
3．古沢家／4．古沢花三郎／8．郡役所

幸吉→（大里・旙羅・榛沢・男蓑郡長）　青罫紙

記（申告書提出ニツキ）　旙羅郡妻沼村聯合　筆生田島 明治17年12月26日 竪紙・1通 10267
静老→（大里・旙羅・榛沢・男裳郡長）

（事務引継覚）　r埼玉県大里・旙羅榛沢・男裳郡役所」入 （明治17年ヵ） 竪紙・1通 10266
り青罫紙

明治十六年十二月現在調　大里郡会社　　r埼玉県大里・
　毛釆躍　末疾’口　田金釈2几一峠1　1　h宍駅素呼

（明治17年ヵ） 竪紙・1通 10268
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11496

竪切紙・1通

竪紙・1綴

竪紙・2通

竪紙・1通

陶磁器取調書（下書）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡（明治17年ヵ）
　役所」入り赤罫紙

客歳十二月下半期米価表　r入間郡役所」入り青罫紙、（明治17年ヵ）
　本文なし

果実疏菜産額表　男蓑郡秋山村　明治＋一年から＋六年ま（明治17年ヵ）
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（上野共進会出品取調にツキ書状、下書）　　r埼玉県大（明治17年ヵ）
　里・旙羅・榛沢・男褒郡役所」入り青罫紙

（戸長役場聯合後ノ新任戸長職務ニツキ照会、下書）　（明治17年ヵ）
　「埼玉県大里旙羅榛沢男裳郡役所」入り赤罫紙

十七年被害田圃下調（風水害被害）　　r埼玉県大里・旙（明治）17年
　羅・榛沢・男会郡役所」入り赤罫紙

巡回記事（大里郡石原村・大麻生村聯合・旙羅郡十五間（明治17年ヵ）
　村聯合・榛沢郡野ノロ村聯合）

記（米穀相場表御引換願提出ニツキ）　榛沢郡寄居町明治18年1月21日
　聯合戸長　萩野岩三郎→（大里・旙羅・榛沢・男裳郡長）

上野共進会出品解説書進達二付本県へ添書案（下書）　明治18年1月22日
　主査古沢花三郎→郡長代理　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男
　裳郡役所」入り赤罫紙

茶業組合二係ル出県旅費仕上　郡書記古沢花三郎→郡長明治18年5月11日
　児玉親広　赤罫紙

記（武蔵野村高野新松繭解説書提出ニツキ）　榛沢郡明治18年1月16日
　武蔵野村聯合戸長町田佐一郎→（大里・旙羅・榛沢・男袋郡
　長）

出品解説（繭）　日下部周光　青罫紙　　　　　　　　　（明治18年ヵ）

巡回日誌（大里郡熊谷宿・大麻生村聯合・榛沢郡拾六間（明治18年）
　村聯合外物産作況、貧困者調）　　r埼玉県大里’旙羅・
　榛沢・男裏郡役所」入り赤罫紙、「秩父暴徒事件」後の貧
　困者につき記述あり

埼隷鹸懸署蝶嬰繧羅羅縮手難（明治）23棚12日
　深谷町　古沢花三郎→時々新報社報告課御中

蚕種掃立枚数及製造額御届　榛沢郡寄居町大字末野八拾明治25年11月2日
　番地　製造人関根伊八→埼玉県知事久保田貫一

（大久保喜作兵主検査ニツキ除名取計依頼ノ書状）明治26年4月8日
　大久保彦衛門→古沢花三郎

（開場式執行ニツキ照会）　勧業掛→聯合共進会事務所午年ll月9日
　詰伊田関次郎　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡役所」入

　り赤罫紙
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3．古沢家／4古沢花三郎／8郡役所

（貴兄交代一件ニツキ書状）　長谷川→古沢　r埼玉県 2月19日 竪紙・1通 12153
大里・旙羅・榛沢・男裏郡役所」入り赤罫紙

記（牛馬取調書上納のため郡役所出頭届）　旙羅郡弁 4月23日 竪紙・1通 12410
財村　戸長大島弥久

（埼玉縣下十三郡ノ大小麦・裸麦・菜種・稲苗ノ景況、下
書）　深谷町　古沢花三郎→時々新報社報告課

5月12日 竪紙1綴（未編綴） 11418

記（明治十五年度後期官林下出料上納）　榛沢郡針ヶ 8月3日 竪紙・1通 11485
谷村　戸長小林義高　欄外注記「八月三日持参」

内伺（漂流物処分ニツキ、下書）　古沢花三郎→春山第 10月17日 竪紙・1通 11320
一課長

（明治13・14年分決算精算表作成指揮願ニツキ書状） 11月20日 横切紙・1通 12076
（須永）政義→古沢

本県庶務課へ照会案（布畦国渡航人ニツキ、下書） 竪紙・1通 10273
庶務掛→埼玉県庶務課　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡
役所」入り青罫紙

付箋（訂正下書）　本文から剥離 竪切紙・1括（2通） 10274

（郡長指令案下書力）　→熊谷宿戸長役場　r埼玉県大 竪紙・1通 10277
里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り赤罫紙

（代勤ニツキ覚、下書） 竪紙・1綴（未編綴） 10306

記（秩父山ノ樹林ヲ保護シ且原野ノ地二適応ノ樹木ヲ
　植付ル事等献策案）　郡長指令案あり

竪紙・1綴（未編綴） 40343

藍申告略書（下書）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役 竪紙1括（2通） 10354
所」入り青罫紙、2通貼付

（綿・米・生糸輸入増大に伴う国産品用途質問票） 竪紙・1通 10365
「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡役所」入り赤罫紙

（書類下書）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡役所」入り 竪紙・1括．（2通） 10367
赤罫紙

（書類下書）　　r大里外三郡役所」入り青罫紙 竪切紙・1通 10368

（大里郡・旙羅郡内名簿）　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会 竪紙・1通 10678
郡役所」入り赤罫紙、竹井淡如、根岸武香、須永政義等
あり

略説（水気と電、下書）　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳 竪切紙・1通 10699
郡役所」入り青罫紙

（共進会出品者等ニツキ依頼状）　青罫紙 竪切紙・1通 10710

（建物書入ニツキ雛形）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳 竪紙・1通 10718
郡役所」入り青罫紙

（郡役所出頭届）　劣化（フケ） 竪紙・1括（3通） 10755

（官林枯木払下関係封筒） 封筒・1括（4通） 11013

官地拝借料、官林下草料、御林拝借料収入簿　r埼玉 竪紙・1通 11081
県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り赤罫紙、表紙のみ

記（望月氏門下生の調査依頼、下書）　r埼玉県大里 竪折紙・1通 11263
郡役所」入り青罫紙

（大里郡漁獲高書上） 横切継紙・1通 11274

道路変更願（下書）　→埼玉縣知事　r埼玉縣大里郡役 竪紙・1綴（未編綴） 11326
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3．古沢家／4．古沢花三郎／8．郡役所

　所」入り青罫紙

位日腓！ハ肯P｝Pキス’索一汽井壬山、 ムヒ〃さmT脚r席出壬十　　畠 自 477

488

11502

11503

1507

1509

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙弓通

竪紙・1通

横切継紙・1通

熊谷町獣医中村房五郎（親睦の宴における演説草稿）

689

990

小切紙・1枚

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1綴（未編綴）12094

竪紙・1通　　　　　12137

竪紙・1通　　　　12239

竪紙・1通　　　　　12414

竪紙・2通　　　　　12422

12423竪紙・1通

12424竪紙・1通

12425竪紙・1通

12428

12429

12484

竪紙・4通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1綴（未編綴）12629

竪紙・1通　　　　　12727

竪紙・1通　　　　112730

（村岡製糸場・寄居製糸社目下資金・産額等書上）
　「埼玉縣」入り青罫紙

（年中行事廃止事項）　r埼玉県大里旙羅榛沢男裏郡役所」
　入り青罫紙

（牧西製糸所現況につき照会、下書）　　r埼玉県大里・
　旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り赤罫紙

（埼玉県各地よりの勧業関係会議出席者覚、前欠）

（名刺）　古沢花三郎　r埼玉県大里旙羅榛沢男蓑郡書記
　古沢花三郎」

（大麦・小麦ほか稲苗ノ概況調査報告、下書）

（郡内各村回漕陸運会社書上）　　r埼玉県大里・旙羅・榛
　沢・男裳郡役所」入り赤罫紙

説明件々（秩父山ノ森林保護・家畜医養成ノ件ほか、
　下書）　虫損あり

（職工ニツキ覚、下書）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳

　郡役所」入り赤罫紙

（管内地方税・地租税金額等ニツキ議事録、写）

記（木綿種・藍種原価、運送費覚）　　r埼玉県大里・旙
　羅・榛沢・男裳郡役所」入り青罫紙

（郡役所達下書）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡役所」

　入り青罫紙

（農商務省による農書編纂のため古文書・記録調につき
　達、下書）　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入

　り赤罫紙

（牛馬販売頭数調査につき達、下書）　r埼玉県大里・
　旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り青罫紙

（男会郡木部村石川芳太郎ら官林竹林拝借願ニッキ達、
　下書）　天部フケ、r埼玉県大里・旙羅榛沢・男裳郡役所」

　入り赤罫紙

（郡役所書類下書）　　（古沢花三郎）　r埼玉県大里・旙
　羅・榛沢・男食郡役所」入り青・赤罫紙

（東京肥料商会社加盟勧誘等達、下書）　　r埼玉県大
　里・旙羅・榛沢・男裏郡役所」入り青罫紙

竈改正之法（下書）　埼玉県官大島信（口述）・同県大里
　外三郡書記古沢花三郎　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男袋郡
　役所」入り赤罫紙

（家畜病気治療法覚、下書）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・

　男裏郡役所」入り青罫紙、前欠

（小泉村外大麦・小麦等栽培肥料ニッキ覚、下書）
　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り赤罫紙

金融ノ通塞（米穀其他諸物価低落・売買不振状況報告、
　下書）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡役所」入り赤

　罫紙
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3。古沢家／4．古沢花三郎／9．埼玉県属

9．埼玉県属

（埼玉県勧業課関係書類） 劣化、開披不能 竪紙・1括 10756

10．拡業会社

（社章拝見、上京予定連絡） 徳永商店→拡業社古沢花 （明治21年ヵ）6月30日 ハガキ・1通 10843
三郎　消印＝ボタモチ印、鉛筆書き

（面会予定ニツキ連絡） 須永貞三郎→拡業社古沢花三郎 明治21年7月3日 ハガキ・1通 10842
消印＝ボタモチ印

（繭共進会開催ニツキ成繭出品依頼状） 埼玉県児玉郡 明治21年8月6日 竪紙・1通 11596
児玉町　競進社出張事務所→振業社長渋沢宗助 「競進

社」入り青罫紙

入社願 新井健吉→榛沢郡血洗島拡業会社社長渋沢惣助 （明治）21年9月 竪紙・1通 10255
朱印

拡業会社存廃之意見書（下書） （明治21年ヵ） 竪紙・1綴（未編綴） 10253

明治廿二年春蚕第二齢飼育表 拡業会社伝習所 コンニ 明治22年5月18日 竪紙・1通 10280
ヤク版、槌色

明治廿二年春蚕第四齢飼育表 拡業会社伝習所 コンニ 明治22年5月30日 竪紙・1通 10281
ヤク版、槌色

明治二十四年春蚕第二齢飼育表 拡業会社伝習所 コン 明治24年5月14日 竪紙・1通 10278
ニャク版

明治二十四年春蚕第三齢飼育表 拡業会社伝習所 コン 明治24年5月22日 竪紙・1通 10279
ニャク版

（年賀状）　中島又三→拡業社古沢花三郎 大正6年1月1日 ハガキ・1通 10852

（渋沢宗助ら発起、深谷宿会議出席人名簿） 1月15日 横切継紙・1通 10259

御乗車記（人力車乗車賃受取通） 相川→古沢 6月4日 横折紙・1通 11505

（顕微鏡等検査器具点数書上） 竪紙・1通 10282

頭取検査人事務上不復之廉書 （下書） 竪紙・1通 10284

以書付奉伺候（蚕種製造組合頭取検査人ニッキ、 下書） 竪紙・1通 10285

記（売買予定深谷町畑反別価額書上） 横切紙・1通 11506

11．精業社

功労者調（養蚕同業組合精業社員故長井市太郎、下書）
　「精業社」入り青罫紙

竪紙・1通 10515

12．蚕糸業組合

官林下草刈取願（雛形）　何之誰→埼玉県令吉田清英 （明治16年ヵ） 竪紙・1通 10238
「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男食蚕糸組合事務所」入り青罫
紙

（秩父組合蚕卵紙再検査上申書）　こよりで一括 竪紙・1束（5綴3冊10234－0
3通）
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3。古沢家／4．古沢花三郎／12．蚕糸業組合

（蚕卵紙再検査ニツキ再上申、下書）　組長　r埼玉県 竪紙・1綴（未編綴） 10234－1
大里・旙羅・榛沢・男裏蚕糸組合事務所」入り青罫紙

上申書（蚕卵紙再検査ニツキ、下書）　　r埼玉県大里・ 竪紙・1綴（未編綴） 10234－2
旙羅・榛沢・男裏蚕糸組合事務所」入り青罫紙

上申書（蚕卵紙再検査ニツキ、下書）　　r埼玉県大里・ 竪紙・1綴（未編綴） 10234－3
旙羅・榛沢・男裳蚕糸組合事務所」入り青罫紙

参考書（用水費調、下書）　r埼玉県大里・旙羅榛沢・（明治20年ヵ） 竪紙・1通 10234－4
男蓑蚕糸組合事務所」入り青罫紙

（蚕卵紙再検査ノタメ販売中止ニツキ照会、写）　大 明治22年9月23日 竪紙・2通 10234－5
里外三郡組長渋沢宗助→埼玉県蚕糸業組合取締所　頭取
諸井興久　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏蚕糸組合事務所」
入り青罫紙

（秩父蚕糸業組合ニテ蚕卵紙再検査ノタメ販売中止ノ
件処分申請、写）　大里・旙羅・榛沢・男食蚕糸組長渋沢

明治22年10月10日 竪紙・1冊 10234－6

宗助→埼玉県知事吉田清英　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男
袋蚕糸組合事務所」入り青罫紙

秩父再検査執行之件二関シ重テ本県へ請求（下書） 明治22年10月9日 竪紙・1冊 10234－7
大里・旙羅・榛沢・男裳組長渋沢宗助→埼玉県知事吉田清英
「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男袋蚕糸組合事務所」入り青罫
紙

上申書（蚕卵紙再検査ニツキ、下書）　　r埼玉県大里・ 竪紙・1綴（未編綴〉 10234－8
旙羅・榛沢・男袋蚕糸組合事務所」入り青罫紙

秩父組合蚕卵紙再検査之儀二付上申（下書）　　r埼玉 竪紙・1冊 10234－9
県大里・旙羅・榛沢・男裳蚕糸組合事務所」入り青罫紙

（蚕卵紙再検査ニツキ上申書、下書、断簡）　　r埼玉 竪紙・1綴（未編綴） 10234－10
県大里・旙羅・榛沢・男裳蚕糸組合事務所」入り青罫紙

（青山全快、面会予定ニツキ連絡）　馬場→蚕糸業事務 明治21年6月7日 ハガキ・1通 10821
所古沢花三郎鉛筆書き

記（止宿料受取）　角屋磯五郎（秩父大宮）→古沢 （明治）21年7月10日 横切紙・1通 11903

（吉岡京都へ出発、橋本報恩予定連絡）　長忠→蚕糸業 明治21年7月25日 ハガキ・1通 10820
事務所古沢花三郎

証紙買下ケ証　児玉郡北泉村大字東五十子蚕糸組合取締役 明治21年8月31日 竪紙・1冊 11124
飯島彦平代理　西田定衛→本庄蚕糸組合事務所　　「埼玉
県蚕糸組合事務所」入り青罫紙

（熊谷始審裁判所支庁判決写、改正会社積立金借用連
　帯義務者負担の件）　青罫紙

（明治21年） 竪紙・1通 12226

（気候と作柄報道依頼）　時事新報社内報課→古沢花三郎
　活版印刷

明治）22年5月8日 ハガキ・1通 10813

（埼玉県大里郡熊谷宿養蚕伝習所精業舎養蚕景況報告） 明治22年5月18日 竪紙・1通 jo236
大里郡手島村　福島儀平→郡書記古沢花三郎　青罫紙

（当業者意見上申ニツキ書状）　林福太郎→古沢花三郎 明治22年6月6日 横切継紙・1通 10866

（封筒）　上州富岡製糸所内　須永貞三郎→榛沢郡深谷宿
　大里外三蚕糸組合事務所　古沢花三郎

明治22年6月7日 封筒・1通 11867

（封筒）　上州富岡製糸所内　須永貞三郎→榛沢郡深谷宿
　大里外三蚕糸組合事務所　古沢花三郎

明治22年6月22日 封筒・1通 11868

（封筒）　東京神田小川町一番地　分徳館ニテ　松崎定四
　郎→榛沢郡深谷宿　蚕糸組合事務所ニテ　古沢花三郎

明治22年6月25日 封筒・1通 11869

証（証紙売下金勘定）　書記　小内正策　r埼玉県大里・ 明治22年6月30日 竪紙・1通 11610
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旙羅・榛沢・男褒蚕糸業組合事務所」入り青罫紙、朱印

記（繭証紙代金回送ニツキ）　事務所古沢花三郎→寄居 明治22年7月1日 竪紙・1通 11653
町　岩田大助　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男袋蚕糸組合事

務所」入り青罫紙

記（繭証紙代金請求）　組長代理古沢花三郎→寄居町 明治22年7月1日 竪紙・1通 12395
岩田大助　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡蚕糸組合事務

所」入り青罫紙

証（大里外三郡蚕糸業組合事務所備置金銭出納雑記預 明治22年7月10日 竪紙・1通 10634
ニツキ）　代言人広田実→大里外三郡蚕糸業組合組長渋
沢宗助　朱印、劣化大

蚕業集談會仮會則（下書）　蚕業集談會　r埼玉縣大 （明治）22年8月3日 竪紙・1通 ｛1447
里・旙羅・榛澤・男会蚕糸組合事務所」入り青罫紙

記（蚕卵証紙受取）　大里郡市田邑　福島儀平→組長渋 明治22年8月30日 竪紙・1通 10662
沢宗助　青罫紙、朱印

証（蚕卵証紙代金受取）　組長渋沢宗助→福島儀平　青 明治22年8月30日 竪紙・1通 10663
罫紙

証紙買下ケ証（写）　児玉郡北泉村大字東五十子蚕糸組 明治22年8月31日 竪紙・1冊 10636
合取締役飯島彦平代理　西田定衛→本庄蚕糸組合事務所
「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男袋郡蚕糸業組合事務所」入り

青罫紙、青にじみ

証（蚕種検査印預リニツキ、写）　児玉郡北泉村大字東 明治22年8月31日 竪紙・1通 10652
五十子蚕糸組合　取締役飯島彦平代理　西田定衛→本庄
蚕糸業組合事務所　青罫紙

記（蚕卵証紙売下手数料受取）　大里郡市田邑福島儀 明治22年8月31日 竪紙・1通 10661

平→渋沢宗助　青罫紙、朱印

記（蚕卵証紙代金受取）　組長渋沢宗助→佐野比呂美外2
　名　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡蚕糸業組合事務所」

明治22年9月1日 竪紙・1通 10655

入り青罫紙

証（扶持人足賃受取）　深谷町加藤米吉→蚕糸業事務 明治22年9月1日 竪紙・1通 10656
所　青罫紙、朱印

記（蚕卵証紙売下手数料受取）　旙羅郡秦村佐野比呂 明治22年9月1日 竪紙・1通 10657
美→蚕糸業組長渋沢宗助　青罫紙

記（蚕卵証紙受取）　第三部内村々惣代佐野比呂美外2名 明治22年9月1日 竪紙・1通 10658
→組長渋沢宗助　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡蚕糸業

組合事務所」入り青罫紙、2名黒印、1名朱印

（検査人派遣等ニツキ報告、控）　組合事務所→藤田善
　作　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡蚕糸業組合事務所」

（明治22年ヵ）9月1日 竪紙・1通 10660

入り青罫紙

（東五十子蚕糸組合証紙買受一件ニツキ回答、写）
　本庄蚕糸組合事務所→埼玉県大里外三郡蚕糸業組合

明治22年9月6日 竪紙・1冊 10637

「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男袋郡蚕糸業組合事務所」入り

青罫紙、青にじみ

（東五十子蚕糸組合証紙買受一件ニッキ照会、下書）
　組長渋沢→本庄蚕糸組合事務所　青罫紙、劣化

明治22年9月6日 竪紙・1冊 10651

号外（蚕卵証紙売下井検印貸与の件調査依頼書）　埼
　玉県大里・旙羅・榛沢・男蓑郡蚕糸業組合　組長渋沢宗助→

明治22年9月6日 竪紙・1通 12287

埼玉県本庄蚕糸組合　組長諸井興久　青罫紙

（中瀬村蚕卵証紙・検印貸与ニツキ回答書）　埼玉県本
　庄蚕糸業組合事務所→埼玉県大里外三郡蚕糸業組合事務

明治22年9月6日 竪紙・1通 12715

所　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡蚕糸業組合事務所」

入り青罫紙
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（中瀬村蚕卵紙証紙・検査印間題ニツキ照会状）　大里 明治22年9月11日 竪紙・1綴 11918
外三郡蚕糸業組合　組長渋沢宗助→埼玉県本庄蚕糸業組
合　組長諸井興久　青罫紙

委任状（蚕種製造額控披見写取ノ件）　埼玉県大里外 明治22年9月13日 竪紙・1通 11239
三郡蚕糸組合　組長渋沢宗助　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・
男裏郡役所」入り青罫紙、五厘印紙貼付

（組合規約書拝借依頼ノ書簡）　埼玉県大里外三郡蚕糸 明治22年9月14日 竪切紙・1通 11693
業組合　組長渋沢宗助→利根川蚕種組合事務所　　「埼玉
県大里・旙羅・榛沢・男袋蚕糸業組合事務所」入り青罫紙

証（蚕卵紙顕微鏡検査経費割賦負担ニツキ）　榛沢郡 明治22年9月17日 竪紙・1通 10639
北阿賀野村　富田新八郎・橋本良平外1名→大里外三郡蚕
糸業組合組長渋沢宗助　黒印1・朱印2、劣化大

領収証（蚕卵紙証紙二千枚）　元榛沢郡血洗島村最寄総 明治22年9月17日 竪紙・1通 10640
代吉岡唯三郎→大里外三蚕糸業組合組長渋沢宗助　黒印、
包紙あり

記（蚕卵証紙代金）　血洗島　吉岡唯三郎　朱印（小印）、 明治22年9月17日 竪紙・1通 10641
10640と一括

蚕種検査手数料延期願　榛沢郡元血洗島村当業者総代吉 明治22年9月17日 竪紙・1通 10643
岡唯三郎→大里外三蚕糸組合組長渋沢宗助　黒印

証（顕微鏡検査証印代金請取）　榛沢郡北阿賀野村　橋 明治22年9月17日 竪切紙・1通 10645
本良平→組長渋沢宗助　朱印

誓約書（顕微鏡検査員委嘱ニツキ）　検査人春名銀次 明治22年9月17日 竪紙・1通 10646
郎→組長渋沢宗助　朱印

記（顕微鏡検査関係印章預リニツキ）　検査人春名銀 明治22年9月17日 竪紙・1通 10647
次郎→組長渋沢宗助　朱印

蚕種製造願及掃立枚数御届　榛沢郡横瀬村五拾五番地 明治22年9月 竪紙・3通（同文） 12693
富田弥八→埼玉県知事吉田清英　青罫紙、黒印

（組合改良建議起草ニツキ約定書）　出席員加藤芳三 明治22年11月29日 竪紙・1冊 12534
郎・古沢花三郎外14名　12名朱印

記（給料受取）　福島永作→埼玉県大里外三郡蚕糸組合組 明治22年12月18日 竪紙・1通 12334
長渋沢宗助　代理古沢花三郎　朱印

証（旅費五〇銭領収）　大里外三蚕糸組合事務所書記本 明治22年12月24日 竪紙・1通 12099
田策法→大里外三郡蚕糸組合組長渋沢宗助　代理古沢花
三郎　朱印

証（俸給受取）　福島永作→埼玉県大里外三郡蚕糸組合組 明治22年12月26日 竪切紙・1通 12333
長渋沢宗助　代理古沢花三郎　朱印

号外（蚕卵紙証紙販売・蚕卵検査印に関する照会） （明治）22年□月6日 竪紙・1冊 11917
大里・幡羅・榛沢・男裳蚕糸業組合　組長渋沢宗助→埼玉県
本庄蚕糸業組合　組長諸井興久　青罫紙、虫損

（蚕卵検査証紙疑惑ニツキ照会、下書）　大里・旙羅・榛 （明治）22年□月6日 竪紙・1通 12002
（沢）・男裏組長渋沢宗助→埼玉県本庄組合組長諸井興久
青罫紙『

手続書（羽生町町田善兵衛より購入の繭に不正の品あ 明治23年第1月15日 竪紙・1冊 12694
るにつき詮議上申願）　大里郡熊谷町大字石原弐百十
弐番地　糸繭商買取人三枝善兵衛・代兼乗合買取人関根源
吉　青罫紙、朱印1・黒印1

記（宿泊料・車夫代金等受取）　寄居町旅舎　山崎屋曾 明治23年2月6日 小切紙・1通 11582
次蔵

（発氏養蚕論代金請求）　東京書騨→蚕糸業組合事務所 明治23年7月28日 ハガキ・1通 10894
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記（家賃受取）　深谷町杉田千衛→埼玉県大里外三郡蚕 明治23年8月2日 竪紙・1通 12358
糸組合組長代理古沢花三郎　朱印

（検査依頼状）　大野荘太郎→蚕糸業深谷組合事務所 明治23年8月29日 ハガキ・1通 10807

（証紙検印送付依頼状）　杏→蚕糸業事務所飯島敏夫 明治23年9月9日 ハガキ・1通 10808

（司法省文官試験結果報告）　森芳五郎→蚕糸業事務所 明治23年閏9月21日 ハガキ・1通 10891
古沢花三郎　朱書

（辞職ニツキ挨拶状）　飯島敏夫→古沢花三郎 明治23年10月16日 竪切紙・1通 11254

辞職届　埼玉縣大里外三蚕糸業組合事務所　書記飯島敏夫 明治23年10月16日 竪折紙・1通 11255
→埼玉縣大里外三蚕糸業組合　組長渋澤宗助　朱印

（帰宅連絡）　久保平助→蚕糸組合事務所古沢花三郎・小内 明治23年11月8日 ハガキ・1通 10811
正策

記（事務取扱費受取書式）　→組長渋沢宗助 明治23年12月20日～明 竪紙・1通 11386
治25年1月15日まで

契約証書（東京第九拾五国立銀行ヨリノ連借用金ニッ 明治23年12月29日 竪紙・1通 11563
キ、写）　大里郡大麻生村大字大麻生第八拾四番地　古
沢花三郎→榛沢郡寄居町大字藤田　藤田善作

記（借家料受取）　杉田千衛→蚕種組合事務所御中　朱 （明治）23年12月31日 竪紙・1通 12391
印

証（宿泊料・食事代勘定）　布施田半蔵（熊谷）→古沢 （明治24年ヵ）3月31日 横切紙・1通 11594

証（預ケ金のうち3円受取）　古沢花三郎→山口周作 明治24年4月17日 竪切紙・1通 12298
朱印

証（預ケ金のうち7円受取）　古沢花三郎→山口周作 明治24年4月19日 竪切紙1通 12299
朱印

（封筒）　埼玉県蚕糸業組合取締所→榛沢郡深谷宿大里外 明治24年4月25日 封筒・1通 11871
三郡蚕糸業組合事務所

（桑切り包丁督促状）　奈原英五郎→蚕糸事務所内古沢花 明治24年4月26日 ハガキ・1通 10809
三郎

証（預ケ金のうち5円受取）　大里郡大麻生村　古沢花明治24年6月18日 竪切紙・1通 12300
三郎代理小内正策→山口周作

記（宿料請取）　柏屋　牧野多免→埼玉県大里外々蚕糸業 （明治）24年10月1日 小切紙・1通 12049
組合組長渋沢宗助

記（金2円一時借用）　飯島敏夫→古沢花三郎朱印 （明治）24年11月2日 小切紙・1通 12390

証（11月分事務所家賃受取）　榛沢郡深谷町大字深谷 明治24年11月30日 竪紙・1通 12317
杉田千衛→大里外三郡蚕糸組合事務所　組長代理古沢花
三郎　朱印

日本政府電信送達紙（会議欠席連絡）　松本→古沢花 明治24年12月14日 竪紙・1通 10905
三郎

日本政府電信送達紙（連絡通知）　カワカバヤシヶイジ 明治24年12月17日 竪紙・1通 10912
ロウ→古沢花三郎

自十九年至廿四年各年末（十二月三十日）現在組合員 （明治24年力〉 横切継紙・1通 11241

（年賀状）　橋本良平→古沢花三郎・外職員 明治25年1月1日 ハガキ・1通 10795

（年賀状）　宇野広作→古沢花三郎・飯島敏夫 明治25年1月1日 ハガキ・1通 10796

（年賀状）　岡田音七→古沢花三郎 明治25年1月1日 ハガキ・1通 10797
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（年賀状）　川辺太三郎→渋沢宗助外詰合 明治25年1月1日 ハガキ・1通 10798

（年賀状）　秩父郡大宮町角屋　新井平助・新井市三郎→古 明治25年1月1日 ハガキ・1通 10799
沢花三郎

（年賀状）　香久辰次郎→古沢花三郎・飯島敏夫 明治25年1月1日 ハガキ・1通 10800

（年賀状）　長谷川宗治→古沢花三郎 明治25年睦月1日 ハガキ・1通 10801

記（とりなべ代）　川岸忠蔵→古沢鼠色紙 明治25年1月2日 横切継紙・1通 10792

証（12月分事務所家賃受取）　深谷町杉田千衛→大里 明治25年1月3日 竪紙・1通 12318
外三郡蚕糸組合事務所　組長代理古沢花三郎　朱印

（蚕種一件回答督促状）　茂木作次郎→蚕糸業組合事務所 明治25年1月7日 ハガキ・1通 10895

証明下付申請（生糸改正会社抵当地券状ニツキ、下書） 明治25年2月20日 竪紙・1通 11474
生糸改正会社残務委員　藤田善作代理人廣田実→埼玉縣
大里外三郡長中村孫兵衛　青罫紙

（上京の連絡）　須永貞三郎→蚕糸業組合事務所古沢花三 明治25年3月1日 ハガキ・1通 10850
郎

日本政府電信送達紙（出張連絡）　マッサキサタシロ→ 明治25年4月26日 竪紙・1通 10911
古沢花三郎

（郡衙ニテ面会依頼ノ書簡）　飯島君方にて　林方作→ 明治25年5月4日 竪紙・1通 11669
深谷町蚕糸業事務所にて　古沢花三郎　封筒あり

（上京ノ連絡）　古沢→茂木作次郎 明治25年5月31日 ハガキ・1通 10818

記（新聞雑誌代金請求）　村田精三→蚕糸組合事務所古 （明治）25年5月31日 横切紙・1通 11947
沢花三郎

（上京中面会ニツキ連絡）　中切→飯島敏夫・小内正策 明治25年6月4日 ハガキ・1通 10815

証（金10円受取）　借主古沢花三郎→藤田善作　青罫紙 （明治）25年8月5日 竪紙・1通 12186

記（東京経済雑誌等代金請求）　村田精三→蚕糸組合事 明治25年8月31日 横切紙・1通 10880
務所古沢花三郎　洋紙、中外商業新報広告裏面使用

日本政府電信送達紙　ヤマホシ→古沢花三郎　暗号文 明治25年9月5日 竪切紙・1通 10927

（電信拝見、送金依頼状）　松本留次郎→古沢花三郎 明治25年9月6日 ハガキ・1通 肇0827

（出張予定連絡）　古沢花三郎→飯島敏夫・小内正策 明治25年9月8日 ハガキ・1通 10893

日本政府電信送達紙（在宅照会）　飯島敏夫→古沢花三 明治25年9月16日 竪切紙・1通 10926
郎

記（金50円請取）　石原弥五郎→古沢花三郎代理飯嶋敏 明治25年10月4日 竪紙・1通 12196
夫

（取調書送付礼状）　鈴木→古沢花三郎 明治25年10月13日 ハガキ・1通 10841

証（金15円請取）　古沢花三郎代り飯嶋敏夫→藤田善作 明治25年10月23日 竪紙・1通 12185
朱印

（面会依頼状）　須永貞三郎→古沢花三郎 明治25年10月28日 ハガキ・1通 10829

渋沢東京往復　古沢表紙のみ 明治25年10月 竪紙・1冊 10978

（封筒）　埼玉県榛沢郡寄居町役場→榛沢郡深谷町　蚕種 明治25年11月3日 封筒・1通 11873
業組合事務所

（生繭電気殺機械技師身元照会の書状、下書）　埼玉 （明治）25年11月15日 竪紙・1通 12319
県深谷町　根岸吉平→前橋市田町　桑島組製糸場桑島新
平　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡蚕糸組合事務所」入
り青罫紙
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証（金15円借用）　借用人古沢花三郎→藤田善作　r埼明治25年12月6日 竪紙・1通 12314
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、朱印

（絹織物売買所開場式案内状）　深谷絹織物組合事務所 （明治）25年12月10日 横切紙・1通 雁1951
→古沢花三郎

（送金依頼の書簡）　栗原屋に於て　林方作→蚕糸業事務 （明治）25年12月2狛
竪紙・1通 11913

所古沢花三郎

日本政府電信送達紙（送金依頼）　カネヤマミセ→古沢 明治26年1月23日 竪切紙・1通 10930
花三郎　暗号文

日本政府電信送達紙（工事終了連絡）　飯島敏夫→古 明治26年1月29日 竪切紙・1通 ・10928

沢花三郎

証（事務所家賃受取）　埼玉県榛沢郡深谷町杉田千衛 明治26年2月2日 竪紙・1通 12291
→大里外三郡蚕糸事務所組長代理古沢花三郎　朱印

書留郵便物受取証　深谷郵便局→古沢忠愛　送付先は柴 明治26年2月3日 小切紙・1通 10804
田文七

日本政府電信送達紙（出頭連絡）　藤田善作→古沢花三 明治26年2月4日 竪切紙・1通 ↑0929　・

郎

日本政府電信送達紙（送金依頼）　シバタ→古沢暗号 明治26年2月12日 竪紙・1通 10909
使用

（昨日ノ件決定ニッキ面談依頼）　松村喜代一→古沢花 明治26年2月15日 ハガキ・1通 10822
三郎

日本政府電信送達紙（検査時刻連絡）　イワタヤヒサ 明治26年2月19日 竪紙・1通 10907
カタ→飯島敏夫

日本政府電信送達紙（出張連絡）　徳永商店→古沢花三 明治26年2月22日 竪切紙・1通 10934
郎

証（給料領収）　小内正策→埼玉県大里外三郡蚕糸組長代 明治26年2月23日 竪紙・1通 12297
理古沢花三郎　朱印

日本政府電信送達紙（承諾連絡）　飯島敏夫→古沢花三 明治26年3月9日 竪切紙・1通 10932
郎

証（給料領収）　小内正策→古沢花三郎 明治26年3月11日 竪切紙・1通 12296

日本政府電信送達紙（来訪依頼）　藤田善作→古沢花三 明治26年3月12日 竪紙・1通 10904
郎

日本政府電信送達紙　ハヤシフクタロウ→古沢花三郎 明治26年3月15日 竪切紙・1通 10933
暗号文

（出荷依頼状）　松村喜代一→古沢花三郎 明治26年4月30日 ハガキ・1通 10803

日本政府電信送達紙（出張連絡）　飯島敏夫→古沢花三 明治26年5月2日 竪紙・1通 1b940

郎

証（寄居町大字藤田ニテ桑葉買付約定ニツキ）　大里 明治26年5月15日 竪紙・1通 12315
郡大麻生村大字大麻生八拾四番地　古沢花三郎→榛沢郡
寄居町大字寄居　藤田善作　青罫紙、1銭印紙貼付、朱印

日本政府電信送達紙（相場連絡）　マッサキサタシロ→ 明治26年5月19日 竪切紙・1通 10931
古沢花三郎　暗号文

証（金28円受取）　石原弥五郎→古沢花三郎　青罫紙、 明治26年5月19日 竪紙・1通 12063
朱印

（封筒）　旙羅郡三ヶ尻村　田島庄十郎→榛沢郡深谷宿 明治26年8月30日 封筒・1通 11870
蚕種検査所
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蚕種掃立枚数及製造額御届　旙羅郡三ヶ尻村大字三ヶ尻 明治26年8月 竪紙・1通 11864
百九番地　田嶋庄十郎→埼玉県知事銀林綱男　黒印

証（用立金返済証書紛失ニツキ）　渋沢宗助代理古沢花 明治26年9月15日 竪紙・1通 11387
三郎→佐野比呂美外3名

証（用立金返済受取）　渋沢宗助代理古沢花三郎→佐野 明治26年9月15日 竪紙・1通 11388
比呂美外2名

（出張予定連絡）　　（古沢）忠愛峠飯島敏夫・小内正策 明治26年10月16日 ハガキ・1通 10890

日本政府電信送達紙（在勤連絡）　飯島敏夫→古沢花三 明治26年10月17日 竪紙・1通 10906
郎

記（席料・下足番賃等領収）　深谷町　中村芝三郎　黒 明治26年11月12日 竪紙・1通 』12359
印

日本政府電信送達紙（出頭依頼）　ホリグチオオサトホ 明治26年2月19日 竪切紙・1通 10908
カサングンリ→飯島敏夫

（養蚕情況記録）　埼玉縣榛沢郡八基村大字血洗島　吉岡 明治26年 竪紙・1通 11464
幸作

書留郵便物受取証　深谷郵便局　差出人古沢花三郎、受 明治27年2月5日 小切紙・1通 10916
取人持田宗一外

日本政府電信送達紙（出頭依頼）　モチダソウスケ・ヒ 明治27年2月6日 竪切紙・1通 10935
ガシホウスケ→古沢花三郎

（緩話依頼状）　中切房五郎→古沢花三郎 明治27年4月20日 ハガキ・1通 10816

（鉢形工事検査ニツキ連絡）　藤田善作→古沢花三郎 明治27年5月10日 ハガキ・1通 10812

蚕児三眠起入概況　深谷町ニテ　古沢花三郎→大里郡外 明治27年5月26日 竪紙・1通 11684
三郡役所　青罫紙

記（戸棚・本箱等送付ニツキ）　深谷町　飯島敏夫→大 （明治）28年1月4日 竪紙・1通 12312
麻生村　古沢花三郎

記（金1円50銭請取）　榛沢郡深谷町大字萱場大嶋誉一昭和25年6月23日 竪切紙・1通 1220嗜
→深谷蚕種業事務所　組長渋沢宗助　朱印

キ（うんどん・飯代勘定）　川嶋屋忠蔵→蚕糸組御中 酉年8月15日 横切継紙・1通 11667
鼠色紙

（年賀、相場連絡のハガキ）　松本留次郎→古沢華三郎 1月3日 ハガキ・1通 10790

（欠勤連絡）　小内→蚕糸事務所河合秀七郎 1月10日 横切紙・1通 10862

（蚕種一件ニッキハガキ）　茂木作次郎→古沢花三郎 1月14日 ハガキ・1通 1079順

（飯代請求・受取）　川岸忠蔵→蚕糸組 1月15日 横切紙・2通 12179

記（飯代等請求）　川岸忠蔵→蚕糸組御中　鼠色紙 第1月15日 横切継紙・1通 12179－1

記（飯代等受取）　川岸忠蔵→蚕糸組御中　鼠色紙 第1月15日 横切紙・1通 12179－2

（出張困難の連絡）　金井元治→橋本良平外2名　茶色紙 1月25日 横切紙・1通 10879

（秋田より荷物不着連絡）　宇都宮　増田しげ→蚕糸業 2月13日 ハガキ・1通 10805
事務所古沢花三郎

（発熱ニツキ暇願状）　小内正策→古沢 2月15日 横切紙・1通 11950

（依頼の件工風歎願の書状）　飯島・小内→古沢 2月25日 横切継紙・1通 10849

（用土村差縫事件ニツキ書簡）　大麻生村　古沢花三郎 2月28日 竪紙・1通 11533
→藤田善作
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証（料理代領収書）　仲町清光庵→上 3月6日 小切紙・1通 11412

記（弁当6本代24銭受取）　土井（貞二郎）→上 3月12日 小切紙・1通 12158

記（請求金額）　扇家→古沢黄色紙 3月30日 横切紙・1通 10865

（勤務日誌、断簡） 3月 竪紙・1通 12238

（帰深谷連絡のハガキ）　（古沢）忠愛→飯島敏夫・小内 4月3日 ハガキ・1通 10788
正策

記（算盤・筆代金受取ニツキ）　杉浦平左衛門→小内 4月9日 竪紙・1通 11407
朱印

（上京等連絡）　　（古沢）忠愛→飯島敏夫・小内正策 4月14日 ハガキ・1通 10806

（蚕糸業組合設置願提出ニツキ書簡、下書）　古沢花 4月21日 竪紙・1通 11682
三郎→林君・本間君・森君・外御一同様　青罫紙

記（宿泊代金他受取）　岩田屋ヒサ（寄居町）→飯嶋 5月12日 小切紙・1通 11675

記（96銭余受取）　酒井岩次郎（寄居町）→藤田 5月12日 横切継紙・1通 12071

（組合規約到着ノ連絡）　　（蚕糸組合事務所ニテ）小内・ 5月15日 竪紙・1通 11589
飯島→古沢　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳蚕糸組合事務
所」入り青罫紙

養蚕検査表　福島儀平　様式活版印刷 5月 竪美半・1通 10235

記（封書受取）　前澤村々長役場→蚕糸組合事務所古沢花 6月7日 竪切紙・1通 潅1410
三郎　青罫紙

記（弁当代金受取）　弁当屋→古沢 6月17日 小切紙・1通 11498

（封筒）　日本橋北サヤ丁松葉屋方　渋沢宗助→神田小柳 6月24日 封筒・1通 11866
町三河や与左衛門方止宿　古沢花三郎

記（宿泊料等受取）　角屋磯五郎→古沢 7月9日 横切継紙・1通 11904
（ママ）

（郵便返却通知）　　（上野甘楽）富岡同局→熊谷駅郵便局 7月10日 小切紙・1通 12743
前欠

（多桑飼・寡桑飼比較、陳情委員など会議）　鉛筆書き、 8月4日 横折紙・1括（3枚） 10689
洋紙（ノート断簡）

（借用金等処理ニツキ書簡）　古沢花三郎→飯島敏夫・小 8月29日 横切継紙・1括（2 10787
内正策　1封筒に2通在中 通）

八月分出勤日計 8月 竪紙・1通 10684

記（御茶料30銭受取）　天満屋安兵衛（熊谷宿）→上 9月2日 小切紙・1通 12124
臨時費

記（賄料金2円受取）　天満屋安兵衛（熊谷宿）→上 9月2日・ 横切紙・1通 12125

頼信紙（買い注文、下書）　古沢→東京日本橋区蛎殻町 9月4日 竪切紙・1括（3通） 10936
松本留次郎

陳情書（蚕糸業組合維持ニツキ、下書）　大里外三郡 9月6日 竪紙・1冊 10233
組長代理古沢花三郎→埼玉県蚕糸業組合頭取諸井興久・理
事鈴木進

申請書（榛沢郡中瀬村蚕種製造人規約違反ニツキ、下 9月11日 竪紙・1綴（未編綴） 11448
書）　→埼玉縣蚕糸業組合取締所頭取　r埼玉縣大里・旙
羅・榛澤・男会蚕糸組合事務所」入り青罫紙

記（飯代金他受取）　川岸忠蔵→蚕糸御中　鼠色紙 第10月18日 横切継紙・1通 12225
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（封筒）　小内→古沢花三郎 10月25日 封筒・1通 12742

（出張予定連絡）　古沢花三郎→飯島敏夫・小内正策 10月28日 ハガキ・1通 10892

（組合定款等につき書簡）　渋沢→古沢黄色紙 11月30日 横切継紙・1通 11914

（流用外套返却依頼状）　中切房五郎→古沢花三郎 12月2日 横切紙・1通 10863

電報頼信紙（買い注文、下書）　未使用紙3枚添付 11日 竪切紙・1通 10937

（組合の者集会につき覚） 竪紙・1通 12432

（白紙罫紙）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏蚕糸組合事務 竪紙・1括（3通） 12748
所」入り青罫紙

（白紙）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏蚕糸組合事務所」 竪紙・1通 12758
入り青罫紙

陳情書（蚕糸業組合維持ニツキ、下書）　→（埼玉県 竪紙・1綴（未編綴） 10230
蚕糸業組合頭取）　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏蚕糸組

合事務所」入り青罫紙

事情ノ補足（生糸改正会社同盟ニヨル困難）　r埼玉 竪紙・1通 10638
県大里・旙羅・榛沢・男会郡蚕糸業組合事務所」入り青罫紙、

青にじみ

（他管下蚕種行商人証票無携帯者調査巡視復命）　大 竪紙・1通 10642
里外三郡蚕糸業組合事務所　書記本田策法・福島永作→大
里外三蚕糸組合組長渋沢宗助　代理古沢花三郎　　「埼玉
県大里・旙羅・榛沢・男蓑郡蚕糸業組合事務所」入り青罫紙、

朱印、劣化大

記（証紙代金） 竪紙・1通 10644

（蚕種検査ニッキ証紙買受ノ照会、下書）　青罫紙、劣 竪紙・1冊 10653
化大

借用証書之事（下書）　青罫紙 竪紙・1通 10659

（陳情書、下書）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡蚕糸 竪紙・1綴（未編綴） 10683
組合事務所」入り青罫紙

（式典役割分担表）　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡蚕 竪紙・1通 10685
糸組合事務所」入り青罫紙

（多桑飼、寡桑飼比較メモ）　鉛筆書き、白紙あり 横折紙・1枚 10688

農事景況月報（養蚕、下書）　様式活版 竪紙・1通 10697

記（蚕卵証紙等ニツキ、下書）　　r埼玉県大里・旙羅榛 竪紙・1通 1071喋

沢・男裳郡蚕糸組合事務所」入り青罫紙

（桑種類質間覚） 小切紙・1通 10713

（封筒）　　r榛沢郡深谷宿　埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡 封筒・1括（2通） 10714
蚕糸組合事務所」入り封筒

急務之要件（下書）　　r埼玉県大里・旙羅榛沢・男裳郡蚕 竪紙・1通 10726
糸組合」入り青罫紙

（春蚕・夏秋蚕・秋蚕収繭、製糸高覚） 竪切紙・1通 10727

（大麻生村養蚕組合概則下書、断簡）　青罫紙 竪紙・1綴（3枚） 10733

製糸試験二付派遣願（下書） 横切継紙・1通 10789

（三島信之介名刺）　三島信之介裏面に堀越寛則メモあ
　り

名刺・1枚 10810

一133一



3．古沢家／4．古沢花三郎／12．蚕糸業組合

（書き損じハガキ） ハガキ・1通 10817

（封筒）
封筒・1括（8通） 10859

（名刺）　小塚辰次郎　須永貞三郎差し出し蚕糸業組合事 名刺・1枚 10860
務所古沢花三郎宛封筒に在中

来状袋　当番古沢 袋・1括（2袋） 10869

（渡枚数覚）　寄居酒井、東京鈴木等5名 横切紙・1通 11036

（暗号電文覚等）　青罫紙 竪紙・1括（5通） 11106

（男裏郡山林粗朶等価格覚）　r埼玉縣大里・旙羅・榛沢・ 竪紙・1通 11400
男裳蚕糸業組合事務所」入り青罫紙

（第一～第四部組合員数・金額覚）　r埼玉縣大里・旙羅・ 竪紙・1通 11413
榛沢・男袋蚕糸組合事務所」入り青罫紙

（封筒断簡）　熊谷宿　埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡鍛綜 袋・1袋 11577
組合事務所

（蚕糸業組合規約案、下書）　後欠 横切継紙・1通 11578

（経費、一戸当負担額覚）　白紙共 竪紙・1通 11652

（罫紙・ビール・中飯・人力車代等書上） 小切紙・1通 11655

（蚕種組合効用ニッキ書簡、下書、前欠）　深谷ニテ 竪紙・1通 11656
古沢花三郎→浦和　鈴木直　　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・
男裏蚕糸組合事務所」入り青罫紙、虫損

組合分離請求書（下書）　大里郡何町村惣代何ノ誰→ 竪紙・1通 11679
（組長）　青罫紙

大里蚕糸業組合設置願（下書）　青罫紙 竪紙・1通 11680

大里蚕糸業組合設置願（下書）　青罫紙 竪紙・1通 11681

大里郡蚕糸業組合設置願案　大里郡熊谷町当業者惣代 竪紙・1通 11683
青罫紙

（蚕糸業秩父組合提出、規約解釈に関する質問に対す
　る回答依頼状、下書）　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳

竪紙・1通（2枚） 11685

蚕糸業組合事務所」入り青罫紙

（蚕糸業組合紛擾ニツキ陳情書）　→（埼玉県蚕糸業組 竪紙・1綴（未編綴） 11686
合取締所頭取諸井興久）　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会
蚕糸業組合」入り青罫紙

（蚕糸業研究・調査ニツキ願望書）　→（大臣）　前後欠 竪美・1通 11687

調査課目（蚕児生育情況等）　福島源治郎・山口周作談 竪紙・1綴（未編綴） 11688
報告書あり

（蚕児飼育上ノ利害得失等間題、下書）　　r埼玉県大 竪紙・1綴（未編綴） 11690
里・旙羅・榛沢・男会蚕糸業組合事務所」入り青罫紙

（秩父蚕糸組合において他組合製造の蚕卵紙に対し再
検査施行紛議調査報告書、下書）　r埼玉県大里・旙

竪紙・1綴（未編綴） 11691

羅・榛沢・男会蚕糸業組合事務所」入り青罫紙あり

埼玉の蚕業（報告書、下書）　青罫紙 竪紙・1綴（未編綴） 11692

申請書（榛沢郡中瀬村蚕種製造人河田重七ら組合規約
　違反ニツキ）　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏蚕糸業組

竪紙1綴（未編綴） 11694

合事務所」入り青罫紙

（蚕糸・製糸業の現状に関する意見書）　前・後欠 竪紙・1綴（未編綴） 11841

（

（
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3．古沢家／4．古沢花三郎／12．蚕糸業組合

（蚕況ニッキ書簡、下書） 竪紙・1通 11863

（封筒）　埼玉県榛沢郡寄居町役場→榛沢郡深谷町 蚕種 封筒・1通 11872
業事務所

（東京における蚕糸取引状況につき書簡）　東京小網町 竪紙・1通 11915
紛蛎犀耽丘衛r片1，で古沢荘一献→書沢善井衛門夕蛤名

11916竪紙・1通

　松坂屋弥兵衛方にて古沢花三郎→古沢善左衛門外3名

建言書（桑茶霜害善後策に関する県会議案につき）
　青罫紙、下書

1竪紙4綴（未編綴）h1973

竪紙・1綴（未編綴〉111998

12075横切継紙・1通

竪紙・1綴（未編綴）112192

2198

12320

通
　
　
　
通

1
　
　
　
　
　
　
　
1

紙
　
　
紙

竪
　
　
　
竪

（蚕糸業に関する意見書等書留）　　r埼玉県大里・旙羅・
　榛沢・男裳蚕糸組合事務所」入り青罫紙

陳情書（蚕卵検査施行ニツキ）　　r埼玉県大里・旙羅榛
　沢・男食蚕糸業組合事務所」入り青罫紙

（組合継続ノ可否決定ニツキ書状）

霜害救護請願（下書）　　（町村人民総代）

（桑樹培養法の推移）　　r埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡

　蚕糸組合事務所」入り紫罫紙

（当市銀塊相場・万国貨幣会議ニツキ覚）　　r埼玉県大
　里・旙羅榛沢・男会郡蚕糸組合事務所」入り青罫紙

15．馬車鉄道

馬車鉄道敷設出願之儀二付答申、添申書（下書）　馬 明治22年6月24日 竪紙・1綴 11424
　　　　　　　　（ママ）
車鉄道発起人西群馬県高崎町矢島八郎、榛沢郡手計村橋
本近代兼同郡血洗島村渋沢宗助渋沢宗助→埼玉縣知事吉
田清英

11422竪紙・1通

11815

11281

　
　
　
通

通
　
　
　
1

2
　
　
　
紙

紙
　
　
　
折

竪
　
　
　
竪

11282

11857

通1
　
　
　
通

紙
　
　
　
1

折
　
　
紙

竪
　
　
竪

添申書（秩父郡馬車鉄道敷設願書訂正ニツキ）　西群明治22年6月29日
　馬郡高崎町矢島八郎、榛沢郡手計村橋本近、同郡血洗島
　村渋沢宗助→埼玉縣知事吉田清英　朱印

（熊谷・大宮・小鹿野間馬車鉄道敷設ニツキ協議依頼ノ明治24年4月3日
　書簡）　橋本近・渋沢宗助　青罫紙

（西部馬車鉄道ノ件ニツキ会議出席依頼状、控）　渋明治26年2月2日
　沢宗助代兼橋本近→矢島八郎外5名　青罫紙

（西部馬車鉄道ノ件ニッキ会議出席依頼状、控）　渋明治26年2月2日
　沢宗助代兼橋本近→寄居町　湯本友蔵・酒井壽吉　青罫紙

資本金運用予算書（馬車鉄道創立経費）　赤罫紙

16．那須東原開墾社

証（開墾経費金受取）　下野国那須郡那須東原開墾社
　中島定治→埼玉県大里郡大麻生邨　古沢花三郎　黒印

明治18年5月30日 竪紙・！通 12329

12330

10258

10720

11445

竪紙・1通

竪継紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

証（開墾経費金受取）　下野国那須郡那須東原開墾　中明治18年5月30日
　島定治→埼玉県下大里郡大麻生邨　古沢花三郎

（書簡、青木社との原野地交換ニツキ）　那須原　中島明治18年8月
　定治→古沢花三郎　朱印

固定資本ノ部（那須東原開墾社力）　　　　　　　　明治18年

証（栃木県那須郡湯本村地内共同買受地所有権放棄二明治37年11月11日
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a古沢家／4．古沢花三郎／16．那須東原開墾社

ツキ、下書）　古沢花三郎→上中条村　中村孫兵衛

（書簡、原野移住人天蚕共進会出品二附）　青罫紙 横切紙・1通 10257

契約書（造林につき、下書） 竪紙・1通 10572

（移住計画覚） 竪紙・2通 10990

（牛馬・農具代等覚） 竪紙・1通 11049

古饗難蕪羅須糠罐欝に関する旅費●諸経 （明治20年頃） 竪（一部横）・1綴12556

17．鉱山

願書式（借区開坑願、雛形） （明治19年ヵ） 竪切紙・1通 11956

中津川金銅書類　古沢斤水袋のみ 袋・1袋 10942

（麻紐）　11888から12416、麻紐で括る 紐・2本 11888－0

（中津川端字有頭野山林共有地付近絵図） 竪紙・1葉 11888－1

有頭ノ沢銅坑分セキ表　青罫紙 竪切紙・1通 11957

（岐阜県益田郡日影組村産出ノ銅鉱ニツキ覚）　青罫
　紙

竪紙・1通 12203

18．諸会社・組合

（会社収入支出取調ニツキ覚）　青罫紙 （明治16年第4月19日） 竪切紙・1通 12416

有限責任大麻生絹織物信用組合定款稿（後欠） 竪美・1冊 11465

（会社営業関係書類一括）　水損、開披不能 竪継紙・1束 12449

19．土建業

証（工事請負保証金15円受取）　大里郡久下村大字久下 明治25年1月7日 竪紙・1通 12229
黒沢倉八→大里郡大麻生村大字大麻生　古沢花三郎　朱
印、1銭印紙貼付

（妻沼村大字大祓井官林内入札杉木調査）　熊谷小林区 明治25年9月 竪紙・1通 11839
署　青罫紙

入札払下（公示写、妻沼村大字大祓井官林杉木）　東 明治25年10月1日 竪紙・1通 11842
京大林区署

証（金400円受取）　中嶋彌五郎→古沢花三郎　朱印、青 明治25年10月14日 竪紙・1通 12197
罫紙

水道事務東京往復（木材員数覚）　古沢 明治25年10月 竪紙・1冊 11850

証（工費金30円受取）　中嶋彌五郎→古沢花三郎　朱印、 明治25年11月11日 竪紙・1通 12202
青罫紙

証（金50円受取）　中嶋彌五郎→古沢花三郎朱印 明治25年11月30日 竪紙・1通 12193

（工事用築品周旋依頼状）　養蚕見判処→古沢花三郎 明治26年1月7日 ハガキ・1通 10837

請求書（雇人夫賃金）　第弐区三区請負人古沢花三郎→
　秩父郡長坂本與惣治

明治26年1月8日 竪紙・1通 11579
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3．古沢家／4．古沢花三郎／19．土建業

契約証（中島弥五郎工事場へ米味噌等物品送付ニツキ） 明治26年1月13日 竪紙・1通 12718
大里郡大麻生村八拾四番地　契約者古沢花三郎・榛沢郡深
谷町　保証人飯島敏夫→榛沢郡寄居町　藤田善作　印紙
有

記（金20円受取）　大字赤浜　大久保伊＋郎→古沢花三 （明治）26年1月20日 竪紙・1通 12304
郎　黒印

工事成功御届　古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏 明治26年4月11日 竪紙・1通 10289
郡長中村孫兵衛　青罫紙、朱印

（注文杭木ニツキ連絡）　斉藤石太郎→古沢花三郎 明治26年4月30日 ハガキ・1通 10889

蒲団借用証書（蒲団30枚、下書）　大里郡大麻生村→熊 明治26年5月1日 竪紙・1通 11827
谷町　清水藤左衛門

差引現金仮調　河合奎海 明治26年5月2日 横半半・1冊 11149

約定書（群馬県改修工事御用築品運搬請負ニツキ） （明治）26年5月4日 竪紙・1冊 12606
榛沢郡大寄邨大字上敷免　高田惣五郎→大麻生村　古沢
花三郎　1銭印紙貼付、朱印

記（杉丸太代金覚）　大字タカノエ　堀口辰三郎→大字 明治26年6月8日 竪紙・1通 12293
大麻生　古沢花三郎　朱印

記（杭木代金覚）　河合秀七郎 明治26年7月26日 竪紙・1通 12292

（杉丸太代金督促状）　堀口金三郎→古沢花三郎 明治26年8月28日 ハガキ・1通 10819

（工事請負金見積書、下書）　大里郡大麻生村大字大麻 明治26年11月18日 竪紙・1通 11651
生八十四番地　古沢花三郎→男裳郡鉢形村長　鳥塚武右
衛門

（工事費用覚）　青罫紙 明治26年12月28日 竪切紙・1通 11099

送り状（杉丸太送付）　寄居町　清水増吉→古沢花三郎 明治27年1月24日 竪切紙・1通 12289
朱印

（材木・杭木代金精算ニツキ申入書）　飯島郷宅二於て 明治27年6月29日 竪紙・1通 12288
町田光五郎→深谷町　古沢・飯島

証（炭代金3円受取）　武州那賀郡大沢村大字猪俣　卜部 （明治）28年9月2日 竪紙・1通 11908
利平→古沢花三郎　朱印

送り　（材木送付）　釜や喜七（熊谷本町）→古沢花三郎 （明治）28年9月14日 横切紙・1通 12387
鼠色紙

（埼玉県庁、川越監獄支署等物品入札通知写） （明治28年） 横切継紙・1通 11630

記（請負金請取ニツキ）　石原弥五郎→古沢花三郎　朱 明治29年3月22日 竪切紙・1通 11406
印

遺失物御届（財布・印形など、写）　大里郡大麻生村大 明治34年9月10日 竪紙・1通 12036
字大麻生八拾五番地平民　農土工営業青木寅吉→熊谷警
察署長埼玉県警部武田熊蔵　青罫紙

記（工事用材代金受取）　大字本田　相原勘＋郎代兼飯 明治35年4月2日 竪紙・1通 12674
田利平→大字大麻生　古沢花三郎　黒印

証明願（弐ヶ年以上土木請負業従事、直接国税五円以 明治35年12月10日 竪紙・1通 11446
上納付ニツキ）　古沢花三郎→大里郡大麻生村長新井
健吉　朱印

町村基本財産調書　大里郡久下村助役嶋村八十八→大里 明治40年5月31日 竪紙・1通 10393
郡長中村孫兵衛　様式活版印刷

（町村基本財産調書進達書）　大里郡長井村長福島勘三 明治40年6月17日 竪紙・1綴 10391
郎→大里郡長中村孫兵衛　　「埼玉県大里郡長井村役場」
入り青罫紙、官印朱印、基本財産表添付

137一



a古沢家／4．古沢花三郎／19．土建業

町村基本財産調書　大里郡榛沢村長武政栄次郎→大里郡 明治40年7月30日 竪紙・1通 10392
長中村孫兵衛　様式活版印刷

官有土地譲与願（書式見本）　→埼玉縣知事　r埼玉縣明治42年9月17日 竪紙・1通 11362
大里郡役所」入り青罫紙、官有土地水面及産物処分規則
第3号様式

土地分筆届　大里郡寄居町志村歌三郎外6名→熊谷税務大正元年12月 竪紙・1冊 11332
署長　税務官藤堂金太郎　　「寄居町役場」入り青罫紙

土地分筆地価計算表　r寄居町役場」入り青罫紙 （大正元年ヵ） 竪紙・1冊 11331

（土地境界図面） （大正元年ヵ） 竪紙・1葉 11334

（土地境界図面） （大正元年ヵ） 竪切紙・1通 11335

（耕地図面）　硬筆 （大正元年ヵ） 竪紙・1括（2葉） 11336

埼玉縣大里郡何町明治四十五年度歳入出追加豫算表 （明治45年ヵ） 竪紙・1通 11354
「用水普通水利組合用紙」入り緑罫紙、図面2枚あり

大里郡大麻生村大正二年度歳入出追加予算（写） （大正2年ヵ） 竪紙・1通 11339
「寄居町役場」入り青罫紙

（更級郡に運河開削運動につき書簡）　宮川→古沢 4月2日 竪紙・1綴（未編綴） 10508

記（請負金請取）　石原弥五郎→古沢花三郎　朱印 4月3日 竪切紙・1通 12379

記（大縄代金受取）　飯嶋玉吉 5月6日 小切紙・1通 12073

記（尾州土管代金送付）　古沢花三郎→柏合元部屋　秋 6月5日 竪切紙・1通 11658
山国五郎　青罫紙

（九五之件了解、貸金日延べ依頼ノ書状）　深谷町ニテ 第8月4日 竪美・1通 12181
古沢花三郎→大里郡熊谷町　廣田実　朱印、青罫紙、封
筒あり

（工事ニッキ伊藤監督よりの質間覚）　鉛筆書き 9月3日 小切紙・1通 11995

設計下調　一部鉛筆書き 12月20日 竪継紙・1通 1」353

（量目・個数調） 小切紙・1綴 10511

（妻沼聖天堂境内公園設置願、下書）　青罫紙 竪切紙・1通 10576

（工事用品・金額等書上） 竪紙・1冊 10582

（工事金額、処分器具等書上）　r埼玉県大里郡大麻生 竪紙・1通 10583
村」入り青罫紙

町田氏柵ノ約束　封筒のみ 封筒・1通 10944

（諸経費〆覚） 横折紙・1通 11067

（枯杉・杉立木等代金覚） 竪紙・2通 11070

（石代金覚） 小切紙・1通 11072

記（領収証）　後欠 小切紙・1通 11111

（工事関係覚） 小切紙・1通 11112

御請書（砂礫掘採ニッキ、様式） 横切継紙・1通 11200

（工事用メモ）　鉛筆書き 竪紙・1通 11325

開墾届　東京市日本橋区浜町　藤問金太郎→熊谷税務署長 竪紙・2通 11340
税務官藤堂金太郎　青罫紙
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3．古沢家／4。古沢花三郎／19．土建業

（大字石原畑図面） 竪紙・1葉 11342

（切取箇所、延長覚） 図面あり 竪紙・1通 11348

（土地略図）　鉛筆書き 竪切紙・1葉 11350

松材値段附　青罫紙 竪切紙・1通 11394

（建築関係素材価格・保証金書上） 横切継紙・1通 11395

記（松材千住着日数・代金ニツキ）　後欠

（建築関係素材価格書上）

（松丸太代金・納期等覚）　青罫紙

（石島・深谷分経費覚）　赤罫紙、前欠

（板先物買相場、連絡）

見積書（山林櫻・杉・雑木代金）

（山林絵図、材木員数、伐り出し諸費用等取調）　末
　尾に「上田野村　旧戸長亡三上其次郎相続人児共・同村材
　木商大沢助次郎」他1名とあり

（建築用材金銭勘定覚）

（建築用材数量・値段等取調）

土木工事入札請負規則（抄、写）　r重栄堂蔵版」入り
　赤罫紙

（工費・利益金勘定）　青罫紙

（工費人足賃金等覚）　青罫紙

記（杭木代金覚）

（入札書文例・雛形）　松村→古沢花三郎　鉛筆書き、青
　罫紙

　3．道路改修

横切継紙・1通　　　11396

横切紙・1通　　　　11397

竪切紙・1通　　　　11398

竪紙・1通　　　　　11420

横切紙・1通　　　　11636

竪紙・1通　　　　　11818

竪紙・1冊　　　　　11819

竪紙・1通

横切紙・2通

竪紙・1通

11829

11845

11861

竪紙・1通　　　　　11905

竪紙・1綴（未編綴）12056

竪切紙・1通　　　　12187

竪紙・1通　　　　　12223

（第五号国道板橋請負見積書、下書）　玉井村腰塚力 明治21年閏4月13日 竪紙・1冊 11299
蔵

第五号国道中大里郡久下村ヨリ児玉郡菅田村間橋梁費 明治21年5月13日 竪紙・1通 11297
（下書）　青罫紙

契約証（寄居・国神間道路工事保証人依頼）　大里郡 明治25年7月22日 竪紙・1冊 11859
大麻生村大字大麻生八拾四番地　請負本人古沢花三郎外1
名→榛沢郡寄居町　湯本新蔵外4名　青罫紙、朱印

工事請負契約証書（下書、寄居・国神間道路工事） 明治25年7月26日 竪紙・1冊 11851
武蔵国大里郡吉岡村大字万吉　当時大里郡熊谷町大字熊
谷寄留　請負人中島弥五郎外1名→大里郡大麻生村　古沢
花三郎　青罫紙

工費御下附請求書（寄居・国神間道路改築工事）　第 明治25年9月19日 竪紙・1通 12549
二区第三区工事請負人古沢花三郎→埼玉県秩父郡長阪本
與惣次郎　朱印

工費御下附請求書（寄居・国神間道路改築工事）　第 明治25年10月14日 竪紙・1通 12548
二区第三区工事請負人古沢花三郎→埼玉県秩父郡長阪本
與惣次郎　青罫紙

証（工事仕立金115円受取）　中島弥五郎・滝沢文八→古 明治25年11月3日 竪紙・1通 12067
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3．古沢家／4．古沢花三郎／19，土建業／3．道路改修

沢花三郎　青罫紙、朱印1・黒印1

臨時水貫出来届　寄居国神間道路工事第二区第三区工事請 明治25年12月25日 竪紙・1通 11580
負人古沢花三郎　代り飯島敏夫　青罫紙

入札書（荒川通熊谷大麻生地先物件入札）　大里郡大 明治25年12月28日 竪紙・1通 12672
麻生村大字大麻生　古沢花三郎→埼玉県知事銀林綱男

証（熊谷寄居間道路工事入札費10円受取）　大字久下 明治26年1月7日 竪紙・1通 12220
黒沢倉八→大字大麻生　古沢花三郎　朱印

工事成功日限延期願（秩父県道末野地内橋梁修繕工事
　ニツキ）　該工事請負人黒澤倉八　代理人大里郡大麻生

明治26年2月24日 竪紙・1通 12668

村大字大麻生　古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳
郡長中村孫兵衛　青罫紙

橋梁架換出来御届（熊谷寄居間末野地内道路修繕工事 明治26年3月10日 竪紙・1通 12053
黒沢倉八代理　大里郡大麻生村大字大麻生第八拾四番地
古沢花三郎→埼玉県大里外三郡長中村孫兵衛

工費金下附請求書・（末野地内字逆川架橋費）　請負人 明治26年3月14日 竪紙・1通 12685
黒澤倉八代理　大里郡大麻生村大字大麻生八拾四番地
古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男蓑郡長中村孫兵衛

証（工費金受取）　中嶋弥五郎→古沢花三郎朱印 明治26年3月27日 竪紙・1通 11600

（寄居国神間道路工事受負保証金請求指示の達）　秩 明治26年4月20日 竪切紙・1通 11953
父郡役所→榛沢郡深谷町杉田直一方　古沢花三郎　「埼
玉県秩父郡役所」入り青罫紙

請求書（熊谷寄居間道修繕費、下書）　大里郡大麻生 明治26年4月24日 竪紙・1通 11719
村大字大麻生　工事請負人古沢花三郎→埼玉県大里外三
郡長中村孫兵衛　青罫紙

記（工事金受取）　中島弥五郎→古沢花三郎　青罫紙、 明治26年6月29日 竪紙・1通 12294
朱印

建議書（熊谷寄居間道路改良ニツキ）　寄居町178名惣明治26年7月11日 竪紙・1冊 11188
代今井清作・中島齊四郎→熊谷寄居間道路組合會議長中村
孫兵衛

記（金10円借用）　中島弥五郎→古沢花三郎　青罫紙、 明治26年9月26日 竪紙・1通 12331
朱印

証（金20円受取）　中島弥五郎→古沢花三郎　青罫紙、 明治26年9月29日 竪紙・1通 12068
朱印

記（金100円受取）　中島弥五郎→古沢花三郎朱印 （明治）26年10月7日 竪紙・1通 12393

申込書（レール・トロッコ等借用、控）　大里郡大麻生 明治26年10月10日 竪紙・1通 11848
村　古沢花三郎→日本煉瓦製造会社　青罫紙

証（金20円受取）　中島弥五郎→古沢花三郎　青罫紙、 （明治）26年10月12日 竪紙・1通 12066
朱印

証（金50円受取）　中島弥五郎→古沢花三郎　青罫紙、 明治26年10月13日 竪紙・1通 12055
朱印

工事請負証書（深谷・大寄間修路工事ほか、抽）　埼 明治26年12月27日 竪紙・1綴 11862
玉県大里郡大麻生村大字大麻生第八拾四番地　請負人古
沢花三郎外保証人2名→埼玉県知事銀林綱男　青罫紙

内評案（深谷・桜沢間道路改修ニツキ）　青罫紙 （明治26年ヵ） 竪紙・1通 11189

十二号国道之分　中島渡金請取証　古沢青罫紙朱印 明治27年1月15日～3月 竪紙・1綴 12224
5日

拝借願（ローラル、国道改築工事に使用、拍）　＋二 明治27年2月4日 竪切紙・1通 11649
号国道第一号工事　委負人古沢花三郎→埼玉県知事男爵
　　　　　　　　（ママ）
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