
目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

橋本伊太郎氏文書目録

1 1 郷印借財皆済につき祝儀金
上納奇特の旨船越氏役人覚
え

岡谷栄助他3名 上坂部村市郎
兵衛

状 1 弘化4.5 1847 虫損

2 2 御徒士格地役見習仰付書上
げ

橋本市郎兵衛 状 1 嘉永元.9.13 1848 虫損、包紙あり

3-1 3-1 和州指越金請取覚え 上坂部村百姓
惣代組頭万兵
衛他2名

橋本一郎平 状 1 嘉永2.12 1849

3-2 3-2 和州指越金請取覚え 東株年寄武兵
衛

橋本和三郎 状 1 嘉永3.9 1850

4 4 内々出府手控え 橋本 小横帳 1 嘉永5 1852

5 5 出府中借屋店賃ほか入用覚 橋本 小横帳 1 丑(嘉永6).3.8 (1853)

6 6 庄屋連印にて領主より拝借の
銀子預りの旨差入一札

禁野村年寄三
左衛門

庄屋一郎平 状 1 安政2.12.23 1855 虫損

7 7 岡野氏領御願塚村地方役引
き受けたきにつき口上

上坂部村和三
郎他1名

御地頭様役所 状 1 慶応元.9.2 1865

8 8 麦作肥手として小前百姓へ貸
付たきにつき御蔵払米代銀拝
借願い

上坂部村和三
郎他1名

御地頭様役所 状 1 慶応2.12.22 1866 虫損

9 9 御救米請書 書冊 1 明治3.4.朔 1870 鼠損・汚損
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10 10 御用向出精につき褒美米下し
覚え

状 1 近世　申.12 虫損、付箋1点挟込

11 11 名字帯刀御免書下げ 上坂部村一郎
平

状 1 近世　辰.10 包紙あり

12-1 12-1 上坂部村重助呼び出し状 尼崎役所 上坂部村重助 状 1 近世　丑.4.17

12-2 12-2 上坂部村重助呼び出し状 尼崎役所 上坂部村重助 状 1 近世　丑.6.7

13 13 大工又吉出府拝借金受取覚
え

禁野村年寄三
左衛門

庄屋一郎平 状 1 近世　卯.12.14 虫損

14 14 学校関係県および郡布達綴 板田校 仮綴 1 明治14～17 1881～
1884

板田小学校旧蔵

15-1～4 15-1～4 地券 兵庫県 状 4 明治10.12.25 1877 周囲虫損・破損

15-5～6 15-5～6 地券 兵庫県主事川
辺郡長石原亮

状 2 明治15.11.7 1882 周囲虫損・破損

16 16 改租等級取調表 上坂部村総代
人橋本重介他1
名

兵庫県知事内
海忠勝

仮綴 1 明治20 1887

17 17 地目組換訂正願 上坂部村中持
惣代橋本重介
他3名

兵庫県知事内
海忠勝

仮綴 1 明治20.2.12 1887 野取絵図と合綴
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18 18 地目変換地価修正取調届書 松本万之介他
10名

兵庫県知事内
海忠勝

仮綴 1 明治20.2.12 1887

19 19 特別更正地価認可につき上
申

地主惣代橋本
重介他3名

兵庫県知事内
海忠勝

状 1 明治22.11 1889

20 20 諸税台帳調整期限一覧 状 1 (明治)

21 21 旧地価・旧地租取調表 状 2 (明治)

22 22 田地合筆控え 仮綴 1 (明治)

23 23 人別筆数書上げ 仮綴 1 (明治)

24 24 家敷建物奥行延長を得心下さ
れし旨断り一札

新七 重助 状 1 天明9.正 1789

25 25 日陰となる竹木勝手切払いに
つき取替せ一札

孫右衛門他4名 重助 状 1 文化12.12 1815

26 26 替地につき取替せ一札 十助他1名 伊右衛門 状 1 弘化3.3 1846 虫損

27 27 半役百姓に差し加えにて田地
貰い受けにつき一札

庄次郎 東町立会中 状 1 嘉永元.11 1848 虫損

28 28 浅右衛門他3人の御糺を延引
されたき願い下書

禁野村庄屋兼
帯上坂部村一
郎平

状 1 安政3.3.9 1856
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29 29 禁野村百姓総代より村入用等
につき村役人お調べ願い

百姓惣代清右
衛門他4名

御地頭様役所 状 1 万延元.6 1860 前欠

30 30 益田東馬悪法一件につき出
府ほか取調べ控え

横帳 1 文久2.4 1862

31 31 池埋立の手続きにつき控え 状 1 近世

32 32 船越駿河守あて書状の枚方
飛脚屋受取覚え

新町すや與兵
衛

禁野村役人中 状 1 近世　卯.3.9 「早飛脚　枚方新町　
酢與」の判押印

33 33 上坂部村村絵図 上坂部村年寄
七郎右衛門他3
名

図 1 天保14.7 1843 虫損、120×95㎝

34 34 村役人跡役入札につき開札
の上下知願い

上坂部村百姓
俊蔵他2名

西宮役所 状 1 明治3.2.24 1870

35 35 村会議員任命書 上坂部組戸長
役場

橋本重介 状 1 明治17.7.29 1884 虫損

36 36 村費金受領簿 水理委員橋本
重助

仮綴 1 明治18.8 1885 虫損

37 37 上坂部村仏事・祭典執行許可
願い綴り

仮綴 1 明治18～22 1885～
1889

38-1 38-1 村費金支払い帳 上坂部村 仮綴 1 明治20 1887 虫損
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38-2 38-2 村費金支払い帳 上坂部村 仮綴 1 明治21 1888

39 39 請願巡査費後半期分集め帳 総代橋本重介 横帳 1 明治21.11.28 1888

40 40 明治30年度前半期分村税未
納者調べ

仮綴 1 明治30.8.11 1897

41 41 塩査定通知書・納税告知書送
付につき期日までに納付すべ
き旨通知

園田村役場 橋本つる 状 1 明治32.6.13 1899

42 42 西正寺飯米として玄米取替え
置きにつき口演

寺惣代森本亦
吉

橋本重祐 状 1 (明治)　.6.2

43 43 村内家主書上げ 仮綴 1 (明治)

44 44 小学校休業日・試験法等につ
き川辺郡教育会原案

状 1 (明治)

45-1 45-1 明治22年9月分給料受領証 上坂部村田野
看守人中瀬伊
兵衛

橋本重介 状 1 明治22.9.27 1889

45-2 45-2 明治22年度管理費筆墨紙料
受領証

木浄訓 上坂部村総代
橋本重介

状 1 (明治22).2.17 (1889)

45-3 45-3 書記料受領証 園田村役場人
民書記高木

桝見 状 1 明治34.10.7 1901
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45-4 45-4 手数料受領証 園田役場人民
書記高木

桝見 状 1 明治34.12.25 1901

45-5 45-5 手数料受領証 園田村役場人
民書記高木正
路

桝見 状 1 明治34.12.25 1901

46 46 百姓重介東京へ罷越候につ
き庄屋の一札

上坂部村庄屋
源左衛門

各々衆中 状 1 (明治)　
未.5.12

47 47 北寺大栄院受取覚え 西宮青柳一・北
寺大栄院

上坂部村役人
中

状 1 (近世)

48 48 給銀受取覚え 道城村長兵衛 上坂部村源右
衛門

状 1 文政2.8.28 1819

49 49 米質改良同盟者名簿 仮綴 1 (明治) 鼠損・汚損

50 50 村中持地所小作米高控え 状 1 (明治) 虫損

51 51 稲品種別植付高覚え 状 1 近代

52-1 52-1 年季奉公人請状 奉公人親善兵
衛他2名

上坂部村源右
衛門

状 1 宝暦10.11 1760 丹波国天田郡石場
村かね

52-2 52-2 年季奉公人請状 岡院村奉公人
権四郎他1名

上坂部村源右
衛門

状 1 宝暦13.12.14 1763 岡院村権四郎
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52-3 52-3 年季奉公人請状 但州朝来郡
梅ヶ畑村奉公
人親万九郎他2

上坂部村源右
衛門

状 1 天明4.閏正 1784 虫損、但馬国朝来郡
梅ヶ畑村ぎん

52-4 52-4 年季奉公人請状 奉公人藤助他2
名

上坂部村源右
衛門

状 1 天明4.12 1784 虫損、田中村藤助

52-5 52-5 年季奉公人請状 丹州氷上郡南
田井村奉公人
親与右衛門他1
名

上坂部村（宛名
塗りつぶし）

状 1 天明5.8 1785 丹波国氷上郡南田
井村藤吉

52-6 52-6 年季奉公人請状 奉公人弥助他2
名

上坂部村源右
衛門

状 1 寛政5.12 1793 伊丹竹屋町弥助

52-7 52-7 年季奉公人請状 奉公人仲右衛
門他1名

状 1 寛政7.12 1795 虫損、後欠

52-8 52-8 年季奉公人請状 七ツ(松)村請人
喜兵衛他2名

上坂部村貞吉 状 1 文化10.2 1813 七ツ松村さた

52-9 52-9 年季奉公人請状 久々知村引請
親与八他1名

上坂部村定吉 状 1 文化10.12 1813 久々知村卯八

52-10 52-10 年季奉公人請状 丹州天田郡今
西村奉公人親
甚七他1名

上坂部村源右
衛門

状 1 文化13.11 1816 丹波国天田郡今西
村石松

52-11 52-11 年季奉公人請状 有馬郡道城村
奉公人親長兵
衛他1名

上坂部村源右
衛門

状 1 文化14.2 1817 有馬郡道城村長吉
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52-12 52-12 年季奉公人請状 潮江村奉公人
親平八他1名

上坂部村源右
衛門

状 1 文政3.12 1820 潮江村くま

52-13 52-13 年季奉公人請状 播州加西郡家
原村奉公人親
新七他2名

上坂部村[欠] 状 1 文政6.2 1823 宛先部分後欠、播磨
国加西郡家原村や
す

52-14 52-14 年季奉公人請状 道城村奉公人
親長兵衛他1名

上坂部村源右
衛門

状 1 文政8.2 1825 有馬郡道城村万蔵

52-15 52-15 年季奉公人請状 河州丹難郡(ﾏ
ﾏ)西田野村奉
公人親惣兵衛
他1名

上坂部村源右
衛門

状 1 文政8.9 1825 虫損・汚損、河内国
丹南郡西田野村みき

52-16 52-16 年季奉公人請状 奉公人親つる
他1名

源右衛門 状 1 天保7.12 1836 虫損、上坂部村いし

52-17 52-17 年季奉公人請状 播州多可郡久
留寿銅山奉公
人親清五郎後
家他3名

上坂部村源右
衛門

状 1 近世 播磨国多可郡多田
村之内久留寿銅山そ
よ

52-18 52-18 年季奉公人請状雛形 上坂部村源右
衛門

状 1 近世

53 53 田地小作証 森村松本甚右
衛門他1名

上坂部村橋本
重助

状 1 明治21.4.3 1888

54-1 54-1 銀子借用証文 村田屋嘉兵衛 上坂部村重助 状 1 文政12.10 1829 虫損
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54-2 54-2 銀子借用証文 杢兵衛他1名 市郎兵衛 状 1 弘化4.4 1847

54-3 54-3 銀子借用証文 穴太村善兵衛
他1名

市郎兵衛 状 1 嘉永元.11 1848

54-4 54-4 銀子借用証文 九郎兵衛 和三郎 状 1 嘉永2.7 1849

54-5 54-5 銀子借用証文 上坂部村源右
衛門

河内屋惣吉 状 1 嘉永4.8 1851

54-6 54-6 銀子借用証文 次屋村宗兵衛
他1名

上坂部村和三
郎

状 1 嘉永4.11 1851

54-7 54-7 銀子借用証文 茂右衛門他1名 和三郎 状 1 安政3.6 1856

54-8 54-8 銀子借用証文 禁野村三左衛
門

橋本一郎平 状 1 安政5.7 1858

55-1 55-1 金子借用証文 尼ヶ崎政七他1
名

上坂部村市郎
兵衛

状 1 弘化5.3 1848

55-2 55-2 金子借用証文 麹町平河丁三
丁目近江や房
次郎他1名

坂本一郎 状 1 明治2.6.23 1869

55-3 55-3 金子借用証文 麹町平河丁三
丁目近江や房
次郎他1名

時岡家坂本一
郎

状 1 明治2.7.10 1869
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55-4 55-4 金子借用証文 麹町平河丁三
丁目近江や房
次郎

時岡家坂本一
郎

状 1 明治2.7.10 1869

55-5 55-5 金子借用証文 麹町平河町三
丁目家主吉兵
衛他1名

時岡家坂本一
郎

状 1 明治2.8 1869

55-6 55-6 金子借用証文 房次郎他1名 坂本一郎 状 1 明治3.正 1870

55-7 55-7 金子借用証文 上坂部村門田
栄吉他1名

橋本重介 状 1 明治11.7 1878

55-8 55-8 金子借用証文 上坂部村住山
与治兵衛他1名

上坂部村橋本
重助

状 1 明治12.11.13 1879

55-9 55-9 金子借用証文 塚口村吉田治
郎吉

上坂部村橋本
重介

状 1 明治13.10.2 1880

55-10 55-10 金子借用証文 上村留吉他2名 橋本重助 状 1 明治14.11.30 1881

55-11 55-11 金子借用証文 坂本伊之助 橋本重助 状 1 明治17.1.26 1884

55-12 55-12 金子借用証文 岸本豊吉 橋本重助 状 1 明治18.1.25 1885

55-13 55-13 金子借用証文 橋本重介他2名 廣田長十郎 状 1 明治28.5.16 1895 印紙欠

55-14 55-14 金子借用証文 房次郎 坂本一郎 状 1 明治前期　
午.11.3
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56-1 56-1 田地譲り渡し証文 孫右衛門他3名 市郎兵衛 状 1 享保2.12.16 1717 虫損

56-2 56-2 家屋敷譲り渡し証文 新右衛門他2名 彦兵衛 状 1 宝暦12.12 1762 虫損

56-3 56-3 田地譲り渡し証文 森村伊兵衛他3
名

森村八右衛門 状 1 天明7.12 1787

56-4 56-4 畑地譲り渡し証文 定吉他3名 重助 状 1 文化8.7 1811 虫損

56-5 56-5 田地譲り渡し証文 森村八右衛門
他2名

上坂部村重助 状 1 天保4.12 1833 虫損

56-6 56-6 畑地譲り渡し証文 治兵衛他3名 重助 状 1 天保14.9 1843

56-7 56-7 建家・土蔵譲り渡し証文 禁野村多門太
他1名

秦村久右衛門 状 1 弘化4.7 1847 虫損

56-8 56-8 建家売り渡し証書 上坂部村廣田
作三郎他1名

橋本嘉兵衛 状 1 明治15.2.14 1882

56-9 56-9 宅地売り渡し証券 上坂部村寺本
力蔵他1名

上坂部村橋本
重助

状 1 明治15.2.19 1882

56-10 56-10 畑地売り渡し確証 上坂部村中津
徳蔵他1名

橋本重助 状 1 明治19.1.30 1886

56-11 56-11 居屋敷・建家譲り渡し証文 状 1 近世 後欠
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橋本伊太郎氏文書目録

57-1 57-1 本物返し畑地売り渡し証文 孫右衛門他3名 市郎兵衛 状 1 享保18.12.11 1733 虫損

57-2 57-2 本物返し田地売り渡し証文 上坂部村市郎
兵衛他3名

塚口村庄右衛
門

状 1 安永5.12 1776

57-3 57-3 本物返し畑地売り渡し証文 重助他1名 [欠] 状 1 文政2.11 1819 後欠、虫損

58-1 58-1 本物返し流し田地売渡証文 仁兵衛他3名 市郎兵衛 状 1 元禄9.極.26 1696 虫損

58-2 58-2 本物返し流し田地売渡証文 庄や武兵衛他2
名

市郎兵衛 状 1 享保13.12.21 1728 虫損

58-3 58-3 本物返し流し田地売渡証文 三郎右衛門他3
名

六左衛門 状 1 享保16.12.3 1731 虫損

58-4 58-4 本物返し流し田地売渡証文 市郎兵衛他2名 利兵衛 状 1 宝暦9.12.21 1759 虫損甚大

58-5 58-5 本物返し流し田地売渡証文 庄兵衛他2名 市郎兵衛 状 1 安永3.12 1774

58-6 58-6 本物返し流し田地売渡証文 状 1 近世 後欠、虫損

59-1 59-1 建家質物証文 忠兵衛他1名 庄屋橋本一郎
平

状 1 安政5.3 1858 虫損

59-2 59-2 田地質物証文 上坂部村橋本
重介他1名

尼ヶ崎井澤忠平 状 1 明治11.4.25 1878 虫損、表題部分破欠
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橋本伊太郎氏文書目録

59-3 59-3 宅地・田地・畑地質物証文 上坂部村橋本
重助他2名

大阪府下東区
南本町壱丁目
小澤権兵衛

状 1 明治16.12.22 1883 表題部分破欠

60-1 60-1 質入建物見取り図 上坂部村橋本
嘉兵衛

廣田杢左衛門 状 1 明治9.2.11 1876

60-2 60-2 質入建物見取り図 上坂部村橋本
重助

小澤権兵衛 状 1 明治16.12.22 1883

61-1 61-1 借用米証文 和三郎他1名 彦兵衛 状 1 元治2.正 1865

61-2 61-2 借用米証文 西岡勝蔵他1名 橋本一郎平 状 1 安政4.12.21 1857 虫損

61-3 61-3 借用米証文 禁野村年寄三
左衛門他2名

庄屋橋本一郎
平

状 1 近世　巳.12 虫損

61-4 61-4 借用米証文 森村治郎助他1
名

九右衛門 状 1 近世　申.6.15 後欠

62 62 着物預り証文 杢兵衛 和三郎 状 1 文久元.12 1861

63-1 63-1 質物証文に奥印の庄屋へ損
難かけざる旨の一札

初兵衛他1名 庄屋重助 状 1 天保7.12 1836

63-2 63-2 質物証文に奥印の庄屋へ損
難かけざる旨の一札

万兵衛 庄屋市郎兵衛 状 1 弘化5.3 1848
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橋本伊太郎氏文書目録

64-1 64-1 借用証文連印者に損難かけ
ざる旨の一札

源右衛門 和三郎 状 1 安政5.2 1858

64-2 64-2 借用証文連印者に損難かけ
ざる旨の一札

門田栄吉 橋本重助 状 1 明治18.2 1885

64-3 64-3 借用証文連印者へ損難かけ
ざる旨の一札

阪上孝三郎 橋本重助 状 1 明治21.11.13 1888

65 65 借銀返済証文加判者へ損難
かけざる旨の一札

茂右衛門他1名 扱人和三郎 状 1 安政3.正.28 1856

66 66 銀子連印分借につき取替せ
一札

和三郎 辰太郎 状 1 安政5.4 1858

67 67 金子用立て下されこの上は無
心がましき儀一切申すまじき
一札

弟政七 姉親お伝 状 1 天保7.12 1836 前欠、虫損

68-1 68-1 建家土蔵書入れ預け銀出入
訴状写

元治郎 奉行 状 1 安政4.6.21 1857 虫損

68-2 68-2 建家土蔵書入れ預け銀出入
訴状写

状 1 (安政4) (1857) 後欠、虫損

68-3 68-3 建家土蔵書入れ預け銀出入
訴状写

元次郎 奉行 状 1 安政4.9.18 1857

68-4 68-4 建家土蔵書入れ預け銀出入
訴状写

元次郎 奉行 状 1 安政4.10.17 1857 虫損
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橋本伊太郎氏文書目録

68-5 68-5 建家土蔵書入れ預け銀出入
対決書付

状 1 (安政4) (1857)

69-1 69-1 建家土蔵書入れ預け銀出入
訴訟一件につき返答書

一郎平他1名 奉行 状 1 安政4.7.27 1857 前欠、虫損

69-2 69-2 建家土蔵書入れ預け銀出入
訴訟一件につき返答書

一郎平他1名 奉行 状 1 安政4.8.13 1857 虫損

69-3 69-3 建家土蔵書入れ預け銀出入
訴訟一件につき返答書

一郎平他1名 奉行 状 1 安政4.9.2 1857 虫損

69-4 69-4 建家土蔵書入れ預け銀出入
訴訟一件につき返答書下書

状 1 (安政4) (1857) 後欠ｶ

69-5 69-5 建家土蔵書入れ預け銀出入
訴訟一件につき返答書下書

状 1 (安政4) (1857)

69-6 69-6 建家土蔵書入れ預け銀出入
訴訟一件につき返答書

状 1 巳(安政4).12.2 (1857) 虫損

70 70 建家土蔵書入れ預け銀出入
訴訟一件につき万屋元治郎
対決不参につき断り書

河州交野郡禁
野村多門太他2
名

奉行 状 1 安政4.7.21 1857

71 71 建家土蔵書入れ預け銀出入
訴訟一件につき対決刻限切
れになり御詫口上

状 1 (安政4) (1857) 後欠

72 72 建家土蔵書入れ預け銀出入
訴訟一件につき出入手続き書

多門太代市郎
平

状 1 午(安政5).8 (1858) 破損、一部切り取り
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橋本伊太郎氏文書目録

73 73 質物証文銀滞出入につき返
答書

重助 庁証局役所 仮綴 1 明治4.2.朔 1871

74 74 酉年中収納米等の訴訟覚え 仮綴 1 文久2.正.23 1862

75 75 軍用年賦講仕法講 仮綴 1 (近世)

76-1 76-1 利金受取証 渋谷信平(ｶ) 松本重助 状 1 明治17.9.8 1884

76-2 76-2 金子受取証 柄谷弥兵衛 橋本重助 状 1 明治19.8.6 1886 虫損

76-3 76-3 鯡粕代金覚え 油屋治郎助 橋本重助 状 1 (明治)　.7.15

76-4 76-4 鯡粕代金覚え 油屋治郎助 橋本重助 状 1 (明治)　
未.5.15

76-5 76-5 干鰯代金受取証 油屋治郎助 橋本重助 状 1 (明治)　.12.16

76-6 76-6 年分金受取証 油や治郎助 橋本重助 状 1 (明治)　.2.11

76-7 76-7 食料代金受取証 生藤店 上坂部村橋本
つる

状 1 (明治)　.旧5.

76-8 76-8 諸品代金受取書上げ 状 1 明治39 1906

76-9 76-9 諸品代金受取書上げ 状 1 明治37 1904
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橋本伊太郎氏文書目録

76-10 76-10 諸品代金受取書上げ 状 1 (明治)

77 77 尼崎市庭町広島屋佐兵衛方
不相続訳立出入につき願書

重助 松平遠江守役
人衆中

状 1 文久2.5.19 1862

78 78 広島屋佐兵衛方不相続訳立
出入一件関係綴

仮綴 1 文久2 1862

79-1 79-1 広島屋佐兵衛方不相続訳立
出入一件につき引合覚え

上坂部村役人 尼崎小嶋町役
人中

仮綴 1 文久2.5.14 1862

79-2 79-2 広島屋佐兵衛方不相続訳立
出入一件につき引合覚え

上坂部村役人 尼崎築地町役
人中

仮綴 1 文久2.5 1862

80 80 広島屋佐兵衛方不相続訳立
出入一件につき願下げ断り

上坂部村重助
他1名

松平遠江守郡
代

状 1 文久2.6.2 1862 虫損

81 81 広島屋跡相続につき一札写 佐兵衛女房野
布他1名

青木屋新右衛
門女房おとみ

状 1 天保4.3 1833

82 82 蚕豆窃盗事件につき神戸裁
判所判決

神戸裁判所 上坂部村橋本
重助

状 1 明治13.6.2 1880

83 83 親族会員選定につき決定書 伊丹区裁判所
判事奥田力

状 1 明治35.5.31 1902

84 84 兄弟契約起請文 益田藤左衛門
綱幸

橋本一郎兵衛 状 1 嘉永2.2.20 1849 虫損
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85 85 婚礼控え帳 横帳 1 天保5 1834 鼠損、結付文書1点
あり

86 86 婚礼式法定め 横帳 1 天保11.9.2 1840

87 87 おかな婚礼控え 横帳 1 天保13.正.13 1842 虫損

88 88 婚礼取遣諸色入用帳 藤助 横帳 1 天保14.3 1843

89 89 おせつ入嫁控え 横帳 1 天保15 1844

90 90 おすて入嫁諸色控え 橋本 横帳 1 元治元.12.13 1864

91 91 婚礼諸色諸入用控え 橋本和三郎 横帳 1 慶応3.12.8 1867 虫損

92-1 92-1 婚礼式諸入費控え 横帳 1 明治26.旧
正.27

1893

92-2 92-2 婚礼式諸入費控え 横帳 1 明治34.旧
12.11

1901

93 93 婚礼帳 橋本一平 横帳 1 明治42.2.29 1909

94 94 衣装・手道具控え 横帳 1 慶応3.12 1867

95 95 嫁入道具目録 横帳 1 欠年 虫損
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96 96 捨吉縁付につき受納・諸入用
控え

橋本 横帳 1 明治8.5.16 1875

97 97 橋本捨吉へ縁付につき諸入
用控え

横帳 1 明治8.12.21 1875

98 98 養女貰請につき諸入用受納
控え

横帳 1 明治11.3.4 1878 大坂府下京橋弐丁
目柏岡市治郎娘房を
橋本重介方へ養女と
して貰請

99 99 二男和三郎安産につき諸事
控え帳

横帳 1 天保14.10.14 1843

100 100 おすて安産諸事控え帳 横帳 1 弘化4.8.7 1847

101 101 七男嘉吉安産につき諸事控え
帳

横帳 1 安政6.12.13 1859

102 102 万次郎参宮控え 横帳 1 安政2 1855

103 103 橋本栄吉参宮受納入用帳 橋本 横帳 1 元治2 1865

104 104 捨吉参宮につき見舞受納控え 横帳 1 明治4.2.29 1871

105 105 疱瘡見舞覚え はし本拾吉 横帳 1 安政2.12 1855 鼠損

106 106 岩吉疱瘡見舞覚え 状 1 (近世)　.5.
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橋本伊太郎氏文書目録

107 107 栄吉見舞覚え 状 1 欠年　.6.

108 108 志帳 橋本つる 横帳 1 大正2.4.25 1913 虫損

109 109 妙晃葬式入用控え 横帳 1 文化11.9.24 1814 虫損

110 110 釈乗西葬式控え帳 横帳 1 文化12.7.17 1815

111 111 釈浄傾葬式控え帳 横帳 1 文政10.7.17 1827

112 112 葬式につき買物帳 橋本重助 横帳 1 天保10.12.8 1839

113 113 釈尼妙安葬式控え帳 横帳 1 天保12.6.12 1841 天保9年藤助参宮留
守見舞受納物控えと
合綴

114-1 114-1 釈祐心葬式野送諸色入用帳 横帳 1 嘉永2.5.23 1849 虫損

114-2 114-2 釈真悟葬式野送諸色入用帳 横帳 1 明治8.11.29 1875

114-3 114-3 釈尼妙貞(カ）葬式野送諸色
入用帳

横帳 1 明治15.5.16 1882

115 115 釈尼理俊葬式諸入用控え帳 横帳 1 安政6.9.3 1859

116 116 疱瘡にて死去葬式諸色控え
帳

横帳 1 文久元.5.29 1861
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117 117 御悔帳 横帳 1 (近世) 破損

118 118 焼香附帳 横帳 2 (近世) 目録番号118-1表紙
欠損

119 119 祖父重助三拾三廻忌法事帳 横帳 1 弘化4 1847

120 120 釈尼為入七廻忌法事帳 橋本和三郎 横帳 1 嘉永2.9.25 1849 虫損

121 121 一周忌茶の子配り方ほか控え 横帳 1 (近世)

122 122 両御座同行勤諸入用帳 横帳 1 嘉永7.11.19 1854 結付文書1点あり

123 123 中山寺観世音御札 中山寺花蔵院 その他 1 欠年 木版、包紙に貼付

124 124 家関係雑 状ほか 1 欠年 状4・横帳1一括

125 125 島津久光建白書写 左大臣従二位
臣久光

仮綴 1 明治8.10.19 1875 汚損大・劣化

126 126 書状一括 状 1 欠年 11点一括、一部劣化
甚大・水損、木箱入り

127 127 雑一括 状ほか 1 欠年 状9・仮綴3・横帳1・
小横帳1・包紙1一括
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