屋三棟年子板新き見積書 明治39年6月6日 半罫　1通 199－9－6
岡田金太郎（印）→徳大寺家御役所御中様

千駄ヶ谷村御本邸御長家修繕見積書 5月20日 半罫　1冊 199－9－7

岡田金太郎→徳大寺家御役所御中様

土管及トタン引用仕様 明治39年5月2日 半罫　1通 199－9－8

岡田金太郎（印）→徳大寺家御役所御中

千駄ヶ谷御別邸修繕仕様見積書 明治39年4月26日 半罫　1冊 199－9－9

岡田金太郎→徳大寺家御役所御中

請求書（家根瓦修復費用） （明治）38年10月28日 半罫　1通 199－9－10

木村清太郎→徳大寺様御中

御殿廊下雨戸入取附積書 明治38年9月28日 半罫　1通 199－9－11

岡田金太郎→徳大寺様御役所御中

r記（千駄ヶ谷別邸旧御殿渡り廊下修復費）
一　増田久五郎→徳大寺様御役所御中
毯

8月 半罫　1通 199－9－12－1

L記（千駄ヶ谷別邸新御殿台所修復費） 8月 半罫　1通 199－9－12－2

増田久五郎→徳大寺様御役所御中

記（千駄ヶ谷旧御殿柿葺屋根修復費他領収証） （明治）38年8月日 半罫　1通 199－9－13

家根職宮野兼（印）・代木村清太郎→徳大寺様御役所

門番所台所土台直シ見積書 （明治）38年8月6日 半　1通 199－9－14

岡田金太郎→徳大寺様御役所中

御台所直シ見積書 （明治）38年8月6日 半　1通 199－9－15

岡田金太郎→徳大寺様御役所中

井戸家根流シ板張替見積書 （明治）38年8月6日 半　1通 199－9－16

岡田金太郎→徳大寺様御役所中

一板塀見積書 （明治）38年7月23日 半罫　1通 199－9－17

岡田金太郎印→徳大寺様御役所中様
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2－4－4．領収証綴

　　元吉芳蔵→徳大寺様御役所御中

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

「〔領収証綴〕

糞〔領収証綴〕

L〔領収証綴〕

　〔領収証綴〕

　　徳大寺家

　昭和十二年一月領収証綴
　　徳大寺家，結い付袋（86点）

　昭和十二年拾月分領収証綴
　　徳大寺家

　昭和十二年二月分領収証綴
　　徳大寺家

　昭和十二年三月分領収証綴
　　徳大寺家

　昭和十二年四月分領収証綴

工事目録1点、鈴木公鹿墓誌銘事、 （明治ヵ）25年7月 半・罫　1冊 482
新潟県願主高頭忠造）
様御役所御中

（明治30年4月分） 1綴（20点） 490

（5月分） 1綴（12点） 491

（明治30年6月分ヵ） 1綴（14点） 488

（7月分） 1綴（15点） 489

（明治30年） 1綴（27点） 303

（明治31年7月分ヵ） 1綴（10点） 487

（明治39年8月分） 1綴（18点） 492

明治44年1月分 1綴（24点〉 507

明治44年2月分ヵ 1綴（32点） 494

（明治44年3月分） 1綴（38点） 508

明治44年4月分 1綴（26点） 509

5月分 1綴（26点） 510

（明治）44年5月分 1綴（17点） 499

（明治）44年6月分 1綴（18点） 498

（明治44年7月分） 1綴（32点） 486

（明治）44年8月分 1綴（23点） 500

明治44年9月分 1綴（21点） 495

明治44年10月分 1綴（26点〉 493

大正5年12月 1綴（7点） 511－1

大正5年12月 1綴（7点） 511－2

大正5年12月 1綴（5点〉 511－3

（昭和11年5月分） 1綴（45点） 506

日御葬儀御供物屈票綴　参考 昭和12年1月4日 半　1綴（66点） 415

収証綴 昭和12年1月 半　1綴（152点） 414
袋（86点）

領収証綴 昭和12年10月 半　1綴（120点） 425

領収証綴 昭和12年2月 半　1綴（180点） 416

領収証綴 昭和12年3月 半　1綴（148点） 417

領収証綴 昭和12年4月 半　1綴（165点） 418
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徳大寺家

昭和十二年五月分領収証綴 昭和12年5月 半　1綴（147点） 419
徳大寺家

昭和十二年六月分領収証綴 昭和12年6月 半　1綴（148点） 420
徳大寺家

昭和十二年七月分領収証綴 昭和12年7月 半　1綴（143点） 421
徳大寺家

昭和十二年八月分領収証綴 昭和12年8月 半　1綴（88点） 423
徳大寺家

昭和十二年九月分領収証綴 昭和12年9月 半　1綴（117点） 424
徳大寺家

昭和十二年十一月分領収証綴 昭和12年ll月 半1綴（124点） 426
徳大寺家

昭和十二年十二月分綴 昭和12年12月 半　1綴（126点） 427
徳大寺家

昭和十三年一月分領収証綴 昭和13年1月 半　1綴（96点） 428
徳大寺家

昭和十三年二月分領収証綴 昭和13年2月 半　1綴（75点） 429
徳大寺家

昭和十三年三月分領収証綴 昭和13年3月 半　1綴（92点） 430
徳大寺家

昭和十三年四月分領収証綴 昭和13年4月 半　1綴（82点） 431
徳大寺家

昭和十三年五月分領収証綴 昭和13年5月 半　1綴（93点） 432
徳大寺家

昭和十三年六月分領収証綴 昭和13年6月 半　1綴（79点〉 433
徳大寺家

昭和十三年七月分領収証綴 昭和13年7月 半　1綴（llO点） 434
徳大寺家

昭和十三年八月分領収証綴 昭和13年8月 半　1綴（55点） 435
徳大寺家

昭和十三年九月分領収証綴 昭和13年9月 半　1綴（94点） 436
徳大寺家

昭和十三年拾月分領収証綴 昭和13年10月 半　1綴（79点〉 437
徳大寺家

昭和十三年十一月分領収証綴 昭和13年11月 半　1綴（40点） 438－1

徳大寺家

昭和十三年十一月分証愚綴 昭和13年11月 半　1綴（56点） 438－2

徳大寺家

昭和十三年十二月分領収証綴 昭和13年12月 半　1綴（156点） 439
徳大寺家

昭和十四年二月分領収証綴 昭和14年2月 半　1綴（78点） 441
徳大寺家

昭和十四年三月領収証綴 昭和14年3月 半　1綴（68点） 442
徳大寺家

昭和十四年四月領収証綴 昭和14年4月 半　1綴（75点） 443
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徳大寺家

昭和十四年五月領収証綴
　徳大寺家

昭和14年5月 半　1綴（97点） 444

昭和十四年六月領収証綴
　徳大寺家

昭和14年6月 半　1綴（151点） 445

昭和十四年七月分領収証綴
　徳大寺家

昭和14年7月 半　1綴（159点） 446

昭和十四年八月証愚綴
　徳大寺家

昭和14年8月 半　1綴（109点） 447

昭和十四年九月分領収証綴
　長谷戸徳大寺家

昭和14年9月 半　1綴（71点） 448

昭和十四年十月分証愚綴
　徳大寺家

昭和14年10月 半　1綴（57点） 449

昭和十四年十一分月領収証綴
　長谷戸徳大寺家

昭和14年ll月 半　1綴（69点） 450

昭和十四年十一月分証愚綴
　徳大寺家

昭和14年H月 半　1綴（48点） 451

昭和十四年十二月分領収証
　長谷戸徳大寺家

昭和14年12月 半　1綴（65点） 452

十四年第一月分領収証綴
　徳大寺家

（昭和）14年1月 半　1綴（106点） 440

昭和十五年一月分領収証
　長谷戸徳大寺家

昭和15年1月 半　1綴（46点） 453

昭和十五年二月領収証
　徳大寺家

昭和15年2月 半　1綴（53点） 454

昭和十五年三月領収証
　徳大寺家

昭和15年3月 半　1綴（63点） 455

昭和十五年四月領収証綴
　徳大寺家

昭和15年4月 半　1綴（37点） 456

昭和十五年五月領収証綴
　徳大寺家

昭和15年5月 半　1綴（59点） 457

昭和十五年六月領収証綴
　徳大寺家

昭和15年6月 半　1綴（41点） 458

昭和十五年七月証愚綴
　徳大寺家

昭和15年7月 半　1綴（lll点） 459

昭和十五年八月領収証綴
　徳大寺家

昭和15年8月 半　1綴（54点〉 460

昭和十五年九月領収証綴
　徳大寺家

昭和15年9月 半　1綴（59点） 461

昭和十五年十月領収証
　徳大寺家

昭和15年10月 半　1綴（41点〉 462

昭和十五年十一月領収証綴
　徳大寺家

昭和15年ll月 半　1綴（38点） 463

昭和十五年十二月領収証綴
　徳大寺家

昭和15年12月 半　1綴（70点） 464

昭和十六年一一月領収証綴 昭和16年1月 半　1綴（40点） 465
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袋

徳大寺家

昭和十六年二月領収証 昭和16年2月 半　1綴（36点） 466
徳大寺家

昭和十六年三月領収証 昭和16年3月 半　1綴（42点） 467
徳大寺家

昭和十六年四月領収証 昭和16年4月 半　1綴（38点） 468
徳大寺家

昭和十六年五月領収証 昭和16年5月 半　1綴（37点） 469
徳大寺家

昭和十六年六月領収証 昭和16年6月 半　1綴（61点） 470
徳大寺家

昭和十六年七月領収証 昭和16年7月 半1綴（48点） 471

徳大寺家

昭和十六年八月領収証 昭和16年8月 半1綴（41点） 472
徳大寺家

昭和十六年九月領収証 昭和16年9月 半　1綴（38点） 473
徳大寺家

昭和十六年十月領収証 昭和16年lo月 半　1綴（50点） 474
徳大寺家

昭和十六年十一月領収証 昭和16年11月 半　1綴（54点） 475
徳大寺家

○軽井沢

一〔袋〕　上書r軽井沢御滞在御費用書類」 昭和2年9月 袋　1通 157－0

一〔領収証綴〕 綴1冊（77点） 157－1

2－5．家扶宛一括文書

　大きくは、滋賀重身を宛所とするものと島田直次郎を宛所とするものがある。両者の史料群は年代

的に重ならないのでそれぞれに細目を立て、宛所の不明なもので年月日の特定できるものは編年順と

し、年月日不詳のものは現配列に近い形で配列した。島田の名は、直次郎・直二郎の両方を用いてい

る。家扶日記においても、両方の使用例が確認できる。明治30年（1897）は実則が明治天皇の京都行幸

に供奉して徳大寺家京都別邸に滞在中であり、それに随行した京都別邸の島田に宛た本邸家扶伏田富

久太郎らの書状がまとまっている。
　徳大寺琵手は実則の3男則麿の妻。則麿は東京帝国大学工科を卒業後、三菱株式会社長崎造船所技

師として勤め、明治39年に毛利元敏の5女亮子と結婚し、長崎市三菱造船所向島社宅を住所とした。

しかし、造船所の給料だけでは生活が苦しく、亮子の書状でも「当地では宴会が多い」と出費の多さ

を苦にしている。そのため、明治39年より5年間、徳大寺家から毎月送金を受けていた。亮子の書状

は、それに対する返礼状がおもな内容である。

筒
）

○滋賀重身

〔封筒〕　上書r金子在中」 封筒　1通 607－0

桜井安定→滋賀重身殿

〔桜井安定書状〕（第十五銀行株式譲渡の件） 12月19日 切継　1通 607－1

安定→滋賀重身殿
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証（2円領収書）

　興風会幹事（印）→徳大寺実則殿
明治18年3月18日 切　1通 607－2

〔恒屋盛庸書状〕（入輿之節次第申入）
　恒屋盛庸→滋賀重身様

（明治18年）8月20日 切継　1通（封筒
入）

626

〔封筒〕　上書r入社申込刷物在中」
　博愛社事務所→徳大寺実則殿

封筒　1通 629－0

〔博愛社事務所送付状〕（入社申込用紙送付）
　博愛社事務所（印）→徳大寺実則殿

（明治）19年ll月20日 半罫　1通 629－1

入社申込書
　印刷

切　14通 629－2

記翻顯鵬羅巖講1渡証）・付永田町閑院宮明治24年8月29日 罫　1綴（2通） 641

内匠頭堤正誼（公印）→内大臣侯爵徳大寺実則殿，宮内省
茶色13行罫紙

日本政府電信送達紙（イマカモツトモニツク）
　ヲヲサカキタハマセンサキヒダカ→ナガタマチトクタイ

（明治25年）4月14日 切　1通 604

ジトノカンテイニテシガ

〔荒木正斉書状〕（類焼苦労）
　正斉→滋賀重身殿

（明治）25年4月22日 切継　1通（封筒
入）

614

〔封筒〕　裏書「相良様大坂行旅費返上請取入」

　神瀬惟心→滋賀重身様
封筒　1通 636－0

記｛隆麿大阪住友家に引越の節、主従4人往復旅費請取
　証）

明治25年5月1日 半罫　1通 636－1

相良頼紹家扶神瀬惟心（印）→徳大寺様御家扶滋賀重身殿

〔神瀬惟心添状〕（受取証送付通知）
　惟心→滋賀様

（明治25年）5月1日 切　1通 636－2

〔封筒〕

　羽毛田金兵衛（印）→徳大寺様執事御中
封筒　1通 637－0

〔鋳物値段書〕

　羽毛田金兵衛（印）→徳大寺様御掛り御中
明治25年6月23日 半　1通 637－1

〔高千穂家家扶連名書状〕（機嫌伺）
　（福岡県田川郡彦山村）高千穂宣麿内能美瓢也（印）・入江
　良造→徳大寺御家扶滋賀重身殿

（明治25年）8月12日 切　1通（封筒入） 627

〔能美瓢也書状〕（高千穂家負債の件）
　高千穂家内能美瓢也（印）→滋賀重身殿

（明治25年）8月18日 切継　1通（封筒
入）

671

〔封筒〕　裏書r神田地所買上請書案」

　当番伏田福太郎→滋賀重身殿
封筒　1通 635－0

請書（写）（神田区錦町1丁目2番地買上請書）
　徳大寺実則→東京府知事富田鐵之助殿

明治25年8月29日 半　1通 635－1

〔高千穂家家扶連名書状〕（奥様入院費に付銀行借入依
頼）

　能美瓢也・入江良造（印）→徳大寺御殿ニテ滋賀重身殿（赤

（明治25年）9月23日 切継　1通（封筒
入）

616

坂御門内）

〔力石八十綱書状〕（依頼一件配慮付礼状）
　力石八十綱→滋賀重身殿（永田町、徳大寺様御内）

（明治25年）11月6日 切継　1通（封筒
入）

608

〔若王子遠文書状〕（山科家救助金願）
遠文→徳大寺（実則）殿

（明治25年）11月29日 切継　1通（封筒
入）

615

荒木正斎書状〕（借金願）
正斎（上京区岡崎町）→滋賀君（赤坂裏、徳大寺様御家扶）

（明治25年）12月14日 切継　1通（封筒
入）

634
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