
3．古沢家／1．由緒／8．蔵書・教養

（書状写）　古沢胡市郎 折本・1通 11278

趣意書（靖国神社御真影頒布ニッキ） 忠魂奉祀會 竪切紙・1通 11360
活版、洋紙

1．書画

記（渡辺畢山画等売渡代金受取、下書）　→古沢花三 明治29年2月13日 竪紙・1通 12402
郎

預り記（文兆、畢山等書画17点売却依頼）　古沢花三 明治31年1月28日 横折紙・1通 12100
郎→新井健吉

売渡証書（絹本花鳥図等）　古沢花三郎→鯨井嘉市 明治36年5月16日 竪紙・1通 11444

証（椿山・文晃等書画類質入）　大麻生村　古沢花三郎 大正3年7月20日 横切紙・1通 12401
後欠

（鶴鷹雀図）　書取須永貞三郎 第1月9日 竪紙・1葉 12269

記（竹田山水画幅ニツキ）　後欠 横折紙・1通 10958

（詩文写、断簡） 竪紙・1枚 10988

記（書画代金覚）　畢山図30円外 竪紙・1通 12195

護国歌（高崎正風之歌） 横切継紙・1通 12227

（俳句習作）　r桑もぎの東を数ふるいそがしさ」 小切紙・1通 葉2281

記（書画代金覚）　鉄舟・海舟等 横折紙・1通（2枚） 12285

（漢詩、鉄舟・海舟等人名写） 竪紙・1通 12488

書蔵2
（「新営礫記」写）　　（権田正賢健長） 慶応2年夏 竪紙・1通 12489

文選正文　片山兼山訓点・浪華同盟書楼蔵版 明治14年7月 竪17cm・1冊（包 喋1484
紙のみ）

（市町村制実務要書広告）　島根県松江市北堀町　田中 明治25年2月20日 竪紙・1通 10872
知邦　洋紙、活版

（市町村制実務要書続編広告）　島根県松江市北堀町 明治25年2月20日 竪紙・1通 璽0871
田中知邦　洋紙、活版

（帝国議院法類纂等書籍広告）　群馬県東群馬郡前橋町 明治25年2月 竪紙・1通 10870
小泉茂十郎　洋紙、活版

（埼玉県行政法類広告）　野口弁次郎→小内正策文面活 明治25年3月2日 ハガキ・1通 10848
版印刷

売渡証（岩キ山絵本）　大里郡大麻生村大字大麻生　売 明治29年4月2日 竪紙・1通 12057
渡人鈴木浜治郎→全所　古沢花三郎

（書籍貸与礼状）　古沢花三郎→山下大雅 4月16日 竪継紙・1通 10349

証（『蚕病向益』代金受取）　芝崎久三郎（深谷町書籍 7月22日 小切紙・1通 11599
商店尚文堂）→古沢花三郎

（楠家伝七巻返却依頼の書状）　原崎村　養平寺→古沢 第8月17日 竪紙・1通 11926
花三郎

蚕務問答　巻三　佐々木長淳著述　袋のみ 袋・1袋 10941

世界のあらまし　積玉圃　包紙のみ 竪紙・1通 唾1015
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3』古沢家／1．由緒／＆蔵書・教養／2．蔵書

（書名書上、御成敗式目他）　書名は2件のみ 横折紙・1通 12123

（購入書籍覚）　　r仏国紙幣始末』ほか 竪紙・1綴（未編綴） 12127

（『立国立身之策』外、書物・著者書上） 竪紙・1通 12460

3．新聞・雑誌

（交詞雑誌「本邦銭ノ起源」写） （明治13年4月15日） 竪紙・1綴 12494

（『新埼玉』送付ニッキ配布依頼状）　埼玉平民社→小 明治26年1月12日 ハガキ・1通 10838
内正策

（新聞注文ノ件ニツキ連絡）　宮川四郎→古沢花三郎 明治26年1月18日 ハガキ・1通 10832

（新聞雑誌代金精算依頼の書状）　村田精三（深谷町） 1月17日 横切継紙・1通 11952，

→古沢花三郎　赤色紙（中央新聞広告の裏面を利用）

埼玉県教育雑誌第弐拾壱号附録　総会広告　活版印刷、 竪紙1通 11508
洋紙

計家2．

1．家財・持高

廃車御届（荷積車1輌）　大里郡大麻生村持主古沢花三明治15年6月30日 竪紙・1通 ｛1753
郎、筆生伊佐山兼次郎→埼玉県大里外三郡長児玉親広
黒印

（地券証持参連絡） 明治20年11月 小切紙・1通 10898

銃砲買取願（雛形）　青罫紙、横浜市金丸謙次郎より購 （明治） 竪紙・1通 11409

入予定

（所有地由来書上、断簡） 竪紙・1通 10946

有体動産取調書　r保田倉合名會社」　赤罫紙 竪紙・1通 11186

記（食器類書上） 竪紙・1通 12022

鉄砲譲受御届（和猟銃一挺、拍）　旙羅郡妻沼村譲渡人 竪紙・1通 12630
飯塚吉五郎・譲受人古沢花三郎→埼玉県令吉田清英　青罫
紙

4．会計

覚（反物代金受取）　さ賀や万助峠清吉糊継剥離 （近世）5月10日 横切継紙・1通 12372

受取証（紙籠代金受取）　上川原　瀧沢清次郎→大麻生 明治14年8月8日 竪切紙・1通 12309
村　古沢花三郎　朱印

記（現金受取）　久保島村清水善太郎→古沢花三郎代理 明治17年1月3日 横切紙・1通 10340
山崎慶之助　青罫紙

記（金子請取ニツキ）　高柳村　高橋源三郎→大麻生村 （明治）17年9月 横切継紙・1通 11428
古沢花三郎　鼠色紙、糊継剥離

記（代金受取）　柴守徳代　馬場虎吉→大麻生村　古沢花 （明治）20年12月4日 小切紙・1通 11431
三郎　朱印

記（醤油代金受取）　馬場虎吉→大麻生村　古沢花三郎

　鼠色紙
（明治）21年1月20日 小切紙・1通 12337
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3。古沢家／2．家計／4．会計

（金員在封の包紙）　島崎房五郎→古沢花三郎 明治21年10月29日 包紙・1通 11423

（会費納入督促状）　大日本農会→古沢花三郎　文面活版 明治24年12月1日 ハガキ・1通 10825
印刷

記（手間代金受取）　佐藤浜之助→古沢花三郎　青罫紙、 （明治）27年5月20日 竪紙・1通 12397
黒印

証（本ネルシャツ代金1円65銭領収）　上州館林町大 明治27年11月7日 竪切紙・1通 12062
垣屋清五郎→古沢　用紙活版

領収之証（人足賃金13銭余）　埼玉県大里郡熊谷宿　埼 明治27年12月21日 小切紙・1通 11896
玉県用達会社→古沢花三郎

記（金30円受取）　新玉や為之助→古沢花三郎 （明治）28年9月11日 小切紙・1通 12386

記（金5円受取）　深谷町　村田精三（新聞雑誌大販卸） （明治）28年9月24日 竪紙・1通 11909
→古沢花三郎

領収之証（夫賃39銭余）　埼玉県大里郡熊谷宿　埼玉県 明治28年11月14日 小切紙・1通 11897
用達会社→古沢花三郎

記（料理代受取）　熊谷石原町　割烹店まつ文（松川屋） 明治29年3月20日 小切紙・1通 12385
→古沢　用紙印刷

記（石代5円領収）　笠原常三郎→古沢花三郎朱印 明治29年3月28日 竪切紙・1通 11898

領収之証（人足賃15銭）　埼玉県大里郡熊谷宿　埼玉県 明治29年8月27日 竪切紙1通 12218
用達会社→古沢花三郎

記（金円預かり）　古沢花三郎→小暮丑五郎 大正2年11月25日 小切紙・1通 10569

口上（年中諸掛頂戴依頼ニツキ）　西の喜兵衛→東の古 未年正月朔日 小切紙・1通 10411
沢

口上（普請入用ニツキ金子勘定願）　馬場重兵衛→古 未年2月12日 横切継紙・1通 11427
沢花三郎　鼠色紙、糊継剥離

記（反物代金受取）　伊豆蔵店　代足郎（熊谷本町諸色 1月29日 小切紙・1通 11628
改安売）→田じま屋様御客　単位＝円銭

記（新聞代内金受取）　村田精三→古沢花三郎 2月16日 竪切紙・1通 11672

記（割烹料代価受取）　京橋銀座壱丁目　松田→上 4月3日 小切紙・1通 11585

記（料理代受取）　熊谷停車場前松宇良きん→上 4月6日 小切紙・1通 12382

記（槙15束受取）　孟管社（薬局部）星野→古沢 4月7日 竪切紙・1通 12241

覚（清吉宿料・医者礼・薬代等ニツキ）　上州屋惣兵衛 5月10日 横切継紙・1通 11162
→古沢

記（残金7円余受取）　松崎定八（熊谷石原）→古沢 9月27日 横切紙・1通 12141

記（茶代・車代等覚） m月24日 竪紙・1通 12222

記（人力車等代金受取）　つたや（東京下谷上野元黒門 11月10日 横切継紙・1通 11902
町都田屋）→古沢

（炭代金覚） 竪切紙・1通 10693

覚（家賃、米代等）　単位；両、文 横長美・1冊 11140

（授業料・くつ代等書上）　単位＝円銭 横折紙・1通 11141

覚（代金受取）　深谷宿和泉屋文右衛門→清吉 横切紙・1通 11175

生命保険依頼書　→大日本生命保険會社　本文未記入 竪切紙・17通 11259
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3．古沢家イ2．家計／4．会計

（五月分牛乳代領収書）　熊谷駅愛生社→古沢花三郎 小切紙・1通 11425

（金貨関係書入袋）　袋のみ 袋・1袋 11501

記（所持紙幣書上） 竪紙・1通 11545

（金百弐拾弐円入包紙） 包紙・1通 11570

（羽二重金巾シャッパン改良染保証箋）　東京日本橋区 小切紙・1通 11584
田所町十一番地　市田善兵衛　印刷

記（寒暖之代受取）　酢屋嘉平→上茶色紙 小切紙・1通 11587

口上（新規製造人ニツキ）　増田村　吉沢宮五右衛門→ 横切継紙・1通 11617
古沢花三郎　糊継剥離

（菓子袋）、武州熊谷続石原　御菓子製所砂糖類品々　船 袋・1袋 12274
沢屋岩吉

（白米・酒・醤油・草鞍等員数覚） 横長半・1冊 12678

6．公租・公課

証（地租割領収）　大里郡大麻生村聯合戸長須永政義→ 明治12年1月6日 小切紙・1通 10896
古沢花三郎

記（田租受取）　戸長須永政義→古沢花三郎1紙に3件の （明治13年ヵ）4月27日 横切紙・1通 10601
受取南り・黒印

記（田租受取）　伊佐山悦次郎・須永政義→古沢花三郎 明治13年4月28日 横折紙・1通 10600
黒印

記（大麻学校費金9銭余受取）　武体邨戸長役場→木麻
　生村　古沢花三郎

明治16年2月15日 小切紙・1通 12233

記（大麻学校入費金9銭受取）　武体邨戸長役場→大麻明治16年5月12日 小切紙・1通 12231
生村　古沢花三郎

記（大麻学校入費金他請求）　武体邨戸長役場→大麻生 （明治）16年7月10日 小切紙・1通 12234
村　古沢花三郎　青罫紙

記（地方税他受取）　武体邨戸長役場→大麻生村　古沢 明治16年11月15日 小切紙・1通 12232
花三耶

記（大麻学校入費金9銭請求）　一古沢花三郎　青罫紙 （明治）16年 小切紙・1通 12235

記（地方税他受取）　武躰村戸長役場→大麻生村　古沢 明治17年1月19日 小切紙・1通 12376
花三郎

記（田租等受取）　武躰　戸長役場→大麻生村　古沢花 明治17年3月15日 小切紙・1通 12351
三郎　　「武躰村」入り青罫紙

記（学資金利子4円受取）　須永政義→古沢花三郎　朱（明治）17年3月25日 小切紙・1通 12167
印

記（畑宅山林税受取）　戸長代理新井清太郎→古沢花三 （明治）18年8月15日 竪切紙・1通 12348
郎　黒印

記（増田・古沢分反別、納入額ニツキ） 明治19年3月12日 竪紙・1綴 11097

仮証（租税金受取）　大里郡大麻生村聯合戸長須永政義 明治19年4月14日 竪切紙・1通 12349
→大麻生村　古沢花三郎

証（公儲金受取）　埼玉県秩父郡西大滝村聯合戸長田島 明治20年6月4日 小切紙・1通 11225
大重　代理筆生古』田起一郎→納人古沢花三郎

（公儲金受取）　埼玉県秩父郡西大滝村聯合戸長田島大重 明治20年6月4日 小切紙・1通 11226
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3．古沢家／2．家計／6．公租・公課

代理筆生古田起一郎→納人古沢花三郎

証（聯合費等領収）　大里郡大麻生村聯合戸長須永政義 明治20年10月5日 小切紙・1綴（4通） 10900
→古沢花三郎

（田租等領収）　大里郡大麻生村聯合戸長須永政義→古沢 明治20年11月28日 小切紙・2通 10901
花三郎

（地租割通知）　大里郡大麻生村聯合戸長役場→古沢花三 明治20年12月20日 小切紙・1通 10897
郎

証（地押費領収）　大里郡大麻生村聯合戸長須永政義→ 明治20年12月20日 小切紙・1通 10899
古沢花三郎

（田租領収）　大里郡大麻生村聯合戸長須永政義→古沢花 明治21年1月7日 小切紙・1綴（2通） 10903
三郎

（地租領収書）　大里郡大麻生村聯合戸長須永政義→古沢 （明治）21年3月8日 小切紙・1通 10557
花三郎　洋紙

（田租領収）　大里郡大麻生村聯合戸長須永政義→古沢花 明治21年12月20日 小切紙・1通 10902
三郎

（納税切符）　榛沢郡深谷町長田島大重→野口決次郎　金 明治24年1月7日 小切紙・1通 11943
19銭5厘

（上納の件につき連絡）　新井健吉→古沢花三郎 明治25年3月17日 ハガキ・1通 10887

（年貢・諸役負担額覚）　古沢喜兵衛→古沢清吉　前欠、 子年12月25日 横切継紙・1通 10974
鼠色紙

記（米石代金3両余受取）　戸長代伊佐山兼二郎→古沢1月24日 竪切紙・1通 12168
花三郎

記（用水費・村費覚）　武躰村旧役場→大麻生村古沢花 8月1日 小切紙・1通 12336
三郎

記（田租・地方税・地券入費受取） 竪紙・1通 10717

覚（夫金等負担額ニツキ）　後欠、鼠色紙 横切継紙・1通 10975

（地租割税他請求）　武体村役場→大麻生村古沢花三郎 小切紙・1通 12236

3．経営

2、土地売買・質入証文

地所書入金子借用証文之事（下書）　裏面に民費書上 明治8年 竪紙・1通 10474
あり

質地証文ノ事（大麻生村字大蔵屋敷畑質入、下書） 明治12年 竪紙・1通 10299

地所永代売渡ニツキ添書之事（写）　大里郡大麻生村 明治13年5月12日 竪紙・2通 11561
売渡人　古沢花三郎外2名→同郡小島村　田中勘左衛門

入置申約定書之事（大麻生村内地所流地買受、下書） 明治13年12月18日 竪紙・1通 11752
大里郡大麻生村買受人　古沢花三郎、証人古沢林蔵→同
村古沢光義　無年季請戻

地所売買地券証確認願（大麻生村芝地売渡ニツキ） 明治14年3月30日 竪紙・1通 12463
売渡人増田広五郎・買受人古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・
榛沢・男蓑郡長児玉親広　黒印、戸長代理筆生伊佐山悦二
郎奥書あり

地所売買地券証確認願（大麻生村芝地売渡ニツキ） 明治14年3月30日 竪紙・1通 12464
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3』古沢家／3．経営／2．土地売買・質入証文

売渡人田中音吉・買受人古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛
沢・男会郡長児玉親広　黒印、戸長代理筆生伊佐山悦二郎
奥書あり

借地証文之事　大里郡大麻生村古沢花三郎→旙羅郡三ヶ 明治14年6月15日 竪紙・1冊 11442
尻村柿沼鷲太郎

約定証書（押切村土地・立木売渡）　大里郡久下村約定 明治17年6月16日 竪紙・1通 12005
人新井重三郎・約定人吉田清三郎→大麻生村　古沢花三郎
1銭印紙貼付、「久下村」入り青罫紙、朱印

約定証（宅地林売却ノ上借用金返済）　借用人古沢花 明治19年12月12日 竪紙も1通 12105
三郎外1名→同村新井清太郎　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・
男裏郡役所」入り青罫紙

自首状（地所買受の際地券書換なきニツキ）　大麻生 明治21年1月27日 竪紙・1通 11277
村　古沢花三郎→埼玉縣熊谷警察署長警部勝田義禎

記（男会郡小原村山林反別・地価書上） 明治22年12月30日謄写 竪紙・1通 10649

証（山林売渡証文預リニツキ）、旙羅郡三ケ尻村小池 明治22年12月31日 竪紙・1通 10650　1
作市→古沢花三郎　黒印

記（地所買戻ニツキ）　榛沢郡深谷町萱場，大島奥太郎 明治23年11月25日 竪折紙・1通（2枚） 11207
→大里郡大麻生村　古沢花三郎　黒印

諸契約証謄本（質地請戻）　古沢花三郎→馬場幸三郎 明治24年7月27日 竪紙・1冊1 11283
破損

記（小作地買請につき）　鼠色紙 横切紙・1通 10467

証（男裏郡鉢形村田畑反別・地価書上） 竪紙・1冊 10654

入置申地所家作書入借用証文之事（後欠）　　r大麻生 竪美・1通 10671
村」入り青罫紙

質地証文（写）　古沢喜兵衛外2名→増田宗次郎　鼠色紙、 横切紙・1通 10853
金額単位＝円銭

（堀田吉二郎所有土地台帳写）　堀田吉二郎　神田区神 竪紙・1通 11478
田佐久間町三丁目

（芝地売買関係覚） （明治以降） 小切紙・1通 11530

（地所売渡ニツキ書簡、下書）　大里郡大麻生村売渡人 竪切紙・1通 11531

（荒川藤太郎持山林調） （大正期以降） 竪切紙・1通 11812

地所売渡証文之事（大麻生村字待堰畑）　後欠（破損） 竪紙・1通 12270

流地譲り渡証文（包紙のみ）　西川原　伴七 竪紙・1通 12444

3．小作

記（小作金受取）　古沢花三郎→広瀬村　石川金五郎・楢 明治15年8月16日 竪紙・1通 11168
原政吉　角朱印

記（明治17年～19年分貸地代金・小作米覚） （明治20年力） 横折紙・1通 12133

4．奉公人

12118横長半・1冊5月12日～6月25日（日雇人勤方覚）
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3．古沢家／3．経営／5．養蚕

5．養蚕

（桑切取・金円拝借依頼の書状、下書） （明治初年） 横切紙・1通 10432

記（蚕費割受取）　須永政義→古沢花三郎 明治8年9月2日 横切紙・1通 10194

明治八年七月三日ヨリ発蛾種附日誌（表紙）　本文な
　し

明治8年 竪紙・1枚 10430

桑苗仕訳証（八日市村渋谷倉蔵より買入分）　古沢花 明治13年8月9日 竪紙・1通 12607
三郎・新井嘉平　朱印・黒印

桑苗売渡之証　大麻生村　増田繁次郎→同村　新井嘉平 明治14年1月6日 竪継紙・1通 10626
黒印

記（桑代金受取）　大字藤田　藤田学三郎（寄居いわた 5月8日 横切継紙・1通 12072
や）→古沢花三郎

記（桑代金受取）　藤田（寄居いわたや）→飯嶋 5月12日 小切紙・1通 11674

（原紙代価金円拝借依頼の書状）　古沢花三郎→中村金 6月15日 横切紙・1通 10431
輔

（川原桑切取承知につき書状）　古沢→中村金助 6月18日 横切継紙・1通 10428

（蚕種ニツキ書簡）　古沢花三郎→倉沢金次郎 7月5日 竪紙・1通 10192

記（秋蚕種紙注文）　古沢花三郎 7月12日 竪切紙・1通 10232

（蚕種等見込み照会の書状、下書共）　古沢花三郎→田 7月16日 横切紙・2通 10464
部井

書簡（秋蚕種商人紹介ニツキ）　島野金四郎→古沢花三 8月6日 竪切紙・1通 10231
郎　赤罫紙

（蚕種販売・借用金返済猶予ニツキ書状）　金四郎→お 8月17日 竪紙・1通 12172
よし

（蚕種持参依頼の書状）　古沢→小川 8日 横切紙・1通 10460

（工作物寸法覚）（蚕種催青箱力） 竪切紙・1通 10242

（肥料・毒薬覚） 竪紙・1通 10243

（蚕種・生糸・出踊産額見込み照会状、下書） 横切紙・1通 10427

記（繭収穫高力） 小切紙・1通 10447

（蚕種景状照会の書状、下書）　古沢花三郎 横切紙・1通 10451

（注文品物無之につき書状、下書） 横切紙・1通 10456

（蚕種依頼の書状） 小切紙・1通 10458

（桑畑引受後々ノ吉凶）　鼠色紙 小切紙・1通 10615

養蚕見聞録　古沢花三郎　表紙のみ 竪紙・1枚 10745

6．質店

（願書）　名主清吉・親類林蔵・名主栄治郎→当組合惣代衆 安政4年8月 竪継紙・1通 11248
中　前欠、質屋渡世願書か

（農間質屋渡世相始度願書）　名主清吉・親類林蔵→関東 安政4年8月 竪継紙・1通 11249
取締出役　前後欠
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3．古沢家／31経営／6．質店

質物帖　表紙のみ 万延元年閏3月 横長美・1冊 11006

質品請出し証　品主田中伝次郎、相分田中藤七、与合平川 明治12年5月11日 竪紙・1通 10555
平造・江原松太郎→古沢花三郎　黒印3

記（質物覚） 明治12年11月 横折紙・1綴（未編、11007
綴）

上納書（不正質品）　大麻生村質渡世古沢花三郎→熊谷 明治13年7月29日 竪紙・1通 10630
裁判所長代理心得判事補和田正敬　黒印

証書（単物質入金円借用）　大麻生村　藤野徳次郎→同 明治13年10月15日 竪紙・1通 12323
村　古沢花三郎栂印

記（蚊帳等質流ニツキ）　石原村　佐藤佐吉→大麻生村 明治19敏月14日 横切紙・1通 12340
石田字八鼠色紙

記（質品預ニツキ）　古沢花三郎→田中伝次郎・松本源三 卯年5月11日 横折紙・1通 10399
郎

記（質物預ニツキ）　三ケ尻村質屋　真下文→武体村 未年3月20日 竪切紙・1通 10617
中島半七　朱印

（質出入り覚、断簡） 竪紙・1通 10408

別取帳 横折紙・1通 11025

7．貸借覚・取調

地所書入金借 松本源三郎→久保嶋村 森田為吉 （明治）初年5月15日 竪紙・1通 10409

記（未ノ十二月貸し元利覚） （明治5年ヵ） 横切紙・1通 10225

記（借用金の一部返済）
　村　金井伝十郎　黒印

大麻生村 古沢花三郎→高畑 明治12年3月15日 竪紙・1通 13171

記（用立金覚） 明治12年～14年 横折紙・1通 11008

記（用立金覚） 明治12年～M年 横折紙・1通 11009，

記（立替金勘定） 明治13年3月 横折紙・1通 11544

記（米貸与ニッキ） 明治13年11月20日 横折紙・1通 11029

記（貸金元利覚） 桃色罫紙 （明治13年ヵ） 小切紙・1通 10611

記（金円預ニツキ、写） 余白に覚書あり 明治15年1月11日 竪紙・1通 11024

記（村費用立金覚） 明治15年 横折紙・1通 11010

記（用立金20円受取） 大麻生村 馬場丹次郎→古沢花 明治17年1月23日 竪紙・1通 12149
三郎

記（借用金返済日限日延願） 板井村　笠原栄助→大麻 （明治）17年1月24日 竪紙・1通 12377
生村　古沢花三郎　黒印

（貸金元利覚） 古沢花三郎→新井喜平 明治17年2月20日 横折紙・1通 11028

記（金2円50銭受取） 大麻生村 古沢花三郎→萱場村 明治19年8月27日 竪切紙・1通 12352
伊藤甚三郎　黒印

記（立替内金受取） 榛沢郡萱場村 大島轡市→大麻生 明治19年11月22日 竪切紙・1通 12343
村　古沢花三郎　朱印

記（金11円受取） 古沢花三郎→馬場福松 明治24年5月10日 竪切紙・1通 11581
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3．古沢家／3．経営／7．貸借覚・取調

（貸金・抵当土地覚） （明治年間） 横切紙・1通 11552

記（貸金勘定）　単位二円 辰年5月 横折紙・1通 12144

覚（貸金利子覚）　糊継剥離・後欠 巳年5月24日～午年2月 横切継紙・1通 12174
16日

覚（貸金利子覚） （巳年9月） 横切継紙・1通 12361

記（元利金勘定）　劣化大 午年12月 横切紙・1通 12257

覚（元利金ニツキ） 午年 横折紙・1通 10402

（貸借元利金書上、断簡） 午年 横切継紙・1通 11098

（金額差引覚）　前欠、鼠色紙 正月4日 横切継紙・1通 11023

口上（借用金返済ニツキ）　須永善三郎→古沢清吉　鼠 4月30日 横切継紙・1通 11483
色紙

（米代・松苗代借金等覚）　単位＝円 4月 横折紙・1通 12413

金銀出入覚帳 6月12日 横長半・1冊 11150

（借用金返済日延願ノ書状）　学校　渡辺→中郷　古沢 7月17日 竪紙・1通 12119

（借用金依頼ノ書状）　伊佐山和平→古沢花三郎 8月 竪紙・1通 12098

（金円拝借依頼の書状）　古沢花三郎→松本弁太郎　鼠色 9月6日 横切継紙・1通 10376
紙

記（借用金返済・利金勘定改）　鼠色紙 10月11日 横切紙・1通 12132

（難渋ニッキ金200疋合力依頼ノ書状）　大久保上野介10月20日 横切継紙・1通 12515
内　宇津平次郎→大麻生村　古沢清吉　糊継剥離、包紙
あり

覚（金円ニッキ） 竪紙・1通 10403

（金円覚、断簡） 小切紙・1通 10413

記（小川幸年分借金ニツキ） 小切紙・1通 10439

記（小川幾太郎分借金ニツキ） 小切紙・1通 10440

（借用金覚、雛形） 竪切紙・1通 10730

当座覚（金銭貸借等） 横長半・1冊 10747

記（元利金覚）　紫罫紙 横切紙・1通 10765

覚（元利金書上）　後欠 横切紙・1通 10968

（貸金覚） 横折紙・1通 11084

（恩借返済遅延ノ書簡、下書）　赤罫紙 竪紙・1通 11100

（借入金返済遅延ニツキ書状、下書）　青罫紙 竪紙・1通 11104

（金子融通依頼ノ書簡） 竪紙・1通 11813

覚（元利金覚）　元利25両余 横切紙・1通 12176

（借用金等ニツキ書状、下書） 竪紙・1通 12204

記（貸金利金覚） 竪紙・1通 12251

記（元利金勘定） 横切紙・1通 12255
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3．古沢家／3，経営／7．貸借覚・取調

記（借金抵当田反別・地価書上） 小切紙・1通 て2264

覚（時借金ニツキ、下書） 竪紙・1通 12363

（付箋、貸し米返済定約ニッキ） 小切紙・1通 12442

貸金催促之訴（写、原告人秋田県北秋田郡大飽町塙熊
　治、被告人北秋田郡板沢村富樫千代松）

竪紙・1通 12554

8．借用証文

借用証文之事（金20両借用）　大麻生村借用人古沢花三 明治4年3月 竪紙・1通 12169
郎→同村　伊佐山文八　返済済、黒印

入置申借用証書之事（下書）　→古沢花三郎 明治8年2月5日 竪切紙・1通 10471

入置申預り証書之事（下書）　裏面に時刻覚あり 明治8年 竪紙・1通 10469

入置申借用証文之事（下書）　東京府下第一大区＋小区 明治9年10月23日 竪紙・1通 10670
木挽町一丁目　借用人白羽三十郎→大麻生

借用証文之事（金85円余）　大里郡大麻生村借用人松本 明治10年12月19日 竪紙・1通 11959
弁二郎・同古沢花三郎外2名→同村　西山茂八　証券界紙、
黒印

入置申確約証文之事（下書） 明治10年 竪紙・1通 10484

物品抵当借用金之証（雛形）　　r官許第二類証書文紙」 （明治11年ヵ） 竪紙・1通 11517
「明治十一年十一月二十五日出板御規則之通御印紙貼用可
致者也」「長野県平民上野国群馬郡高崎駅宮元町第壱番地
寄留編輯兼出板人塩入儀太郎」

入置申金子借用証文之事（金180円借用）　大里郡大麻明治13年第10月2日 竪紙・1通 12250
生村　借用人新井奥太郎外1名→同村　古沢花三郎　劣化
大

入置申金子借用証文之事（金50円）　大里郡大麻生村 明治13年第12月15日 竪紙・1通 12142
借用人古沢花三郎、引請証人松本弁太郎→同村　新井佐
次郎　5銭分印紙貼付、黒印

入置申金子借用証文之事（金50円、下書） （明治13年ヵ） 竪紙・1通 12143

証（借金ニツキ）　古沢花三郎→新井房五郎　黒印 明治M年閏6月30日 竪紙・1通 11169

借用証文之事（金10円）　大里郡大麻生村　借用人古沢 明治16年1月11日 竪継紙・1通 12155
花三郎→大里郡熊谷駅伊佐山栄蔵　糊継剥離

借用証　古沢花三郎→古沢善左衛門 明治16年8月2日 竪紙・1通 11166

入置申借用証文之事（金23円余）　大里郡大麻生村借 明治17年1月24日 竪紙・1通 12150
用人馬場丹次郎、同村引受保証人古沢花三郎→同郡小島
村　塩田広太郎

仮約証（借金返済ニツキ）　大麻生村　古沢花三郎→栗 明治19年正月15日 竪折紙・1通 11268
原義方

預り金之証（金50円借用）　榛沢郡藤沢邨大字境　預り 明治22年5月17日 竪紙・1通 12295
人本人新堀良策→大里郡大麻生邨　古沢花三郎　　「埼玉
県榛沢郡人見村聯合戸長役場」入り青罫紙

借用証（金15円借用）　古沢花三郎→金子光廣朱印 明治23年2月9日 横切紙・1通 12182

金員借用証書（金25円）　借用人大麻生村　古沢花三郎 明治24年7月31日 竪紙・1通 11605
→八基邨　渋沢開三郎　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡
蚕糸業組合事務所」入り紫色罫紙、返済済み抹消、2銭証
券印紙貼付、朱印
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3．古沢家／3経営／8、借用証文

金員借用之証（大麻生共有金より借用、写）　大里郡 明治24年9月22日 竪紙・1通 11977
大麻生村大字大麻生　金員借用主古沢花三郎外1名→大里
郡大麻生村大字大麻生　共有金積立担当人　金173円

延期証（借用金返済延期、下書）　大字大麻生負債主古 明治24年12月 竪紙・1通 11643
沢花三郎→第九十五国立銀行　代理人廣田実

借用証書（金10円）　大麻生村大字大麻生　古沢花三郎 明治25年1月7日 竪紙・1通 11670
→同村大字川原明戸　高橋平五郎　封筒あり　（封筒と本
文は不一致）

証（金50円借用）　古沢花三郎→藤田善作　朱印 明治25年8月29日 竪紙・1通 12184

証（金100円借用）　古沢花三郎→藤田善作　朱印 明治25年10月9日 竪紙・1通 12183

証（金5円借用）　瀧澤文八→古沢花三郎　黒印 明治25年10月27日 竪紙・1通 12194

金員借用証（金20円）　大里郡大麻生村大字大麻生村第 明治25年12月6日 竪紙・1通 12217
八拾四番地　借用主古沢花三郎→榛沢郡深谷町　大谷藤
三郎　朱印、2銭分印紙貼付

記（金5円借用）　渡博文→古沢花三郎　黒印 明治26年1月8日 竪切紙・1通 12230

証（金20円借用）　古沢花三郎→飯塚吉五郎　朱印 明治26年5月9日 横切紙・1通 11826

仮証（金50円借用）　古沢花三郎→石川三十郎　朱印、 明治26年12月27日 竪紙・1通 12191
青罫紙

仮り預り金証（金100円借用）　榛沢郡中瀬村嶋崎粂治・ 明治27年1月10日 竪紙・1通 11677
石川三十郎→大里郡大麻生村　古沢花三郎

借用証書　古沢花三郎→増田久助　青罫紙、朱印、筆にて 大正2年9月2日 竪紙・1通 1056喋
大きく×の抹消あり

記（金5円借用）　古沢花三郎→田島茂三郎　朱印 3月29日 小切紙・1通 12384

借用証文之事（下書、金1円50銭）　大里郡大麻生村借5月5日 竪紙・1通 12109
用人・引請証人

証（米代金借用ニツキ）　古沢花三郎→飯田太玄　黒印 6月26日 竪切紙・1通 11565

（借用証文）　前後欠 竪継紙・1通 11020

連借用金証書（大麻生村内土地抵当にて金850円借用、 竪紙・1通 11559
後欠）

借用金年賦返済約定証書（下書、金84円）　途中まで 竪切紙・1通 11639
記載

入置申金子借用証文之事（金75円、雛形） 竪紙・1通 12156

9．元利金取立・請取

記（用立金元利受取） 大麻生村　古沢花三郎→同村 （明治）11年第1月2日 竪紙・1通 12305
井上仁三郎

記（用元金元利受取） 高田冨作→古澤嶋吉 明治11年9月 横切紙・1通 12543

記（利子金請取） 伊佐山悦次郎→古沢花三郎 桃色罫 （明治）14年2月17日 横切継紙・1通 12303
紙、黒印

記（利子金受取） 石原村　松崎勝助→大麻生村 古沢 明治14年7月2日 竪切紙・1通 12345
花三郎　黒印

記（用立金元利受取） 新井房五郎　朱印 明治14年10月4日 竪紙・1通 12325

証（用立金利子受取） 新井宇八→古沢花三郎 黒印 明治17年1月28日 竪切紙・1通 12338
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証（村積立金利子受取）　久保島村惣代　森田格造→大 明治19年2月1日 小切紙・1通 12344
麻生邨　古沢花三郎

記（用立金利子受取）　大麻生村　馬場菊五郎→同村 明治22年1月1日 小切紙・1通 12356
古沢花三郎

記（用立金利子受取）　岡田清三郎→古沢花三郎 （明治）28年8月2日 小切紙・1通 11997

覚（質物元利受取ニツキ）　友左衛門→古沢清吉 3月 横切継紙・1通 10296

a古沢家／3．経営／9．元利金取立・請取

　　10．米・立木等売買

（栗木・菜種・米等代金覚）　綴じ紐切レ、前欠ヵ （明治8年） 横半半・1冊 11671

約定証書之事（両人商法申合）　古沢花三郎・馬場伊勢 明治13年10月20日 竪紙・1通 12608
次郎　黒印

対談約定証（林立木売却につき）　男会郡板井村笠原 明治14年正月2日 竪紙・1冊 12609
栄太郎→大麻生村　古沢花三郎　黒印

槙売渡記　斉藤嘉藤治・→古沢花三郎　r証券界紙」入り茶明治14年1月26日 竪切紙・1通 11235
罫紙、黒印

立木売渡証書事（宅地内立木売渡）　武蔵国旙羅郡久 明治14年3月15日 竪紙・1冊 12614
保島邨第六番地　売渡人清水谷次郎外6名→同国大里郡大
麻生邨　古沢花三郎　青罫紙、22銭分印紙貼付

菜種売渡証書　井上仁三郎→古沢花三郎黒印 明治14年3月23日 竪紙・1通 11236

請取証（米・蚕むしろ）　河原明戸村飯田利平→古沢花 明治14年5月9日 竪紙・1通 10214
三郎　黒印

カシ井板枝買請証文之事　旙羅郡三ヶ尻村木品買請人野 明治14年9月24日 竪紙・1通 11726
口長次郎・同堀口弥太郎→大里郡大麻生村　古沢花三郎
1銭印紙貼付、朱印1、黒印1

記（櫻代金請求）　幡羅郡妻沼村　投票人　逸見勝衛 明治14年11月20日 竪紙・1通 11982
朱印

投票（樫代金上納）　旙羅郡妻沼村　長谷川富太郎　朱 明治14年11月30日 竪切紙・1通 11985
印

東京気配細調物価表　東京蛎殻町谷崎久右衛門・久平衛 明治15年4月25日 竪紙・1通 10999
活版

（相場連絡、面談依頼状）　r山商店→古沢花三郎 明治25年12月6日 ハガキ・1通 10826

証（米価相場ニツキ約定）　新井健吉→古沢花三郎 明治25年12月23日 竪紙・1通 10802
「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡蚕糸組合事務所」入り紫
罫紙

（米相場連絡、注文依頼状）　r山商店→古沢花三郎 明治26年1月10日 ハガキ・1通 10835

（相場連絡）　r山商店→古沢花三郎 明治26年1月20日 ハガキ・1通 10839

（相場連絡）　r山商店→古沢花三郎 明治26年2月1日 ハガキ・1通 10840

（米相場連絡、注文依頼状）　r山商店　シバタ→古沢 明治26年4月4日 ハガキ・1通 10824
花三郎

証（立木地料受取）　玉万村字久保嶋　清水きく→大里 明治26年9月22日 竪切紙・1通 12341
郡大麻生村　古沢鼻三郎　朱印

（ママ〉

記（白米代金請取）　近江屋孫八→古沢花三郎 （明治）27年第5月11日 小切紙・1通 12396

証（米代金40円受取）　安部直喜（深谷永徳屋）→古沢 （明治）27年5月15日 横切継紙・1通 12080
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3．古沢家／3．経営／10。米・立木等売買

花三郎

（米売買取引覚） （明治32年ヵ） 横折紙・1通 12138

（米相場書、前場第1節）　熊谷米穀取引所仲買人株主 （明治年間） 小切紙・1通 11910
蓮沼為四郎

送り状（俵莚送付）　横見郡北吉見村　森源三郎→大里 巳年4月4日 竪切紙・1通 11526
郡大麻生村　古沢花三郎

覚（大豆・米等請取）　妻沼河岸　三沢市右衛門→大麻生 巳年12月25日 横切継紙・1通 10538
村　清吉・三郎兵衛

（大豆受取覚）　江森三＋郎→古沢清吉 申年10月2日 小切紙・1通 12365

（米俵数覚） 申年 小切紙・1通 12446

（清吉分御蔵大豆四俵受取）　妻沼河岸　市右衛門（三 酉年9月29日 小切紙・1通 12097
沢）→弁太郎・惣治郎

覚（米代金差出）　武州深谷町永徳屋直吉→古沢 1月2日 小切紙・1通 12389

（相場連絡）　r山商店→古沢花三郎 1月9日 ハガキ・1通 10836

記（白米代金請取）　近江屋孫八→古沢花三郎 第5月 小切紙・1通 璽2399

記（柾目代金請取） 6月2日 小切紙・1通 11086

（駄数覚） 6月 横切紙・1通 12249

（玄米弐俵売却依頼の書状）　川原明戸村　来間定典→ 7月5日 竪紙・1通 10629
古沢花三郎

（米代金調）　宇筒伊兵衛→藤原幸吉　前欠 8月晦日 横切紙・1通 11039

記（金銭米出入覚） 10月1日～旧正月7日 横長美・1冊（未編12120
綴）

記（樹木勢定覚） 10月25日 竪切紙・1通 11673

（洋銀買入占い）　罫紙、切断 小切紙・1通 10189

覚（代金受取）　常八郎→辰五郎 小切紙・1通 11076

（市場高低ニツキ書状）　後欠 横切継紙・1通 11261

（収穫物購入依頼の書状） 横切継紙1通 11262

（材木売買代金覚） 竪紙・1通 11535

（久保島村清水善次郎宅地内槻代価ニツキ覚） 竪紙・1通 11562

約定帳（表紙のみ、槻木売払一件ニツキ）　青色紙 横切紙・1通 11568

（米相場書）　熊谷米穀取引所　仲買人株主蓮沼為四郎 小切紙・1通 11632
用紙は活版印刷

（米相場書、前場第二節）　熊谷米穀取引所仲買人　株 小切紙・1通 11911
主　蓮沼為四郎

（米相場書、前場第三節）　熊谷米穀取引所仲買人株 小切紙・1通 11912
主　蓮沼為四郎

（先物売買暗号電報ニツキ書状）　後欠 横切紙・1通 12059

（米代金覚） 横折紙・1通 12121

川原明戸村来間定典□□証文　包紙、破損 竪紙・1通 12146
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3．古沢家／3．経営／1砿米・立木等売買

（穀類勘定）　青罫紙 竪切紙・1通 12165

（付箋、「東京諸営業員録 一名買物手引」） 小切紙・1枚 121．80

記（材木代金覚） 横折紙・1通 12283

11、頼母子・講

相続講連名帳（大麻生村正光寺）　世話人古沢栄二郎・ 慶応元年12月吉日 竪紙・1冊 11960
会主正光寺外6名

記（講掛金受取）　セハ人→古沢花三郎 （明治8年ヵ）3月27日 竪切紙・1通 12170

記（頼母子精算につき）　古沢花三郎→古沢定六、相分 明治10年4月15日 横折紙・1通 10487
古沢善右衛門、組合奥野伊八

（新井家火災以来困窮ニッキ相続講発起決定書、下書） 明治10年12月11日 竪紙・1冊 12011
会主新井団太郎外4名、世話人新井清太郎外4名

記（講割り返し金請取）　大麻生村古沢光義→古沢花 明治11年4月19日 小切紙・1通 12346
三郎

記（神谷勘二郎発起頼母子金預リニツキ）　古沢花三 明治12年4月13日 横切継紙・1通 10618
郎→川原明戸村　新井栄治　朱印

入置申一札之事（頼母子当圃交換ニツキ）　松本弁太 明治12年9月10日 竪紙・1通 11237
郎・馬場友三郎→頼母子世話人一同　　「証券界紙」入り茶
罫紙、黒印

記（頼母子金勘定）　古沢花三郎・新井清太郎 明治13年2月9日 横折紙・1通 11234

記（相続講金3円50銭余請取）　　（相続講世話人）→大 （明治）13年12月6日 横切紙・1通 12134
麻生村　古沢花三郎

記（講掛金等書上）　会主三ヶ尻村　野口長次郎→大麻 明治16年4月12日 竪切紙・1通 12135
生村　古沢花三郎　代松本彦次郎

記（頼母子講一口貰請ニツキ）　大里郡武体村右頼母 明治16年9月22日 竪紙・1通 11979
子集金貰請人中島半七外3名→全郡大麻生村譲り主古沢花
三郎　黒印

記（八会目講金受取）　石川銀次郎頼母子世話人　→古 （明治）17年9月22日 竪切紙・1通 12335
沢花三郎

記（頼母子掛金受取）　原嶋村新嶋次兵衛代清水文 （明治）18年11月28日 竪切紙・1通 12353
之助→大麻生村　古沢花三郎　朱印

記（頼母子講掛金受取）　大麻生村　馬場重平→同村 明治19年9月20日 竪切紙・1通 12355
古沢花三郎　青罫紙、黒印

証（家産相続講金15円受取）　本講担当人大里郡御正村 明治26年3月19日 竪切紙・1通 12262
大字押切　馬場茂十郎外1名→大里郡大麻生村　古沢花三
郎　活版、朱印、1銭印紙貼付

証明書（頼母子講掛金44円）　神谷勘次郎発起頼母子世 明治26年6月28日 竪紙・1通 11892
話人新井清太郎・古沢花三郎→神谷多四郎　青罫紙

兵益講人名（加入者名前書き上げ） （明治年間） 横折紙・1通 116肇4

記（講金受取）　会主吉松茂三郎（武州広瀬村）→古沢花 11月20日 竪切紙・1通 12350
三郎

第十六回目頼母子金前払込取集メ覚　青罫紙、朱印 横折紙・1通 10564

（頼母子発起人・世話人覚） 竪切紙・1通 10989

（講掛金勘定） 横折紙・1通 11557
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3．古沢家／3経営／11頼母子・講

永久講積立金規則　会主佐藤徹造外6名 木版刷（青色）、 横切紙・1通 11601
朱印4、黒印3、単位＝円銭

須影村月参頼母子（参加者名前） 横折紙・1通 12136

方法書改正（頼母子講籔金につき） 活版印刷 小切紙・5通 12491

12．藍

（藍・木綿種代金外勘定） 明治16年4月18日 横切紙・1通 11497

13．茶

（茶製法覚） （明治初年） 竪紙・1通 10246

4．古沢花三郎

1，日記

（日記書抜） 明治25年3月1日～31日 竪紙・1通 11648

（日記書抜） （明治25年ヵ）4月7日 竪紙・1通 11642
～4月30日

2．覚・届・建議

（惣髪保護論〉　前後欠 （明治初年） 竪紙・1通 10286

（外国交際ニッキ建言、下書） （明治初年） 竪紙・1通 10375

紀元節ヲ祝スルノ文　古沢瀞紀元二千五百三十七年 明治10年4月3日 竪紙・1通 10287

印鑑証明願　古沢花三郎→大里郡大麻生村連合戸長　須永 明治21年1月 竪紙・1通 10250
政義　黒印

頼信紙（具申中止連絡）　函館元町　松崎定四郎→古沢 3月11日 竪切紙・1通 10915
洋紙

（織物業振作論）　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡役所」 竪紙・1通 壌0336
入り青罫紙、前後欠

（勧業ニッキ建言書案）　古沢花三郎青罫紙、’両面に記 竪紙・1通 10350
載

（蚕種製造につき建言、下書） 竪紙・1通 10454

売薬税ヲ廃スベキ論（下書） 竪紙・1通 10546

（官民共同に文学を学ぶべき論、下書） 竪紙・1通 10547

（北海道移民腹案につき書状）　青罫紙 竪紙・1通 10563

取引所設置費予算　コンニャク版紙 竪美・1通 10633

（随習改良建言、断簡） 竪紙・1通 10739

（建言書、下書）　前欠 竪紙・1通 11040
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3．古沢家／4。古沢花三郎／2．覚・届・建議

（日本と欧米の貧富比較論、下書）　青罫紙、途中まで 竪紙・1通 11103
記載『

（熊谷等地名書上） 竪紙・1通 11122

兵事掛増員ノ儀建言（下書） 竪紙・3通 11493

森林論　下書、後欠 竪紙・1通 11591

（銀貨問題ニツキ建議案、下書）　青罫紙、同一内容の 竪紙・2通 11661
下書1通含む

（親睦会演説草稿、下書）　青罫紙 竪紙・2枚 11999

建言書（村会議員選挙名簿調製ニツキ、控） 竪紙・1通 12210

（村会議員選挙名簿調製ニツキ建言書、下書）　前欠 竪紙・1通 12211
（破損）

（重軽罪裁判訊問ヲ受ケタル村会議員解職ニツキ建言、 竪紙・1通 12212
下書）　冒頭部分のみ記載

（森林薪材供給ニツキ意見書、下書）　後欠 竪紙・1通 12496

荒川堤延長工事御施行之儀二付申請（大字広瀬堤） 竪美・1通 12603
（大麻生村）　青罫紙

4．大麻生堰用水組合

以書付奉上申候（玉井・大麻生堰普請中湊方差支ニッ 明治14年4月4日 竪紙・1通 11553
キ、写）　奈良堰組合村惣代旙羅郡中奈良村野本彦八郎
外2名→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡長児玉親広

（用水番人覚） 明治20年4月 横長半・1冊 12254

（玉井大麻生両堰廿三年度諸式代・人夫賃銭総額書上） 明治23年12月11日 竪紙・1通 ”512
郡役所検印済、「埼玉県大里郡大麻生村役場」入り青罫紙

大麻生堰用水路費額一覧表（明治11年～22年分） （明治23年ヵ） 竪紙・1通 12687

上申書（玉井・大麻生両堰工事箇所ニツキ、控）　男 明治26年2月27日 竪紙・1通 12286
会郡本畠村大字本田　惣代神山道連外6名擁郡長

陳情書（大麻生堰樋管前砂利置土取払工事ニツキ、下 明治26年4月28日 竪紙・1冊 12682－1
書）　工事請負人古沢花三郎→大麻生堰組合各大字田主
総代御中　青罫紙、12682－1と2は1綴

（大麻生堰樋表揚砂利取払工事請負ノ件ニツキ書状） （明治26年ヵ）4月29日 竪紙・1冊 12682－2
古沢花三郎→秋山金四郎　青罫紙

川除工事施行之儀二付請願（下書）　荒川北縁通　大 明治27年1月 竪紙・1綴 11720
里郡大麻生邨大字大麻生人民惣代　青罫紙

上申書（成田堰工事差止ニツキ、下書）　大里郡大麻 明治36年5月12日 竪紙・1通 11473
生村大字大麻生　人民総代伊佐山悦次郎・増田栄三郎・飯
田大助→埼玉縣知事木下周一　青罫紙

（普請人足賃金勘定）　馬場重平→古沢花三郎 8月29日 横折紙・1通 11560

（用水地経費覚、断簡）　r大麻生記」入リ青罫紙 竪紙・1通 11051

奈良堰組合新旧反別増減調　　r埼玉縣大里郡役所」入り 竪紙・1通 11470
青罫紙

（川普請用材人足賃金等覚） 竪紙・1通 11532

（用水普請等につき取決）　前後欠 竪紙・1通 11534
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3．古沢家／4．古沢花三郎／4．大麻生堰用水組合

（堤普請用材人足賃金覚） 横折紙・1通 11540

（賃銭覚） 横折紙・1通 11541

（用水堰ノ件ニツキ国会、大蔵大臣請願書提出覚） 横切継紙・1通 11602

用水路堀割費御救助願（下書）　荒川通大麻生堰組合6 竪紙・1通 11723
ケ村

為讐鯉契轡慰通玉井’大麻生両堰用水弓1入 竪美・1通 11844

改修工事御施行哀願書（書類入袋）　明治17年日付入 袋・1袋 11923
リ文書の紙背を利用

（渇水ニッキ水配取極覚） 竪紙・1通 12017

（堰普請につき覚）　前欠 竪切紙・1通 12440
（ママ）

大麻生堰用水径費分担法方ノ沿革（下書）　青罫紙 竪紙・1綴（未編綴） 12506

乞馨定要旨（用水路引入口開墾ニツキ） 竪紙・1通 12671

石原村廣瀬村明戸村右三ヶ村取申候新堀証文（包紙） 竪紙・1通 12741

5．地租軽減請願

竪紙・1通

竪紙・1通

10948

11513

（地租軽減請願書、断簡）

請願理由（用水労費のため地租低減願、前後欠）
　（大麻生堰用水組合町村田主共）　青罫紙、白紙共

6．国有地下戻訴訟

大里郡男会村大字赤浜地内公有河原地拝借願ノ図 図 竪切紙・1通 10635
面なし

（少林寺元寺領国有林下げ戻し願、下書） 青罫紙 竪紙・1綴（未編綴〉 12081

7．養蚕組合

覚（蚕種代金請取）　宮城県角田郡いせヶ森長次郎代 明治17年9月26日 竪紙・1通 12342
湯村大吉→埼玉県大麻生村　古沢花三郎　黒印

（養蚕組合規約、下書） 竪紙・1通 10982

8．郡役所

河岸場荷物出入商其他取調二付出張之儀伺（下書） （明治初年） 竪紙・1通 10347
「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡役所」入り青罫紙合議用
紙、後欠、空欄に建言案文あり

（桑苗及び栽培法提出依頼書） （明治初年） 小切紙・1通 10363

（東京日々新聞購読願）　大麻生村　高田佐五左衛門→埼 明治13年1月29日 竪紙・1通 11747
玉県大里・旙羅・榛沢・男蓑郡役所　黒印

（勧業試験場、商事会話所設置等の建言〉　　（郡役所） 明治14年11月9日 竪紙・1冊 12692
「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り赤罫紙
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3．古沢家／4．古沢花三郎／8．郡役所

明治十四年生木綿織物調（下書）　　r埼玉県大里・旙羅・（明治14年） 竪紙・1通 12696
榛沢・男裏郡役所」入り赤罫紙

各地距離里程調（今市村より）　男食郡今市村戸長梅 明治15年1月 竪紙・1通 12095
沢信政　朱印

船欝薯墜塊淫狸酬聾悔轟潔合二鵜蕨 明治15年6月5日 竪切紙・1通 12577

里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り赤罫紙

御届ケ書（盗伐・立枯なし）　大里郡楊井村　監守人橋 明治15年第7月2日 竪紙・1通 11816
本又六→埼玉県大里外三郡長児玉親広　黒印

十五年六月分報告（米麦等価格）　＋二農区委員新田斎 明治15年7月3日 竪紙・1通 10592
作→埼玉県大里外三郡長児玉親広　青罫紙、黒印

御届書（官林状況ニツキ）　大里郡三本村官林監守人志 明治15年7月7日 竪紙・1通 10591
村久八→埼玉県大里外三郡長児玉親広　黒印

（勧業掛宛書類）　熊谷駅戸長役場→大里外三郡役所勧業 明治15年7月20日 封筒・1通 10695
掛　封筒のみ

（郡役所出頭届）　大里郡楊井村戸長大沢彦七 明治15年8月 竪紙・1通 11080

（看病のため欠勤届）　住田→古沢外1名　診断書（熊谷 明治15年9月20日 横折紙・1綴 10249
病院長　坂本章、竪紙、青罫紙）あり

（絵画共進会出品の内歴史画に関する規則につき達） 明治15年10月19日 竪紙・1通 12498
大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所→吉田明軌　「埼玉県大里・
旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り赤罫紙

（勧業掛宛書類）　農産共進会埼玉県委員→大里外三郡役 （明治15年ヵ）11月12 封筒・1通 10272
所勧業掛　本文なし 日

（支社設立願書持参控）　榛沢郡新戒村平民村岡吉五郎外 （明治）15年12月14日 竪紙・1通 12725
7名代兼　東京三陸産馬養商会社社長服部武左衛門代理
東京府深川区富岡門前町六拾四番地平民戸塚大八郎→
（郡役所）

万吉村官林枯木払下之義伺（下書）　　（主任住田周三 明治15年12月20日 竪紙・1通 1．1992

郎）→（郡長）　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡役所」
入り青罫紙、途中まで記載

記（浦和共進会出品目録等書類提出ニツキ出頭届） 明治15年12月21日 竪切紙・1通 12077
大里郡平塚新田村　戸長中嶋忠明

記（共進会出品申告書上納ニッキ郡役所出頭届）　榛 （明治）15年12月22日 竪切紙・1通 11491
沢郡桜沢村　飯島君三郎

本県へ進達添書案（新戒村村岡吉五郎ら新井村へ馬匹
　羅売支社開設願書、原議書写）　→郡長　r埼玉県大

明治15年12月28日 竪紙・1通 12726

里・旙羅榛沢・男食郡役所」入り青罫紙

明治十五年作毛成熟概況（大里・旙羅・榛沢・男裏郡、
　下書）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡役所」入り赤

（明治15年） 竪紙・1通 12093

罫紙

明治十五年一月一日現在牛馬表（大里郡各村）　　r埼（明治15年） 竪紙・1通 12096
玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り青罫紙

明治十五年作毛成熟概況（大里・旙羅・榛沢・男会郡、
　下書）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男食郡役所」入り赤

（明治15年） 竪紙・1通 12695

罫紙

御届書（共進会出品書提出）　大里郡広瀬村　高橋幸助 明治16年1月31日 竪紙・1通 12502
→埼玉県大里外三郡長児玉親広

（勧業掛宛書類）　浦和町大山屋住田周三郎→大里外三郡 明治16年2月28日 封筒・1通 10369
勧業掛　本文なし
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3．古沢家／4．古沢花三郎／8．郡役所

（郡役所出頭屈）

　を下書きに使用
榛沢郡大塚島村 戸長森田周蔵 余白 明治16年3月23日 竪紙・1通 10364

10366竪紙・1通

10355

10356

10357－0

10357－1

竪紙・1通

竪紙・1通

2通一括

竪切紙・1通

10357－2竪紙・1通

10358

10360

10361

12242

12763

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

11983

12243

11079

12729

竪紙・2通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

11486

11487

11595

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1綴

11482竪紙・1冊

11468竪紙・1通

10914竪紙・1通

（官没地立木竹払下投票取消出願ニツキ回答案）　郡明治16年3月24日
　長代理　郡書記長谷部政連→北埼玉郡長諸井興久　　「埼
　玉県大里・旙羅・榛沢・男袋郡役所」入り赤罫紙、封筒あり

着到状（郵便物差立明細帳上納ニツキ）　榛沢郡上敷明治16年3月26日
　免村　重田伴郎

着到状（郵便物差立明細帳上納ニツキ）　大里郡楊井明治16年3月26日
　村　戸長大沢彦七

竹林拝借願

（竹林拝借願引直通知）　大里外三郡役所→榛沢郡新戒村明治16年3月26日
　戸長役場　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り赤

　罫紙

着到状（竹林拝借願ニツキ）　榛沢郡新戒村　戸長荒木明治16年3月30日
　元三郎

着到状（公用郵便物有無御届ニツキ）　大里郡上恩田明治16年3月26日
　村戸長原現作

着到状（牛馬現数表ニツキ）　旙羅郡善ケ島村　筆生羽明治16年3月26日
　鳥丈太郎　　「善ケ嶋村戸長役場」入り青罫紙

着到状（牛馬現数表ニツキ）　旙羅郡道ケ谷戸村　戸長明治16年3月27日
　鈴木浅太郎

（郡役所出頭届）　旙羅郡新島村　高田市太郎　　　　　明治16年4月16日

（郡役所出頭届）　榛沢郡西田村　筆生新井芳蔵　書類下明治16年4月16日
　書あり

（蚕業改良のため有志集談合解散案内）　勧業懸　r埼明治16年4月17日
　玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡役所」入り青罫紙

（官林木障伐願ニツキ郡役所出頭届）　旙羅郡下奈良村（明治）16年4月20日
　戸長代理筆生飯塚清太郎

（官林枯木御届ニツキ郡役所出頭届）　旙羅郡下奈良村明治16年4月23日
　官林監守人権田啓三郎

（旙羅郡で畜病炭疽熱発生ニツキ達）　埼玉県大里・旙明治16年5月10日
　羅・榛沢・男会郡長児玉親広→戸長役場　　「埼玉県大里・旙
　羅・榛沢・男裏郡役所」入り赤罫紙

（蚕種製造者無之届）　大里郡樋春邨　戸長平山仁太郎明治16年8月3日
　欄外注記「二十六　八月三日持参」

（公用郵便数差立明細表届）　大里郡樋春邨　戸長平山明治16年8月3日
　仁太郎　欄外注記「二十七　八月三日持参」

病気二付御暇免願　郡書記古沢花三郎→埼玉県大里・旙明治16年8月21日
　羅・榛沢・男裳郡長児玉親広　医師診断書添付、地部破損

（農事通信報告ニツキ請書）　榛沢郡桜沢村　戸長代理明治16年11月14日
　筆生内田金平外10名　　「埼玉縣大里・旙羅・榛沢・男裏郡役・

　所」入り赤罫紙

本罫上聖蓋難鷺騨騰編講藩蕪榛涯 明治16年12月12日

　男会郡役所」入り起案用紙

（郡役所出頭届）　榛沢郡宿根村　戸長野口八十郎　r埼 明治16年12月14日
　玉県榛沢郡宿根村戸長役場」入り青罫紙
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明書（繭改良ニツキ）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会（明治16年ヵ） 竪紙・1通 10263
郡役所」入り赤罫紙

品目録（白繭）　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡役所」（明治16年ヵ） 竪紙・1通 10264
入り赤罫紙

県勧業課へ通知案（新戒村竹林拝借願ニッキ、下書） （明治16年ヵ） 竪紙・1通 10359
「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り原議用青罫紙

県勧業課へ通知案（払下木代金ニッキ、下書） 明治16年 竪紙・1通 10362
「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡役所」入り原議用青罫紙

箋家金融閉塞ニヨリ肥料減少等農家情況取調、控） （明治16年ヵ） 竪紙・1綴 11196
「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り赤罫紙

治十六年麦菜種藍茶ノ景況（下書）　r埼玉県大里・ （明治16年） 竪紙・1通 12731
旙羅榛沢・男会郡役所」入り赤罫紙

気二付御願（3日間休暇願）　大里外三郡書記古沢花 明治17年2月13日 竪紙・1通 11564
三郎→埼玉県大里外三郡長児玉親広

日延願書（本県管内全図50部代価上納日延ニッキ） 明治17年2月26日 竪紙・1通 12260
熊谷駅　森市三郎→大里・旙羅・男袋・榛沢郡長児玉親広

甚勧業課へ通知案原議書、下書）　主任古沢花三郎→ 明治17年3月11日 竪切紙・1通 12427
郡長　「大里外三郡役所」入り青罫紙

京議書、下書）　主任古沢花三郎→郡長　天部フケ、 明治17年3月 竪紙・1通 12426
「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡役所」入り青罫紙

（官林下草刈所継年期願御指令御請書上納二郡庁出
頭届）　榛沢郡折之口村　官林下草刈取人惣代大屋長重

明治17年4月12日 竪紙・1通 10666

（養蚕掃立情況上申）　廣瀬邨　常見治四郎→熊谷郡 明治17年6月7日 竪紙・1通 11490
役所勧業掛　青罫紙、朱印、欄外注記「十九　六月十一
日　郵着」

昏沢花三郎宛書状）　→古沢花三郎 袋・1袋〔3通〕 11492－0

匿病注意書送付ニツキ書簡）　埼玉縣六等属山下盛治 6月20日 横切継紙・1通 11492一葉
→大里・旙羅・男裏・榛沢郡書記古沢花三郎　封筒あり

午内住民殿損ノ償方法ニツキ書状）　中村孫兵衛→大 （明治）17年6月19日 横切継紙・1通 11492－2
里郡役所古沢花三郎　封筒有、11492－1と同封

i入云々の件ニツキ明日召喚ノ旨書状）　北埼玉郡上 6月20日 横切継紙・1通 11492－3
ノ村　戸長秋元善之助　→大里外三郡役所古沢花三郎
緑色紙、封筒有、11492－1と同封

昊配郵便為替証書引換方通知）　郡役所→榛沢郡寄居 明治17年7月4日 竪紙・1通 11495
町郵便局　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り赤
罫紙

フ会郡畠山村害虫発生ニツキ出張届、下書）　r埼 明治17年7月29日 竪紙1通 10348
玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り赤罫紙、後欠、空
欄に建言案文あり）

裏郡畠山村瞑虫検査之儀復命（下書）　主任古沢花 明治17年7月31日 竪紙・1通 10351
三郎→郡長　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り
赤罫紙

害御届　飯塚村聯合戸長堀江庸寛→埼玉県大里外三郡長 明治17年8月9日 竪紙・1通 11986
巳玉親広　　「飯塚村聯合戸長役場」入り青罫紙

野共進会出品願書心得　郡役所勧業掛→血洗島聯合戸 （明治）17年10月27日 竪紙・1通 1歪987
長中　「埼玉県」入り青罫紙

（繭糸税上納ニツキ）　榛沢郡恩田村聯合戸長　津田 明治17年12月24日 竪紙・1通 10265
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