
2．戸長／9，勧業／3養蚕・製糸

記（鹿二郎持参酒外書留） 横切紙・1通 10196－5

（割地覚） 横折紙・1通 10196－6

記（古沢定六分養蚕調、下書） 横切紙・1通 10496－7

差出後レ分（人名書上） 横折紙・1通 10196－8

（小島村・久保島村蚕種経費負担者書上） 横折紙・1通 10196－9

記（明治七年蚕種製造高覚）　r超加組々原紙配賦之儀（明治8年ヵ） 横折紙・1通 10博96－10
二付御伺」（写）あり

（海外輸出・内国場引等別枚数書上） 横折紙・1通 10196－11

本年製種凡積証書　荒川組製種人古沢花三郎→荒川組頭 明治3年4月 竪紙・1通 10196－12
取

（蚕種売込状況報告の書簡）　飯田惣右衛門→小川幸年・ （明治8年ヵ）11月3日 竪紙・1通 10196－13
新井清太郎・古沢花三郎

記（古沢花三郎入費調）　横浜行き経費 （明治8年ヵ）10月 横折紙・1通 10196－14

記（出金覚）　古沢菊二郎→飯田惣右衛門・新井清太郎 （明治8年ヵ） 横切紙・1通 10196－15
鼠色紙

蚕種場引証書　途中まで記載 竪紙・1通 10196－16

（荒川組製種高覚） （明治8年ヵ） 横折紙・1通 10．96－17

明治八年以後蚕種製造組合係小書付入　古沢控　古沢 袋・1袋 10196－18
花三郎

（蚕種組合入費ニツキ協議願）　熊谷駅柳沢与一郎（朱 （明治8年ヵ） 竪紙・1通 10195
印）→大麻生村製造人総代新井清太郎・古沢善右衛門・飯
田惣右衛門　「熊谷県管下　荒川組」入り青罫紙

（蚕種入費納入督促通知）　柳沢与一郎→検査人須永政 （明治8年ヵ） 竪紙・1通 10207
義、製造人総代　　「熊谷県下荒川組」入り青罫紙

書簡（柳沢書状到来ニツキ相談出向依頼）　新井清太 （明治9年ヵ）5月21日 横切紙・1通 10208
郎→飯田惣右衛門　10207と関連

書簡（下書）（蚕種組合入費ニツキ）　飯田惣右衛門・ （明治9年力） 竪紙・1通 10203
古沢善右衛門・新井清太郎→熊谷駅柳沢与一郎

（春蚕収繭高比較表調整ニツキ組々取調達）　戸長役 明治14年7月14日 竪紙・1冊 12713
場→伊佐山兼次郎外11名

封筒　荒川組取扱所→検査人兼戸長須永政義 5月20日 小封筒・1通 10206

書簡（柳沢より書状到来ニツキ）　須永政義→新井清太 5月21日 横切継紙・1通 10204
郎　鼠色紙

書簡（蚕費割り提出依頼ニツキ）　須永政義→古沢花三 9月3日 横切紙・1通 10205
郎

（蚕種犯則ニョル熊谷裁判所差紙ニツキ書状）　須永 9月9日 横切紙・1通 10198
政義→古沢花三郎

（製品持寄ニッキ協議依頼ノ書状）　新井清太郎→飯田 9月11日 横切紙・1通 10199
惣右衛門　朱色紙

書簡（入費事件ニツキ出向依頼）　飯田惣右衛門→古沢 9月11日 横切紙・1通 10201
善右衛門

（蚕検査巡廻帳上納ニツキ書状）　真澄→古沢花三郎 10月17日 竪切紙・1通 12070

第十号入費調（荒川組十号組合）　新井鹿次郎控 横折紙・1通 10197
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2。戸長／9．勧業／3．養蚕・製糸

（蚕種一枚当たり金円計算書） 竪切紙・1通 10200

書簡（下書）（蚕種組合入費ニッキ） 飯田惣右衛門・ 竪紙・1通 10202
古沢善右衛門・新井清太郎→柳沢与一郎

誌（歩方検査帳受取）　広瀬村秋山兵二郎→大麻生村製 小切紙・1通 10612
造御中

4．勧業諸事

明治十年八月牛馬調　第八大区二小区大里郡大麻生村 明治10年9月10日 竪紙・1通・ 1壌457
戸長古沢花三郎→副区長権田健長

殺虫予防法ノ義二付伺（瞑虫駆除剤ニツキ）　旧戸長 明治12年5月5日 竪紙・1冊 10330
古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡長鈴木敏行
5月7日付指令あり、破損大

（質帳等御改メニツキ回状）　戸長役場→飯田惣右衛門 明治12年10月7日 竪紙・1通 10771
外10名　黒印4名

（勧業委員設置ニッキ三ツ木村柴田忠明推挙ノ請書） 明治12年12月8日 竪紙・1通 12580
大里郡大麻生村　戸長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛
沢・男会郡長鈴木敏行　黒印

記（買上籾種代等受取）　大里郡大麻生村戸長病気二付 明治13年1月13日 竪紙・1通 123摩1
代理筆生高田佐五左衛門→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男袋郡
長鈴木敏行　　「大麻生記」入り青罫紙、黒印

諸職人調書（綿打職ほか）　大里郡大麻生村　戸長代理 明治14年9月19日 竪紙・1通 11820
筆生古沢花三郎→埼玉県大里外三郡長児玉親広　黒印

艶牛馬取調書（明治14年1月～9月）　大里郡大麻生村 明治14年9月28日 竪紙・1通 12471
戸長代理筆生古沢花三郎→埼玉県大里外三郡長児玉親広
青罫紙

（明治六年分米価覚） 横切紙・1通 10478

（勧業委員候補覚） 竪切紙・1通 10721

10．金融

2．土地売買・質入等奥印

地所永代売渡証文之事（雛形） 竪紙・1通 10491

（流地届、下書）　前欠 明治6年2月16日 竪紙・1通 11089

記（質地証文奥印控）　准副戸長馬場重平・副戸長古沢花 明治6年3月15日 竪紙・1綴（未編綴） 10754
三郎→戸長権田健長、戸籍専務森田徳治　黒印

譲渡地所証文之事（写）　地主大谷孫平・証人青木善一良 明治6年10月 竪紙・1通 10570
→酒井徳次郎

入置申預証書之事（写）　井上源兵衛外2名→新井清大郎 明治6年11月19日 竪紙・1綴（4通） 10332
青罫紙

以書付御届ケ奉申上候（瀧沢清次郎へ地所質地差入） 明治6年12月 竪紙・1通 1「1980

南八大区二小区大里郡大麻生村　持主増田繁次郎・戸長古
沢花三郎外2名　黒印

対談証書之事（新下畑小作入付ニツキ、雛型）　武州 明治7年2月 横切継紙・1通 12088
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2．戸長／10．金融／2．土地売買・質入等奥印

大里郡大麻生村　地主飯田惣右衛門→同州旙羅郡三ヶ尻
村小作人　誰　鼠色紙

入置申借用証文之事（桑苗代金7円借用、控）　武州 明治8年4月30日 竪紙・1通 12500
大里郡大麻生村第百弐屋敷　借用人農新井房五郎外2名→
同州賀美郡八百市村清水秀次郎　戸長古沢花三郎奥書

入置申対談証書之事（控、前年年季明キ田地請戻） 明治8年11月30日 竪紙・1通 1183雲

武州大里郡大麻生村地主新井嘉平外1名→同州同郡熊谷駅
近森平吉　戸長古沢花三郎奥書

金子借用証文之事（金50円）　須永政義外1名→金主宿明治9年1月12日 竪紙・1通 11761
地村　久保孝七　戸長古沢花三郎奥書

（書入建物絵図、下書） 明治9年1月15日 竪紙・1葉 11083

地所書入金子借用証文之事（金80円）　須永政義外1名明治9年1月15日 竪紙・1通 11762
→同村金主伊佐山和平　戸長古沢花三郎奥書

借用金年賦証文（金120円）　須永政義外1名→金主久保 明治9年1月15日 竪紙・1通 11763
島村　清水茂三郎

入置申借用証文之事（金15円、下書）　武蔵国大里郡 明治9年9月5日 竪紙・1通 11828
大麻生村　借用人井上浦太郎外2名→同村伊佐山和平

書入証（下書）　古沢光義外3名→松本弁太郎 明治10年2月13日 竪紙・1通 11130

書入証（58円借用、田地書入、下書）　大麻生村借用 明治10年2月 竪紙・1通 12308
人古沢定六外2名→同村伊佐山悦次郎／戸長古沢花三郎奥
書　青罫紙

地券書換中預証書（質地畑8畝歩）　大麻生村　地主金明治12年4月27日 竪紙・1通 11833
子きく→広瀬村　後藤保太郎　黒印、戸長古沢花三郎奥
書（朱印）

奥印願　山崎市太郎外3名（黒印）→戸長役場 明治12年9月24日 竪紙・1通 10422

奥印願（大麻生村畑地売渡）　大里郡川原明戸村　売渡 明治12年9月24日 竪紙・1通 11963
人東間岩蔵外2名→大里郡大麻生村戸長役場　黒印

奥印願（大麻生村田畑売渡）　大里郡川原明戸村　売渡 明治12年9月24日 竪紙・1通 11964
人東間岩蔵外2名→大里郡大麻生村戸長役場　黒印

奥印願（屋敷地・宅地売渡）　大里郡大麻生村　売渡人 明治12年9月24日 竪紙・1通 11965
山崎市太郎外2名→大里郡大麻生村戸長役場　黒印

（金子借用覚）　借用人栗原義方外2名→広瀬村　鈴木仲治 （明治）13年5月23日 小切紙・1通 12272
郎

林畑起畑小作定役証文之事（写）　小作人新井鹿次郎・ 明治14年2月10日 竪紙・1通 11598
加判人新井嘉平→馬場重平　青罫紙

地所売買地券証御確認願（大麻生村畑地売渡ニツキ） 明治14年3月 竪紙・1通 12467
売渡人奥野宇平・買受人中島佐市→埼玉県大里・旙羅・榛
沢・男会郡長児玉親広　戸長代理古沢花三郎奥書

地所売買地券証御確認願　売渡人神谷梅三郎・買受人伊佐 明治14年4月4日 竪紙・1通 11597
山国十郎→埼玉県大里外三郡長児玉親広　黒印

金子借用証文ノ事（雛形）　大麻生村新井 明治14年5月 竪切紙・1通 10213

書入証（下書）　鹿二郎・相分喜平・与合定七→佐二郎 横切紙・1通 10450

地所可返約定証之事（下書）　無年期ニテ地所返納 竪紙・1通 肇0770

地所書入公証取消願（雛形）　→熊谷才判所本庄出張所 竪紙・1通 12219
判事代理　才判所書記波山壽吉

一83一



2．戸長／11．道路・橋梁／1．里程等調書

11．道路・橋梁

1．里程等調書

（村内道路略図） 竪紙・1葉 11063

2．普請

以書付奉申上候（道路普請橋梁修繕日程届）　南八大 明治6年9月7日 竪紙・1通 12090
区二小区大里郡大麻生村　副戸長高田佐五左衛門・戸長古
沢花三郎→駅逓御掛　黒印

定約書（秩父往還より入り込む馬入道につき）　大里 明治10年3月15日 竪紙・1通 11991
郡大麻生村　馬入道付田持栗原義方外1名→村方正副戸長
中　　「大麻生記」入り青罫紙

（村内道路橋梁破損所修繕ニツキ申上）　大里郡大麻生 明治12年12月10日 竪紙・1通 12663
村　戸長古沢花三郎→埼玉県警察熊谷分署　御巡回方
黒印

（道路等工費精算ニツキ達）　埼玉県大里外三郡長児玉 明治14年3月 竪紙・1通 12469
親広→戸長役場　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡役所」
入り青罫紙

（秩父往還修繕費用調査）　大麻生村戸長代理筆生　古 明治14年8月8日 竪紙・1通 11988
沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡長児玉親広

（秩父往還修繕費用財源内訳取調）　大里郡大麻生村 明治14年8月8日 竪紙・1通 12470
戸長代理筆生古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡
長児玉親広

（秩父往来沿い屋敷地図面） 竪紙・1葉 10672

12．用水

1．用水普請・凌深

覧壱ケ所目論見帳　大麻生村地内字新田裏　河原明戸 明治5年3月 竪紙・1冊 10387
村　中島茂次郎→大麻生村役人中

（第三番刈払ニツキ回章）　当番戸長古沢花三郎→新井 明治10年8月31日 竪紙・1冊 11793
清太郎外11名　朱印

記（大麻生村地内荒川通河岸・堤防長取調）　大麻生 明治14年6月1日 竪紙・1通 11729
村　戸長代理筆生古沢花三郎→埼玉県令白根多助　黒印

（用悪水路藻刈・両縁竹木刈払依頼ノ廻状）　戸長役場 明治14年8月25日 竪紙・1冊 12690
→須永政義外7名

（工事出役石原村等人名書き上げ） 5月22日 竪切紙・1通 10224

（人名書き上げ、工事出役） 横折紙・1通 10223

（用水普請ニツキ回状、写）　秋山理兵衛　諸書き込み 横切継紙・1通 10476
あり

（出頭督促状） 竪切紙・1通 10479

（用水普請出頭失念ニッキ詫一札、下書） 横切紙・1通 10480
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2．戸長／12．用水／1．用水普請・凌深

河原石議定井請負書（袋のみ）
　紙裏面使用

「大麻生記」入り青罫 袋・1袋 12448

2．堰修繕

（堀中・砂置反別ノ件ニツキ書状）　広セ村→大麻生村御 壬申（明治5年）11月 竪紙・1通 12553
役人中　汚損 15日

（用水路修繕費見積書、前欠）　大里郡押切村此木繁太 明治14年3月17日 竪紙・1通 10382
郎

3．川除普請

荒川通水防御普請願書（荒川沿岸絵図入） 明治10年12月1日 竪紙・1袋（図面2 11471
葉入）

（荒川沿邨本囲組合連合郡役所上申書入袋）　大麻生 明治13年3月2日 袋・1袋 12590
村戸長役場　袋のみ

荒川通堤防（本囲堤防長さ、草高反別地価取調上申） 明治13年3月2日 竪紙・1冊 12593
大里郡川原明戸村　戸長飯田利平・同郡大麻生村戸長代理
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荒川通堤防（本囲堤防寸法、草高反別地価取調上申、明治13年3月2日
　下書）　大里郡川原明戸村　戸長飯田利平・同郡大麻生
　村戸長代理高田佐五左衛門→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会
　郡長鈴木敏行

荒川通堤塘ノ儀二付上申（堤塘組合分割免除願、下書）明治13年3月2日
　大里郡大麻生村　戸長代理高田佐五左衛門・同郡川原明戸
　村戸長飯田利平→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男食郡長鈴木敏
　行　　「大麻生記」入り青罫紙、12598．1～2は1綴

荒川通堤防（本囲堤防寸法、草高反別地価取調上申）　明治13年3月27日
　旙羅郡新島村・大里郡川原明戸村　戸長飯田利平・同郡大
　麻生村戸長須永政義→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡長鈴
　木敏行　　「大麻生記」入り青罫紙、黒印

記（荒川通字大ヶ島伏込樋類取調上申）　大麻生村戸明治13年3月30日
　長須永政義・川原明戸村戸長飯田利平→埼玉県土木懸

（荒川通享保堤伏込杁樋絵図差上ニツキ上申書）　大明治13年4月5日
　麻生村戸長須永政義→埼玉県出張土木掛　　「大麻生記」
　入り青罫紙、黒印

（荒川通字大ヶ島用水路・享保堤付近絵図）　彩色、（明治13年）
　12591－1添付絵図

（水防普請ニッキ相談のため出頭依頼廻状）　須永政明治13年5月19日
　義→古沢花三郎外4名

積書（大麻生村地内堤防普請工費見積）　大里郡大麻明治14年3月16日
　生村第廿一番　増田勇之助→埼玉県令白根多助

記（大麻生村地内石積工事請負）　大里郡廣瀬村　吉野明治14年3月17日
　富五郎→大麻生村　新井房五郎　黒印

積書（川除普請工費見積、下書）　第廿一番組　増田勇明治14年3月21日
　之助→埼玉県令白根多助　黒印

奉差上御請証文之事（川除普請願、下書）

御請書（荒川洪水川欠御検査願等下渡ニツキ、下書）
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2．戸長／12．用水／3．川除普請

第八大区二小区大里郡大麻生村

記（金40円水防普請仕立賃として借用、下書） 竪紙・1通 12278

以書付願上候（荒川通本囲堤塘間数訂正ニツキ） 川 竪紙・1冊 12594
原明戸村戸長飯田利平・大麻生村戸長須永政義→埼玉県大
里・旙羅・榛沢・男裳郡長鈴木敏行　黒印

5．用水人足

（用水人足継札総計取調依頼状）　用水路組合惣代→大 （明治）14年5月14日 竪切紙・1通 11730
麻生村戸長役場御中

（下分用水番人覚） 寅年2月 横切紙・1通 12252

覚（上分用水） 寅年 横切紙・1通 12253

（用水人足帳、断簡） 横折紙・1通 10381

（用水番人覚） 横半半・1冊 12247

6．用水費

（水利諸入費・人足賃割賦ニツキ回章、写）　大麻生堰 （明治）6年9月5日 竪紙・1通 12649
用元→広瀬・大麻生外2か村正副戸長

（渇水費用ニツキ相談依頼ノ回状）　年番古沢花三郎→ 明治11年1月29日 竪紙・1通 11785
飯田惣右衛門外5名　朱印

用水費取調（用水路俊人足賃諸色代）　大里郡大麻生 明治12年9月 竪紙・1通 12707
村戸長　古沢花三郎→該堰用元・惣代中

村内限用悪水費明細書（普請人足漢人足賃等）　大里 明治12年9月 竪紙・1通 12709
郡大麻生村　戸長古沢花三郎→該堰用元惣代中

（用水賃銭覚）　須永伴七→古沢花三郎 （明治）17年3月 小切紙・1通 11440

（用水人足賃持参依頼状）　年番→古沢喜兵衛 5月 横折紙・1通 10442

記（用水費覚） 5月 横折紙・1通 10603

（大麻生村下分人足賃覚）　鼠色紙 小切紙・1通 10613

8．水車

新井鹿次郎水車堀新規堀割之図 明治6年1月 横切継紙・1葉 11170

依頼状之事（水車不届ニツキ詫依頼、下書）　新井鹿 明治6年10月27日 竪切紙・1通 11242
次郎→古沢花三郎

差出申一札之事（水車取立ニツキ）　新井鹿次郎外4名明治7年2月1日 竪紙・1通 11214
「大麻生記」入り青罫紙

入叢騨文嚢翻鰯昊繍漕惣編茨蒲箸 明治7年12月15日 竪紙・1冊 12412

→同村古沢花三郎　戸長須永政義の奥書あり、「大麻生記」
入り青罫紙

入置申証文之事（水車引水ニヨリ耕作妨ゲノ件内済、
　下書）　　（武蔵国大里郡大麻生村　当人新井鹿次郎外4

（明治7年12月15日） 竪紙・1通 12415

名）→（同村古沢花三郎）　青罫紙、12412と同内容

（中村金助・伊佐山万吉水車設置位置絵図）　彩色 明治7年 竪紙・1葉 12683
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2．戸長／12．用水／8．水車

覚（水車ノ件ニツキ印鑑持参願）　中村→御役人中

以書付奉願上候（大麻生堰へ水車設立ニツキ、下書）
　レ宙盾旺A立二十ト哺ん肖r～

11月20日 竪切紙・1葉

竪折紙・1通

11933

11213

9．大麻生堰

（示談金覚） 戸長須永政義・同古沢花三郎外1名　青罫紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1明治8年2月12日　　　竪美・1通 12326

明治ll年

1
明
治 11年

明治11年

明治11年

竪美・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

h2327

10316

12418

竪紙・1綴（未編綴）12631

竪紙・2通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

hO308

10315

「
1
0
3 07

10309

竪紙弓綴（未編綴）10310

竪紙・1通　　　　　103斜

竪切紙・1通　　　　10312

竪紙・！通　　　　　10313

竪切紙・1通

竪紙・1通

10314

12722

横切継紙・1通　　　11291

竪紙・1通 10616

1横切継紙・1通　　　11929

横切継紙・1通　　　10378

竪紙・1通
1
1
0
5

49

一87一



2．戸長／12．用水／9．大麻生堰

願）　大麻生村事務扱所→大麻生堰用元・惣代・須永政義

（小嶋村耕地巡見ニツキ堰番手配依頼状）　事務所→伊
佐山悦二郎　鼠色紙

7月16日 横切紙・1通 12453

（両堰分水ニッキ参集依頼ノ廻状）　須永政義→大麻生
　村外2か村正副戸長中　青罫紙、黒印

7月18日 横切継紙・1通 12152

（用水差し支えにつき奈良堰・玉井堰へ示談の件廻章、
写）　用元

7月25日 竪紙・1通 12655

要書在中　大麻生堰工事請負書　青罫紙使用 封筒・1通 10221

（大麻生堰用水ニツキ書上、下書）　古沢花三郎 竪切紙・1通 10305

封筒（成田・大麻生両堰合併差支之具状写）　本文な
　し

封筒・1通 10414

（大麻生堰渇水ニツキ議定書、断簡） 竪紙・1通 10552

（大麻生堰新規組入始末上申、下書） 竪紙・1綴（未編綴） 10774

乍恐以書付奉願上候（大麻生堰用水水車設置ニツキ、
　下書）　後欠

竪紙・1通 11066

差出申確証之事（大麻生堰堀敷租税ニツキ、下書） 竪紙・1通 12042

10．奈良堰蛇籠取払一件

（堰番用水番・入用覚） （明治10年）7月 横長半・1冊 12508－1

記（水配取扱方書面ニツキ廻状、入監者差入願等綴） （明治）10年7月6日 竪紙・1綴 12508－2
秋山尉→広瀬村・大麻生村外2か村正副戸長

以始末書奉申上候（玉井大麻生両堰組合小前奈良堰原
　水蛇籠取払ニツキ、下書）　第八大区二小区大里郡大

明治10年8月13日 竪紙・1冊 12675

麻生村　戸長須永政義→熊谷支庁詰檜山八等警部　青罫
紙

（奈良堰新規組合加入ニツキ取決案）　r奈良堰新加入 明治12年6月23日 竪紙・1冊 11198
一件書物」と記載の袋あり

成規締約ノ証（奈良堰用水加入ニツキ普請人足賃永割
　賦承諾）　奈良堰新規組入附属大里郡大麻生村戸長古

明治12年9月14日 竪紙・1冊 11962

沢花三郎→奈良堰御組合村々　村吏・用元御中　フケ有り

綿堰騎纏鍔錨灘語新規組合ホす々協義后 明治12年第9月28日 竪紙・1冊 127で4

奈良堰組合用水路村々聯合議決書上申（用水取入東方
　村異論ニツキ）　奈良堰組合14か村下なら村議員吉田

明治14年5月25日 竪紙・1冊 12719

鉄五郎外23名→（郡役所）

（奈良堰新規組合加入一件ニツキ照会ノ書状）　新井 6月23日 竪紙・1通 11197
清太郎→古沢

用悪水堀々藻刈木賊伐廻章　奈良堰用元・惣代→奈良堰 8月13日 横切継紙・1通 11292
組合本田ヶ谷村・東方村・十六間村・瀬山村・河原明戸村・大
麻生村正副戸長　継部破損　包紙あり

（奈良堰洗枠詰人足覚） 横折紙・1通 10994

イ濡判百々八，壷i藷刀’も一貞↓÷1由Lし　　　　由、

11382

11383

竪紙・1通

横切継紙・1通

（玉井・大麻生両堰組（両堰紛糾解決謝礼書状、下書）
　合）→郡長・警察署長・郡吏員

（両堰紛糾解決謝礼書状、下書）　　（玉井・大麻生両堰組
　合）→中村郡長・浜田警察署長・郡吏員
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2．戸長／12．用水／10．奈良堰蛇籠取払一件

（事件関係書類提供ノ書状） 紫罫紙 横切紙・1通 12736

11．三堰組合地価願一件

（用水路労費掛酌ニツキ取調上申書、下書）　大麻生
　堰組合石原村・広瀬村・大麻生村・小島村・久保島村

竪紙・1綴 11199

12．成田堰一件

以書付奉伺候（成田堰ニツキ指令願）　南第八大区二 明治9年5月29日 竪紙・1通 11804
小区大麻生村　平民・立会人・副戸長・戸長→揖取熊谷県令
虫損・フケ

成田堰一件書籍　古沢控封筒のみ 明治9年5月ヨリ 袋1袋 10707

差出申書付之事（成田堰人足野荒し詫状、下書）　埼 明治9年6月6日 竪切紙・2通 11809
玉県第十六区埼玉郡平戸村　日向佐一郎召遣イ　当人
岸浦藤平外3名→大里郡大麻生村役元御中　ほぼ同文の文

書1通同封

（成田堰用水引入ロノ件相談ニツキ参会依頼廻状） 明治9年6月25日 竪紙・1冊 12686
当番戸長→新井清太郎外14名　黒印

（堰引入井筋ニツキ相談依頼）　大里郡大麻生村役元→ （明治）9年7月6日 竪紙・1通 11708
成田堰用元惣代中　　「大麻生記」入り青罫紙

（堰引入井筋ニツキ相談依頼状、下書）　大里郡大麻生 明治9年7月6日 竪紙・1通 11801

村役元

明槍九朧簾儀籔聖翠騎篠謀蔽魏／ 明治9年 竪紙・1冊 11393

→大麻生村正副戸長御中

明治九年小約書ノ事（成田堰引入井筋ニツキ、下書） （明治9年） 竪紙・1通 11808
成田堰惣代・大里郡大麻生村

以書付御請奉申上候（成田堰用水引入路ニツキ）　後 （明治10年ヵ） 竪紙・1通 11408
欠

（堰引入口堀立方ニツキ書簡、下書）　大麻生村戸長須 6月4日 竪紙・2通 11803
永政義→成田堰惣代御中　同文2通

以書付御届奉申上候（成田堰引入口新規堀割ニツキ、 6月7日 竪紙・1冊 12482
下書）　南第八大区二小区大里郡大麻生村　願人中村金
助外2名

（相談ニッキご光来依頼ノ書状）　大麻生村古沢花三郎 6月29日 竪切紙・1通 11709
→成田堰用元・惣代中

（成田堰堀割ニツキ定約書下書、断簡） 横切紙・1通 10222

（成田堰用水引入ロニツキ願書、後欠）　　（第八大区二 竪紙・1通 11390
小区大里郡大麻生村）→（県令）

御請書（成田堰引入路自普請ニツキ、下書） 竪切紙・1通 11391

御請書（成田堰引入路堀割ニツキ、下書） 竪紙・1通 11392

（成田堰用水路凌立ニツキ示談書、下書）　後欠 竪紙・1通 11401

（成田堰引入路掛合回答延期ノ通知）　堰惣代 竪切紙・1通 11402

（成田堰引入路普請凌立着手延期ニツキ願書、下書）
　第八大区二小区大里郡大麻生村

竪紙・1通 11403
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2。戸長／12．用水／12．成田堰一件

（堀割示談ニツキ願書、下書）　前後欠 竪紙・1通 11404

始終書下案（成田堰用水引入口破損ニツキ、下書） 竪紙・1通 11707

成田堰事件（出県者名前等） 横折紙・2通 11710

以書付奉申上候（下書、成田堰引入井筋ニツキ）　南
　第八大区二小区大里郡大麻生村　　「大麻生記」入り青罫

竪紙・1通 11711

紙、途中まで記載

（成田堰引入口新規堀割ニツキ御届、下書）　　（南第
　八大区二小区大里郡大麻生村）

竪紙・1通 11802

成田堰事件入費出金方議定之事（下書）　冒頭のみ記
　載

竪紙・1通 11805

記（熊谷宿用元伊原藤平ら訪間通知）　鼠色紙 横切紙・1通 11806

記（間数・名前書上） 横折紙・1通 11807

（断簡）　冒頭部分のみ記載 竪切紙・1通 11810

（無断堰〆切・新規湊立ニツキ書簡、下書）　虫損・破損 竪切紙・1通 11811

成田堰用水筋堀割之儀上申（下書）　大里郡大麻生村
　戸長　フケあり

竪紙・1綴（未編綴） 12240

13．字大ヶ島篁一件

（大ケ島一件文書綴） 明治10年7月 竪紙・横紙・1綴 12508

字大ヶ島寛仕様帳之写　袋のみ 明治12年1月 袋・1袋 12604

記（字大ヶ島掛渡井請負金受取）　大里郡川原明戸村請
　負　飯田源太郎外2名→大麻生村正副戸長惣代人　茶罫

明治12年2月24日 竪紙・1通 12600

紙、1銭印紙貼付、黒印2、朱印1

用水掛戸井修繕御屈（字台ケ島掛戸井官費修繕）　河 明治12年5月7日 竪紙・1冊 12601
原明戸村役人惣代・大麻生村役人惣代新井清太郎・川原明 P

戸村役人惣代飯田利平→奈良堰組合村々御村吏・同用元御
惣代　黒印

（大ケ島覧掛換費取調書調印依頼ノ書簡）　古沢花三郎 明治12年閏10月20日 竪紙・1通 11125
→新井清太郎外2名　朱印

記（字大ヶ島堤塘樋類取調書上）　大麻生村戸長須永政 明治13年3月30日 竪紙・1通 12592
義・川原明戸村戸長飯田利平→埼玉県土木懸　黒印

（字大ヶ島箆木口引取人足差出依頼ノ書状）　川原明 （明治13年ヵ）4月10日 竪紙・1通 12602
戸村飯田利平→大麻生村古沢花三郎

（荒川通堤塘組合分割関係書類、下書） 明治13年 竪紙・1綴（2冊） 12598

（地租改正に際し奈良堰分水字大ヶ島覧より引水の河
原明戸村用水二水口堀不設置ニツキ約定書、下書）

竪紙・1通 11569

記（享保堤埋樋寸法等覚）　飯田惣右衛門→須永政義
　鼠色紙・こより紐共

横切紙・1通 12595
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2．戸長／13。学事／1．学事願書・届

13．学事

1．学事願書・届

（当区内寄留学齢人員届）　副戸長伊佐山兼次郎・戸長古 明治12年2月 竪紙・1通 10290
沢花三郎→埼玉県令白根多助　「大麻生記」入り青罫紙

学務委員撰挙之儀上申（下書）　武体村惣代人中島惣吉
　・大麻生村戸長須永政義外3名→埼玉県令白根多助

明治14年10月24日 竪紙・1通 10288

2．学齢人員取調

学齢調査録　表紙のみ

学齢調査録（下書）

　　　　　　　　　　　　　　　1

表紙のみ

竪紙・1通

竪紙・1通

10782

12733

3．学校費用

記（保護役給料預カリニツキ）　古沢花三郎→権田昌豊

（校費出納覚、断簡）

明治10年6月8日

明治11年2月

竪紙・1通

竪紙・1通

11437

11045

2032

2321

2443

横切紙・1通

竪紙・横長半・1綴

2522

1944

1931

0614

1930

通－
　
　
　
通

紙
　
　
　
1

切
　
　
紙

竪
　
　
竪

小切紙・1通

竪紙・1通

横切継紙・1通

竪紙・1通

（学校費等徴収覚）　　　　　　　　　　　　　　　　　（明治12年）6月2日

記（学校場境内修繕人足賃銭受取綴）　　（大里郡大麻明治13年10月1日
　生村　井ノ上浦太郎）　黒印

（教員賄料ほか学校諸費用覚）　　r大麻生記」入り青罫（明治13年ヵ）
　紙

明治十三年学費予算　　　　　　　　　　　　　　　（明治13年）

証（中学校費金3円余受取）　埼玉県大里・旙羅・榛沢・男明治14年9月10日
　裳郡長児玉親広→馬場重平

（小学校ニテ保護役委託金下付ニツキ出頭依頼状）3月24日
　三ヶ尻村権田昌豊→大麻生邨古沢花三郎　青罫紙

（学校費取立ニツキ書簡）　高田佐五左衛門→古沢花三6月9日
　郎

換詞（学費支出会議出頭依頼ニツキ）　　（三ヶ尻邨）28日
　権田昌豊→大麻生邨古沢　青罫紙

6．大麻学校

証（小学校費納入ニツキ）　三ケ尻村旧戸長権田昌豊→ 明治12年6月1日 竪紙・1通 10595
大麻生村旧戸長御中　黒印

（大麻学校教員委嘱指令書等送付ニツキ達）　大里外 明治13年10月7日 横切紙・1通 12473
三郡役所→大麻生村・武躰村戸長役場

（封筒）　埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所→大里郡大麻 （明治13年ヵ）10月7日 封筒・1通 12474
生村戸長役場　12473の封筒力

学齢人員取調（武躰村4名）　大里郡武躰村　戸長中嶋明治13年10月7日 竪紙・1通 12475
房五郎→大麻学校　　「武躰村」入り青罫紙

小学校教員委嘱契約書中更正二付上申（教員渡辺竹三） 明治13年10月 竪紙・1通 12466

一91



2．戸長／13，学事／6．大麻学校

麻生村　戸長須永政義・同郡武躰村　戸長中島房
玉県令白根多助

（農事繁忙ニツキ）　聯合武躰村戸長中島房五
生村戸長須永政義→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会
親広　黒印、児玉郡長朱書奥書写あり

明治13年11月10日 竪紙・1通 12490

鋼各学校回覧ニツキ回章）　埼玉県大里・旙
男裏郡役所→大里郡石原東校・大麻校外4校御中

（明治）13年12月27日 竪紙・1通 12267

奇玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡役所」入り赤罫紙

裳費届）　教員渡辺竹三→大麻学校学務委員古
　青罫紙

（明治13年ヵ） 竪紙・1通 10553

昌設費寄附金録　後欠力 （明治13年ヵ） 竪紙・1通 11518

費徴収通知）　学務委員古沢花三郎→大麻生
す戸長役場　　「大麻生記」入り青罫紙、黒印

明治14年1月7日 竪紙・1通 10498

禾学校部内学齢人員表　大麻学校学務委員主任
郎、大麻生村戸長須永政義→埼玉県大里・旙羅・

明治14年1月15日 竪紙・1通 10500

建郡長児玉親広　青罫紙、黒印

寺藤宇一姉そう）　大里郡大麻生村第八＋一番
主斎藤宇一・戸長代理伊佐山兼次郎→大里郡大麻

明治14年4月20日 竪紙・1通 12476

印

奏野慶治長男藤野豊隆・藤野こう）　大里郡 明治14年4月20日 竪紙・1通 12477
第八拾四番地居住　戸主藤野慶治・戸長代理伊佐
→大里郡大麻学校　黒印

校新築ニツキ評議願）　会頭 明治14年第8月1日 竪紙・1通 12266

一分大麻学校費定額予算（下書）　r大麻生 明治14年 竪紙・1通 10229
青罫紙

経費等覚） 明治14年 竪紙・1綴（未編綴） 10502

金支払ニツキ）　渡辺竹三→大麻校学務委員 第6月6日 竪紙・1綴 12479

て買入れ希望品書上） 10月5日 横折紙・1通 12485

学校引き移り等相談につき参会願）　大麻 竪紙・1通 10494
筐卜古沢花三郎・須永政義

麻学校経費）　青罫紙 竪紙・1通 10495

一任用二付御願（埼玉県士族榊原兵之助） 竪紙・1通 12478
麻学校五等訓導渡辺竹三・右校学務委員古沢花三
埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡長児玉親広　朱

、任用二付御願（埼玉県士族榊原兵之助） 竪紙・1通 12481
秣学校五等訓導渡辺竹三・右校学務委員古沢花三
埼玉県大里・旙羅・榛沢・男袋郡長児玉親広　朱

巨兵之助）　埼玉県士族宰之助弟榊原兵之助 （明治13年ヵ） 竪紙・2通 12480

村学校営繕保存講ニツキ、下書） 竪紙・1通 12492

驚
願
麻
旺

里
郎
御
吹
測

大
五
校
郎
郡

　
　
　
休

雑
沢
「

育
榛
臥

発
羅
朱

σ

褒賞（褒賞
　沢花三郎

大麻学校開

（大麻学校1

村・武体村

大里郡大麻
　古沢花三良
　榛沢・男裳

入校願（斎月
　地農　戸主
　学校　黒印

入校願（藤i
　大麻生村第
　山兼次郎→

記（大麻学

明治十四年づ
　記」入り青

（大麻学校経

記（半紙代

記（学校に

（正光寺へ‘

　学校世話圭

納之部（大

小学助教生1
　大里郡大麻
　郎外2名→ナ
　印

小学助教生1
　大里郡大麻
　郎外2名→士
　印

履歴（榊原
　同文2通

約定書（当

7．甕尻学校

（経費割通知）　甕尻学校学務委員権田昌豊→大麻生村・武
　体村戸長

明治13年10月26日 竪紙・1綴 10497
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2．戸長／13．学事／7．甕尻学校

（甕尻学校開設経費残額受取願）　甕尻学校学務委員権 明治13年10月26日 竪紙・1冊 1燦381
田昌豊→大麻生村・武体村戸長御中

（小学生敬礼ニッキ出頭依頼ノ書状）　権田昌豊→古沢 9月1日 竪紙・1通 10668

8．学事諸事

（暢発学校教員各小学校巡回通達）　学区取締石川弥一 （明治）6年9月 竪紙・1冊 11767
郎　→壱小区石原小学校外8小学校諸務掛中

（女生徒志願者無之上申書）　第八大区二小区大里郡大 明治10年10月5日 竪紙・1通 12047
麻生村　戸長古沢花三郎→埼玉県令白根多助　青罫紙

（学舎建設のため頼母子講入社依頼書、写）　北埼玉 明治13年8月 竪紙・1綴（未編綴） 12486
郡谷郷　補共社

（学校ノ儀ニツキ出頭依頼廻状、写）　副区長→飯田貞 1月7日 竪紙・1通 12623
泰・古沢花三郎外12名

（佐藤準先生分立替金請求）　埼玉県大里・旙羅榛沢・男 竪切紙・1通 10882
裏郡役所　石阪金一郎→古沢花三郎　　「大里外三郡役所」
入り青罫紙

14。社寺

1．社寺達・願書・届

私邸内井山野路傍祀堂処分方ノ義上申　大里郡大麻生 明治12年8月31日 竪紙・1通 11796
村　戸長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男食郡長鈴
木敏行　黒印

（大麻生村字西川原地蔵堂明細書）　信徒惣代馬場重平 明治12年9月30日 竪紙・1通 で1794
外1名

（神社・寺院明細調下書綴）　戸長古沢花三郎外→埼玉県 明治12年 竪紙・1綴 10493
大里・旙羅・榛沢・男会郡長鈴木敏行　五社伊奈利神社、宝
蔵寺、赤城神社、八荒神社、正光寺、駒形神社、地蔵堂、
薬師堂、社寺焼失、再建等覚書6枚あり

2．社寺取調・書上

（無住・無檀家寺院取調ニツキ廻章、写）　権田健長→
　久保島村外11か村御役人中

明治6年7月24日 竪紙・1通 12658

（無住無檀寺院無之届）　南八大区二小区大麻生村　戸長
　古沢花三郎

明治6年7月25日 竪紙・1通 12560

明細書差上添書（神社・寺院・堂庵明細帳差上）　大里
　郡大麻生村　戸長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男

明治12年10月13日［ 竪紙・1通 11795

蓑郡長鈴木敏行　　「大麻生記」入り青罫紙、黒印

（浅問神社、五社稲荷社反別調） 竪紙・1通 10519

社寺境内外取調書（下書）　r大麻生記」入り青罫紙 竪紙・1綴 10524

（社寺取調、断簡）
竪紙・3枚 望0525

（正光寺・宝蔵寺住職書上、断簡） 竪紙・1通 11055

（大麻生村社寺境内地取調） 明治2年～4年 竪紙・1綴 11797
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2．戸長／14．社寺／2．社寺取調・書上

記（飯田惣右衛門外6名ノ印形ヲ社寺改ニツキ借用）

（大麻生村五社稲荷社・八荒神社境内略図）

竪紙・1通

横半半・1冊

12398

12698

4．大麻頒布・参宮等

御受（皇太神宮太麻受領）　第八大区二小区大麻生村 明治10年12月27日 竪紙・1通 12637
戸長古沢花三郎→埼玉県第八大区神導事務支局　　「大麻
生記」入り青罫紙、黒印

（皇太神宮太麻初穂金上納書、下書）　大麻生村戸長古 明治11年1月9日 竪紙・1通 11765
沢花三郎→（区務所）

（神宮参拝・投宿依頼ノ書状）　三日市太夫次郎→古沢花 明治16年12月 横切継紙・1通 10881

三郎、戸長　青罫紙

5．正光寺

記（正光寺分学費等覚） （明治10年ヵ）4月18日 竪切紙・3通 12245

死亡御屈（正光寺住職飯田玉輪死去）　第八大区二小 明治10年11月16日 竪紙・1通 12454
区大里郡大麻生村　戸長古沢花三郎→埼玉県令白根多助
黒印

（正光寺儲書書上）　武蔵国大里郡大麻生村禅臨済宗南 明治12年8月9日 竪紙・1通 12082
禅寺派正光寺　現今無住二付兼帯　同郡広瀬村円福寺住
職泉霊嬰・大麻生村戸長古沢花三郎外檀家惣代3名　黒印

（正光寺住職ノ義ニツキ会談依頼ノ書状）　須永政義→ 10月13日 横切紙・1通 10486

古沢花三郎

正光寺檀家軒数一目表　r大麻生記」入り青罫紙 竪紙・1通 12085

6．宝蔵寺

（宝蔵寺明細書下書） 竪切紙・1通 10767

7，五社稲荷社・八荒神社

（八荒神社・五社伊奈利社反別取調）　大麻生村准副戸
　長小川幸年・馬場重平、副戸長古沢花三郎→入間県租税課

明治6年3月17日 竪紙・1冊 11208

（赤城神社・八荒神社祠掌斎藤真澄、五社伊奈利神社兼 明治7年5月31日 竪切紙・1通 12456
務拝命覚）

八荒神社持地取調（下書） 横折紙・1通 10983

差鴨ヂ札鱗灘舗蒲幾儲鱒鶏慰卸 竪紙・1通 12620

8．社寺諸事

封筒く明治五年八月熊谷宿小松屋新三郎方二而御調被
　成候社講（カ）書付）　本文なし

明治5年 封筒・1通 10416

以書付奉願上侯（埼玉郡城（騎力）西町玉敷神社請待
　獅子祭開催願、下書）

明治6年6月12日 竪紙・1通 11766

以書付奉願上候（流行病悪病除けに騎西町玉敷神社御 明治6年7月13日 竪紙・1通 12648
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2．戸長／14．社寺／8．社寺諸事

祓執行願）　南八大区二小区大里郡大麻生村立会人中
村金助・戸長古沢花三郎

以書付奉願上侯（赤城神社境内無断伐木ニツキ）　南 明治6年8月21日 竪紙・1冊 12716
八大区二小区大里郡大麻生村　立会人斎藤磯次郎・戸長古
沢花三郎外1名→河瀬熊谷県令　黒印

（神葬祭屈）　斉藤真澄　黒印 明治8年1月 竪紙・1通 10543

記（一会講助成金拝受）　三日市公好・徳田九兵衛→古沢 明治11年2月12日 横切紙・1通 10665
花三郎　朱印、包紙「御受書」とあり

社地立枯木伐採願（下書）　村社八荒神社氏子総代3名 竪紙・1通 10344

（天理教会維持方法、下書） 竪紙・1通 10719

15．興行

（大麻生村伊佐山喜兵衛芝居興行上申書）　大麻生村戸
　長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡長鈴木敏行

明治12年12月6日 竪紙・1通 11737

（大麻生村伊佐山喜兵衛芝居興行上申書）　大麻生村戸
　長古沢花三郎→埼玉県警察熊谷分署

明治12年12月6日 竪紙・1通 11741

書簡（浄瑠璃興業ニツキ照会）　古沢花三郎→馬場重
　平・高田佐五左衛門　朱印、紫罫紙

10月22日 横切紙・1通 10764

（芝居興行日延願書ノ件ニツキ書状）　須永→村長古澤 10日 横切紙・1通 12578
公

人寄興業御届（雛形） 竪紙・1通 10773

（興行休業ニツキ願書、下書）　紫罫紙 横切紙・1通 10780

（遊芸人冨永仙代吉住所覚）　群馬県邑楽郡日向村 竪切紙・1通 12161
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3古沢家／1．由緒／1．覚書

表題・作成等 ・年代 形態・数量　整理番号

3．古沢家

L由緒

　1』覚書

家事記入議　1～4月年中行事 竪紙・4枚 10558

（忍城主覚） 竪紙・1通1 10734

（村内旧家先祖名覚）　余白に書類下書あり 横折紙・1通 11062

武蔵国大麻生村御取付之帳　明治5年2月5日写、古沢羽正応3年11月朔日 竪紙・1通 11064
奈佐武源綱祐、表紙のみ

2．交際

覚（大楽院寄付金受取）　熊谷竹井新右衛門→大麻生 午年2月14日 樟切継紙4通 10534、

村名主清吉

（改年挨拶状）　上貯屋惣兵衛　→上 正月2日 竪紙・1通 11433

（書状）　前欠 2月12日 横切継紙・1通 12745，

（書状包紙）　東条孝太郎（内神田お玉池）→古沢およし 2月22日 竪紙・1通 12445

（金主ニヅキ書状）　源内→新平 3月5日 竪紙・1通 11143

（仙歌送付ニツキ書状）　柳原→古沢 4月5日 竪紙・1通 11181

（老母全快等ニツキ書状）　久保島村　森田関五郎→古 6月12日 横切継紙・1通 11163

沢溝吉

記（逓送費）　熊谷駅郵便馬車会社 7月24日 小切紙・1通 10528

（封紙断簡）　坂蔵屋萬兵衛代佐兵衛→大麻生村清吉　破 8月 封紙・1通 12248
損

（病気見舞い等の書状）　稲村玄之丈→古沢御内御老母・ 9月7日 横切継紙・1通 11161

清吉　鼠色紙

（書状包紙）　大坂　平野屋佐吉→武州大里郡大麻生村 10月15日 竪紙・1通 12532

古澤清吉

（当家暇となり難渋助命願いの書状）　忠□→古澤善兵 11月24日 横切継紙・1通 12511

衛

封筒（京御菓子所□林堂製） 封筒・1通 10417

（書状）　破損甚大 横切継紙・1通 10418

当春見舞覚　粉赤飯・おはぎ・さとう 横折紙・1通 10421

（封筒）　→古沢清吉　封筒のみ 封筒・2通 10855

（のし袋） 袋・2袋 10857

（封筒一括）　封筒のみ 封筒・1括（19通） 10858

帯封　根岸武香、橋本近宛、帯封のみ 帯封・2枚 10877
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3．古沢家／1．由緒／2．交際

（盛姫・喜代姫様進物等覚、断簡）　前後欠 横切紙・1通 10997

（年賀状、下書）　青罫紙 竪紙・1通 11105

（古沢清吉宛封筒） 封筒・3通 11120

（私用にて留守の返書、下書） 小切紙・1通 12044

（一泊依頼、江戸米相場高値等ニツキ書状）　金四郎 竪紙・1通 12173
→およし

（粗品包紙）　小島村　田中勘左衛門 竪紙・1通 12271

（無沙汰詫びの書状）　　（女性力）　後欠 竪切紙・1通 12275

（封筒）　反故 封筒・1通 12276

（書状包紙）　→水戸殿御内　山口三次郎（市兵衛河岸横 竪紙1通 12519
町　山角藤三郎借地）

（包紙）
竪紙・1通 12531

（書状包紙）　→大麻生村古沢喜兵衛古沢善兵衛 竪紙・1通 12737

（書状断簡）　　［　］重平破損（天部欠） 竪切紙・1通 12738

1．古沢花三郎

新井君碑（写）　中邨正直撰並書、新井與三右衛門則宝碑 明治14年2月14日 小切紙・1通 11438

（借用書籍返済の書状）　武体村中崎定次郎→大麻生邨 明治14年3月14日 竪紙・1通 12147
古沢花三郎　封筒あり

（書簡）　藤野愛峠古沢花三郎　開披不能 明治14年4月16日 封筒・1通 10998

柿沼鷲太郎君ノ居ヲ東京二転スルニ贈ル　渡辺竹三 明治14年12月20日 竪紙・1通 12612

（面会依頼状）　喜造→古沢花三郎 明治22年5月29日 ハガキ・1通 10844

（魚占会開催通知）　布施田半蔵・本田騰→古沢花三郎 明治22年7月15日 ハガキ・1通 10888
活版、往復ハガキ（発信用）

（出京ニツキ書状）　定四郎→古沢花三郎 明治22年9月5日 竪紙・1通 11414

（帰熊谷の連絡）　場臼→古沢花三郎鉛筆書き 明治24年12月17日 ハガキ・1通 10885

（祝詞礼状）　野口聚→古沢花三郎　コンニャク版印刷 明治25年2月29日 ハガキ・1通 10851

領収之証（人足賃）　大里郡熊谷宿　埼玉縣用達会社→
　古沢用紙印刷

明治25年3月19日 小切紙・1通 11475

（面談依頼状）　須永貞三郎→古沢花三郎 明治25年10月30日 ハガキ・1通 10831

履歴書　東京市芝区南佐久間町　河合秀七郎青罫紙 明治26年2月 竪紙・2通 11449

（内願の件採用願）　滝澤文八→古沢花三郎 明治26年3月31日 ハガキ・1通 10833

寄附金領収書（金1円）　埼玉県男裳郡本畠村字畠山　畠
　山重忠君建碑事務所→古沢花三郎

明治27年11月 小切紙・1通 12086

（電報受信人新堀良策不在ニツキ通知）　熊谷郵便電信
　局→フルサワ　「武蔵熊谷郵便電信局」入り赤罫紙

明治29年1月26日 竪紙・1通 11613

（新年挨拶状）　二味道政→長谷部政連・古沢花三郎外10名
　青罫紙、見留印朱印

1月4日 横切紙・1通 11510

封筒　東京銀座二丁目　白羽三郎　→古沢花三郎　本文な
　し

2月朔日 封筒・1通 10404
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3．古沢家／1．由緒／2。交際／1』古沢花三郎

（厚情感謝の書簡）　馬場春吉→古沢花三郎 2月11日 横切継紙・1通 11725

（御検査ニツキ不参連絡ノ書簡）　古沢花三郎→押切村 2月16日 竪切紙・1通 11537
御苗繁次郎

口演（願置キノー条相談依頼ニツキ書状）　石原村 3月5日 竪紙・1通 11593
杉崎孫助→大麻生村　古沢花三郎・御老母

（渋沢氏へ紹介依頼等ニツキ書状）　浦和寺山国信→ 3月26日 横切継紙・1通 ”202
松本平蔵・古沢花三郎　「熊谷停車場　渡辺駅長殿」宛封
筒に在中

（伯父死去ニツキ悔状）　古沢花三郎→渡辺竹三 4月18日 横切紙・1通 11549

（午後2時参堂連絡の書状）　森治→古沢学兄 7月13日 竪紙・1通 12060

（訪問依頼の書簡）　阪田金久→古沢青罫紙 8月2日 竪切紙・1通 11894

（本庄ヨリ送付ノ封ニツキ書状）　橋本良平→古沢 9月3日 横切紙・1通 11949

（書類回送の書状）　妻沼村　鈴木三衛→古沢花三郎 10月7日 横切紙・1通 12058・

（群馬県行等ニツキ書状）　西村嘉吉→古沢花三郎 10月22日 竪紙・1通， 11948

口上書（今般之義ニツキ詫び）　（中村）金輔→古沢花 11月10日 竪紙・1通 12108
三郎

（書簡）河原明戸村飯田与平→古沢花三郎　本文なし 11月23日 封筒・1通 10239

記（大久保彦左衛門入院料落掌）　新井愛作→古沢花三 12月9日 竪紙・1通 10648
郎・大沢初太郎　青罫紙

（熊谷一条示談につき書状、下書共）　裏ノ古沢花三郎 19日 横切紙・2通 10461
→前ノ■（カド）キ・

（熟和の件につき相談依頼の書状）　須永→古沢前欠
　力

22日 竪切紙・1通 11924

（参謀本部勤務、満蒙方面活躍を期待する書状、下書） 竪切紙・1通 10571

（封筒一括）　→古沢花三郎封筒のみ 封筒・1括（74通） 10854

（面会礼状）　函館ニテsm→古沢花三郎 ハガキ・1通 10886

（名刺）　古沢花三郎 小切紙・2枚 10925

（封筒一括）　古沢花三郎 封筒・1括（3通） 10939

（永田平太郎住所書上） 竪切紙・1通 10969

（面談依頼の書状、下書）　青罫紙 竪切紙・1通 11107

（古沢花三郎宛封筒） 封筒・1括（9通） 11121

（俳句）　緑天庵良六→古沢花三郎　包紙にr呈　古沢花 条幅・1通 11494
三郎君　会主九拝」とあり

（佐谷田村長慰労宴会挨拶、下書） 横切継紙・1通 11558

（参会遅延ニツキ書簡）　古沢花三郎→新井清太郎・中嶋 竪切紙・1通 11608
道之助　青罫紙

（秋丸宗吉住所等覚） 小切紙・1通 11631

（住所覚、日本橋区浜町　杉江照一郎方）　青罫紙 竪切紙・1通 11634

（出県願書ニッキ依頼状、下書） 竪切紙・1通 12129
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3．古沢家／1．由緒／2．交際／1』古沢花三郎

（根岸武香他名前書上） 横切紙・1通 12歪39

（根岸武香他名前書上） 竪紙・1通 12140

（秩父へ紹介状依頼の書状） 青罫紙 竪紙・1通 12228

記（押切村金谷喜三郎住所覚） 横切紙・1通 12431

（東京行ノ件外ニッキ書状） 前後欠 横切継紙・1通 12739

（書状）　東京呉服橋内 歩兵第三大隊第三中隊 馬場英 包紙・1通 12751
吉→大麻生村　古沢花三郎

事法3

（香彙包紙） 馬場丹二郎 包紙・1通 1噛180

5．風聞

（下総国結城郡吉田村百姓孫右衛門井戸掘り の件聞書） 安政6年9月 竪紙・1通 10544

（引札、太物唐物安売）　熊谷本町二丁目北側 絹屋 宇 12月 竪紙・1通 12555
治勝蔵　木版 1
6。家族・教育

出生御届（古沢花三郎長女福）　大麻生村六拾八番地 明治16年2月28日 竪紙・1通 12154
古沢花三郎→戸長役場

（領収書、会費1円）　埼玉私立教育会→古沢花三郎　用 明治24年7月1日 小切紙・1通 11606
紙は印刷

（古沢花三郎戸籍謄本）　大里郡大麻生村戸籍吏　田中亀 明治41年8月19日 竪紙・1通 10578
太郎　黒罫紙、朱印

（手習い）　忠愛　「恭敬」 大正13年 竪紙・1通 11481

（書面受取）　大麻生村　古沢善文→古沢花三郎 3月19日 竪切紙・1通 11476

毛筆図画用紙　　（袋のみ） 袋・1袋 11315

（数学書籍、断簡）　洋紙 22．3×15cm・1枚 11514

（青黛・天花粉） 小切紙・1通 11619

（面積計算法覚） 竪切紙・1通 12483

（アラビア数字手習） 竪紙・1通 12487

7．占・薬・信仰

（男二十五歳乙卯ノ水性天地本命身ノ上）　後部剥離 横切継紙・1通 10628

（西洋おしろい　貴女の友広告）　佐々木玄兵衛洋紙、 小切紙・1通 10874
活版

旅行方角吉凶之事 竪紙・1通 11153

（俗信覚書） 竪継紙・1通 11273

（占事覚） 竪紙・1通 11615
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3．古沢家／1．由緒／7。占・薬・信仰

（星辰図）

（八卦見占い）

竪紙・1葉

竪紙・1通

11616

11621

1．信仰

（高野山小坂坊へ寄附金ニツキ書状）　須永政義→古沢 2月11日 竪紙・1通 12237
花三郎

覚（祈祷料受納）　原島村寿元寺→古沢清吉 6月17日 横切紙・1通 10520

大般若寄附（人名） 7月朔日 横折紙・1通 11522

（祈祷祓大麻進上ノ書状）　三日市太夫次郎→古沢清吉 8月 横切紙・1通 稲42

（御祈祷大麻等進上、徳田九兵衛差遣ニツキ取持依頼 8月吉日 横折紙・1通 12513
ノ書状）　三日市太夫次郎→古澤清吉

（金毘羅出船所宣伝案内状）　大坂さかいすじ長堀橋南 10月15日 横切継紙・1通 12525，

詰　金毘羅出船所平野屋佐吉→大里郡大麻生村御名主古
澤清吉　木版、店名刺札あり

（御年始御供物包紙）　社務所　木版 横切紙・1通 12459

吾党誓約書（成田山不動尊護摩講ニツキ、下書） 竪紙・1綴 12505

皇国一社天手長講社拝詞　皇国一社大成教天手長講社本 小切紙・1通 12708
部　活版印刷

2．薬

包紙（腹痛薬迅速丸）－　東京　資生堂 明治6年7月 小切紙・1包 10444

（薬料受取覚）　内田文郁→伝吉 極月29日 横切紙・1通 12527

（売薬広告）　阪本売薬店→府県市町村各位広告はがき、 ハガキ・1通 10847
文面活版印刷

ヘブリン散（感冒解熱特効薬）　東京市京橋区　上田直 竪紙・1通 10873
亮、販売資生堂　効能書、薬7包あり

（毒下気転丸広告）　本宇堂黒沢利兵衛活版 小切紙・2袋 10875

解熱新薬　東京市日本橋区薬研堀町　高橋信盛 袋・1袋（4包） 10876

（薬調合法）　糊継部破損 竪継紙・1通 11187

8，蔵書・教養

東京信報第壱号、読新刊チュル氏租税説　石川弥一郎 明治10年11月11日 竪紙・1綴（未編綴） 10335
後欠

暗無二附置帳』古沢花三郎　表紙のみ 明治11年9月 竪紙・1冊 10951

（都々逸下書） 明治11年12月11日 竪紙・1通 10763

舌代（春日神社にて芝居興行の旨）　活版印刷、洋紙 明治24年9月 小切紙・1通 11567

定価表（明治天皇御大葬歯簿等発行ニツキ）　印刷却 （大正2年ヵ） 小切紙・1通 11377
販売部

（大麻生経済関係書類保存指示覚）　善文 紀元2608年（昭和23 竪紙・1通 11989
年）

（文具入れ袋）　熊谷駅仲町　文華堂 袋・1袋 10728

（天皇・天帝等手習） 竪紙・1通 10992
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