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〔物加彼懐要書状〕（旧領地4ヶ村石高反別取調） （明治）26年1月17日 切継　1通（封筒 478
物加彼懐要（西京別邸）→滋賀重身殿 入〉

〔伏田福太郎書状〕（中院殿金銭授受に付返答） 4月19日 切継　1通 632

福太郎→滋賀殿

〔伏田福太郎書状〕（中院家家計救助願） 12月27日 切継　1通 619

福太郎→滋賀様

〔中院通規書状〕（請書捺印依頼） 12月29日 切　1通 621

中院→滋賀老兄侍史

〔封筒断簡〕

　中院通規→□賀重身殿（見付内御殿），上部欠
封筒　1通 622

〔梨軒生書状〕（種々取計礼状） 23日 切　1通 609

梨軒生→滋賀老兄

〔高千穂宣麿書状〕（第十五銀行より300円借用） 7月22日 切継　1通 605

宣麿→滋賀重身殿

〔封筒〕 2月23日 封筒　1通 610

中院通規→滋賀重身様，封筒のみ、上部欠

〔高千穂宣麿書状〕（芳子実家に帰籍の件依頼）

　宣麿→滋賀重身殿

12月4日 切継　1通（封筒
入）

611

〔高千穂宣麿書状〕（耶馬渓名物マキ柿井写真進呈） 6月10日 切継　1通 612

宣麿→滋賀重身殿

〔伏田福太郎書状〕（別紙写通認置調印承知願） 8月28日 切継　1通 613

福太郎→滋賀賢台貴下

〔書付〕（請書の事岩倉家へ面会にて御礼申入） 切　1通 620

〔梨軒生書状〕（送金領票回送延引） 11日 切継　1通 623

梨軒生→滋賀老兄侍史

〔書留封筒〕　上書r金子入」 封筒　1通 628

当番→滋賀様，封筒のみ

〔大久保忠義書状〕（工事費用に付通知〉 切　1通（封筒入） 630

大久保忠義→滋賀重身様

〔諸氏交名〕（松平康在他計13名） 切　1通 631

〔梨軒生書状〕（借金願） 27日 切継　1通 633

梨軒生→滋賀老兄侍史

〔小西有惣書状〕（寄附金の収証は後送） 2月21日 切　1通（封筒入） 639

有惣→滋賀様侍史

〔徳大寺実則・滋賀重身書状草案〕（隆麿帰邸の件）
　徳大寺実則→広瀬宰平殿、滋賀重身→広瀬宰平殿

切継　1通（封筒
入）

640

〔能谷某書状〕（春日神社々務よりの件勘考依頼） 1月12日 切　1通 642

能谷→滋賀幹事殿

〔荒木高尾書状〕（機嫌伺い） ll月10日 折　1通（封筒入） 643

荒木高尾→御殿様

〔封筒〕 封筒　1通 644－0

吉武樗→徳大寺殿御家会様方

〔吉武樗書状〕（地所買上連合運動の事） 7月11日 切継　1通 644－1

一　吉武樗→徳大寺殿御家会様方封
篁
〔
吉 武樗等連署嘆願書案〕（市区改正に付土地買上値段
　　之再考願）

半　1通 644－2
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吉武樗以下連署→東京府知事殿

口上（昨夜集会之通願入）
　吉武樗→

切　1通 644－3

〔封筒〕

　藤野禎事外一名→貴族院議員侯爵徳大寺実則殿
明治25年12月10日 封筒　1通 638－0

上申書（写）（長野県小倉官林に離宮新設の件願）
　長野県信濃国南安雲郡温村六十三番地藤野禎事印・同県

明治25年11月28日 半罫　1冊（2丁） 638－1

同国同郡同村六十七番地務台量平印→貴族院議員侯爵徳
大寺実則殿

添申書（別紙願依頼）
　長野県信濃国南安雲郡温村六十三番地藤野禎事（印）外一
　名→貴族院議員侯爵徳大寺実則殿

明治25年12月10日 半罫　1通 638－2

○島田直次郎

〔封筒〕

　徳大寺家当直→嶋田直二郎殿
（明治30年3月）28日 封筒　1通 655－0

〔徳大寺家当直書付〕（藁子婚姻用買物代払）
　徳大寺家当直→徳大寺家別邸嶋田直次郎殿

（明治30年3月28日） 半　1通 655－1

〔封筒〕

　伏田富久太郎・富田安敬→嶋田直次郎殿
（明治30年5月8日） 封筒　1通 654－0

〔伏田冨久太郎書状〕（電報文不明再伺）
　伏田冨久太郎→嶋田兄貴下

（明治30年）5月7日 切継　1通 654－1

〔封筒〕

　伏田冨久太郎→嶋田直二郎様
（明治30年5月11日） 封筒　1通 667－0

〔伏田冨久太郎書状〕（到着品目録）
　冨久太郎→嶋田様

（明治30年）5月ll日 切継　1通 667－1

〔冨田安敬書状〕

　安敬→直次郎殿
（明治30年5月）12日 切　1通 667－2

〔封筒〕

　徳大寺家執事→嶋田直次郎殿
（明治30年5月24日） 封筒　通 699－O

〔徳大寺家当直書状〕（別紙取計依頼、令息麻疹の状態）
　当直安敬→直次郎殿

（明治30年）5月24日 切継　1通 699－1

〔当番添状〕（別紙披露依頼）
　当番（伏田冨久太郎）→嶋田殿

（明治30年）5月25日 切　1通（封筒入） 700

〔伏田冨久太郎書状〕（西園寺様病気に付通知）
　伏田冨久太郎→徳大寺家嶋田直二郎殿

（明治30年）5月27日 切継　1通（封筒
入）

566

〔伏田冨久太郎書状〕（米田侍従殿養母死去）
　伏田冨久太郎→嶋田様

（明治30年）6月4日 切継　1通（封筒
入）

646

〔伏田冨久太郎書状〕（中院家家計の件）
　伏田冨久太郎→嶋田直次郎殿

（明治30年）6月5日 切継　1通（封筒
入）

701

〔封筒〕

　伏田富久太郎→嶋田直二郎殿
（明治30年5月20日） 封筒　1通 648－0

〔伏田冨久太郎書状〕（19日書面の趣承知）
　伏田冨久太郎→嶋田様

（明治30年）5月21日 切継　1通 648－1

〔伏田冨久太郎書状〕（中院富有学資の件）
　伏田冨久太郎→嶋田直二郎殿

（明治30年）6月6日 切継　1通 648－2

〔某書状〕（新茶製造に付入用の節一報のこと）
切　1通 648－3
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〔当番添状〕（別紙披露依頼） （明治30年）6月6日 切　1通 648－4

当番→嶋田殿

日本政府電信送達紙（ヲヲツキイマヲクル） （明治30年）6月21日 切　1通 648－5

トクタイシキンヒロ→トクダイシサネツネ

〔伏田冨久太郎書状〕（三井銀行利子の件、第十五銀行
　利益配当の件、中院富有学資増額の件）

（明治30年）6月10日 切継　1通（封筒
入）

647

伏田冨久太郎→嶋田様，書留

〔伏田冨久太郎書状〕（第十五銀行配当金の件） （明治30年）6月10日 切　1通（封筒入） 668
伏田→嶋田様

〔封筒〕 （明治30年6月17日） 封筒　1通 669－0

徳大寺家家従→島田直次郎殿

〔当番添状〕（別紙取計依頼〉 （明治30年）6月17日 切　1通 669－1

当直→直次郎殿

一日本政府電報送達紙（カブケンヲヒキダシニアリマシ （明治30年）6月18日 切　1通 669－2
タ）

トクダイシキミヒロ→トクダイシサネノリ

〔封筒〕 （明治30年6月19日） 封筒　1通 567－0

伏田冨久太郎（東京）→徳大寺家別邸嶋田直二郎殿

〔伏田冨久太郎書状〕（神田貸地代納めの件他） 6月18日 切継　1通 567－1

伏田冨久太郎→嶋田直二郎殿

〔伏田冨久太郎書状〕（近況報告） 6月18日 切継　1通 567－2

伏田冨久太郎→嶋田直次郎殿

拝借金年賦返上願（控）
　右（中院富寿）貸費保証人侯爵徳大寺実則→爵位局長公爵

明治30年6月18日 半　1通 567－3

岩倉具定殿

一〔封筒〕 （明治30年6月18日） 封筒　1通 568－0

伏田冨久太郎→嶋田直二郎殿

〔伏田冨久太郎書状〕（中院富寿学習院退学願許可の件） 6月18日 切継　1通 568－1

冨久太郎→嶋田様

〔書留封筒ヵ〕 （明治30年6月22日） 切　1通 568－2

東京徳大寺執事→徳大寺家島田直次郎殿

〔徳大寺家執事書状〕（品物送付） （明治30年）6月18日 葉書　1通 568－3

東京徳大寺執事→徳大寺家島田直次郎殿

一〔徳大寺家執事書状〕（羅紗の件） （明治30年）6月18日 葉書　1通 568－4

東京徳大寺執事→徳大寺家島田直次郎殿

一〔封筒〕 （明治30年6月20日） 封筒　1通 649－0

徳大寺家矢印嶋田直二郎殿

〔伏田富久太郎書状〕（注文白ズボン本日送付） （明治30年）6月19日 切継　1通 649－1

冨久太郎→嶋田殿

一〔伏田冨久太郎書状〕（世襲財産第十五銀行に継続） （明治30年）25日 切継　1通 649－2

伏田→嶋田君

r〔封筒〕
寺　徳大寺家伏田富久太郎→嶋田直二郎殿，書留

奇
L
〔
伏 田冨久太郎書状〕（送金、中院富寿の件、第十五銀
　　行満期、日本鉄道株式送付外）

（明治30年6月22日）

（明治30年）6月21日

封筒　1通

切継　1通

651－0

651－1

伏田冨久太郎→嶋田様

r〔灘寺家伏田富久太郎一嶋田直二郎殿親展 （明治30年）6月23日 封筒　1通 650－0
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〔伏田冨久太郎書状〕（公弘認印入用の件二付返答）
伏田冨久太郎→嶋田殿

（明治30年）6月2日 切継　1通 650－1

〔伏田冨久太郎書状〕（中院富寿本日出立）
　伏田冨久太郎→嶋田様

（明治30年）6月22日 切継　1通 650－2

〔封筒〕　上書r大カバン鍵在中」

　魎徳大寺家御留守邸当直→徳大寺家従者島田直二郎殿
　（県都）

封筒　1通 672－0

覚（■ロックコニ」ト以下送付、省丁へ引渡依頼）
　西尽徳大寺→東県徳大寺留守邸

5月21日 切継　1通 672－1

記（フロックコート以下請取状）．
　伏田富久太郎→嶋田様

5月24日 切継　1通 672－2

〔伏田．冨久太郎書状〕（還幸延引、秦子入輿日程、第十
五銀行株式の件披露依頼）

5月24日 切継　1通 672－3

伏田冨久太郎→嶋田殿

〔封筒〕

　伏田冨久太郎→嶋田直二郎殿
（明治30年6月27日） 封筒　1通 672－4－0

〔伏田冨久太郎書状〕（夏衣類送付）
　伏田→嶋田様

（明治30年）6月26日 切　1通 672－4－1

〔封筒〕

　伏田冨久太郎→嶋田直二郎殿
（明治30年5月23日） 封筒　1通 672－5－0

囎隷罐1書状〕（第＋五銀行営業満期二付株券配 （明治30年）5月22日 切継　1通 672－5－1

休田冨久太郎→嶋田直二郎殿

〔伏田冨久太郎書状〕（年賦返納の件）
　伏田冨久太郎（東京徳大寺家）→徳大寺家別荘嶋田直次郎

殿（田中村徳大寺家別荘）

（明治30年）6月31日 切継　1通（封筒
入）

563

〔封筒〕

　徳大寺家執事→徳大寺家島田直次郎殿
（明治30年）7月1日 封筒　1通 673－0

〔当直添状〕（藁子書状披露依頼）
　当直→直次郎殿

（明治30年）7月1日 切　1通 673－1

〔徳大寺家執事書状〕（葡萄酒3本送付）
　徳大寺家執事→嶋田直次郎殿

（明治30年）7月1日 葉書　1通 673－2

〔封筒〕

　徳大寺家執事→島田直次郎殿
（明治30年7月1日） 封筒　1通 674－0

〔当直添状〕（公弘願披露依頼）
　当直→直次郎殿

（明治30年）7月1日 切　1通 674－1

〔封筒〕

　東京徳大寺家伏田富久太郎→嶋田直二郎殿，親展
（明治30年7月8日） 封筒　1通 663－0

〔伏田冨久太郎書状〕（勇吉病状報告）
伏田冨久太郎→嶋田殿

（明治30）年7月8日 切継　1通 663－1

〔封筒〕

　冨田安敬→嶋田直次郎殿
（明治30年7月10日） 封筒　1通 663－2－0

〔徳大寺則麿書状〕（堀河淡波川参殿の件一報願）
則麿→嶋田直次郎殿

切　1通 663－2－1

〔封筒〕

　伏田冨久太郎→嶋田直次郎殿
（明治30年7月9日） 封筒　1通 663－3－0

〔伏田量久太郎書状〕（中院様債権一件示談承諾不致）
　伏田晶久太郎→嶋田殿

（明治30年）7月9日 切継　1通 663－3－1

一137一



山城国京都徳大寺家文書　2．徳大寺家家政

封
筒

封
筒

封
筒

封
筒

「

筒
）

（
封

〔封筒〕 （明治30年7月9日） 封筒　1通 663－4－0

徳大寺家執事→島田直次郎殿

〔当直書状〕（若奥様の件披露願） （明治30年）7月9日 切　1通 663－4－1

当直→直次郎殿

〔封筒〕 （明治30年7月9日） 封筒　1通 663－5－0

徳大寺執事→島田直次郎殿

〔富田安敬書状〕（6月分支払本月より当分見合） （明治30年）7月9日 切継　1通 663－5－1

安敬→直次郎殿

〔封筒〕 （明治30年7月11日） 封筒　1通 665－0

伏田富久太郎→嶋田直次郎殿

〔伏田冨久太郎書状〕（カウスボタンの件） （明治30年）7月ll日 切継　1通 665－1

冨久太郎→嶋田様

〔伏田冨久太郎書状〕（下命の件取調） （明治30年）7月12日 葉書　1通 665－2

伏田冨久太郎→嶋田直次郎殿

一小包送票 （明治30年7月11日） 切　1通 665－3

徳大寺邸→嶋田直二郎

一〔封筒〕 （明治30年7月13日） 封筒　1通 664－0

徳大寺家執事→島田直次郎殿

〔当直書状〕（藁子・栄寿院殿の件取計依頼） （明治30年）7月13日 切継1通 664－1

当直→直次郎殿

一〔封筒〕 （明治30年7月13日） 封筒　1通 664－2－0

〔伏田冨久太郎書状〕（中元祝儀頂戴） （明治30年）7月12日 切継　1通 664－2－1

伏田冨久太郎→嶋田直二郎様

一〔伏田冨久太郎書状〕（勇吉病状順快） （明治30年）7月12日 切　1通 664－2－2

冨久太郎→嶋田君

「〔封筒〕

　伏田冨久太郎→嶋田直二郎殿

1〔蟹駿檎書状〕（中院殿陸軍退職恩給金世子君手

（明治30年7月13日）

（明治30年）7月13日

封筒　1通

切　1通

664－3－0

664－3－1

L　　伏田冨久太郎→嶋田様

〔伏田冨久太郎・冨田安敬書状〕（貴兄令息へ預り月給
　　より支払）

切　1通 664－3－2

伏田・冨田→嶋田君

一〔封筒〕

　　東京徳大寺邸伏田富久太郎→徳大寺家別荘二て嶋田直二

（明治30年7月17日） 封筒　1通 564－0

郎殿

〔伏田冨久太郎書状〕（近況報告） （明治30年）7月16日 切継　1通 564－1

伏田冨久太郎→嶋田賢兄

一〔伏田冨久太郎書状〕（給金持参の件） （明治30年）7月16日 切　1通 564－2

冨久太郎→嶋田殿

〔某書状〕（団扇10本到着披露）
　東京徳大寺家結合→別邸嶋田直二郎殿

（明治30年）7月18日 葉書　1通 661

〔伏田冨久太郎書状〕（栄壽院殿近況）
　伏田冨久太郎→嶋田直次郎殿（京都愛宕郡田中村徳大寺家

（明治30年）7月19日 切　2通（封筒入） 562

御別荘）

〔伏田冨久太郎書状〕（則麿旅費の件）
　伏田冨久太郎→嶋田直次郎殿

（明治30年）7月21日 切継　1通（封筒
入）

697
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〔伏田冨久太郎書状〕（近況報告）
　冨久太郎→嶋田殿

（明治30年）7月22日 切継　1通（封筒
入）

698

〔伏田冨久太郎書状〕（解雇本日申渡、公弘妻室出京）
　伏田冨久太郎→嶋田直二郎殿

（明治30年）7月25日 切継　1通（封筒
入）

653

〔徳大寺則麿書状〕（18日女子誕生報告）
　徳大寺則麿→徳大寺家島田直次郎様

（明治40年）12月19日 葉書　1通 534

〔徳大寺亮子書状〕（品物請取礼状）
　さや子→島田様・おその様・おまさ様

（明治41年）1月19日 切継　1通（封筒
入）

531・

〔徳大寺亮子書状〕（礼状）

　長崎東中町徳大寺内→徳大寺家内島田直次郎様
（明治41年10月12日） 絵葉書　1通 544

〔徳大寺亮子書状〕（袖代人探し、15円送付依頼）
　さや子→直次郎様

（明治41年）10月21日 切　3通（封筒入） 540

〔徳大寺亮子書状〕（袖都合次第帰京許可）
　徳大寺亮子→徳大寺様御内島田様

（明治41年）10月20日 葉書　1通 545

〔徳大寺亮子書状〕（袖代人に付報告）
　徳大寺さや子→徳大寺様内島田直次郎殿

（明治41年）10月23日 葉書　1通 543

〔徳大寺亮子書状〕（本日午後出立予定通知）
　徳大寺亮子→徳大寺家内島田直次郎様

（明治41年）10月31日 葉書　1通 536

〔働大寺亮子書状〕（則麿様名詞200枚送付願状）
　兄子→直次郎様

（明治41年）H月28日 半1通（封筒入） 538

〔徳大寺亮子書状〕（鮭請取礼状）
　→徳大寺様御奥島田直次郎殿

（明治41年）12月ll日 葉書　1通 537

〔高千穂宣麿へ貸出物品送付状目録〕 （明治）41年2月14日 切　1通 710

受領書（郵便物受領書1点、小為替金受領書3点）
　（島田直次郎→長府毛利家家扶中川富五郎宛）

（明治41年）3月 切　4通 528

〔徳大寺亮子書状〕（廻金受取返事）
　長崎より→徳大寺家内島田直次郎様

（明治41年）4月20日 葉書　1通 535

〔徳大寺亮子書状〕（廻金及小包受取の返事）
　東中町徳大寺内→徳大寺様内島田直次郎様

（明治41年）6月21日 葉書　1通 533

〔鉄道井兼業買収公債交付額利息書付〕 （明治41年7月～12月） 切　1通 688

〔柴田袖書状〕（中元祝儀礼状）
　袖（徳大寺家内柴田袖6）→（徳大寺様御表ニテ）嶋田直次
　郎様

（明治41年）8月2日 切継　1通（封筒
入）

532

〔徳大寺伊楚子書状〕（為換請取状）
　徳大寺伊楚子→徳大寺家島田直次郎様

（明治41年）9月1日 葉書　1通 522

〔徳大寺伊楚子書状〕（月謝請取、領収書等送付）
　徳大寺伊楚子→徳大寺家島田直次郎殿，付、買納品目録
　2通、郵便物受領書1通、小為替金受領書4通、領収書
　1通あり

（明治41年）9月3日 切継　9通（封筒
入）

524

〔徳大寺伊楚子書状〕（為替請取、帽子代他支払依頼）
　徳大寺伊楚子→徳大寺家島田直次郎殿，付請求書

（明治41年）9月8日 切継　2通（封筒
入）

523

〔封筒〕

　徳大寺さや子→島田直次郎様
（明治41年〉9月31日 封筒　1通 548－0

〔徳大寺亮子書状〕（20年送付依頼）
　さや子→直次郎様

（明治41年）10月1日 切　2通 548－1

郵便物受領証
　徳大寺家嶋田直次郎→徳大寺亮子

（明治41年）10月6日 切　1通 548－2
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通常為替金受領証書（20円） （明治41年）10月6日 切　1通 548－3

富士見町郵便局→長崎桜町（郵便局）

〔徳大寺亮子書状〕（下駄受取礼状〉 （明治41年）10月5日 絵葉書　1通 548－4

長崎さや子→徳大寺家内島田直次郎様

〔柴田袖書状〕（暇願） （明治41年ヵ）10月15日 切継　1通（封筒 539
袖→島田直次郎

入）

〔徳大寺亮子書状〕（12円送付依頼） （明治41年ヵ）10月30日 半2通（封筒入） 560－1

さや子→直次郎様

郵便物受領証 明治41年ll月2日 切　1通 560－2

徳大寺島田直次→徳大寺亮子

通常為替金受領証書（12円） 明治41年11月2日 切　1通 560－3

〔徳大寺亮子書状〕（為替受取礼状） （明治42年1月20日） 葉書　1通 546
長崎→徳大寺家御内島田直次郎殿

〔徳大寺亮子書状〕（為替受取、鶴子様子報告） （明治42年）2月21日 葉書　1通 547
長崎徳大寺→徳大寺様御内島田直次郎様

〔徳大寺亮子書状〕（今月長府行、下女月給不用） （明治42年4月）14日 葉書　1通 550
炉粕町46徳大寺→徳大寺家御内島田直次郎殿

〔徳大寺亮子書状〕（袖の件に付通知） （明治42年）4月24日 葉書　1通 555
徳大寺亮子→徳大寺様御内島田直次郎様

一〔封筒〕 （明治42年5月3日） 封筒　1通 694－0

日本鉄道株式会社清算事務所→徳大寺実則殿

明治四十二年四月二十三日株主総会議案 半　1通 694－1

印刷

〔残余財産分配手続通知〕 明治42年5月3日 半　1冊 694－2

日本鉄道株式会社清算事務所，印刷

〔撃警灘麟羅霞蟹書0清算勘定残余金領収
　株主徳大寺実則印→日本鉄道株式会社専務清算人青山幸

明治42年5月日 綴　1冊 694－3

宜殿

一記（旧株・新株換算書付） （明治42年ヵ） 切　1通 694－4

〔徳大寺亮子書状〕（女中1人長府より参る、30円14日
迄に送付願）

（明治42年）5月7日 葉書　1通 556

徳大寺亮子→徳大寺様御内島田直次郎殿

〔徳大寺亮子書状〕（30円請取状）
　長崎徳大寺亮子→徳大寺様御内島田直次郎様

（明治42年）5月14日 葉書　1通 520

〔徳大寺伊楚子書状〕（諸品買求）
　徳大寺いそ子→徳大寺家内嶋田直次郎殿，領収証2点同封

（明治42年）6月7日 半・切　3通（封筒
入）

512

〔徳大寺亮子書状〕（聞き合わせの局に付返答）
　徳大寺亮子→徳大寺様御内島田直次郎様

（明治42年6月7日） 葉書　1通 514

〔徳大寺亮子書状〕（為替請取状） （明治42年）6月21日 葉書　1通 519
徳大寺内→徳大寺家御奥島田直次郎殿

〔徳大寺亮子書状〕（小包請取状）
　造船所徳大寺内→徳大寺様御内島田直次郎様

（明治42年）7月3日 葉書　1通 518

〔徳大寺亮子書状〕（請取状）
　徳大寺内→徳大寺家内島田直次郎様，「唐津虹之松原新茶

（明治42年）7月22日 絵葉書　1通 521

屋熊沢旅館」写真

〔徳大寺伊楚子書状〕（為替拝受） （明治42年）8月12日 葉書　1通 677
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信州伊楚子→嶋田直次郎殿

〔徳大寺亮子書状〕（為替受取、佃煮送付願）
　長崎三菱社宅徳大寺内→徳大寺様御内島田直次郎様

（明治42年）8月19日 葉書　1通 561

〔徳大寺伊楚子書状〕（黒崎へ支払依頼）
　徳大寺伊楚子→（徳大寺家表）嶋田直次郎殿

（明治42年）8月22日 切継　1通（封筒
入）

603

〔封筒〕

　軽井沢徳大寺伊楚子→徳大寺家島田直次郎殿，封筒のみ
（明治42年）8月25日 封筒　1通 551

〔徳大寺伊楚子書状〕（為替拝受）
　軽井沢伊楚子→嶋田直次郎殿

（明治42年）8月27日 葉書　1通 678

〔徳大寺亮子書状〕（九月分請取礼状）
　→徳大寺家島田直次郎様

（明治42年9月20日） 葉書　1通 571

〔徳大寺亮子書状〕（為替受取、近況伺）
　→徳大寺家内島田直次郎殿

（明治42年10月21日） 葉書　1通 549

電報送達紙 （明治42年）11月12日 切　1通 557
コウジマチ局→トクダイジツネマロ，文面「タカチヲカ
ズマロシスイハイヤメロイサイアトヨリトクダイジ」

〔徳大寺亮子状〕（電報文面不明に付再報願）
　徳大寺内→島田直次郎殿

（明治42年ヵ） 切継　1通 558

〔徳大寺両人書状〕（高千穂和麿死去の香典送付〉
　徳大寺両人→直次郎様

（明治42年）11月16日 切継　1通（封筒
入）

559

〔徳大寺亮子書状〕（為替小包名詞請取礼状）
　亮子→直次郎様

（明治42年）12月21日 切継　1通（封筒
入）

542

〔徳大寺亮子書状〕（小包及小為替請取）
　東中町徳大寺内→直次郎様

（明治42年）12月31日 半　1通（封筒入） 541

領収証書
　裏書「金五十銭絹子なほし代横浜本町二十六番　ミセス

（明治42年） 切　1通 570

ボックス」とあり

〔徳大寺亮子書状〕（彬麿、北条家令嬢と縁組の由承知）
　亮子→直次郎殿

（明治43年）1月20日 切継　1通（封筒
入〉

602

〔力石八十綱書状〕（祝品小包披露）
　加藤家力石八十綱→徳大寺侯爵御内島田直次郎殿

（明治）43年4月4日 葉書　1通 583

〔徳大寺亮子書状〕（三井高縦死去の由承知）
　（徳大寺さや子）→直次郎様

（明治43年）7月23日 切継　1通（封筒
入）

601

〔徳大寺亮子書状〕（鶴子の種痘証送付）
　亮子→直次郎様

（明治43年）9月25日 半　1通（封筒入） 600

世襲財産事故届（案）
　爵氏名印・親族議員連署同→宮内大臣子爵渡辺千秋殿，

明治43年月日 切継　1通 690

「宮」の透かしあり

世襲財産券面記入取消願（軍事公債元資償還に付記入
　取消願）

明治43年月日 切　1通 695

爵氏名印・親族爵議員連署同→宮内大臣子爵渡辺千秋殿

〔封筒〕

　男爵高千穂家旧臣城島時太郎外一同→侯爵徳大寺実則様
（明治43年10月6日） 封筒　1通 684－1－0

〔男爵高千穂家旧臣3名連名書状〕（選挙運動費等負債
の件）

明治43年10月3日 切継　1通 684－1－1

英彦山磐村良繁（印）・城島時太郎・広沢幸二（印）→侯爵
徳大寺実則様御家扶嶋田直次郎様外御中

〔封筒〕
（明治43年）1月14日 封筒　1通 684－2－0
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高千穂宣麿（渋谷町中渋谷402）→徳大寺家嶋田直次郎殿

〔高千穂宣麿書状〕（昨13日彦山より帰京、病中不快） 1月14日 切継　1通 684－2－1

宣麿→嶋田直次郎殿

〔領収証〕（学習院遊泳中の費用領収） 切　1通 684－2－2

高千穂宣麿

〔高千穂和麿書状〕（海水浴費用請取の礼状） 6月16日 切継　1通 684－2－3

和麿→御祖父様

〔高千穂家内せつ書状〕（礼状） （6月17日） 切継　1通（封筒 684－2－4

（高千穂家内）せつ→島田様 入）

〔封筒〕 （明治44年9月11日） 封筒　1通 684－3－0

磐邨良繁→徳大寺殿御内嶋田直次郎殿，親展

〔英彦山有志惣代5名連名書状〕（男爵難題一件に付願）
　英彦山有志惣代磐村良繁（印）・広沢幸二・城島時太郎・

9月10日 切継　1通 684－3－1

入江良造・壬実小大郎→徳大寺殿御内島田直次郎様

〔高千穂宣麿書状〕（国元に送金、解決の礼状） （明治44年）9月13日 切継　1通（封筒 684－4

高千穂宣麿→徳大寺家御家扶中 入）

〔輔辮輔繍尊神職高橋久司の好計1こよる 7月9日 切継　1通（封筒
入）

684－5

宣麿→家巌公

一〔封筒〕　上書r四＋四年中高千穂家負債二付嘆願書類」 封筒　1通 684－6－0

一〔惣代2名連名書状〕（礼状）
　惣代広沢幸二・磐村良繁（印）→徳大寺御殿嶋田直次郎殿

美折　1通（封筒
入）

684－6－1

外御中

一〔高千穂俊麿書状〕（染筆願）
　高千穂俊麿→島田直次郎殿，「高千穂用箋」使用、親展

明治44年ll月3日 罫　1通（封筒入） 684－7

〔封筒〕　　　　（獺 封筒　1通 685
住友銀行（大阪）→□爵徳大寺実則殿

〔徳大寺亮子書状〕（近況報告）
　徳大寺さや子→徳大寺様御内島田直次郎様

（明治43年11月12日） 葉書　1通 599

〔徳大寺亮子書状〕（荘原好一死去香典送付の件）
　三菱社宅徳大寺亮子→徳大寺家御内島田直次郎殿

（明治43年）ll月21日 葉書　1通 587

〔徳大寺亮子書状〕（代金請取礼状）
　三菱社宅徳大寺内→徳大寺様御内島田直次郎様

（明治43年）12月20日 葉書　1通 586

〔世襲財産広告費内蔵寮へ納入通知〕
　宗秩寮（印）→侯爵徳大寺実則殿，宮内省茶色13行罫紙

明治43年12月27日 美罫　1通 708

納金証書（控）
　侯爵徳大寺実則→宗秩寮総裁侯爵久我通久殿

明治43年12月28日 半　1通 712

財産目録（控）
　所有主従一位侯爵徳大寺実則・親属会議員従三位徳大寺
　公弘・同正二位公爵鷹司熈通・同正三位子爵加藤泰秋・
　同従三位子爵阿部正功→宮内大臣子爵渡辺千秋殿（宛名抹

明治43年月日 美　1通 687

消）

〔世襲財産増加願案〕 半罫　1冊（2丁） 711

徳大寺家10行罫紙

〔徳大寺亮子書状〕（両人への御年玉の礼状） （明治44年）1月15日 半　1通（封筒入） 588
亮子→島田様

〔徳大寺亮子書状〕（竹島殿11年祭の餅料送付礼状） （明治44年）1月24日 切継　1通（封筒 589
亮子→島田様 入）
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〔徳大寺亮子書状〕（4月頃の上京断念） （明治44年）2月11日 葉書　1通 584
徳大寺亮子→徳大寺家御内島田直次郎様

〔徳大寺亮子書状〕（上京の件断状） （明治44年）3月16日 葉書　1通 585
徳大寺内→徳大寺家御内島田直次郎殿

〔徳大寺亮子書状〕（島津家よりの土産品の礼状） （明治44年）3月27日 切継　1通（封筒 590
さや子→島田直次郎様 入）

〔封筒〕 （明治44年）4月25日 封筒　1通 592－0
徳大寺内→徳大寺家御内島田直次郎様

〔徳大寺亮子書状〕（案内状断りの依頼） （明治44年）4月25日 半　1通 592－1
さや子→直次郎様

〔招待状〕（婚儀御披露） 明治44年4月21日 葉書　1通 592－2
侯爵徳川囲順・同英子→徳大寺則麿殿・令夫人亮子殿

〔徳大寺則麿書状〕（電報拝見、仲麿と市役所に届侯） （明治44年）6月26日 葉書　1通 598
なかさき則麿→徳大寺家家扶御中

〔徳大寺亮子書状〕（子供の名間違って仲麿と市役所へ
届に付詫状）

（明治44年）6月29日 葉書　1通 597

なかさき亮子吟徳大寺家島田直次郎殿

〔徳大寺亮子書状〕（市役所と相談無事に済） （明治44年）7月4日 葉書　1通 594
長崎徳大寺→徳大寺家島田直次郎殿

〔徳大寺亮子書状〕（三井よりの小包請取状） （明治44年）7月22日 葉書　1通 595
なかさき徳大寺→徳大寺家島田直次郎様

〔封筒〕 （明治44年）8月3日 封筒　1通 593－0
三菱社宅徳大寺→島田直次郎様

〔徳大寺亮子書状〕（近況報告） 8月3日 切継　1通 593－1
さや子→御中様

〔徳大寺亮子書状〕（暑中見舞井鶴子歯痛近況） 8月3日 切継　1通 593－2
→直次郎様

〔徳大寺亮子書状〕（佃煮送付依頼） （明治44年〉8月14日 葉書　1通 515
徳大寺家→徳大寺家島田直次郎様

〔徳大寺亮子書状〕（佃煮礼状） （明治44年8月22日） 葉書　1通 513
なかさき徳大寺→徳大寺家島田直次郎様

〔徳大寺亮子書状〕（島津様よりの小包請取状） （明治44年）8月24日 葉書　1通 596
長崎徳大寺→徳大寺家島田直次郎様

〔徳大寺亮子書状〕（39年より5ヶ年の送金謝辞、以後 （明治44ヵ）12月15日 切継　1通 591
は遠慮）

亮子→島田様

〔大正2年4月10日中尉様江差出候拍〕（動産・不動産目 切　1通 709
録）

〔封筒〕 （大正5年）2月22日 封筒　1通 657－0
浜口伊蔵（伊勢国）→公爵徳大寺実則様（千駄ヶ谷），親展

〔浜口伊蔵書状〕（上様染筆謁頂戴願） 大正5年2月22日 切継　1通 657－1
浜口伊蔵→徳大寺実則御邸執事様

浜口伊蔵書状（染筆軸装絹送付） 大正5年3月6日 切継　1通 657－2
浜口伊蔵→徳大寺様御執事様

〔封筒〕 （大正5年9月15日） 封筒　1通 676－0
梶川定治（富山）→公爵徳大寺実則殿

〔梶川定治書状〕（「武士道」染筆願） （大正5年9月15日） 半　1通 676－1
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梶川定治（印）→徳大寺実則閣下

鰍1尭野布教師高野山殉教師●忠勇顕彰会地方委 名刺　1通 676－2

〔名刺〕（忠勇顕彰会婦人地方委員・洋鉄商中村照子） 名刺　1通 676－3

〔坂田広吉書状〕（染筆願） （大正6年）7月21日 切継　1通（封筒 676－4
坂田広吉（印）→徳大寺執事御中 入）

〔大僧都増田鳳明等書状〕（漢詩揮毫願〉 （大正6年10月）19日 折1通（封筒入） 676－5
北海道根室国根室町常慢寺住職大僧都増田鳳明（印）・信
徒総代林清治郎（印）・同石正文精（印）・佐々木若松（印）

→徳大寺侯爵閣下御執事殿

〔巌手日報社禿氏岳山書状〕（染筆願〉 （大正6年）8月ll日 切継　1通（封筒 676－6
巌手日報社禿氏岳山→公爵徳大寺実則閣下執事御中 入）

〔巌手日報社禿氏岳山書状〕（料絹小包にて送付） （大正6年）8月（7日） 切継　1通（封筒 676－7
巌手日報社禿氏岳山→公爵徳大寺実則閣下執事御中 入）

〔藤内章書状〕（染筆願） （大正6年）11月3日 切継　1通（封筒 676－8

藤内章→公爵徳大寺閣下御執事様 入）

〔常隆寺住職増田鳳明書状〕（染筆願） （大正6年）11月1日 切継　3通（封筒 676－9

常慢寺増田鳳明→徳大寺家執事殿 入）

一〔封筒〕 （大正5年5月2日） 封筒　1通 676－10－0

岡谷真詮→徳大寺公爵家御執事御中

〔岡谷直詮書状〕（詠歌染筆願） （大正5年）4月28日 切継　1通 676－10－1

岡谷直詮→徳大寺家御執事御中

一〔岡谷直詮書状〕（公爵病気承知） （大正5年）5月1日 切継　1通 676－10－2

岡谷直詮→公爵徳大寺家御執事御中

〔藤内観一郎書状〕（染筆願〉 （大正5年）3月29日 切継　1通 676－11

藤内観一郎→公爵徳大寺実則様

一〔封筒〕 （大正6年9月24日） 封筒　1通 676－12－0

西牡礪波郡西野尻村教育会古瀬正勝→上埜安太郎様（麻
布）

贈従五位宮永良蔵先生之碑建設趣意書 大正6年8月 24，3×54．l　l通 676－12－1

西野尻村教育委員会（公印），印刷

一〔石塔図〕 26．5×19．6　1通 676－12－2

印刷

一〔封筒〕 （大正6年）10月17日 封筒　1通 676－13－0

上埜安太郎（富山）→中山執事殿

〔上埜安太郎書状〕（揮毫願） （大正6年）10月17日 切継　1通 676－13－1

上埜安太郎→中山執事殿，付紙あり

一〔名刺〕（衆議院議員上埜安太郎） 名刺　1通 676－13－2

〔水谷久澄書状〕（染筆願、干瓢献上〉 大正6年ll月10日 美　1通（封筒入） 676－14

水谷久澄（三重）→徳大寺家御執事御中，書留

〔神田淑書状〕（揮毫願） （大正6年）11月1日 切継　1通（封筒 676－15

神田淑→徳大寺公爵閣下御執事様 入）

「〔封筒〕

　　恒川平一（名古屋）→徳大寺公爵家執事御中
（大正6年6月5日） 封筒　1通 676－16－0

へ

芝〔恒川平一書状〕（病気全快後、染筆願） （大正6年）6月5日 切継　1通 676－16－1

ノ　恒川平一→中山邦太郎様
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〔恒川平一書状〕（中元国産漬物献上、染筆願〉 （大正6年）7月3日 切継　1通 676－16－2
恒川平一→徳大寺公爵閣下執事御中

〔辰巳長三郎書状〕．（歌染筆願） （大正5年）12月9日 切継　1通（封筒 680
大和茅野山辰巳長三郎→公爵閣下御侍史様 入）

〔封筒〕　上書r定期預金証書」 大正6年12月30日 封筒　1通 689
住友銀行東京支店→，封筒のみ

〔封筒〕　上書r一月十二日住友支店へ委任状持参相渡候 （大正7年1月10日） 封筒　1通 686－0
事」

住友銀行（大阪）→公爵徳大寺実則殿

臨時株主総会召集通知書 大正7年1月9日 半．1通 686－1
社長取締役住友吉左衛門→株主各位，印刷

送金添書（797円） 大正7年1月11日 14，7×20．4　1通 691
宮内省本金庫（印）→徳大寺実則殿

〔封筒〕 （大正7年7月1日） 封筒　1通 692－0
十五銀行→公爵徳大寺実則殿

預金申込書 大正7年7月1日 19．5×32．6　1通 692－1
十五銀行日本橋支店・同丸之内支店

〔定時株主総会開催通知〕 大正7年7月1日 半　1通 692－2
十五銀行取締役頭取松方厳→殿

〔純益金配当金受取通知〕 大正7年7月16日 18．1×1L5　1通 692－3
十五銀行→公爵徳大寺実則殿 （封筒入）

送金添書（797円） 大正7年7月6日 14。8×20．4　1通 675
宮内省本金庫→徳大寺実則殿

〔封筒〕 （大正7年10月5日） 封筒　1通 705－0
内蔵寮→徳大寺実則殿，「宮内省」印あり

〔書付〕（金27円55銭） 切　1通 705－1
徳大寺家中山邦太郎→京都住友男爵邸物加波中次郎宛，
鉛筆書

〔自治会通知〕（選挙権拡張問題決議文通知） 大正8年1月22日 葉書　1通 580
自治会→徳大寺実則殿，印刷

〔桜菊会本部通知〕（神官神職を優待し以て国民思想の
養成に尽さしむ可し）

大正8年1月 冊子　1冊（封筒
入）

579

神武天皇祭・明治天皇祭桜菊会（→公爵徳大寺実則殿），
印刷

〔義弘公三百年祭之典委員長書状〕（寄付の礼状）
　義弘公三百年祭之典委員長熊野英→公爵徳大寺実則殿

大正8年3月1日 切　1通（封筒入） 578

〔封筒〕 （大正8年3月7日ヵ） 封筒　1通 552
→徳大寺実則殿，封筒のみ、封筒裏「宮内省」、「興風会
印」印あり

衆議院議員選挙法改正案別表二対スル意見 （大正8年3月ll日） 冊子　1冊 554
印刷

山梨県別表修正二対スル陳情書 大正8年3月12日 冊子　1冊 582
山梨県選出衆議院議員望月小太郎・河西豊太郎，印刷

〔東京市特殊小学校後援会長書状〕（通常総会開期通知） 大正8年3月15日 葉書　1通 581
東京市特殊小学校後援会長法学博士男爵阪谷芳郎→公爵
徳大寺実則殿，印刷

〔封筒〕

　国士会本部→公爵徳大寺実則閣下，「秘進展」
（大正8年3月18日） 封筒　1通 553－0
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請願書（写） 大正8年3月 冊子　2冊 553－1

印刷

〔国士会書状〕（別冊熟覧願）

　国士会会長有吉喜兵衛・同顧問河野春庵→徳大寺公爵閣
大正8年3月日 切　1通 553－2

下，印刷

〔御歌所長・東宮大夫通達〕（皇太子成年式奉祝歌詠進 大正8年3月26日 切　1通（封筒入） 577
題通知〉

御歌所長子爵入江為守・東宮大夫男爵濱尾新→公爵徳大
寺実則殿

〔封筒〕 大正8年3月29日 封筒　1通 575－0

兼松義稔→公爵徳大寺実則殿御執事中

〔兼松義稔書状〕（別紙の如く録誌改変願） 大正8年3月29日 切継　1通 575－1

兼松義稔→徳大寺公閣下，一

樋口真吉先生碑文 半罫　1通 575－2

〔御歌所長・東宮大夫通達〕（皇太子成年式奉祝歌詠進）
　御歌所長子爵入江為守・東宮大夫男爵濱尾新→公爵徳大

大正8年4月15日 切　1通（封筒入） 573

寺実則殿，印刷

〔栃木県足利郡町村長一同二上都賀郡足尾町長連名書
　状〕（足利区地方裁判所新設に付謝意）
　足利町長川島平五郎以下16名→公爵徳大寺実則閣下，印

大正8年4月 切　1通（封筒入） 572

刷

一〔封筒〕　裏書r地所契約書拍」 封筒　1通 681－0

土地賃借契約証書（控） 半罫　1冊 681－1

徳大寺家，徳大寺家10行罫紙

一土地賃借契約証書（控） 大正8年 美罫　1冊 681－2

〔徳大寺伊楚子書状〕（長野より参候男2人に付報告） 8月27日 切継　1通 516
徳大寺伊楚子→島田直次郎殿

〔徳大寺伊楚子書状〕（黒崎洋服屋へ支払依頼〉 5月3日 切　1通（封筒入） 517
徳大寺伊楚子→島田直次郎殿

〔故泰麿五十日祭志〕 切継　1通 525

→富田常次郎殿

〔桶野猪次郎書状〕（殿様の祝順一葉恵与願）
　大日本歌道奨励会会員桶野猪次郎→徳大寺（伊楚子）殿

7月27日 半1通（封筒入） 526

〔徳大寺伊楚子書状〕（換金請取、支払依頼、樋野氏の件 8月3日 切継　1通 527
断）

徳大寺伊楚子→島田直次郎殿

〔毛利家家人男女交名〕 切継　1通 529

〔中川富五郎書状〕（家扶就任に付挨拶状） 2月5日 切継　1通 530
長府毛利邸中川富五郎→島田直次郎様侍使

〔富田安敬書状〕（近況報告） 6月21日 切継　1通 565
安敬→直次郎殿

〔封筒断簡〕　　（破損） 封筒　1通 569
徳大寺家家従→□□直次郎殿，上半分欠

〔封筒断簡〕　　　　（破損〉

　東京徳大寺家伏田□□□□→徳大寺別邸島田直二郎殿，
封筒　1通 574

下半分欠

〔名刺〕（公爵山内家谷丑次） 名刺　1通 576
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〔伏田冨久太郎書状〕（納金額変更） 切　1通 652
伏田→嶋田君

〔相良家家扶書状〕．（結婚祝儀御二方様招待） 5月6日 切継　1通（封筒 658
相良家家扶→徳大寺様御家扶中 入）

〔伏田冨久太郎添状〕（書状至急披露依頼） 6月16日 切　1通 666
伏田冨久太郎→嶋田様

〔伏田冨久太郎書状〕（則麿第一高等学校工科試験及第
の件披露）

7月14日 切継　1通 670

伏田冨久太郎→嶋田様

〔徳大寺亮子書状〕（鶴子紋付、白木に注文） 9月18日 半　1通（封筒入） 679
社宅徳大寺亮子（印）→島田直次郎殿

〔袋〕　上書r豊前国田川郡英彦山高千穂家往復書類入」 袋　1通 682
袋のみ

御使者口上控（婚儀土産進上） 4月29日 切　1通 683
伯爵松平基則様御使者善貝純一郎

〔金額書付〕（6，941円75銭） 切　1通 693

〔封筒〕 3月8日 封筒　1通 703－0
風呂豊大（菊坂町）→茅ヶ崎徳大寺家御別邸執事御中

〔身元保証書〕 半　1通 703－1

〔身元書付〕 切継　1通 703－2

〔封筒〕 3月8日 封筒　1通 704－0
横浜いと（茅ヶ崎町足立別荘）→山本純一様（千駄ヶ谷）

〔横浜いと書状〕（風邪見舞） 3月8日 切継　1通 704－1
いと→山本様

〔預金内訳〕 12．1×14．3　1通 706
（住友銀行）→徳大寺実則殿

〔株券換算書付〕 切　1通 707
鉛筆書

〔封筒〕　上書r領収書入」 封筒　1通 645
北前信葛→物加波殿，封筒のみ、裏面「宮内省」印あり

記（旅費井旅用途金注文） 半横折　2通 617

記（諸用途金注文） 切継　1通 618

〔書付〕（明治12年銀行投標の事他） 切　1通 606

〔封筒〕 （昭和10年2月7日） 封筒　1通 656－0
斉藤松次郎（岩手）→徳大寺嬉子（渋谷区長谷戸53）

〔斉藤松次郎書状〕（詠進歌を色紙又は短冊にて再送依
頼）

昭和10年2月7日 半罫　1通 656－1

斉藤松次郎→徳大寺嬉子様，岩手県上閉伊那宮守村斉藤
松次郎用箋

〔新年詠進勅題〕

　斉藤松次郎，印刷
昭和10年1月1日 切　1通 656－2

塚沢内外月報第229号
　孔版

（昭和10年）2月末日発
行

半　1通 656－3

〔封筒〕

　子爵加藤泰通（麹町）→公爵徳大寺実厚殿
封筒　1通 659－0
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山城国京都徳大寺家文書　2．徳大寺家家政

封
筒

〔住友孝書状〕（負傷見舞〉 7月25日 切継 1通 659－1

住友孝→公爵徳大寺実厚様

〔封筒〕　上書r分譲略図」 封筒 1通 660－0

住友信託株式会社東京支店→

〔分譲家格表井分譲略図〕 （若木町） 半罫・半 5通 660－1

「住友信託株式会社東京支店」
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3．清華家　山城国京都徳大寺家文書

表題／作成・授受／備考 年代 形態 数量 整理番号

3．清華家

3－1．尊号宣下

尊号宣下次第

尊号宣下開関解陣次第

寛永20年 美二切　1冊

美二切　1冊

339

338

3－2．改元

〔包紙〕　上書「改元慶安明暦寛文延宝等度條事定国解写
　四通」

美　1通 369－0

〔源棟亮條事定国解写〕
．越中守従五位下源朝臣棟亮

正保5年2月12日 竪継　1通 369－1

〔源久治條事定国解写〕
　正六位上守出羽守源朝臣久治

承応4年4月10日 竪　1通 369－2

〔中原冨治條事定国解写〕
　正五位下行摂津守中原朝臣冨治

寛文13年9月15日 竪継　1通 369－3

〔合見参五位已上用途絹綿注文写〕 文久2年1月16日 竪　1通 369－4

〔内蔵寮請文写〕

　正六位上行少属藤井宿祢久任・正六位上行允藤井久行
天保元年12月10日 竪　1通 369－5

3－3，行列・着陣

　宝永4年（1707）ll月27日に近衛家熈が関白に就任した行列書1点。その他は、年代不詳。

関白宣下行列 宝永4年ll月27日 竪三切　1冊 224

〔行列書〕
美三切　1冊 410

左大将御着陣次第 美二切　1冊 342－1

左大将御着陣次第 美二切　1冊 342－2

3－4．仙洞御歌会

　嘉鶴期（1716～1736）の霊元院（1654～1732）の御歌会記が12点ある。この時期の徳大寺家当主は、21

代実憲（1714～1740）。なお、徳大寺家に伝わる明治期の和歌書・詠草は、1－8－1．歌道の項を参照。

院御会始 寛永ll年1月12日 横美　1冊 325

公宴七夕和歌
　奥書「題者冷泉前中納言」「奉行俊清」

享保2年七夕 美二切　1冊 326

法皇柿本社両所御法楽和歌 享保8年3月18日 半　1冊 337

鞍馬毘沙門天御法楽 享保15年1月21日 横美　1冊 327

御当座御会 享保15年8月27日・9月 横美　1冊 328
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13日・10月7日

水無瀬宮御法楽廿二日・御月次廿四日・聖廊御法楽廿
　五日・公宴御当座十四日・院御当座三月六日・公宴

享保16年2月 横美　1冊 329

御当座三月十九日
綴紐切れ

公宴月次和歌御会 享保17年7月24日 横美　1冊 330

月次和歌御会 享保18年9月24日 横美　1冊 331

月次御会 享保19年5月24日 横美　1冊 332

享保廿年七月廿四日公宴御月次・同年同月廿五日院聖
　廊御法楽・同年八月四日公宴当座御会

享保20年 横美　1冊 333

院御会始 享保21年1月21日 横美　1冊 334

院月次和歌御会 享保21年4月18日 横美　1冊 335

内府公当座写（重陽当座御会） 嘉永7年 美　1冊 336

3－5．武家伝奏・議奏

　武家伝奏あるいは議奏の役務により、作成、授受、保管された記録文書を収めた。「御由緒留」

（No．236）は、難波、三条西、山科、小倉、平松、庭田、勧修寺、舟橋、中御門の各家について、享保

2年（1717）時の当主の親族続書を調査した文書の留帳である。各家の家臣（諸大夫）から徳大寺家・庭

田家の家臣に宛てて提出されているので、あるいは2．徳大寺家政の項目に配列すべきかもしれない

が、享保2年は徳大寺公全と庭田重条が武家伝奏を勤めており、その関係で作成された文書である機

能を重視してここに収めた。

　No．305およびNo．395の一件文書は無年号ではあるが、徳大寺実堅が武家伝奏を勤めた時期に作成、

授受、保管された記録文書である。関連史料として、2－1－1．記録に徳大寺の諸大夫が関わった朱印改

の史料がある。また、実堅の武家伝奏期の結改の文書が2－1－2。糊付一括文書の中にある。

包
紙

御由緒書留 享保2年3月 半　1冊 236

表紙「一校了」

〔包紙〕　上書「写　口上覚」 美　1通 307－0

口上覚（近江国栗太郡全勝寺新田開発御尋に付口上覚〉
　前大路治部卿・磯田和泉守・進藤日向守・安田摂津守

寅12月 半　1冊 307－1

〔諸家領知関係文書目録〕 横半　1冊 305

〔難波伊予守書状〕（関東判物写取調聾引）
　一條殿御内難波伊予守→徳大寺大納言様・日野前大納言

12月14日 切　1通 395－1

様雑掌御中

〔亮長・純海書状〕（輪王寺准后宮墾従五位上頼入）
　亮長・純海→徳大寺大納言殿・日野削大納言殿，もとは

4月13日 切　1通 395－2

折紙力

〔松平慶行書状〕（官位謝礼）
　松平因幡守（花押）→徳大寺大納言殿人々御中，もとは折

6月3日 切　1通 395－3

紙力

〔亮長・純海申状〕（輪王寺准后宮墾謝礼92件）
　亮長・純海→徳大寺大納言殿・日野削大納言殿，もとは

切　1通 395－4

折紙力

〔稟考・純海申状〕（日光山藤本院年階） 12月7日 切　1通 395－5
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稟考・純海→徳大寺大納言殿・日野前大納言殿，もとは
折紙力

〔白川侍従家領文書目録〕
　白川侍従

天保8年12月 折　1通 395－6

〔白川侍従知行書上〕
白川侍従内浅利甲斐（印）→徳大寺大納言御内淡川伊勢守
殿・滋賀右馬大允殿・日野前大納言御内山中左近府生
殿・河野蔵人殿

天保8年12月 折　1通 395－7

3－6．先例

　先例や故実を勘考するために作成、保管された記録文書等を収めた。

紙
）

包
紙

〔包紙〕　上書r享保八年五月十七日諸社炎上之勘進大外
記官務上ル写、櫛笥中納言殿ヨリ来ル」

享保8年 美　1通 341－0

〔大外記師零・左大師盈春勘例写〕 （享保8年ヵ）5月16日 竪継　1通 341－1
大外記師零・左大史盈春

〔包紙〕 半　1通 352－0

〔摂家門跡之先規に付申詞案〕 折　1通 352－1

遷宮之事 元禄12年9月23日 折　1通 352－2
源某（花押〉

〔遷宮之儀次第案〕 折　1通 352－3

〔当山開山聖一国師由緒〕 （安永以降） 切継　1通 352－4

〔当室御門跡由緒〕 切継　1通 352－5

3－7．建白書

包
紙

〔包紙〕　上書r十一月　大沢采女建白写」 半　1通 309－0

〔源清臣建白書〕（園井韓神社再営願）
　源清臣

慶応3年11月 折　3通 309－1

〔公卿建白留〕 （慶応3年ヵ） 美　1冊 269
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山城国京都徳大寺家文書　4，宮内省

表題／作成・授受／備考 年代 形態 数量 整理番号

4．宮内省

4－1．記録

　徳大寺実則が宮内省に出仕した機能により、作成、授受され、徳大寺家に保管された記録文書を収

めた。料紙に宮内省罫紙を用いている。細かな編成はとらずに、編年順とした。

宮内（教部）省職制（草稿） 半罫　1冊 210
榿色8行罫紙

孝明天皇御事蹟略年表 美罫　1冊 223

宮内省茶色13行罫紙

〔内国事務即時施行・同追日施行〕 横美　1冊 233

〔勅語案〕（在日外国人、仏蘭子公使他宛〉 美罫　1冊 263
太政官・外務省・宮内省茶色8行罫紙

具視卿見込書写 明治2年1月 美　1冊 222
表紙「評決之分朱書」とあり

英国女帝三男廿五歳渡干日本国参朝拝龍顔御接待次第 明治2年7月 美　1冊 270

〔還幸行程次第〕 明治14年 美罫　1冊 246

宮内省茶色13行罫紙

〔諸旧儀再興等之事内密書付〕 明治16年1月 美罫　1冊 289

岩倉具視→内閣御中

廣嶋大本営御供奉中日記 明治28年1月～（4月30 半　1冊 231

徳大寺家
日）

京都大本営御供奉中日記 明治28年5月1日～（5月 半　1冊 232

徳大寺家 30日）

〔明治天皇崩御関連官報・宮内省通知綴〕 （明治45年～大正2年） 1綴 261

一部，宮内省茶色13行罫紙

4－2．諸願

　侍従長・内大臣を勤めた徳大寺実則に対する嘆願書で、様々な願い出がある。なお、No。512以降

の同様の文書については、宛所が実則であっても、その実見後に家扶が保管した可能性もあるので、

現配列を解体せず、2－5．家扶宛一括書状のなかに配列した。

飢鐘救助之御参考書 明治19年3月19日 美罫　1冊（袋付） 262
藤宮三九朗（印）→侍従長徳大寺実則殿御取次衆中

御願（華族願） 明治22年2月3日 半　1冊 271－1

士族新田貞康→東京府知事男爵高崎五六殿

新田俊純家筋概略 半　1冊 271－2

明治二年十月新田正統御調之砺リ新田家二於テハ横瀬
　又ハ由良ト称セシハ如何ノ訳ナルカト御尋二付即チ
　由来相認メ奉呈仕リ侯写書

明治2年1月 美　1冊 271－3

従五位新田貞時印→皇居弁事御傳達所御中

一内願書 明治21年 半　1冊 271－4
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4．宮内省

建梨縣南都留郡明見村桑原英成外四名連印→侍従長正二
位勲一等侯爵徳大寺実則殿御家令御披露

上（王法仏法威儀再興願）
　兵庫県下川辺郡長尾村西宗寺住職平民僧阪萱隆（印）→徳
　大寺大臣実則卿閣下御本人様

明治24年12月21日 美　1冊 290

陳情書
　北信八州会・東北会・関西会・関東自由会・九州団体・
　愛国同盟倶楽部（個人名省略）

明治26年1月 美罫　1冊 245

山城国京都徳大寺家文書

4－3．内大臣官邸晩餐会記録

　実則は明治24年（1891）8月に赤坂門内に内大臣官邸を与えられ、同月30日に神田本邸から赤坂官邸

に移った・その官邸における晩餐会の一件記録。

〔内大臣官邸晩餐会諸文書綴）

〔内大臣官邸晩餐会諸文書綴）

明治27年（1月31日）

明治27年（2月2日）

綴　1冊

綴　1冊

275－1

275－2

一153一



山城国京都徳大寺家文書　5．出所不明

表題／作成・授受／備考 年代 形態 数量 整理番号

5．出所不明

5－1．山城国京都二条家

　No．311は徳大寺家を宛所とするため、作成の契機としては徳大寺家と無関係ではないが、文書の様

式から見れば、徳大寺家に提出した文書の控として二条家に伝来すべき文書である。また、二条家の

領地から同家の勘定所役人に提出された年貢勘定目録が伝来している。これらは付紙で疑問点が付さ

れるなど、年貢勘定目録が作成され、提出された後に、新たな目的で再利用された形跡があるが、詳

細は不明。

紙
緩

東照宮以来二條家代々由緒之事（康道・光平二綱平）
　端裏書「貞享元年甲子十一月廿四日千種中納言殿江被遣

（貞享元年） 竪継　1通 310

トメ但九條様江御談合有之」

二條左大臣殿御親族（控〉
　藤木木工頭印・北小路丹波守印→徳大寺右大将様御雑掌
　中・庭田前大納言様御雑掌中，表紙端書「享保二丁酉年
　三月廿五日二徳大寺右大将殿へ被遣候留」

享保2年3月 美　1冊 311

掟（乗馬作法規定） 美　1冊 312

二條様御領壬生村丑年御勘定目録
　地方役人濱崎与三兵衛（印）・岩崎善右衛門（印）→村田兵
　部大録殿・根岸主水殿・高田掃部殿，端裏付箋「丑年壬

明和6年12月 美継　1通 313

生村一通」

二條様御領細川中村丑御年貢米御勘定書
　年寄金右衛門（印）・寺田半左衛門（印）→村田丹波介様・

明和6年12月 美継　1通 314

根岸主水様・高田掃部様

二條様御領山中村丑年御年貢御勘定目録
　山中村庄屋勘右衛門（印）・同村年寄伝右衛門（印）・同断
　兵左衛門（印）・同断重右衛門（印）・同断甚右衛門（印）→

　村田兵部大録様・根岸主水様・高田掃部様

明和6年12月 美継　1通 315

丑ノ年御勘定書（二條様御領田尻村）
　丹波国田尻村庄屋幸八（印）・年寄弁蔵（印）→高田掃部
　様・根岸主水様・村田丹波助様，端裏書「田尻」

明和6年12月 美継　1通 316

二條様御領細川瀧村寅之御年貢御勘定書
　庄屋徳平（印）・年寄浅四郎（印〉→御代官衆中様，端裏書

明和7年12月 美　1通 317

「瀧村」

二條様御領東九條村丑御年貢御勘定目録
　年寄七郎左衛門（印）・同平三郎（印）・与介代文蔵（印）・
　庄屋田中文吾（印）・同伝兵衛（印）→村田兵部大録様・根
　岸主水様・高田掃部様，端裏付箋「丑九條村二通」

明和6年12月 美継　1通 318

二條様御領見世村丑年御歳貢米御勘定
　江州志賀郡見世村庄屋白子五左衛門（印）・同年寄同庄五
　郎（印）・同年寄同彦兵衛（印）→御代官中様，端裏付箋

明和6年12月 美継　1通 319

「丑見世村一通」

二條様御家領中ノ庄村丑巳年御物成御勘定書
　和州中之庄村年寄弥八（印）・同断長蔵（印）・定使新蔵
　（印）・庄屋勘右衛門（印）→高田掃部様・根岸主水様・村
　田丹波介様，端裏付箋「丑ノ年中庄村一通」

明和6年12月 美継　1通 320

二條様御家領細川上村丑年御勘定目録
　庄屋千右衛門（印）・年寄重右衛門（印）→高掃部様・根主

明和6年12月 美継　1通 321
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5．出所不明　山城国京都徳大寺家文書

水様・村丹波介様

寅ノ年御勘定（二條様御領田尻村）
　丹波国桑田郡田尻村庄屋幸八（印）・年寄弁蔵（印）→村田

明和7年12月 美継　1通 322

兵部大録様・根岸主水様・高田掃部様

二條様御領細川中村寅御年貢米御勘定書
　年寄金右衛門（印）・庄屋喜兵衛（印）→村田兵部大録様・
　根岸主水様・高田掃部様，端裏書「細川中村」

明和7年12月 美継　1通 323

覚（山城国川筋普請高役米納入屈状控）
　二條殿御内河野大炊頭印→御勘定所

天明6年ll月 美継　1通 324

5－2．山城国京都梅小路家

　嘉永4年（1851）の勘解由次官梅小路定輯の書状留。なお、梅小路家文書に関しては、当館所蔵「山

城国京都久世文書」（『史料館所蔵史料目録』第31集）中の諸家文書として伝来している。

〔定輯書状留帳〕

　朝儀大夫藤定輯，表紙「定輯」印あり
嘉永4年2月27日 半二切　1冊 401

5－3．山城国京都久世家

　安永10年（1781）の非参議久世通根（37歳）の日記。古記録として徳大寺家が収集した可能性もあるが、

写本かどうかの判断が難しかったため、5－3．山城国京都久世家として立項した。なお、久世家文書に

関しては、「山城国京都久世文書」（『史料館所蔵史料目録』第31集）として当館で所蔵している。

安永十丑年日記
　正三位通根

安永10年1月1日～2月
29日

美二切　1冊 405

5－4．東京府相良家

　明治期の相良家の職員給与規則（東京本邸と人吉事務所）。徳大寺家との関係では、実則の妹中子が

相良頼紹（人吉）と結婚し・以後も徳大寺家からさまざまな援助を受けている。

相良家職員給與規則（草稿）
半罫 1冊 206

5－5。山城国京都烏丸通今出川上ルニ本松町家屋敷売買証文連券

　烏丸通今出川上ルニ本松町の土地売買証文の連券。いずれも明和4年（1767）の沽券状改に伴って作

成された割印願状（割印あり）に、土地が売買されるごとに証文が糊継され、天保8年（1837）棲内蔵の

購入をもって最後とする。徳大寺家の家臣に桟内蔵なる人物は見えず、4点の継証文以外に関連史料

も伝存しない。

家屋敷之事（烏丸通今出川上ルニ本松町南側沽券状割
　印願〉

明和4年ll月 竪　1通 228－1

持主木具屋又左衛門（印）・年寄岩国屋七左衛門（印）・五
人組木屋助十郎（印）・同木屋忠七印，奥書「右之通御座
候以上、町代本間又右衛門（印）・早川新四郎（印）」、割印
あり

永代費渡申地屋敷之事
　費主木具屋又左衛門（印）・乍五人組吹挙人丹波屋忠兵衛
　（印）・西洞院一条上町費請人八文字屋半兵衛（印）→年寄
　岩国七左衛門殿、五人組町中，奥書「右之通買得相違無

安永9年11月25日 竪　1通 228－2
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券
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之候以上、町代本間又右衛門（印）・早川新四郎（印）」

永代費渡申地屋敷之事
　責主町中・年寄岩国屋七左衛門（印）・五人組木屋重兵衛
　（印）・乍五人組吹挙人丹波屋忠兵衛（印）・町中惣代木具
　屋次兵衛（印）→森河内守殿，奥書「右之通買得相違無之
　候以上、町代本間又右衛門（印）・早川新四郎（印）」

安永10年1月21日 竪　1通 228－3

永代費渡申家屋敷之事
　費主森ゆく（印）・証人夫柏栄（印）・年寄木屋重兵衛
　（印）・五人組尾張屋喜平治（印）・乍五人組吹挙人丹後屋
　宗助（印）・室町今出川上町費受人長沢屋清治郎（印）→芝
　本和泉守殿，奥書「右之通買得相違無之候以上、町代本

享和元年9月26日 竪　1通 228－4

間又右衛門（印）・梅村七左衛門（印）」

永代費渡申家屋敷之事
　費主近江屋喜右衛門（印）・吹挙人小森屋源三郎（印）・上
　立費通室町東入町責請人丹後屋伊八（印）→年寄十兵衛

文政4年7月 竪　1通 228－5

殿・五人組町中

永代費渡申家屋敷之事 文政4年9月 竪　1通 228－6
費主町中・年寄木屋十兵衛（印）・乍五人組吹挙人松屋重
右衛門（印）・町中惣代濱国屋清吉（印）→小森屋源三郎殿

一永代費渡申家屋敷之事
　費主小森屋さよ（印）・同伜忠蔵（印）・年寄丹後屋平七
　（印）・五人組木屋重兵衛（印）・吹挙人木屋常三郎（印）・
　上京片岡町費受人山国屋悦蔵（印）→桟内蔵殿

天保8年ll月 竪　1通 228－7

一家屋鋪之事（烏丸通今出川上ルニ本松町沽券状改に付 明和4年11月 竪　1通 296－1－1

割印願状）
持主福原伊織（印）・年寄岩国屋七左衛門（印）・五人組木
屋助十郎（印）・同木屋忠七（印），町代本間又右衛門・早
川新四郎連印奥書あり

永代売渡申家屋敷之事（烏丸通二本松町東側）
　費主山口大之助（印）・年寄木屋重兵衛（印）・五人組小森
　屋源三郎（印）・乍五人組吹挙人尾張屋喜平次（印）・千本
　今出川上町費受人美濃屋新蔵（印）→茗荷屋佐兵衛殿，町

文化9年8月23日 竪　1通 296－1－2

代本間又右衛門・杉原政五郎連印奥書あり

永代売渡申家屋敷之事
　費主茗荷屋佐兵衛（印）・年寄木屋重兵衛（印）・五人組丸
　岡屋善兵衛（印）・同小森屋源三郎（印）・吹挙人木屋伝蔵
　（印）・相国寺境内石橋町費受人讃岐屋弥助（印）→蛭子屋
　喜右衛門殿，町代安藤又右衛門・杉原政五郎連印奥書あ
　り

文化11年6月9日 竪　1通 296－1－3

永代売渡申家屋敷之事
　費主蛭子屋喜右衛門（印）・吹挙人木屋重兵衛（印）・上京
　瓢単之図子町費請人井口屋貫治（印）→年寄尾張屋喜平治
　殿・五人組町中，町代安藤又右衛門・梅村七左衛門連印

文政元年8月29日 竪　1通 296－1－4

奥書あり

一永代売渡申家屋敷之事 天保8年ll月 竪　1通 296－1、一5

費主町中・年寄丹後屋平七（印）・五人組木屋重兵衛（印）・
吹挙人木屋常三郎（印）・町中惣代尾張屋勝次郎（印）→桟

内蔵殿

一家屋鋪之事（烏丸通今出川上ルニ本松町沽券状改に付 明和4年11月 竪　1通 296－2－1

割印願状）
持主木具屋又左衛門（印）・年寄岩国屋七左衛門（印）・五
人組木屋助十郎（印）・同木屋忠七（印），町代本間又右衛
門・早川新四郎連印奥書あり

永代売渡申地屋鋪之事
　費主木具屋又左衛門（印）・乍五人組吹挙人丹波屋忠兵衛
　（印）・西洞院一条上町費請人八文字屋半兵衛（印）→年寄
　岩国屋七左衛門殿・五人組町中，町代本間又右衛門・早

安永9年11月25日 竪　1通 296－2－2
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川新四郎連印奥書あり

永代売渡申地屋鋪之事
　費主町中・年寄岩国屋七左衛門（印）・五人組木屋重兵衛

安永10年1月21日 竪　1通 296－2－3

（印）・乍五人組吹挙人丹波屋忠兵衛（印〉・町中惣代木具
屋次兵衛（印）→森河内守殿，町代本間又右衛門・早川新
四郎連印奥書あり

永代売渡申家屋敷之事
　費主森ゆく（印）・証人夫柏栄（印〉・年寄木具屋重兵衛

享和元年9月26日 竪　1通 296－2－4

（印）・五人組尾張屋喜平治（印）・乍五人組吹挙人丹後屋
宗助（印）・室町今出川上ル町費受人長沢屋清治郎印→芝
本和泉守殿，町代本間又右衛門・梅村七左衛門連印奥書
あり

永代売渡申家屋鋪之事
　費主近江屋喜右衛門（印）・吹挙人小森屋源三郎（印）・上

文政4年7月 竪　1通 296－2－5

立費通室町東入町費受人丹後屋伊八（印）→年寄十兵衛
殿・五人組町中

永代売渡申家屋鋪之事
　責主町中・年寄木屋十兵衛（印）・乍五人組吹挙人松屋重

文政4年9月 竪　1通 296－2－6

右衛門（印）・町中惣代濱田屋清吉（印）→小森屋徳松殿

永代売渡申家屋鋪之事
　費主播磨屋庄兵衛（印）・年寄丹後屋吉兵衛（印）・五人組

安政4年4月 竪　1通 296－2－7

若狭屋長兵衛（印）・吹挙人木屋重兵衛（印）・中町竹屋町
上町費受人坂本屋八兵衛（印）→桟内蔵殿

家屋鋪之事（烏丸通今出川上ルニ本松町南側沽券状割
　印願状）

明和4年ll月 竪　1通 296－3－1

持主木具屋又左衛門（印）・年寄岩国屋七左衛門（印）・五
人組木屋助十郎（印）・同木屋忠七（印），町代本間又右衛
門・早川新四郎連印奥書あり

永代売渡申地屋鋪之事
　費主木具屋又左衛門（印）・乍五人組吹挙人丹波屋忠兵衛

安永9年H月25日 竪　1通 296－3－2

（印）・西洞院一条上町費請人八文字屋半兵衛（印）→年寄
岩国屋七左衛門殿・五人組町中，町代本間又右衛門・早
川新四郎連印奥書あり

永代売渡申地屋鋪敷之事
　費主町中・年寄岩国屋七左衛門（印〉・五人組木屋重兵衛

安永10年1月21日 竪　1通 296－3－3

（印）・乍五人組吹挙人丹波屋忠兵衛（印）・町中惣代木具
屋次兵衛（印）→森河内守殿，町代本間又右衛門・早川新
四郎連印奥書あり

永代売渡申家屋敷之事
　費主森ゆく（印）・証人夫柏栄（印〉・年寄木具屋重兵衛

享和元年9月26日 竪　1通 296－3－4

（印）・五人組尾張屋喜平治（印）・乍五人組吹挙人丹後屋
宗助（印）・室町今出川上ル町費受人長沢屋清治郎（印）→
芝本和泉守殿，町代本間又右衛門・梅村七左衛門連印奥
書あり

永代売渡申家屋鋪之事
　費主近江屋喜右衛門（印）・吹挙人小森屋源三郎（印）・上

文政4年7月 竪　1通 296－3－5

立責通室町東入町費受人丹後屋伊八（印）→年寄十兵衛
殿・五人組町中

永代売渡申家屋鋪之事
　責主町中・年寄木屋十兵衛（印）・乍五人組吹挙人松屋重

文政4年9月 竪　1通 296－3－6

右衛門（印）・町中惣代濱田屋清吉（印）→小森屋源三郎殿

永代売渡申家屋鋪之事
　費主小森屋さよ（印）・同伜忠蔵（印）・年寄丹後屋平七

天保8年ll月 竪　1通 296－3－7

（印）・五人組木屋重兵衛（印）・吹挙人木屋常三郎（印）・
上京片岡町費受人山国屋悦蔵（印）→桟内蔵殿
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5－6．武蔵国豊嶋郡谷中本村・同新堀村書上帳

　武蔵国豊嶋郡谷中本村、及び新堀村の組頭から東京郡政支配所に提出された書上帳。徳大寺家との

関連が不明であるため、出所不明の中に立項した。

綴
）

A
・
綴

牧野八太夫様領反別帳 寛延3年10月 半　1冊 348－1－1

谷中本村

人別拍帳 半　1冊 348－1－2

東京郡政御支配所地方三番組谷中本村天王寺領百性権三
郎

上（窮民拝借願状） 明治2年4月 半　1冊 348－1－3

地方三番組谷中本村組頭惣兵衛（印）→

上（新堀村養福寺門前借長屋願状） 明治2年6月 半　1冊 348－2－1

地方三番組新堀村組頭太郎兵衛（印）→

上（新堀村諏訪社内借長屋願状〉 明治2年6月 半　1冊 348－2－2

地方三番組新堀村組頭太郎兵衛（印）→

上（新堀村内屋敷地書上） 明治2年4月 半　1冊 348－2－3

地方三番組新堀村組頭太郎兵衛（印）→東京府郡政方御役
所

上（新堀村村諸入用高書上） 明治2年4月 半　1冊 348－2－4

地方三番組新堀村組頭太郎兵衛（印）→東京府郡政方御役
所

橋関枠御普請自普請所書上帳 明治2年8月 半　1冊 348－2－5

新堀村組頭太郎兵衛（印）→東京府郡政御役所

上（納米畑求辻書上）
　武州豊嶋郡新堀村組頭太郎兵衛（印）→東京府郡政御役所

明治2年5月 半　1冊 348－2－6

上（百姓政右衛門御救育所入願） 明治2年8月 半　1冊 348－2－7

新堀村百姓組頭文左衛門（印）・組頭太郎兵衛（印）→東京
府郡政御役所

一上（富民・貧民惣人数書上） 半　1冊 348－2－8

新堀村年番組頭太郎兵衛（印）→
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