
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

西村亀氏文書(4)目録

1 12-4 1法令 大川筋入用につき幕府触写し 状 2

2 18-6 1法令 近衛兵編成規則 陸軍卿西郷従道 冊子 2 明治13.2.13 1880 2点一緒に綴られる。
ただし綴じはずれ

3-1 2-9 2土地・貢租（近世） 亥歳御年貢勘定 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 子.正.14

3-2 2-1 2土地・貢租（近世） 亥御年貢勘定 庄屋治左衛門 庄右衛門 状 1 (近世)

3-3 2-15 2土地・貢租（近世） 亥年御年貢勘定 庄屋治左衛門 庄右衛門 状 1 12月

3-4 2-14 2土地・貢租（近世） 戌年御年貢勘定 庄屋治左衛門 庄右衛門 状 1 12月

3-5 2-2 2土地・貢租（近世） 午御年貢勘定 庄屋武兵衛 庄右衛門 状 1 12月

3-6 2-10 2土地・貢租（近世） 巳歳御年貢勘定 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 巳.12

3-7 2-16 2土地・貢租（近世） 酉年御年貢勘定 西新田村庄屋助
右衛門

道意新田庄右衛
門

状 1 酉.極月

3-8 2-3 2土地・貢租（近世） 卯御年貢勘定 庄屋武兵衛 庄右衛門 状 1 (近世)

3-9 2-4 2土地・貢租（近世） 戌御年貢勘定 庄屋喜重良 庄右衛門 状 1 (近世)
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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

西村亀氏文書(4)目録

3-10 2-5 2土地・貢租（近世） 亥御年貢勘定 庄屋喜十郎 庄右衛門 状 1 (近世)

3-11 2-6 2土地・貢租（近世） 子御年貢勘定 庄屋喜重郎 庄右衛門 状 1 (近世)

3-12 2-8 2土地・貢租（近世） 申御年貢勘定 庄や喜兵衛 庄右衛門 状 1 (近世)

3-13 2-11 2土地・貢租（近世） 申御年貢勘定 庄屋喜重（郎） 庄右衛門 状 1 (近世) 差出部分破損

3-14 2-12 2土地・貢租（近世） 酉御年貢勘定 庄屋治左衛門 庄右衛門 状 1 (近世)

3-15 2-13 2土地・貢租（近世） 子歳年貢勘定 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 (近世)

3-16 2-7 2土地・貢租（近世） 丑御年貢勘定 庄屋治左衛門 庄右衛門 状 1 (近世)

4-1 2-20 2土地・貢租（近世） 申年貢配賦 中浜新田役人 西村庄治 状 1 10.晦

4-2 2-17 2土地・貢租（近世） 巳年貢配賦 中浜新田支配人 道意新田庄右衛
門

状 1 11.晦 書き継ぎ文書あり（普
請冥加受取につき
覚）

5-1 1-1 2土地・貢租（近世） 御用銀受取につき覚 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 弘化3.閏5.5 1846

5-2 1-15 2土地・貢租（近世） 御用銀受取につき覚 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 未.6.26 請求番号1-14～1-
20こより一括、書き継
ぎ文書あり（御用銀受
取につき覚）
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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

西村亀氏文書(4)目録

6 12-3 2土地・貢租（近世） 御用銀・樋入用受取につき覚
え

庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 弘化3.7.10 1846

7-1 1-18 2土地・貢租（近世） 御用銀割賦算用につき覚 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 午.5 請求番号1-14～1-
20こより一括

7-2 1-14 2土地・貢租（近世） 御用金算用につき覚 庄屋 庄右衛門 状 1 未.12.14 請求番号1-14～1-
20こより一括

7-3 13-19 2土地・貢租（近世） 御用銀算用につき覚え 野里喜兵衛 庄右衛門 状 1 上部欠

8 1-8 2土地・貢租（近世） 御用銀上納につき覚 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 未.9.16

9 1-12 2土地・貢租（近世） 代金受取につき覚 西新田村役人 清左衛門 状 1 3.21

10 1-9 2土地・貢租（近世） 下組入用につき覚 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 5.15

11 1-19 2土地・貢租（近世） 西新田掛り銀につき覚 状 1 (近世) 請求番号1-14～1-
20こより一括

12 1-7 2土地・貢租（近世） 米代銀算用につき覚 庄屋 伊八 状 1 未.12.8

13 1-20 2土地・貢租（近世） 諸費用算用につき覚え 状 1 （近世） 請求番号1-14～1-
20こより一括

14 1-17 2土地・貢租（近世） 入用算用につき覚 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 午.5 請求番号1-14～1-
20こより一括
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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

西村亀氏文書(4)目録

15-1 1-10 2土地・貢租（近世） 代銀算用につき覚 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 午.12.12

15-2 1-6 2土地・貢租（近世） 代銀算用につき覚 庄屋 佐左衛門 状 1 15日

16 1-13 2土地・貢租（近世） 金銀算用につき覚 喜兵衛 庄右衛門 状 1 巳.12.22

17 1-16 2土地・貢租（近世） 銀算用につき覚 状 1 (近世) 請求番号1-14～1-
20こより一括

18-1 1-2 2土地・貢租（近世） 先納銀受取につき覚 庄屋喜重郎 庄右衛門 状 1 嘉永3.3 1850

18-2 1-4 2土地・貢租（近世） 先納銀受取につき覚 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 巳.3.15

18-3 1-3 2土地・貢租（近世） 先納銀受取につき覚 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 辰.3.晦

19 1-11 2土地・貢租（近世） 先納銀請求につき覚 庄屋喜兵衛 庄左(右)衛門 状 1 3.朔

20 10-3 2土地・貢租（近世） 中浜新田譲請出銀勘定書 状 1 安政5.4 1858

21 15-26 2土地・貢租（近世） 地子・役米・水主米等支払いに
つき覚

状 1 未.9.6

22 10-7 2土地・貢租（近世） 過米代・調達講支払いにつき
覚え

喜兵衛 庄右衛門 状 1 巳.12.27
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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

西村亀氏文書(4)目録

23 6-11-2 2土地・貢租（近世） 証文銀皆済につき書付 大西村佐兵衛 新細屋吉兵衛 状 1 天保2.2.27 1831

24 1-5 2土地・貢租（近世） 屋敷行き麦受取につき覚 庄屋喜重郎 庄右衛門 状 1 戌.6.6

25 2-24 2土地・貢租（近世） 算用につき田畑畝歩・分米書
上げ

状 1 (近世)

26 20-7 3土地・貢租（近代） 地租掛り他請求依頼状 宮崎 西村 仮綴 1 （明治37）.旧
12.23

(1904) 封筒入り。

27 20-6-3 3土地・貢租（近代） 出作地租書付 状 1 (近代) 請求番号20-6-1～9
封筒一括。

28 5-3 3土地・貢租（近代） 大庄村明治8年改租宅地価等
級表

状 1 (近代)

29 4-16 3土地・貢租（近代） 地籍掛入費等算用につき書付 仮綴横 1 (近代)

30 2-29 3土地・貢租（近代） 田畑代金書付 海浜喜一 中村□(宿ヵ) 折紙 1 (近代)

31 2-28 3土地・貢租（近代） 田畑・宅地等級別地租書付 状 1 (近代)

32 2-26 3土地・貢租（近代） 地租改正収穫米地価金 折紙 1 (近代)

33 2-25 3土地・貢租（近代） 地価算出につき算用覚え 状 1 (近代) 下部破損大

施行規則第5条(1)により非公開
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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

西村亀氏文書(4)目録

34 2-19 3土地・貢租（近代） 村費・地租請求証 惣代梅田 秋岡治郎作 状 1 3.30

35-1 20-11 3土地・貢租（近代） 明治36年度下田宅地年貢費持
参依頼状

東新田村阪田惣
代

道意新田村惣代
西村正作

状 1 明治36.旧
12.12

1903 封筒入り。

35-2 20-6-2 3土地・貢租（近代） 明治37年度下田宅地年貢米代
金等徴収依頼状

東新田村惣代宮
崎市良右衛門

道意新田村惣代
西村庄作

状 1 明治37.旧
12.23

1904 請求番号20-6-1～9
封筒一括。

35-3 20-3-1 3土地・貢租（近代） 明治38年度下田宅地年貢代金
等徴集依頼につき書状

東新田村惣代林
長右衛門

道意新田村惣代
西村正作

状 1 明治38.12.19 1905 請求番号20-3-1･2は
封筒一括。鼠損あり。

35-4 20-6-7 3土地・貢租（近代） 明治38年度下田宅地年貢米徴
収依頼状

東新田村惣代林
長右衛門

道意新田村総代
西村正作

状 1 明治38.旧12 1905 請求番号20-6-1～9
封筒一括。

35-5 20-14-2 3土地・貢租（近代） 明治40年度宅地年貢代金徴収
依頼状

東新田村惣代 道意新田村惣代
西村正作

状 1 (明治41).1.19 (1908) 請求番号20-14-1.2
封筒一括。鼠損大。

35-6 20-15-2 3土地・貢租（近代） 下田宅地年貢等領収証 東新田惣代 道意新田惣代西
村正作

状 1 明治41.1.30 1908 請求番号20-15-1.2
封筒一括。

35-7 20-8 3土地・貢租（近代） 明治42年度下田宅地年貢徴収
依頼状

東新田村惣代宮
崎市郎兵衛

道意新田村惣代
西村正作

状 1 明治42.旧
12.23

1909 封筒入り。

35-8 20-10-2 3土地・貢租（近代） 下田宅地年貢等請取状 東新田村惣代宮
崎市郎兵衛

道意新田村総代
西村正作

状 1 明治43.2.10 1910 請求番号20-10-1.2
封筒一括

35-9 20-4-1 3土地・貢租（近代） 明治42年度下田宅地年貢米代
金等受け取りにつき書状

東新田村惣代阪
田常吉

道意新田村西村
惣代

状 1 明治43.12.29 1910 請求番号20-4-1･2は
封筒一括。封筒鼠損
あり。
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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

西村亀氏文書(4)目録

35-10 20-9-1 3土地・貢租（近代） 明治44年度下田宅地年貢徴収
依頼状

東新田総代入江
虎吉

道意新田村総代
西村正作

状 1 明治45.1.23 1912 請求番号20-9-1.2封
筒一括

35-11 20-9-2 3土地・貢租（近代） 下田宅地年貢請取状 東新田村総代入
江虎吉

道意新田村総代
西村正作

状 1 明治45.2.10 1912 請求番号20-9-1.2封
筒一括。

35-12 2-30 3土地・貢租（近代） 大正4年度下田宅地年貢米徴
収依頼状

(東新田村)宮崎
総代

道意新田西村総
代

状 1 大正4.正.18 1915

36 20-6-9 3土地・貢租（近代） 下田宅地年費他請取証 東新田村入江惣
代

道意新田村西村
庄作

状 1 明治39.12 1906 請求番号20-6-1～9
封筒一括。

37 2-18 3土地・貢租（近代） 酉年貢米代金受取証 西新田村戸長赤
井謙三郎

道意西村荘次 状 1 1.27

38 20-13 3土地・貢租（近代） 下田宅地代金持参依頼状 東新田村惣代入
江虎吉

道意新田村惣代
西村正作

状 1 大正2.正.28 1913 封筒入り。

39 2-22 3土地・貢租（近代） 年貢米代金皆済証 西新田村戸長赤
井謙三郎

西村氏 状 1 3.12

40 27-41 3土地・貢租（近代） 年貢不納につき取り計らい依
頼したき旨書状

西宮大島あい 西村正作 状 1 (近代) 井上儀三郎方いさ差
出西村およつ宛封筒
入り。

41 20-6-1 3土地・貢租（近代） 明治36年度年貢請取につき状 東新田村惣代阪
田常吉

道意新田村惣代
西村正作

状 1 明治36.旧
11.29

1905 請求番号20-6-1～9
封筒一括。鼠損甚
大。
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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

西村亀氏文書(4)目録

42 20-5 3土地・貢租（近代） 明治38年度村費他納入につき
書上

東新田村惣代林
長右衛門

道意新田村惣代
西村正作

仮綴 1 (明治38)．旧
12.13

(1905) 西村総代宛親展封
筒入り。

43 2-32 3土地・貢租（近代） 申御年貢勘定 戸長橋本治三二 副戸長西村庄次 状 1 (近代)

44 2-21 3土地・貢租（近代） 地税配賦 中浜新田副戸長
小林与次兵衛

西村庄治 状 1 明治9.12.10 1876

45 5-20 3土地・貢租（近代） 至急所得金高届書提出をうな
がす通知

大庄村役場 西村正作 状 1 明治30.4.22 1897

46 5-8 3土地・貢租（近代） 明治40年8月村税支払いにつ
き人名書上

仮綴 1 (明治40) (1907) 綴じはずれ

47 2-31 3土地・貢租（近代） 海面砂代徴収につき人名書上
げ

仮綴横 1 明治43.2.10 1910

48 11-3 3土地・貢租（近代） 大庄村土砂10坪払い込み代 大阪本金庫所属
西宮支金庫

大庄村共同苗代
管理者西谷太十
郎

状 1 大正2 1913

49 15-4 3土地・貢租（近代） 土砂払い下げ代金につき兵庫
県指令書

兵庫県知事服部
一三

道意新田村西村
正作

状 1 大正3.1.16 1914

50 7-10 3土地・貢租（近代） 土砂払い下げに関する兵庫県
指令

兵庫県知事服部
一三

西村正作 状 1 大正4.1.12 1915

51 29-1-1 3土地・貢租（近代） 大正年間所得申告書(申告用
紙)

西宮税務署 状 1 (大正)
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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

西村亀氏文書(4)目録

52 2-23 3土地・貢租（近代） 金受取につき覚 広沢種一 西村 状 1 (明治)31.11.30 (1898)

53 20-6-4 3土地・貢租（近代） 電気会社への売却地の内訳取
り計らい依頼状

東新田村惣代阪
田常吉

道イ新田村惣代
西村

状 1 明治36.10.26 1903 請求番号20-6-1～9
封筒一括。

54 6-16 3土地・貢租（近代） 土地払い下げにつき請書（控） 西村庄右衛門 兵庫県知事 状 1 明治43.1.22 1910

55 27-26 3土地・貢租（近代） 土地価格調査簿編成につき依
頼状

株式会社兵庫県
農工銀行頭取鳴
瀧幸恭

区長(西村正作) 状 3 大正4.4.5 1915 封筒入り。封筒の破
損大につき取り扱い
注意。村内土地調査
表及び返信用封筒
同封。

56 24-8 3土地・貢租（近代） 送電線路鉄塔建築敷地貸借に
つき契約書

道意西村長太郎 大阪市東区今橋
2丁目19番地日
本電力株式会社
専務取締役池尾
芳蔵

状 2 大正12 1923 封筒入り。

57 10-2 3土地・貢租（近代） 田畑買い受けにつき約束証下
書

状 1 (近代)

58 7-25 3土地・貢租（近代） 村内人別の田畑所持面積取調
書

道意新田惣代西
村正作

大庄村長矢野武
一

仮綴 1 大正2.3 1913

59 21-24 3土地・貢租（近代） 道意部落田作総作付反別等書
上

田中平治 西村庄右衛門 状 1 （大正年間）
1.20

請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

60 13-27 3土地・貢租（近代） 小字ごと田の畝歩数書上げ 状 1 (近代)

－9－

尼崎市立地域研究史料館作成
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西村亀氏文書(4)目録

61 6-19 3土地・貢租（近代） 土地面積算用につき覚 状 1 (近代)

62 5-14 3土地・貢租（近代） 反別調査につき畝歩・人名書
上

折紙 1 (近代) 請求番号5-10～19こ
より一括

63 2-27 3土地・貢租（近代） 算用につき田畑畝歩・代金書
上

折紙 1 (近代)

64 4-5 4村政・村況（近世） 銀子算用書付 庄屋喜十郎 庄助 状 1 亥.3.14

65 4-1 4村政・村況（近世） 支配懸り銀支払いにつき書付 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 午.12.26

66 6-11-3 4村政・村況（近世） 銀子貸借につき銀高書上 状 1 (近世) 破損大。

67-1 6-10 4村政・村況（近世） 銀高書付 山吉 状 1 (近世) 後欠。破損大。

67-2 6-9 4村政・村況（近世） 銀高書付 状 1 (近世)

68 4-11 4村政・村況（近世） 酒代金書付 八十原酒店 道意新田村方 状 1 12.19

69 4-10 4村政・村況（近世） 諸品代金書付 笹彦 道意新田林中 状 1 12.19

70 6-5 4村政・村況（近世） 斗代書付 状 1 (近世)
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西村亀氏文書(4)目録

71-1 6-3 4村政・村況（近世） 銀受取につき覚 鍋屋平三郎 道意新田庄右衛
門

状 1 未.7

71-2 6-7 4村政・村況（近世） 銀受取につき覚 鍋屋平三郎 道意新田庄右衛
門

状 1 未.11.11

71-3 6-1 4村政・村況（近世） 銀受取につき覚 東富松半兵衛 道意新田村庄右
衛門

状 1 酉.12.5

71-4 6-2 4村政・村況（近世） 銀受取につき覚 喜重良 庄右衛門 状 1 寅.12.25

72 6-8 4村政・村況（近世） 米代受取につき覚 鉛屋治左衛門 西むら庄右衛門 状 1 12.15

73 6-6 4村政・村況（近世） 米代金受取につき覚 鉛屋治左衛門 西むら庄右衛門 状 1 12.15

74-1 4-4 4村政・村況（近世） 代銀支払いにつき覚 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 辰.10.13

74-2 4-7 4村政・村況（近世） 代銀支払いにつき覚 庄屋喜重郎 庄左衛門 状 1 申.12.26

74-3 4-2 4村政・村況（近世） 代銀支払いにつき覚 喜十良 庄右衛門 状 1 申.12.晦

75 6-11-1 4村政・村況（近世） 銀子算用につき覚 状 1 (近世) 破損大。

施行規則第5条(1)により非公開

76 6-4 4村政・村況（近世） 斗口指引につき覚 状 1 (近世)
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西村亀氏文書(4)目録

77 6-18 5村政・村況（近代） 子歳万事入用支配割帳 株仲間 折紙 1 明治9.12.1 1876 横帳の表紙のみ

78 5-19 5村政・村況（近代） 明治25年12月30日までの勘定
書

仮綴横 1 明治26.1.1 1893 請求番号5-10～19こ
より一括。綴じはず
れ。

79 20-2 5村政・村況（近代） 樋掛り金・協議費徴集依頼に
つき書状

東新田村惣代坂
田常吉

道意新田村惣代
西村庄作

仮綴 1 明治36.12.19 1903 鼠損あり。

80 20-12 5村政・村況（近代） 樋掛り及協議費等請取綴り 仮綴 1 明治36.12.29 1903 封筒入り

81 20-6-8 5村政・村況（近代） 明治38年度協議費等請取状 東新田村惣代宮
崎市良兵衛

西村正作 状 1 明治38.2.1 1905 請求番号20-6-1～9
封筒一括。

82 20-6-6 5村政・村況（近代） 明治38年度村費掛り請取状 東新田村惣代林
長右衛門

道意新田村惣代
西村正作

状 1 明治38.旧12 1905 請求番号20-6-1～9
封筒一括。

83 20-14-1 5村政・村況（近代） 東新田村協議費等徴収依頼状 東新田村惣代 道意新田村惣代
西村正作

仮綴 1 (明治40) (1907) 請求番号20-14-1.2
封筒一括。鼠損大。

84 20-10-1 5村政・村況（近代） 明治42年度協議費他出金依頼
状

東新田村総代宮
崎市郎兵衛

道意新田村惣代
西村正作

仮綴 1 明治43.新2.7 1910 請求番号20-10-1.2
封筒一括

85 20-4-2 5村政・村況（近代） 明治43年度協議費等領収証 東新田村惣代 野里喜十郎 状 1 (明治43) (1910) 請求番号20-4-1･2は
封筒一括。封筒に鼠
損あり。

86 5-18 5村政・村況（近代） 明治44年12月利足書付 折紙 1 (明治44) (1911) 請求番号5-10～19こ
より一括
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西村亀氏文書(4)目録

87 20-15-1 5村政・村況（近代） 金領収証 東新田村総代宮
崎市郎兵衛

道意新田村総代
西村大君

状 1 明治41.旧
12.27

1908 請求番号20-15-1.2
封筒一括。鼠損あり。

88 20-3-2 5村政・村況（近代） 道意新田村徴集金人別書上げ 東新田村入江惣
代

仮綴 1 (明治36) (1903) 請求番号20-3-1･2は
封筒一括。鼠損あり。

89 20-6-5 5村政・村況（近代） 諸入費請取証 東新田入江 西村惣代 状 1 明治39.12.29 1906 請求番号20-6-1～9
封筒一括。

90 5-11 5村政・村況（近代） 人足賃・下屎代等書上 仮綴 1 明治44 1911 請求番号5-10～19こ
より一括

91 4-12 5村政・村況（近代） 諸品代金書付 今中店 村方御一同 状 1 (大正2).12.21 (1913) 請求番号4-12･13折
り込み一括

92-1 4-23-12 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

堀田玄章 状 1 明治38.5.10 1905 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-2 4-23-9 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

西村猪太郎 状 1 明治38.5.10 1905 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。
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西村亀氏文書(4)目録

92-3 4-23-11 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

西谷太一郎 状 1 明治38.5.10 1905 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-4 4-23-13 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

北村佐平次 状 1 明治38.5.10 1905 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-5 4-23-14 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

橋本弥三吉 状 1 明治38.5.10 1905 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-6 4-23-15 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

矢野丈次郎 状 1 明治38.5.10 1905 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-7 4-23-10 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

野里喜次郎 状 1 明治38.5.10 1905 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。
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西村亀氏文書(4)目録

92-8 4-23-16 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

北村佐治平 状 1 明治39.1.24 1906 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-9 4-23-17 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

生田元一 状 1 明治40.5.1 1907 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-10 4-23-1 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

西村庄右衛門 状 1 明治40.5.1 1907 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-11 4-23-8 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

橋本義三 状 1 明治40.5.1 1907 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-12 4-23-7 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

橋本弥三太 状 1 明治40.5.1 1907 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。
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西村亀氏文書(4)目録

92-13 4-23-6 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

大島常太郎 状 1 明治40.5.1 1907 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-14 4-23-5 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

橋田勘二郎 状 1 明治40.5.1 1907 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-15 4-23-4 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

田中平十郎 状 1 明治40.5.1 1907 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-16 4-23-3 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

野里喜一郎 状 1 明治40.5.1 1907 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-17 4-23-2 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長阿部光忠

北村佐次平 状 1 明治40.5.1 1907 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

－16－

尼崎市立地域研究史料館作成



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
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92-18 4-23-18 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長内海忠誨

大島常太郎 状 1 明治43.1.1 1910 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-19 4-23-21 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長内海忠誨

野里喜一郎 状 1 明治43.1.1 1910 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-20 4-23-19 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長内海忠誨

矢野丈太郎 状 1 明治43.1.1 1910 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

92-21 4-23-20 5村政・村況（近代） 赤十字納期案内書 日本赤十字社兵
庫支部武庫郡委
員長内海忠誨

生田元一 状 1 明治43.1.1 1910 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
23-1～21折り込み一
括。

93-1 4-24-2 5村政・村況（近代） 日本海員掖済会醵金請求書 日本海員掖済会
兵庫支部武庫郡
部

野里義見 状 1 明治38.5.10 1905 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
24-1～4折り込み一
括。
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西村亀氏文書(4)目録

93-2 4-24-1 5村政・村況（近代） 日本海員掖済会醵金請求書 日本海員掖済会
兵庫支部武庫郡
部

橋本新兵衛 状 1 明治38.5.10 1905 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
24-1～4折り込み一
括。

93-3 4-24-4 5村政・村況（近代） 日本海員掖済会醵金請求書 日本海員掖済会
兵庫支部武庫郡
部

橋本新兵ヱ 状 1 明治40.5.20 1907 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
24-1～4折り込み一
括。付箋あり。

93-4 4-24-3 5村政・村況（近代） 日本海員掖済会醵金請求書 日本海員掖済会
兵庫支部武庫郡
部

野里義見 状 1 明治40.5.20 1907 請求番号4-23-1～
4-24-4まで請求番号
4-24-5にてくくりつけ
一括。請求番号4-
24-1～4折り込み一
括。

94 19-30 5村政・村況（近代） 道路改修・道標設置の件等に
つき注意事項

西宮警察署詰大
庄村受持巡査長
廻勇次郎

道意新田村惣代
西村正作

仮綴 1 明治41.2.19 1908 西村庄作宛西宮警
察署差出の封筒入り

96 19-31 5村政・村況（近代） 裁判所証人召喚につき通知 神戸地方裁判所 西村庄作 状 3 明治35 1902

95 27-19 5村政・村況（近代） 衆議院選挙立候補につき書状 小寺謙吉 西邨正作 状 2 大正4.2 1915 封筒入り。小寺謙吉
の名刺同封。

97-1 27-13-1 5村政・村況（近代） 衆議院候補として出馬表明に
つき書状

下岡忠治 西村正作 状 1 大正4.2.20 1915 封筒入り。
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97-2 22-22 5村政・村況（近代） 衆議院議員選挙立候補の宣言 兵庫県衆議院議
員候補者下岡忠
治

状 3 大正4.2 1915 封筒入り。下岡候補
の略歴及び推薦状も
同封。

97-3 22-24 5村政・村況（近代） 衆議院議員選挙立候補につき
宣言

下岡忠治 有権者各位 状 2 大正6.3 1917 封筒入り。

98-1 22-27 5村政・村況（近代） 衆議院議員総選挙立候補につ
き後援依頼状

山邑太三郎 西村庄右衛門 状 1 大正13.2.28 1924

98-2 21-19 5村政・村況（近代） 総選挙立候補につき通知 山邑太三郎 西村庄右衛門 状 1 大正13.2 1924 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

99-1 21-21 5村政・村況（近代） 総選挙立候補につき挨拶状 前田房之助 西村庄右衛門 状 1 大正13.3 1924 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

99-2 22-2 5村政・村況（近代） 立候補につき後援の依頼状 前田房之助 西村庄右衛門 状 1 （大正13）.4.15 （1924） 封筒入り

99-3 21-20 5村政・村況（近代） 総選挙立候補につき通知 前田房之助 西村庄右ヱ門 状 1 （大正年間） 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

100-1 22-14 5村政・村況（近代） 衆議院議員選挙につき前田房
之助候補推薦状

武庫郡有志者 西村庄右衛門 状 1 大正9.4.11 1920 封筒入り。

100-2 22-20 5村政・村況（近代） 衆議院議員選挙につき前田房
之助候補推薦状

立憲政友会総裁
原敬

西村庄右衛門 状 1 大正9.4 1920 封筒入り。
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100-3 22-11 5村政・村況（近代） 衆議院議員選挙につき前田房
之助候補推薦状

武庫郡有志 西村庄右衛門 状 1 大正13.4.5 1924 封筒入り。

101-1 22-12 5村政・村況（近代） 衆議院議員選挙につき下岡忠
治候補推薦状

武庫郡・川辺郡・
尼崎市・多紀郡・
氷上郡・明石郡・
各郡有志者

有権者各位 状 2 大正6.3 1917 封筒入り。下岡英治
の名刺同封。

101-2 22-10 5村政・村況（近代） 衆議院議員選挙につき下岡忠
治候補推薦状

伯爵大隈重信 西村正作 状 1 大正4.2 1915 封筒入り。

102-1 22-9 5村政・村況（近代） 衆議院議員選挙につき山邑太
三郎候補推薦状

武庫郡各町村有
志

西村庄右衛門 状 1 大正9.4 1910 封筒入り。

102-2 22-17 5村政・村況（近代） 衆議院議員選挙につき山邑太
三郎候補推薦状

武庫郡魚崎町有
志総代山路久治
郎

西村庄右衛門 状 1 大正13.4.25 1924 封筒入り。

103 22-1 5村政・村況（近代） 山邑太三郎氏の推薦状 中馬興丸 西村庄右衛門 仮綴 1 大正13.5.9 1924 封筒入り

104-1 27-13-2 5村政・村況（近代） 衆議院選挙当選につき礼状 下岡忠治 西村正作 状 1 大正4.3 1915 封筒入り。

104-2 22-21 5村政・村況（近代） 下岡忠治候補衆議院議員選挙
当選につき礼状

武庫郡東部友人
総代紅野太郎他
3名

有権者諸君 状 1 大正4.3 1915 封筒入り。

110 22-25 5村政・村況（近代） 第37回帝国議会報告書 衆議院議員下岡
忠治

冊子 1 (大正年間) 帯封あり。
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105 28-2 5村政・村況（近代） 当選挨拶につき書状 伊藤俊介 西村正作 状 1 明治35.8 1902

106-1 22-3 5村政・村況（近代） 選挙当選につき礼状 前田房之助 西村庄右衛門 状 2 （大正13）.5.11 （1924） 封筒入り。前田すが
子差出、西村庄右衛
門宛の礼状も同封。

106-2 22-4 5村政・村況（近代） 選挙当選につき礼状 前田房之助 西村庄右衛門 状 1 (大正13).5.13 （1924） 封筒入り。

107 27-46 5村政・村況（近代） 総選挙落選につき通知 大西善太郎 西村正作 状 1 明治37.3 1904 封筒入り。

108-1 5-6 5村政・村況（近代） 総選挙落選につき書状 山邑太三郎 西村庄左衛門 状 1 5.13

108-2 22-26 5村政・村況（近代） 第45議会政戦の跡 山邑太三郎 冊子 1 （大正11） (1922) 帯封あり。

109 27-55 5村政・村況（近代） 代議士下岡忠治氏帰郷につき
懇談会開催案内状

矢野武一 西村正作 状 1 大正5.4.22 1916 封筒入り。

110 21-9 5村政・村況（近代） 衆議院議員選挙投票につき依
頼状

大庄村長堀本治
作

道意部落惣代 状 2 大正13.5.5 1924 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

111-1 22-19 5村政・村況（近代） 県会議員立候補につき後援依
頼状

西岡安左衛門 西村庄右衛門 状 1 大正8 1919 封筒入り。

111-2 22-13 5村政・村況（近代） 県会議員選挙につき西岡安左
衛門候補推薦状

御影町・六甲村・
西郷町・西灘村
有志

西村庄左衛門 状 2 大正8 1919 封筒入り。西岡安左
衛門の名刺同封。
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112-1 22-18 5村政・村況（近代） 県会議員選挙立候補につき後
援依頼状

清水英次郎 西村庄右衛門 状 2 大正8.7 1919 封筒入り。長部文治
郎氏ほか39名からの
推薦状同封。

112-2 22-8 5村政・村況（近代） 県会議員選挙につき清水英次
郎候補推薦状

大森良晴 西村庄右衛門 状 2 大正8.9 1919 封筒入り。清水英次
郎の名刺同封。

113 22-16 5村政・村況（近代） 県会議員立候補につき後援依
頼状

粟津寅蔵 西村庄右衛門 状 2 大正8.9 1919 封筒入り。西宮町有
志・各町有志からの
推薦状同封。

114 22-7 5村政・村況（近代） 県会議員選挙につき中川重介
候補推薦状

良元村有志・各
町村有志

有権者各位 状 1 大正8.9 1919 封筒入り。

115 21-2 5村政・村況（近代） 県会議員選挙取締に関する講
演出席すべき旨通達

大庄村長 道意新田部落惣
代

状 1 大正12.9.3 1923 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

116 4-21 5村政・村況（近代） 県会議員選挙投票所入場券送
付につき通達

大庄村長矢野武
一

道意部落総代 状 1 大正12.9.22 1923 上部破損。

117 19-3 5村政・村況（近代） 郡会議員補欠選挙会場入場券
送付につき通達

大庄村役場 西村総代 状 1 大正2.12.11 1913 西村総代宛大庄村
役場差出の封筒入
り。

118 22-5 5村政・村況（近代） 尼崎市会議員選挙当選につき
礼状

高岡権十郎 状 1 （近代） 封筒入り。

119 22-15 5村政・村況（近代） 選挙当選につき礼状 宮崎房吉 西村庄右衛門 状 1 大正13.6 1924 封筒入り。
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120 19-20 5村政・村況（近代） 村長選挙の件につき村会招集
の通知

大庄村長代理助
役橋本治作

大庄村会議員西
村庄右衛門

状 1 大正12.12.6 1923 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

121 19-12-2 5村政・村況（近代） 大庄村長辞任につき諸願・届
の宛名は村長代理宛とすべき
旨通達

大庄村役場 道意部落惣代 状 1 大正12.10.3 1923 西村庄右衛門宛請
求番号19-12-1･2は
大庄村役場差出の封
筒一括

122 19-12-1 5村政・村況（近代） 矢野武一村長辞任理由承認に
つき村会招集の通知

大庄村会議長大
庄村長代理助役
堀本治作

大庄村村会議員
西村庄右衛門

状 1 大正12.10.5 1923 西村庄右衛門宛請
求番号19-12-1･2は
大庄村役場差出の封
筒一括

123 19-11 5村政・村況（近代） 矢野武一村長辞任の旨承認に
つき通知

大庄村長代理助
役堀本治作

状 1 大正12.10.8 1923 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

124 19-15 5村政・村況（近代） 村長問題に対する協議会開催
につき通知

森平次郎他2名 西村庄右衛門 状 1 大正12.10.30 1923 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

125 19-18 5村政・村況（近代） 村長問題に関する通知 森平次郎他2名 西村庄右衛門 状 1 大正12.11.6 1923 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

126 21-11 5村政・村況（近代） 矢野前村長告別宴会につき通
知

大庄村長堀本治
作

西村庄右衛門 状 1 大正13.1.21 1924 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

127 27-3-1 5村政・村況（近代） 総代後任者の件につき面談の
依頼状

矢野武一 西村老兄(正作) 状 1 2.21 封筒入り。
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128 27-3-6 5村政・村況（近代） 高寺書記病気につき書状 矢野武一 西村老台 状 1 4.14

129 27-3-2 5村政・村況（近代） 尼崎市野田氏来訪につき至急
来訪を願う旨書状

矢野武一 西村老兄(正作) 状 1 7.5 封筒入り。

130 27-3-3 5村政・村況（近代） 公正証書作成につき書状 矢野武一 西村老兄(正作) 状 3 7.9 封筒入り。

131 27-3-4 5村政・村況（近代） 約束の日程変更依頼状 矢野(武一) 西村総代(庄右
衛門)

状 1 9.27 封筒入り。

132-1 21-1 5村政・村況（近代） 村会招集告知書 大庄村会議長大
庄村長矢野武一

大庄村会議員西
村庄右衛門

状 1 大正12.9.4 1923 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

132-2 19-17 5村政・村況（近代） 村会招集につき通知 大庄村会議長大
庄村長代理助役
橋本治作

大庄村会議員西
村庄右衛門

状 1 大正12.12.1 1923 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

132-3 21-13-1 5村政・村況（近代） 村会招集告知書 村会議長大庄村
長代理助役堀本
治作

大庄村会議員西
村庄右ヱ門

状 1 大正12.12.14 1923 請求番号21-1～21-
25こより一括。請求番
号21-13-1～3封筒
一括。

132-4 21-15-2 5村政・村況（近代） 村会招集告知書 大庄村会議長大
庄村長堀本治作

村会議員西村庄
右衛門

状 1 大正13.1.14 1924 請求番号21-1～21-
25こより一括。請求番
号21-15-1.2封筒一
括

132-5 27-3-5 5村政・村況（近代） 村会招集につき書状 矢野武一 西村 状 1 12.15 封筒入り。
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133 5-17 5村政・村況（近代） 役場参集依頼につき通知 矢野武一 村会議員松本作
治他1名

状 1 大正4.2.20 1915 請求番号5-10～19こ
より一括

134 19-10 5村政・村況（近代） 村会開会前協議につき通達 高寺明 西村庄右衛門 状 1 大正12.12.14 1923 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

135 21-15-1 5村政・村況（近代） 村会閉会後協議の件出席依頼
状

大庄村長堀本治
作

村会議員西村庄
右衛門

状 1 大正13.1.14 1924 請求番号21-1～21-
25こより一括。請求番
号21-15-1.2封筒一
括

136 21-22 5村政・村況（近代） 大庄村青年会会場落成式出席
依頼状

大庄村会議員・
大庄村今北総代
三木梅吉

大庄村会議員西
村庄右ヱ門

はがき 1 (大正)13.1.26 （1924） 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

137 5-9 5村政・村況（近代） 第二阪神国道路線計画に対す
る要望

状 1 (昭和) 上部破損大。包紙あ
り。

施行規則第5条(1)により非公開

138 21-6-1 5村政・村況（近代） 印紙税集合検査のため取り纏
め依頼状

大庄村役場 西村惣代 状 1 大正12.6.7 1923 請求番号21-1～21-
25こより一括。請求番
号21-6-1.2封筒一
括。

139 21-3 5村政・村況（近代） 琴浦橋修繕通行止めに関する
件につき通知

大庄村役場 道意部落惣代西
村庄右衛門

状 1 大正12.6.28 1923 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

140 21-13-3 5村政・村況（近代） 閣議決定の旨了承・取り計らい
依頼状

大庄村役場 ドイ部落惣代 状 1 大正12.12.14 1923 請求番号21-1～21-
25こより一括。請求番
号21-13-1～3封筒
一括。
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西村亀氏文書(4)目録

141 21-13-2 5村政・村況（近代） 年賀郵便廃止に関する通知 大庄村役場 ドイ部落惣代 状 1 大正12.12.14 1923 請求番号21-1～21-
25こより一括。請求番
号21-13-1～3封筒
一括。

142 21-12 5村政・村況（近代） 鉄道事故防止措置につき通知 大庄村役場 道意部落惣代 状 1 大正13.5.5 1924 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

143 19-28-2 5村政・村況（近代） 大庄村役場給仕辞任につき通
知

大庄村役場 西村庄右衛門 状 1 大正13.4.21 1924 請求番号19-28-1～
3まで西村庄右衛門
宛大庄村役場差出の
封筒一括。

144 19-28-1 5村政・村況（近代） 朝鮮人参販売の件につき通知 大庄村役場 ドイ部落惣代 状 1 大正13.4.21 1924 請求番号19-28-1～
3まで西村庄右衛門
宛大庄村役場差出の
封筒一括。

145 19-23 5村政・村況（近代） 大庄村秋期祭典に関する通知 大庄村長代理助
役堀本治作

道意部落惣代 状 1 大正12.10.3 1923 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

146 19-21 5村政・村況（近代） 印紙税集合検査につき通達 大庄村役場 西村惣代 状 1 大正13.5.13 1924 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

147 19-19 5村政・村況（近代） 大庄村書記妻の葬儀につき通
知

大庄村役場 西村庄右衛門 状 1 大正12.11.21 1923 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。
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148 19-16 5村政・村況（近代） 関東震災講演会に関する通知 大庄村長代理助
役橋本治作

西村庄右衛門 状 1 （大正） 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

149 19-14 5村政・村況（近代） 罹災避難者調査につき通知 大庄村役場 西村庄右衛門 状 1 大正12.10.30 1923 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

150 5-2 5村政・村況（近代） 戦死傷者子弟の授業料減免に
関する通達

県立伊丹中学校 西村総代 状 1 明治37.6.26 1904

151 22-23 5村政・村況（近代） 台湾方面出兵に際し慰問袋寄
贈につき礼状

愛国婦人会長子
爵夫人岡部坻子

西村正作 状 1 明治43.9.20 1910 封筒入り。

152 19-6 5村政・村況（近代） 軍隊特別大演習施行につき夜
具供出の通達

大庄村役場 西村総代 状 1 大正3.10.29 1914 西村総代宛大庄村
役場差出の封筒入
り。

153 19-8-1 5村政・村況（近代） 大演習後武庫離宮へ行幸ある
につき通達

大庄村役場 西村総代 状 1 大正3.11.16 1914 請求番号19-8-1･2は
西村総代宛大庄村
役場差出の封筒一
括。

154 13-37 5村政・村況（近代） 記念碑建設につき地方会員募
集委員に推挙したき旨通知

三重県宇治山田
市明治聖代戦役
記念碑建設会

西村正作 状 2 (大正)5.8.24 1916 封筒入り。返信用は
がき同封

155 27-4-6 5村政・村況（近代） 中村光則篠山聯隊へ入営につ
き書状

池永元治郎 西村ます江 状 1 大正6.11.23 1917 請求番号27-4-6.7封
筒一括
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156 19-9 5村政・村況（近代） 在郷軍人会会合への出席依頼
につき通達

大庄村役場 道意青年会長 状 1 大正7.3.19 1918 道意青年会長宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

157 19-27 5村政・村況（近代） 軍用鳩訓練に関して注意事項
の通知

大庄村役場 各部落惣代 状 1 大正12.12.12 1923 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

158 4-15 5村政・村況（近代） 軍人祝会場・会費につき通達 野里喜十郎他15
名

折紙 1 (近代)

159 19-4-1 5村政・村況（近代） 御大典記念施設事業につき通
達

大庄村役場 西村総代・村社
氏子総代

状 1 大正4.1.22 1915 請求番号19-4-1･2
西村総代宛大庄村
役場差出の封筒一
括。

160 26-3 5村政・村況（近代） 紀元節拝賀式挙行につき参列
依頼状

大庄尋常高等小
学校長清水伊蔵

大道■平会長 状 1 大正7.2.8 1918 封筒入り。

161 26-8 5村政・村況（近代） 天長節拝賀式挙行につき参列
依頼状

大庄尋常高等小
学校高見芳一

西村庄右衛門 状 1 大正12.10.26 1923 封筒入り。

162-1 21-14 5村政・村況（近代） 皇太子結婚大典の際国旗掲揚
の取り計らい依頼状

大庄村長堀本治
作

道意部落惣代 状 1 大正13.1.21 1924 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

162-2 19-24 5村政・村況（近代） 皇太子殿下成婚記念饗宴奉祝
に関する通知

大庄村長 道意部落惣代 状 1 大正13.5.■ 1924 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。
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163-1 23-8-18 5村政・村況（近代） 大庄尋常高等小学校修業証書
授与式参列依頼状

大庄尋常高等小
学校長清水伊蔵

道意新田青年会
長

状 1 大正10.3.23 1921 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

163-2 26-11 5村政・村況（近代） 卒業証書授与式挙行につき参
列依頼状

大庄尋常高等小
学校

西村庄右衛門 状 1 大正12.3.22 1923 封筒入り。封筒、本
紙とも損傷甚大。取り
扱い注意。

164 21-7 5村政・村況（近代） 尼崎中学校寄付金問題協議に
つき参集依頼状

大庄村長矢野武
一

西村庄左ヱ門 状 1 大正12.5.9 1923 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

165-1 26-5 5村政・村況（近代） 小学校長赴任につき挨拶状 大庄尋常高等小
学校長高見芳一

西村庄右衛門 状 1 大正12.9.18 1923 封筒入り。

165-2 19-26 5村政・村況（近代） 大庄尋常高等小学校長就任に
つき通知

大庄村長矢野武
一

西村庄右衛門 状 1 大正12.9.19 1923 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

166 26-4 5村政・村況（近代） 部落講演会開催につき出席依
頼状

大庄尋常高等小
学校長高見芳一

西村庄右衛門 状 1 大正12.12.15 1923 封筒入り。

167 21-10-1 5村政・村況（近代） 就学児童身体検査通知書配付
の件につき通知

大庄村役場 西村庄右衛門 状 1 大正13.1.15 1924 請求番号21-1～21-
25こより一括。請求番
号21-10-1～3封筒
一括。

168 21-18 5村政・村況（近代） 競技会等開催通知 大庄尋常高等小
学校長高見芳一

西村庄右衛門 状 1 大正13.3.12 1924 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り
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170-1 21-17 5村政・村況（近代） 6月分部落別児童出席調査 大庄尋常高等小
学校

状 2 （大正年間） 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

170-2 21-16 5村政・村況（近代） 3月分部落別児童出席調査 大庄尋常高等小
学校

状 2 （大正年間） 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

171 26-7 5村政・村況（近代） 部落少年団への尽力に対する
礼状

高見芳一 西村区長 状 1 (大正) 封筒入り。

172 25-6-2 5村政・村況（近代） 琴浦育児院改善の告条 琴浦育児院院主
奥澤信行他2名

状 1 (大正) 請求番号25-6-1.2封
筒一括。

173-1 6-14 5村政・村況（近代） 米廉売資金寄付申込書 西村庄右衛門 大庄村長矢野武
一

状 1 大正7.8.26 1918

173-2 6-15 5村政・村況（近代） 米廉売資金寄付につき領収証 大庄村収入役平
瀬巌若

西村庄右衛門 状 1 大正7.8.28 1918

174 27-37 5村政・村況（近代） 安孫子翁碑建設費寄付受領に
つき書状

建碑委員 西村庄右衛門 状 2 明治44.10.15 1911 封筒入り。

175 22-6 5村政・村況（近代） 武庫郡誌完成につき印刷実費
金寄付依頼状

武庫郡教育会長
安達儀一郎

西村庄右衛門 状 1 大正10.12 1921 封筒入り。

176 14-25 5村政・村況（近代） 兵庫県水害罹災義捐金寄付に
つき褒詞ある旨通知

大庄村役場 西村正作 状 1 明治27.6.18 1894
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177 19-22 5村政・村況（近代） ブラジル渡航の勧誘広告 兵庫県社会課 状 4 大庄村役場の封筒入
り

178 25-6-1 5村政・村況（近代） 第一種種痘済証 大庄村長矢野武
一

道意新田西村源
三郎

状 1 大正2.4.5 1913 請求番号25-6-1.2封
筒一括。

179 5-13 5村政・村況（近代） 人足賃書上 仮綴横 1 明治43 1910 請求番号5-10～19こ
より一括

180-1 4-13 5村政・村況（近代） 代金請求証 今中 村方 状 1 12.30 請求番号4-12･13折
り込み一括

180-2 4-18 5村政・村況（近代） 請求書綴 仮綴 1 (近代) 請求書等10枚の綴。
一つ目綴。破損あり。

181-1 6-17 5村政・村況（近代） 手間代受領証 かん平 どい村惣代 状 1 (近代)

181-2 6-13 5村政・村況（近代） 金受取につき算用書付 状 1 （近代）

182 4-17 5村政・村況（近代） 萬之通 西村治良平 御村方 横帳 1 (近代)

184-1 5-16 5村政・村況（近代） 人名・住所書付 西村寛治 状 1 (近代) 請求番号5-10～19こ
より一括

184-2 5-15 5村政・村況（近代） 人名書上 仮綴横 1 (近代) 請求番号5-10～19こ
より一括
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185 4-6 6戸口・諸改 伊勢様上納金につき受取覚 庄兵衛 庄右衛門 状 1 嘉永元.5.23 1848

186 5-12 6戸口・諸改 大正元年度伊勢初穂料納めに
つき人名書上

仮綴横 1 大正元 1912 請求番号5-10～19こ
より一括

187 13-39-1 6戸口・諸改 伊勢朝熊岳保勝会趣意書 大阪府豊能郡細
河村木部超伝寺
内伊勢朝熊岳保
勝会関西事務所

状 1 13-39-1･2はさみ込
み一括

188 13-39-2 6戸口・諸改 名刺 伊勢朝熊岳保勝
会関西事務所長
谷川末吉

状 1 13-39-1･2はさみ込
み一括

189-1 4-20 6戸口・諸改 西新田村村社祝祭挙式につき
通達

矢野大庄村長 西村総代 状 1 大正3.10.9 1914

189-2 20-16 6戸口・諸改 村社合祀・改築落成の祝祭式
挙行につき出席依頼状

西新田村総代兼
氏子総代野草平
兵衛

西村正作 状 1 大正3.10 1914 封筒入り。

190 19-8-2 6戸口・諸改 神社に供進する神饌幣帛料金
額改正につき通知

大庄村役場 西村惣代・氏子
総代

状 1 大正3.11.16 1914 請求番号19-8-1･2は
西村総代宛大庄村
役場差出の封筒一
括。

191 4-14 6戸口・諸改 明治42年度広田神社初穂料 仮綴横 1 (近代)

192 15-15 6戸口・諸改 納米受領書 （本願寺）本山受
納所

西村庄作 状 1 明治36.1.14 1903
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193 15-32 6戸口・諸改 明如上人13回忌香典受領書 (本願寺)本山受
納所

西村正作 状 1 大正4.5.27 1915

194 23-8-13 6戸口・諸改 報恩講執行参詣依頼状 矢野武一 状 1 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

195 15-14 6戸口・諸改 布施受領書 西性寺 西村庄作 状 1 (明治)37.10.17 (1904)

196 26-22 6戸口・諸改 遠忌につき金受納証 海老江南桂寺 西村正作 状 1 大正2.4.20 1913 封筒入り。

197 29-1-2 6戸口・諸改 善光寺他参詣遊覧団体募集チ
ラシ

顧問西宮駅長鈴
木竹治郎ほか

状 1 (大正2) 1913 裏に日付、荷物数な
どのメモ書きあり。

198 27-25 6戸口・諸改 聖徳太子御遠忌修行執行につ
き参詣依頼状

小路道場執事 西村正作 状 4 (大正10).9.5 (1921) 封筒入り。修行の案
内文3枚同封。

199 25-1 6戸口・諸改 寄付につき感謝状 聖徳太子1300年
御忌奉賛会々長
侯爵徳川頼倫

道意西村庄右衛
門

状 1 大正11.7.15 1922 封筒入り。

200 18-10 6戸口・諸改 見真大師650年御遠忌行列図 松中太郎吉 状 1 明治44.3.15 1911 破損大

201 21-23 6戸口・諸改 関東大震災のため講話休会、
会費徴収休止につき通知

仏教廣宣会 状 2 （大正年間）9.5 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

202 23-8-16 6戸口・諸改 春季法要他参拝案内状 七松弘誓寺 状 1 請求番号23-8-1～
21封筒一括。
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203 23-8-14 6戸口・諸改 報恩講勤修の告知 七松弘誓寺 状 1 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

204 13-36 6戸口・諸改 七ツ松弘誓寺永代経並一切経
会法要執行の通知

状 1

205-1 26-26 6戸口・諸改 妙光寺報恩講修行案内チラシ 妙光寺 状 4 (大正年間ヵ) 封筒入り。

205-2 26-13 6戸口・諸改 妙光寺講話・法話案内チラシ 妙光寺 状 12 (大正年間ヵ) 封筒入り。

206-1 26-19 6戸口・諸改 永代経読誦につき参詣案内状 妙光寺 西村正作他2名 状 1 (大正年
間ヵ)4.12

封筒入り。

206-2 26-21 6戸口・諸改 永代経読誦につき参詣案内状 妙光寺 西村庄右衛門他
2名

状 1 (大正年
間ヵ)4.24

封筒入り。

206-3 26-14 6戸口・諸改 永代経読誦につき参詣案内状 妙光寺 西村庄右ヱ門他
2名

状 1 (大正年
間ヵ)5.1

封筒入り。

207 26-12 6戸口・諸改 斎米白米受領につき礼状 妙光寺 西村正作 状 1 大正5.3.21 1916 封筒入り。

208 26-25 6戸口・諸改 会員総会開催通知状 真宗法縁会 西村庄右ヱ門 状 4 大正13.3.15 1924 封筒入り。講演会、
講話の案内チラシ3
枚同封。

209 26-16 6戸口・諸改 寺内より出火につき総代会議
開催の通知(回章)

妙光寺 西村正作他1名 状 1 (大正年
間ヵ)6.10

封筒入り。

－34－

尼崎市立地域研究史料館作成



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

西村亀氏文書(4)目録

210 26-17 6戸口・諸改 誓教院満中院通夜につき参詣
依頼状(回章)

妙光寺 西村庄右衛門他
3名

状 1 (大正年間)11
月

封筒入り。

211 26-15 6戸口・諸改 楠和尚出席につき、参詣案内
状

妙光寺 西村庄右ヱ門 状 1 (大正年間ヵ)4
日

封筒入り。

212 26-20 6戸口・諸改 妙光寺説教・法話等案内状 真宗法縁会 状 1 (大正年間) 封筒入り。

213 26-18 6戸口・諸改 妙光寺報恩講修行他案内状 真宗婦人会 状 1 (大正年間) 西村ヒデ宛て封筒入
り。

214 28-16 6戸口・諸改 本山使僧到着につき参詣依頼 妙光寺 道意新田村御門
徒

状 1 4.22

215 28-17 6戸口・諸改 法事相談につき来車依頼状 アマ妙光寺 西村正作 状 1 4.24

216 26-23 6戸口・諸改 御法事件につき総代会開催通
知状

妙光寺 西村正作 状 1 8.18 封筒入り。

217 28-18 6戸口・諸改 借用の書面返却につき書状 妙光寺 西村正作 状 1 10.10

218 25-2 6戸口・諸改 基督教講演案内状 日本組合基督教
会本部尼崎基督
教会

状 1 大正12.10.24 1923 封筒入り。

219-1 11-4 7農業経営・流通 荷物送状 築地町井沢忠平 西村庄作 状 1 明治26.9.30 1893
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西村亀氏文書(4)目録

219-2 11-6 7農業経営・流通 電報送達紙 川辺郡下坂部テ
ラダイナマツ

西村正作 状 1 明治31.1.13 1898

219-3 11-5 7農業経営・流通 荷物送状 堀内栄太郎 西村庄右衛門 状 1 大正9.7.3 1920

220 7-32 7農業経営・流通 万事出入記 小横帳 1 明治30.6.吉 1897 水損・虫損。表紙の
文字は判読困難。

221 15-17 7農業経営・流通 甘藷搬送につき通知 阪神鉄道尼ヶ崎
駅旭合資会社

西村 状 1 明治37.8.5 1904 印判「阪鶴鉄道尼崎
駅前内国通運取引
店」

222 23-1-1 7農業経営・流通 小切手請取の件につき依頼 京都甘藷組合 正作 はがき 1 （明治）44.9.24 (1911)

223-1 23-1-8 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 ■(「鍵」印)正 状 1 大正5.7.26 1916 封筒入り。

223-2 23-1-9 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村正（作） 状 1 大正5.8.5 1916 封筒入り。

223-3 23-1-25 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 ■(「鍵」印)正 状 1 大正7.7.25 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

223-4 23-1-26 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 ■(「鍵」印)正 状 1 大正7.7.26 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。
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223-5 23-1-27 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西むら庄右衛門 状 1 大正7.7.27 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

223-6 23-1-28 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村庄右衛門 状 1 大正7.7.28 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

223-7 23-1-12 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村庄右衛門 状 1 大正7.7.29 1918 請求番号23-1-11～
37こより一括。請求番
号23-1-12.13は封筒
一括。

223-8 23-1-14 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 ■(「鍵」印)正 状 1 大正7.7.30 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

223-9 23-1-11 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村庄右衛門 状 1 大正7.7.31 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

223-10 23-1-15 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村庄右衛門 状 1 大正7.8.2 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。請求番号23-1-
15.16は封筒一括。

223-11 23-1-17 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村庄右衛門 状 1 大正7.8.3 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

－37－

尼崎市立地域研究史料館作成



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
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223-12 23-1-18 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 ■(「鍵」印)正 状 1 大正7.8.4 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

223-13 23-1-19 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 ■(「鍵」印)正 状 1 大正7.8.5 1918 請求番号23-1-11～
37こより一括。請求番
号23-1-19.20は封筒
一括。

223-14 23-1-21 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 ■(「鍵」印)正 状 1 大正7.8.6 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

223-15 23-1-22 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 ■(「鍵」印)正 状 1 大正7.8.7 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

223-16 23-1-23 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 ■(「鍵」印)正 状 1 大正7.8.8 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

223-17 23-1-24 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村庄（右衛門） 状 1 大正7.8.9 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

223-18 23-1-29 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 ■(「鍵」印)正 状 1 大正7.8.10 1918 請求番号23-1-11～
37こより一括。請求番
号23-1-29.30は封筒
一括。
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223-19 23-1-31 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村庄（右衛門） 状 1 大正7.8.11 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

223-20 23-1-35 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 ■(「鍵」印)正 状 1 大正7.8.13 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

223-21 23-1-33 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村庄右衛門 状 1 大正7.8.14 1918 請求番号23-1-11～
37こより一括。請求番
号23-1-33.34は封筒
一括。

223-22 23-1-32 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村庄（右衛門） 状 1 大正7.8.22 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

223-23 23-1-5 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村庄（右衛門） 状 1 大正9.7.23 1920 封筒入り。

223-24 23-1-4 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村庄（右衛門） 状 1 大正9.7.28 1920 封筒入り。

223-25 23-1-6 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村庄（右衛門） 状 1 大正9.7.31 1920 封筒入り。

223-26 23-1-3 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都甘藷組合 西村庄（右衛門） 状 1 7.24 封筒入り。

224 23-1-10 7農業経営・流通 西村正（作）宛封筒 京都甘藷組合 西村正（作） 封筒 1 大正5.8.30 1916 封筒入り。

225 23-1-2 7農業経営・流通 例年通りの引き立て依頼状 京都甘藷組合 西村正作 はがき 1 (大正7).7.2 (1918)
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226-1 23-1-13 7農業経営・流通 支払伝票綴り 京都甘藷組合 仮綴 1 大正7.7.29 1918 請求番号23-1-11～
37こより一括。請求番
号23-1-12.13は封筒
一括。

226-2 23-1-16 7農業経営・流通 支払伝票綴り 京都甘藷組合 仮綴 1 大正7.8.1 1918 封筒入り。請求番号
23-1-11～37こより一
括。請求番号23-1-
15.16は封筒一括。

226-3 23-1-20 7農業経営・流通 支払伝票綴り 京都甘藷組合 ■(「鍵」印)正 仮綴 1 大正7.8.5 1918 請求番号23-1-11～
37こより一括。請求番
号23-1-19.20は封筒
一括。

226-4 23-1-30 7農業経営・流通 支払伝票綴り 京都甘藷組合 西村庄右衛門 仮綴 1 大正7.8.9 1918 請求番号23-1-11～
37こより一括。請求番
号23-1-29.30は封筒
一括。

226-5 23-1-34 7農業経営・流通 支払伝票綴り 京都甘藷組合 西むら庄右衛門 状 1 大正7.8.17 1918 請求番号23-1-11～
37こより一括。請求番
号23-1-33.34は封筒
一括。

227 23-1-7 7農業経営・流通 西村庄右衛門方荷廻り宛封筒 京都甘藷組合 西村庄右衛門方
荷廻り

封筒 1 (大正)8.8.14 (1919) 封筒入り。

228 23-1-36 7農業経営・流通 尼芋受領数量書付 京都駅前芋問屋
組合京伏社〔　
　〕

ドイ■(「鍵」印)
正

状 1 （近代） 下部破損。請求番号
23-1-11～37こより一
括。
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229 4-24-5 7農業経営・流通 領収書 京都市新町七条
下ル芋市場柿庄
出張所伏見堀青
物果実甘藷問屋
柿庄

正作 状 1 7.25 請求番号4-23-1～
4-24-4を請求番号4-
24-5でくくりつけてい
た。

230 23-1-37 7農業経営・流通 芋取引につき書上 仮綴横 1 大正7.7.24 1918 下部破損。請求番号
23-1-11～37こより一
括。

231-1 20-1 7農業経営・流通 農業講話につき書状 東新田村惣代林
長右衛門

道意新田惣代西
村庄作

状 3 明治40.7.10 1907 鼠損大。領収書同
封。

231-2 19-5 7農業経営・流通 生産米講話に関する通達 大庄村役場 西村総代 状 1 大正3.9.21 1914 西村総代宛大庄村
役場差出の封筒入
り。

232 5-7 7農業経営・流通 米穀物改良心得 仮綴 1 (明治41) (1908)

233 21-8 7農業経営・流通 稲作改良要項 兵庫県産業部 状 1 大正12.4 1923 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

234 19-25 7農業経営・流通 稲害虫駆除予防督励につき通
知

大庄村役場 道意部落惣代 状 1 大正13.5.12 1924 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

235 19-7 7農業経営・流通 部落水稲共同苗代施設経費補
助についての通達

大庄村役場 西村総代 状 3 大正3.6.17 1914 西村総代宛大庄村
役場差出の封筒入
り。

－41－

尼崎市立地域研究史料館作成



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

西村亀氏文書(4)目録

236 4-19 7農業経営・流通 稲田共同苗代種子準備につき
通達

大庄村役場 西村総代 状 1 大正3.10.9 1914

237 7-29 7農業経営・流通 大正3年度共同苗代種代 仮綴 1 大正3 1914

238-1 7-28 7農業経営・流通 大正3年共同苗代反別調 仮綴 1 大正3 1914

238-2 7-27 7農業経営・流通 共同苗代反別調 東組 仮綴 1 大正3 1914

238-3 5-10 7農業経営・流通 共同苗代反別調 東組 書冊 1 大正3 1914 請求番号5-10～19こ
より一括

239 7-6 7農業経営・流通 苗代しまい人足控 状・木片 4 (近代) 木片3枚(もと1枚で
あったものが破損)包
み込み

240 6-12 7農業経営・流通 反別賦課金受取領収証 道意新田共同苗
代組合

西村正作 状 1 (近代）

241 7-26 7農業経営・流通 正條植反別調 道意新田惣代西
村正作

大庄村農会長矢
野武一

状 1 大正3.7.3 1914

242 23-2 7農業経営・流通 第5回蔬菜品評会褒賞授与式
挙行につき案内

大庄村農会長矢
野武一

出品委員西村惣
代

状 2 大正3.8.13 1914 封筒入り。詳細を記し
た仮綴り同封。

243 23-5 7農業経営・流通 稲立毛品評会出品審査委員嘱
託依頼状

大庄村農会長矢
野武一

西村庄右衛門 状 2 大正3.10.14 1914 封筒入り。
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244 5-5 7農業経営・流通 稲立毛品評会審査結果通知 大庄村農会 西村総代 仮綴 1 大正3.10.21 1914

245 23-4 7農業経営・流通 第7回小作米品評会出品審査
員嘱託依頼状

大庄村農会長矢
野武一

西村庄右衛門 状 1 大正5.1.25 1916 封筒入り。

246-1 5-1 7農業経営・流通 稲田石灰施用に関する調査依
頼表

大庄村役場 西村総代 状 1 大正3.8.3 1914

246-2 21-6-2 7農業経営・流通 米作代用蔬菜作り調査依頼状 大庄村農会長野
草平兵衛

西村庄右衛門 状 6 大正12.6.7 1923 請求番号21-1～21-
25こより一括。請求番
号21-6-1.2封筒一
括。

246-3 21-4-2 7農業経営・流通 水害被害地へ苗送付のため残
苗調査依頼

大庄村長 ドイ部落惣代 状 1 大正12.7.4 1923 請求番号21-1～21-
25こより一括。請求番
号21-4-1.2封筒一
括。

246-4 27-34 7農業経営・流通 米穀調査依頼状 大庄村西野草新
太郎

西村庄右衛門 状 3 （大正）.4.27 封筒入り。返信用封
筒及び調査表同封。

247 7-31 7農業経営・流通 大庄農会大正2年度収支決算
及会務報告書

書冊 1 (大正3) 1914

248 19-4-2 7農業経営・流通 兵庫県農会事業報告 兵庫県農会 状 1 大正4.1 1915 請求番号19-4-1･2
西村総代宛大庄村
役場差出の封筒入
り。

249 23-3 7農業経営・流通 種籾配付の件につき通知 大庄村農会 西村庄右衛門 状 1 大正12.12.14 1923 封筒入り。
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250 21-10-3 7農業経営・流通 馬鈴薯共同購入の件につき通
知

大庄村農会 道意部落惣代 状 1 大正13.1.15 1924 請求番号21-1～21-
25こより一括。請求番
号21-10-1～3封筒
一括。

251 21-10-2 7農業経営・流通 農業者大会開催につき通知 大庄村農会長野
草平兵衛

西村庄右衛門 状 1 大正13.1.15 1924 請求番号21-1～21-
25こより一括。請求番
号21-10-1～3封筒
一括。

252 8-4 7農業経営・流通 農業者の総選挙への心構え 兵庫県農事協会 状 2 大正13.4 1924

253 7-11 7農業経営・流通 委任状(雛形) 状 1 大正

254 8-6 7農業経営・流通 緊急農村救済農会幹部大会 兵庫県農会 仮綴 1 昭和7.6 1932

255-1 15-16 7農業経営・流通 牛乳代受け取りにつき覚 尼ヶ崎出屋敷ス
ミレ牧場

西村 状 1 大正3.10.28 1914

255-2 23-8-7 7農業経営・流通 牛乳代領収証 尼崎市出屋敷ス
ミレ牧場

西村 状 1 大正7.3.28 1918 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

255-3 23-8-5 7農業経営・流通 牛乳代領収証 尼崎市出屋敷ス
ミレ牧場

西村 状 1 大正7.4.28 1918 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

255-4 23-8-8 7農業経営・流通 牛乳代領収証 尼崎市出屋敷ス
ミレ牧場

西村 状 1 大正8.7.28 1919 請求番号23-8-1～
21封筒一括。
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255-5 23-8-9 7農業経営・流通 牛乳代領収証 尼崎市出屋敷ス
ミレ牧場

西村 状 1 大正10.2.28 1921 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

256-1 23-8-2 7農業経営・流通 牛乳代領収証 尼崎市外道意責
任舎牧場

西村 状 1 大正10.10 1921 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

256-2 23-8-1 7農業経営・流通 牛乳代領収証 尼崎市外道意責
任舎牧場

西村 状 1 大正10.11 1921 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

256-3 23-8-3 7農業経営・流通 牛乳代領収証 尼崎市外道意責
任舎牧場

西村 状 1 大正10.12 1921 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

256-4 23-8-6 7農業経営・流通 牛乳代領収証 尼崎市出屋敷ス
ミレ牧場

西村 状 1 大正11.4.28 1922 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

257 8-1 7農業経営・流通 農界時報　第15号 兵庫県農会 新聞 1 大正6.12.20 1917 帯封あり。

258 8-2 7農業経営・流通 農工月報　第116号 農工月報社 新聞 1 大正13.4.10 1924 帯封あり。

259 8-5 7農業経営・流通 農林中央金庫パンフレット 農林中央金庫 状 1 (昭和28） （1953） 封筒入り。

260 8-3-4 7農業経営・流通 封筒 東京府下西巣鴨
町東京蒟蒻会農
産時報社

道意新田在郷軍
人一同

封筒 1 (昭和)

261-1 8-3-1 7農業経営・流通 農産時報　445号 農産時報社 新聞 2 (昭和) 破損大。
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261-2 8-3-2 7農業経営・流通 農産時報　632号 農産時報社 新聞 3 (昭和) 封筒に一括

261-3 8-3-3 7農業経営・流通 農産時報　634号 農産時報社 新聞 3 (昭和) 封筒に一括

262 25-4 7農業経営・流通 事業合併につき挨拶状 兵庫県西宮株式
会社大正園

状 2 大正7.1 1918 封筒入り。

263 25-3 7農業経営・流通 大根種子代請求書 兵庫県西宮株式
会社大正園

西村 状 1 大正7.6.28 1918 封筒入り。

264-1 25-10-2 7農業経営・流通 朝鮮人参実験報告第55回(製
品広告)

朝鮮製薬合資会
社

新聞 1 大正10.10.1 1921 封筒入り。広告・注文
はがき挟み込み

264-2 25-10-1 7農業経営・流通 朝鮮人参実験報告第55回(製
品広告)

朝鮮製薬合資会
社

新聞 1 大正10.10.1 1921 封筒入り。広告・注文
はがき挟み込み

265 21-4-1 7農業経営・流通 諸般打ち合わせのため参集依
頼状

道意新田産業組
合長

西村庄右衛門 状 1 大正12.7.4 1923 請求番号21-1～21-
25こより一括。請求番
号21-4-1.2封筒一
括。

266 19-13 7農業経営・流通 穀物生産検査員長長尾駒太郎
辞任につき通知

大庄村長代理助
役橋本治作

道意部落惣代 状 1 大正12.10.18 1923 西村庄右衛門宛大
庄村役場差出の封筒
入り。

267 13-29 7農業経営・流通 金銭請求につき覚え 田村米店 西村 状 1 1.30
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268 14-10 7農業経営・流通 からすきほか代金請求書 かたホや 庄右衛門 状 1 7月 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。

269 23-8-19 7農業経営・流通 家屋・牛・農具等代金書上げ 状 1 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

270 13-15 7農業経営・流通 請求書 かじ浅 庄右衛門 状 1

271 15-12 7農業経営・流通 領収書 中田精米所 西村庄作 状 1 2.11

272 23-8-10 7農業経営・流通 青物代領収証 今■定吉 西村 状 1 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

273 14-28-23 7農業経営・流通 小作宛米控え 状 1 下書あるいは反故
紙。請求番号14-28-
1～14-28-33折り込
み一括

274 15-13 7農業経営・流通 玄米注文につき書状 生田 西村 状 1

275 13-18 7農業経営・流通 米石数書上げ 状 1

276 7-9 7農業経営・流通 米品種・耕作地面積書上げ 状 1 (近代)

277-1 15-11 8肥料（近世） 代金受取につき覚 山城屋宗兵衛 戸井新田正右衛
門

状 1 12.14
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277-2 9-68 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山城屋宗兵衛 戸伊新田正右衛
門

状 1 巳.12.14 請求番号9-64～9-
69こより一括。

277-3 9-59 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山城屋惣兵衛 正右衛門 状 1 亥.12.19 請求番号9-58～9-
63こより一括。

277-4 9-11 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山城屋宗右衛門 道意新田庄右衛
門

状 1 天保12.12.20 1841

277-5 9-16 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山城屋惣右衛門 道意新田庄右衛
門

状 1 嘉永7.12.14 1854 請求番号9-13～9-
18こより一括。

277-6 9-6 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山城屋宗右衛門 道意新田庄右衛
門

状 1 寅.11.20

277-7 9-34 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山城屋惣右衛門 道井新田正右衛
門

状 1 申.12.7

277-8 9-74 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山城屋宗右衛門 戸伊新田正右衛
門

状 1 未.12.14 請求番号9-70～9-
75こより一括。

277-9 9-41 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山城屋惣右衛門 道意新田庄右衛
門

状 1 12.15 請求番号9-40～9-
45こより一括。

277-10 9-22 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山城屋宗右衛門 戸イ新田正右衛
門

状 1 12.15 請求番号9-19～9-
24こより一括。

277-11 9-48 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山城屋宗右衛門 戸伊新田正右衛
門

状 1 亥 請求番号9-46～9-
51こより一括。

－48－

尼崎市立地域研究史料館作成



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

西村亀氏文書(4)目録

277-12 9-54 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山惣 道意新田新(庄)
右衛門

状 1 亥.11.27 請求番号9-52～9-
57こより一括。

277-13 9-26 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山宗 道井新田正右衛
門

状 1 申.11.晦 請求番号9-25～9-
29こより一括。

277-14 9-9 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山宗 道井新田庄右衛
門

状 1 丑.12.9

277-15 7-5 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 山宗 道意新田村庄右
衛門

状 1 子.12.15

277-16 9-31 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 讃岐屋勘助 道意新田長右衛
門他1名

状 1 弘化2.12.15 1845 請求番号9-30～9-
33こより一括。

277-17 9-35 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 讃岐屋勘助 尼ヶ崎道意新田
庄右衛門

状 1 嘉永元.12.7 1848

277-18 9-14 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 讃(讃岐屋)勘助 土井新田庄右衛
門

状 1 嘉永7.12.14 1854 請求番号9-13～9-
18こより一括。

277-19 9-51 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 讃岐屋勘助 道意新田庄右衛
門

状 1 文久2.12.15 1862 請求番号9-46～9-
51こより一括。

277-20 9-56 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 讃岐屋勘助 道意新田長右衛
門

状 1 亥.霜.27 請求番号9-52～9-
57こより一括。

277-21 9-25 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 讃岐屋勘助 尼ヶ崎道意新田
庄右衛門

状 1 酉.霜.晦 請求番号9-25～9-
29こより一括。
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277-22 9-3 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 讃岐屋勘助 道意新田庄右衛
門

状 1 申.12.4

277-23 9-70 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 讃岐屋勘助 道意新田庄右衛
門

状 1 午.12.14 請求番号9-70～9-
75こより一括。

277-24 9-67 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 讃岐屋勘助 道意新田庄右衛
門

状 1 巳.12.14 請求番号9-64～9-
69こより一括。

277-25 9-42 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 讃岐屋勘助 道意新田庄右衛
門

状 1 卯.12.15 請求番号9-40～9-
45こより一括。

277-26 9-21 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 讃岐屋勘助 道意新田庄右衛
門

状 1 申.12.15 請求番号9-19～9-
24こより一括。

277-27 9-58 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 讃勘(讃岐屋勘
助)

道意新田長右衛
門

状 1 亥.12.19 請求番号9-58～9-
63こより一括。

277-28 9-7 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 名田屋儀助 道井正右衛門 状 1 元治元.12.20 1864

277-29 15-10 8肥料（近世） 代金受取につき覚 名田屋儀助 土新田庄右衛門 状 1 酉.極.14

277-30 9-65 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 名田屋儀助 庄右衛門 状 1 巳.極.14 請求番号9-64～9-
69こより一括。

277-31 9-17 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 名田屋儀助 庄右衛門 状 1 寅.12.14 請求番号9-13～9-
18こより一括。
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277-32 9-20 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 名田屋儀助 土井庄右衛門 状 1 申.12.15 請求番号9-19～9-
24こより一括。

277-33 9-63 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 名田屋儀助 道井庄右衛門 状 1 亥.12.19 請求番号9-58～9-
63こより一括。

277-34 9-49 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 名田儀（儀助） どふい新田惣右
衛門

状 1 戌.12.28 請求番号9-46～9-
51こより一括。

277-35 9-43 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 名田屋儀助 庄右衛門 状 1 (近世) 請求番号9-40～9-
45こより一括。

277-36 9-13 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 横屋八丁目鴻池 土井新田庄右衛
門

状 1 卯.正.14 請求番号9-13～9-
18こより一括。

277-37 9-30 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 鴻甚(鴻池屋甚
四郎)

土井新田庄右衛
門

状 1 巳.11.15 請求番号9-30～9-
33こより一括。

277-38 9-55 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 鴻甚(鴻池屋甚
四郎)

土井新田庄右衛
門

状 1 亥.11.27 請求番号9-52～9-
57こより一括。

277-39 9-29 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 鴻甚(鴻池屋甚
四郎)

土井新田庄右衛
門

状 1 酉.11.29 請求番号9-25～9-
29こより一括。

277-40 9-37 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 鴻池甚四郎 土井新田庄右衛
門

状 1 12.7

277-41 9-71 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 鴻甚(鴻池屋甚
四郎)

土井新田庄右衛
門

状 1 12.14 請求番号9-70～9-
75こより一括。
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277-42 9-64 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 鴻甚(鴻池屋甚
四郎)

土井新田庄右衛
門

状 1 巳.12.14 請求番号9-64～9-
69こより一括。

277-43 9-12 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 鴻甚(鴻池屋甚
四郎)

土井新田庄右衛
門

状 1 酉.12.14

277-44 9-46 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 鴻甚(鴻池屋甚
四郎)

土井新田庄右衛
門

状 1 戌.12.15 請求番号9-46～9-
51こより一括。

277-45 9-45 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 鴻甚(鴻池屋甚
四郎)

土井新田庄右衛
門

状 1 卯.12.15 請求番号9-40～9-
45こより一括。

277-46 9-19 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 鴻(鴻池屋)甚四
郎

道居新田庄右衛
門

状 1 申.12.15 請求番号9-19～9-
24こより一括。

277-47 9-61 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 鴻池屋甚四郎 庄右衛門 状 1 亥.12.19 請求番号9-58～9-
63こより一括。

277-48 28-20 8肥料(近世） 下屎代受取につき覚え 鴻甚(鴻池屋甚
四郎)

庄右衛門 状 1 未12.27

277-49 9-57 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 淡じや長次郎 惣右衛門 状 1 亥.11.27 請求番号9-52～9-
57こより一括。

277-50 9-38 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 淡路屋長次郎 土意新田庄右衛
門

状 1 申.12.7

277-51 9-73 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 淡長（淡路屋長
次郎）

庄右衛門 状 1 12.14 請求番号9-70～9-
75こより一括。
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277-52 9-69 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 淡じや長次郎 正右衛門 状 1 巳.12.14 請求番号9-64～9-
69こより一括。

277-53 9-18 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 淡路屋長次郎 庄右衛門 状 1 12.14 請求番号9-13～9-
18こより一括。

277-54 9-23 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 淡じ屋長次郎 正右衛門 状 1 12.15 請求番号9-19～9-
24こより一括。

277-55 9-40 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 淡じや長次郎 正右衛門 状 1 (近世) 請求番号9-40～9-
45こより一括。

277-56 9-27 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 淡じや長次郎 正右衛門 状 1 (近世) 請求番号9-25～9-
29こより一括。

277-57 9-33 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 淡じや市右衛門 庄右衛門 状 1 巳.11.15 請求番号9-30～9-
33こより一括。

277-58 15-8 8肥料（近世） 代金受取につき覚 淡路屋市右衛門 どいしでん甚右
衛門

状 1 12.15

277-59 15-7 8肥料（近世） ほり代領収につき覚 淡じや市三郎 土井新田庄右衛
門

状 1 丑.12.20

27760 9-2 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 淡市 庄右衛門 状 1 寅.11.20

277-61 9-50 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 熊勘 土新伝庄右衛門 状 1 亥.正 請求番号9-46～9-
51こより一括。
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277-62 9-62 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 熊勘 庄右衛門 状 1 12.19 請求番号9-58～9-
63こより一括。

277-63 9-4 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え ひし屋小三郎 土井新田庄右衛
門

状 1 寅.11.20

277-64 9-5 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 菱屋小三郎 土井新田庄右衛
門

状 1 子.12.29

277-65 9-8 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 姫又(姫路屋又
兵衛)他1名

土井新田庄右衛
門

状 1 寅.11.20

277-66 9-53 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 姫路屋又兵衛 土井庄右衛門 状 1 亥.11.27 請求番号9-52～9-
57こより一括。

277-67 9-28 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え ひめじや又兵衛 土井新田庄右衛
門

状 1 酉.11.29 請求番号9-25～9-
29こより一括。

277-68 9-36 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 姫又(姫路屋又
兵衛)

土井新田庄右衛
門

状 1 申.12.7

277-69 9-1 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 姫路屋又兵衛他
1名

土井新田庄右衛
門

状 1 12.9

277-70 9-32 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 姫路屋又兵衛 庄右衛門 状 1 巳.12.15 請求番号9-30～9-
33こより一括。

277-71 9-10 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 吉兵衛 土井新田庄右衛
門

状 1 丑.12.9
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277-72 9-75 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え □なじ屋喜兵衛 道井新田庄右衛
門

状 1 12.10 請求番号9-70～9-
75こより一括。

277-73 15-6 8肥料（近世） 代金受取につき覚 はり音（播磨屋
音治郎）

状 1 12.14

277-74 9-24 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え はり乙(播磨屋音
治郎)

正右衛門 状 1 12.15 請求番号9-19～9-
24こより一括。

277-75 9-60 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え はり音（播磨屋
音治郎）

正右衛門 状 1 12.19 請求番号9-58～9-
63こより一括。

277-76 9-47 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 播磨屋音治郎 とい新田正右衛
門

状 1 （近世） 請求番号9-46～9-
51こより一括。

277-77 9-72 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え はりま屋吉右衛
門

土井新田庄右衛
門

状 1 午.12.14 請求番号9-70～9-
75こより一括。

277-78 9-66 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え はりま屋吉右衛
門

土井新田庄右衛
門

状 1 (近世) 請求番号9-64～9-
69こより一括。

277-79 9-15 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 戎武 庄右衛門 状 1 寅.12.14 請求番号9-13～9-
18こより一括。

277-80 9-44 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 戎武 庄右衛門 状 1 卯.12.15 請求番号9-40～9-
45こより一括。

277-81 15-9 8肥料（近世） 代金受取につき覚 戎屋武兵衛 道井村庄右衛門 状 1 丑.12.25
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277-82 9-52 8肥料（近世） 下屎代受取につき覚え 戎武 庄右衛門 状 1 (近世) 請求番号9-52～9-
57こより一括。

277-83 10-5 8肥料（近世） 屎尿代受取につき覚え 木津川町新宮屋
是(ヵ)兵衛代嘉
兵衛

道意新田庄右衛
門

状 1 酉.12.15

278 7-1 8肥料（近世） 下屎代算用につき覚え 泉忠 庄右衛門 状 1 12.23

279 9-39 8肥料（近世） ぬか代受取につき覚え 姫又(姫路屋又
兵衛)

庄右衛門 状 1 12.7

280 7-3 8肥料（近世） 干鰯代受取につき覚え 梶久右衛門 道意新田庄右衛
門

状 1 卯.正.27

281 7-4 8肥料（近世） 干鰯代等算用につき覚え 状 1 (近世)

282 7-2 8肥料（近世） 肥料代等算用につき覚え 状 1 (近世)

283-1 9-100 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 屎尿取締所 道意新田西邨庄
次

状 1 (明治)11.10.16 1878

283-2 9-95 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 屎尿取締所 海老江村羽間伊
右衛門

状 1 明治11.10.10 1878

283-3 7-30 9肥料（近代） 下屎代受取証 屎尿取締所ノ内
請負係

道意新田西邨庄
次

状 1 明治13.2.14 1880
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283-4 9-98 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 屎尿取締所ノ内
請負係

道意新田西邨庄
次

状 1 明治13.3.12 1880

283-5 9-78 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 屎尿取締処 道意新田西村庄
兵衛

状 1 （明治）13.4.2 (1880)

283-6 9-90 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 松島花園町大□
谷金七

西村荘次 状 1 (明治)13.1.28 (1880)

283-7 9-89 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 松島花園町木村
繁蔵

西村荘次 状 1 (明治)13.1.28 (1880)

283-8 9-91 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 松島花園町和田
仁右衛門

西村荘次 状 1 明治13.1.29 1880

283-9 9-86 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 松島花園町岩見
惣治郎

西村荘次 状 1 明治13.1.29 1880

283-10 9-84 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 松島花園町喜田
清兵衛

西村荘次 状 1 明治13.1.29 1880

283-11 9-94 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 岡本タカ 西村正治 状 1 (明治)13.1.28 (1880)

283-12 9-81 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 岡本文右衛門 西村庄作 状 1 明治16.1.23 1883

283-13 9-88 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 松本新治郎 状 1 (明治13).1.29 (1880)

－57－

尼崎市立地域研究史料館作成



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

西村亀氏文書(4)目録

283-14 9-87 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 五十嵐庄兵衛 西村荘次 状 1 明治13.1.29 1880

283-15 9-85 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 田村秋太 西村庄次 状 1 (明治13).1.29 (1880)

283-16 9-92 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え □本是治郎 西村庄次 状 1 明治13.1.29 1880

283-17 9-97 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 駒井宇之松 西村荘次 状 1 (明治)13.2.7 (1880)

283-18 9-79 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 南堀口下通四丁
目友碇重治良

西村庄次 状 1 (明治)13年2.7 (1880)

283-19 9-93 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 府下松ノ島仲之
町壱丁目四拾九
番地吉岡徳松

西村庄治 状 1 (明治)13.2.14 (1880)

283-20 9-96 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 宇竹金之介 西村荘次 状 1 (明治)13.2.19 （1880）

283-21 15-3 9肥料（近代） 下尿汲み取りにつき領収書 西成郡木津村柴
田吉兵衛他2名

道意新田西村庄
司

状 1 明治15.2.11 1882

283-22 9-76 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 諏訪孫太郎 道井新田村西村
正作

状 1 明治18.3.26 1885

283-23 7-20 9肥料（近代） 下屎代・小便代領収証 大阪市北区西野
田兼平町四百四
十七番地　肥料
商　田中彌号田
中楠郎

西村 状 1 明治44.5 1911
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283-24 7-22 9肥料（近代） 下屎代・小便代領収証 大阪市北区西野
田兼平町四百四
十七番地　肥料
商　田中彌号田
中楠郎

西村 状 1 (明治)9.3

283-25 7-19 9肥料（近代） 下屎代・小便代領収証 大阪市北区西野
田兼平町四百四
十七番地　肥料
商　田中彌号田
中楠郎

西村 状 1 (明治)9.30

283-26 23-7-2 9肥料（近代） 下屎代領収証 大阪市北区西野
田兼平町田中彌
号

西村 状 1 大正2.6.2 1913 請求番号23-7-1～4
封筒一括。

283-27 7-17 9肥料（近代） 下屎代・小便代領収証 大阪市北区西野
田兼平町田中彌

西村 状 1 大正3.7.31 1914

283-28 7-21 9肥料（近代） 下屎代・小便代領収証 大阪市北区西野
田兼平町四百四
十七番地　肥料
商　田中彌号田
中楠郎

西村 状 1 大正3.12.23 1914

283-29 7-18 9肥料（近代） 下屎代・小便代領収証 大阪市北区西野
田兼平町田中彌

西村 状 1 大正6.9.30 1917

283-30 9-83 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 大野伊助 西村庄治 状 1 1.25

283-31 9-80 9肥料（近代） 下屎代受取につき覚え 新保宗治 道野(意)新田庄
治

状 1 2.8 前欠
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283-32 7-8 9肥料（近代） 下屎代支払いにつき覚え 西村荘次 中川 状 1 4.2

284 9-77 9肥料（近代） 肥料代算用につき覚え 状 1

285 9-99 9肥料（近代） 下屎代受取先書上げ 状 1

286-1 23-7-1 9肥料（近代） 下屎受け渡しにつき書上げ 大阪北区西野田
兼平町447番地
肥料商田中彌号
田中楠郎

西村 状 2 大正2.5.31 1913 請求番号23-7-1～4
封筒一括。

286-2 7-16 9肥料（近代） 下屎代・小便代算用につき書き
付け

大阪市北区西野
田兼平町田中彌

状 1 (明治)45.6.29 1912

286-3 23-7-3 9肥料（近代） 下屎受け渡しにつき書上げ 大阪市北区西野
田兼平町田中彌
号

西村 状 1 大正2.12.31 1913 請求番号23-7-1～4
封筒一括。

286-4 7-15 9肥料（近代） 下屎代・小便代算用につき書き
付け

田中彌 状 1 8.20

286-5 7-14 9肥料（近代） 下屎代・小便代算用につき書き
付け

田中彌 状 1 8.20

286-6 7-13 9肥料（近代） 下屎代算用につき書上げ 田中彌 状 1 (近代)

287-1 28-5 9肥料(近代) 屎尿汲取依頼につき書状 羽間伊右衛門 西邨 状 1 5.6
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287-2 7-7 9肥料（近代） 下屎汲み取りにつき書状 羽間伊右衛門 西邨庄右衛門 状 1 寅.10.11

288 23-7-4 9肥料（近代） 印鑑・住所・氏名記入表 豊国肥料株式会
社

状 2 請求番号23-7-1～4
封筒一括。

289 15-21 9肥料（近代） 下屎汲み取りにつき書付 状 1

290 11-7 9肥料（近代） 下屎代請求につき召喚状 状 1

291 9-82 9肥料（近代） 屎請入筒斗帳写 状 2

292 7-12 9肥料（近代） 下屎代・小便代算用につき書き
付け

状 1 (近代)

293-1 7-23 9肥料（近代） 干鰯通 梶鶴之輔 道意新田西村荘
治

小横帳 1 明治8.1.吉 1875

293-2 7-24 9肥料（近代） 干鰯通 梶鶴之介 道意新田村西村
荘次

小横帳 1 明治15.閏11.
吉

1882

294 15-27-1 10金融（近世） 滞金訴訟につき書き付け 武庫村佐次郎 状 1 虫損。請求番号15-
27-1～15-27-3まで
折り込み一括

295-1 13-31 10金融（近世） 銀差引勘定につき覚え 野里 西村庄右衛門 状 1 亥.5.19
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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

西村亀氏文書(4)目録

295-2 10-4 10金融（近世） 金銀差引勘定覚え 状 1

296 15-28 10金融（近世） 銀受け取り算用につき覚 状 1

297 15-27-3 10金融（近世） 銀算用につき覚 状 1 虫損あり。請求番号
15-27-1～15-27-3ま
で折り込み一括

298-1 11-1 11金融（近代） 領収書 和田 西村庄右衛門代
北村久七

状 1 (明治)16.1.25 1883

298-2 28-23 11金融(近代） 金銭受取につき覚 田登久兵衛 西村正次郎 状 1 2.4

298-3 13-28 11金融（近代） 金受取につき覚え 状 1 24日

298-4 15-29 11金融（近代） 代金受け取りにつき覚 佐兵衛 西村庄作 状 1

298-5 13-13 11金融（近代） 金受取につき覚え 杉野伊助 状 1

299 27-6-2 11金融（近代） 水害工事につき融資依頼の書
状

扇野豊吉 西村正作 状 1 (明治31).2.3 (1898) 封筒入り。

300 27-6-4 11金融（近代） 拝借金返済猶予願いにつき書
状

扇野豊吉 西村正作 状 1 明治32.2.18 1899

301-1 27-6-3 11金融（近代） 借金返済につき書状 扇野豊吉 西村正作 状 1 (明治43).1.27 (1910) 封筒入り。
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西村亀氏文書(4)目録

301-2 27-6-6 11金融（近代） 借金返済につき書状 扇野豊吉 西村正作 状 1 4.20

301-3 27-6-8 11金融（近代） 借金返済につき書状 扇野豊吉 西村正作 状 1 10.1

301-4 27-6-7 11金融（近代） 借金返済につき書状 扇野豊吉 西村正作 状 2 10.31

302 27-6-1 11金融（近代） 武田尾保養院一件の資金調達
に関する書状

扇野豊吉 西村正作 状 2 (明治37).4.20 (1904) 封筒入り。武田尾保
養院建築用地の図面
同封。

303 27-6-9 11金融（近代） 西宮町辰馬新田東川筋堤防工
事ほか近況報告につき書状

扇野豊吉 西村正作 状 1 5.31

304 10-6 11金融（近代） 工事入札金借り入れ願いにつ
き書状

扇野豊吉 西村正作 状 1

305 27-45 11金融（近代） 借金依頼状 西宮浜之保町扇
野きみ

西村御主人(正
作)

状 1 4.30 封筒入り。

306 28-21 11金融（近代） 金銭借用につき覚 川端喜一郎 西村庄右衛門 状 1 (明治）16.3.14 (1883)

307 13-16 11金融（近代） 利足受取につき覚え 西村 広田徳三郎他1
名

状 1 (明治)36.12.27 1903

308 27-24 11金融（近代） 金15円拝借の儀につき書状 井上 西村正作 状 1 正.12 封筒入り。
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西村亀氏文書(4)目録

309 28-13-2 11金融（近代） 金子借用依頼につき書状 瀏 西村 状 1 5.17

310 28-8 11金融（近代） 借金依頼状 吉田利之助 西村 状 1 10.29

311 27-15-2 11金融（近代） 浅尾の資金につき書状 松井(弥蔵) 西村（正作） 状 1 12.16 封筒入り。

312 11-2 11金融（近代） 債券番号・金額書き付け 道意新田野里喜
一郎

状 1

313 13-7 11金融（近代） 明治24年4月入用書付 折紙 1 明治24 1891

314 13-8 11金融（近代） 買物代書付 折紙 1 明治25 1892

315 13-30 11金融（近代） 金受取算用につき覚え 状 1 明治29.7 1896

316 23-8-21 11金融（近代） 金銭算用につき書き付け 状 1 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

317 23-8-20 11金融（近代） 金銭算用につき書き付け 状 1 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

318 27-7-1 11金融（近代） 整理・売却方法等良案教示い
ただきたきにつき書状

(尼崎東町大道
筋　西村)政治郎

西村庄右衛門 状 1 (明治26).11.26 (1893) 封筒入り。

319 13-6 11金融（近代） 明治38年支払い控え 折紙 1 明治38 1905
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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

西村亀氏文書(4)目録

320 13-12 11金融（近代） 金銭支払いにつき書き付け 折紙 1

321 13-10 11金融（近代） 大正元年度勘定書 折紙 1 大正元 1912

322 24-1-9 11金融（近代） 不動産抵当低利貸付の案内状 株式会社兵庫県
農工銀行大谷吟
右衛門

状 2 大正7.3 1918 封筒入り。不動産抵
当低利貸付のチラシ
同封。

323-1 24-1-2 11金融（近代） 兵庫県農工債券募集の案内状 神戸市栄町通1
丁目株式会社兵
庫県農工銀行頭
取大谷吟右衛門

状 2 大正8.6 1919 封筒入り。農工債券
募集のチラシ同封。

323-2 24-1-7 11金融（近代） 兵庫県農工債券募集の案内状 神戸市栄町通1
丁目株式会社兵
庫県農工銀行頭
取大谷吟右衛門

状 2 大正8.11 1919 封筒入り。農工債券
募集のチラシ同封。

323-3 24-1-10 11金融（近代） 兵庫県農工債券募集の案内状 神戸市栄町通1
丁目兵庫県農工
銀行頭取大谷吟
右衛門

状 2 大正9.11 1920 封筒入り。農工債券
募集のチラシ同封。

323-4 24-1-3 11金融（近代） 兵庫県農工債券募集の案内状 神戸市栄町通1
丁目兵庫県農工
銀行頭取大谷吟
右衛門

状 2 大正10.2.1 1921 封筒入り。農工債券
募集のチラシ同封。

323-5 24-1-8 11金融（近代） 兵庫県農工債券募集の案内状 神戸市栄町通1
丁目株式会社兵
庫県農工銀行

状 2 大正10.9 1921 封筒入り。農工債券
募集のチラシ(三田支
店)同封。

－65－

尼崎市立地域研究史料館作成



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

西村亀氏文書(4)目録

323-6 24-1-1 11金融（近代） 兵庫県農工債券募集の案内状 兵庫県農工銀行
尼崎支店支店長
寺田金治

状 3 大正12.11 1923 封筒入り。農工債券
募集のチラシ、払い
込み票同封。

323-7 24-1-5 11金融（近代） 兵庫県農工債券募集の案内状 尼崎市西本町2
丁目株式会社兵
庫県農工銀行尼
崎支店

各位 状 3 大正13.2 1924 封筒入り。農工債券
募集のチラシ、払い
込み票同封。

323-8 24-1-6 11金融（近代） 兵庫県農工債券募集の案内状 株式会社兵庫県
農工銀行頭取大
谷吟右衛門

状 2 大正13.6 1924 封筒入り。払い込み
票同封。

323-9 24-1-4 11金融（近代） 兵庫県農工債券募集の案内状 株式会社兵庫県
農工銀行尼崎支
店

状 2 大正13.6 1924 封筒入り。農工債券
募集のチラシ同封。

324 25-13 11金融（近代） 日本国債株式会社の業務新規
取り扱いにつき案内状

西本町明神前諸
傘・提燈卸商中
野西店

西村庄右衛門 状 2 大正12.12.3 1923 封筒入り。日本国債
株式会社のチラシ同
封。

325 24-5 11金融（近代） 営業案内 関西信託株式会
社

冊子 1 封筒入り。

326 24-3 11金融（近代） 銀行利用の案内状 株式会社十五銀
行神戸支店支店
長咲花一二三

西村庄右衛門 状 1 大正10.9 1920 封筒入り。
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西村亀氏文書(4)目録

327 24-2 11金融（近代） 問屋仕切金小切手の取り扱い
につき勧誘

尼崎市西本町1
丁目株式会社三
十四銀行尼崎支
店支店長塚本槌
三郎他1名

西村庄右ヱ門 状 2 大正8.7.12 1919 封筒入り。小口当座
預金他の案内チラシ
同封。

328-1 13-23 11金融（近代） 金銭書き付け 状 1

328-2 13-21 11金融（近代） 金銭書き付け 状 1

328-3 13-17 11金融（近代） 金銭書き付け 状 1

329 12-1 12治水・水利 樋入用につき受取覚え 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 未.2.朔

330 12-2 12治水・水利 樋普請入用につき受取覚え 庄屋喜兵衛 庄右衛門 状 1 巳.5.7

331 4-3 12治水・水利 樋普請他代銀支払いにつき覚 喜兵衛 庄右衛門 状 1 巳.7.10

332-1 4-9 12治水・水利 普請入用・雨乞入用受取につ
き覚

庄や治左衛門 庄右衛門 状 1 辰.9 上部破れ

332-2 4-8 12治水・水利 普請入用・雨乞入用受取につ
き覚

庄や治左衛門 おちえ 状 1 辰.9

333 13-9 12治水・水利 明治39年堤樋使用料等につき
算用

折紙 1 明治39 1906
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西村亀氏文書(4)目録

334 10-1 13家 諸品代算用につき覚え 柳屋店 本家 仮綴横 1 亥.3.10

335 15-27-2 13家 買物代等算用につき書き付け 状 1 後欠ヵ。虫損あり。請
求番号15-27-1～
15-27-3まで折り込み
一括

336 15-25 13家 金受け渡しにつき覚 状 1 亥.5.26

337-1 15-18 13家 領収書 大阪市東区唐物
町心斎橋西入内
外巾着商柴田孝
太郎

上 状 1 （明治）10.7 (1877) 上部破損

337-2 15-2 13家 領収書 尼崎町西本町篠
部彦四郎商店

西村 状 1 大正5.7.26 1916

337-3 23-8-17 13家 領収証 尼崎市西町中筋
2丁目増田商店

西村 状 1 大正10.5.8 1921 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

337-4 15-23 13家 領収書 碇 道イ新田庄右衛
門

状 1

338 15-20 13家 反物代領収書 大阪御霊筋あは
じ町角ひぜんや
佐々木太物店

上 状 1 明治27.12.6 1894
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西村亀氏文書(4)目録

339 15-19 13家 花代領収書 京都市下京区五
條橋東6町目大
谷本廟北横手大
谷花屋山口潤次
郎

西村庄作 状 1 大正5.2.26 1916

340 23-8-4 13家 アサギ・石灰等代金領収証 左官新 道意西村 状 1 5.31 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

341 28-25 13家 大工賃受取につき覚 大工中村源へ 西村 状 1 6.30

342 15-22 13家 下駄代領収書 碇下太店 西村庄作 状 1 10.15

343 15-5 13家 障子・ふすま代金領収書 法安寺前上田 上 状 1 12.18

344 23-8-11 13家 バケツ代領収証 いかりや 西村 状 1 12.30 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

345 13-35 13家 医者を呼ぶ前の用意の心得 大阪府下第壱大
区三小区島町2
丁目17番地著述
兼出板人加名山
貴久治

状 1 明治12.1 1879

346-1 14-15 13家 薬代領収書 中馬薬室 西村正作 状 2 明治30.10.28 1897 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。

346-2 15-24 13家 薬代領収書 中馬薬室 西村正作 状 1 8.23
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西村亀氏文書(4)目録

347 14-7 13家 受診料領収書 中馬萬□ 西村庄作 状 1 明治31.8.30 1898 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。

348-1 25-12-2 13家 強壮剤効能(製品広告) 藤澤友吉商店 冊子 1 (大正) 25-12-1.2封筒一
括。封筒劣化。

348-2 25-12-1 13家 強壮剤製品案内状 藤澤友吉 状 2 (大正) 25-12-1.2封筒一
括。封筒劣化。

349 18-8 13家 薬局広告 西本町通明神前
東北角秋岡五光
堂

状 1

350 18-3 13家 補血強壮増進剤ブルトーゼ効
用書

ブルトーゼ発売
元藤澤樟脳本舗
藤澤友吉商店

冊子 1

351 14-11 13家 薬包(重炭酸那篤■〔にんべん
に留〕譁)

健養堂 状 1 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。

352 28-3 13家 ご機嫌うかがいにつき書状 勝治郎 兄上 状 1 明治30.6.18 1897

353 28-1 13家 浅尾氏の件ほか報告につき書
状

吉田猪造 西村正作 状 1 10日

354 28-19-1 13家 近況報告につき書状 状 2 後欠につき差出・宛
名不明
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西村亀氏文書(4)目録

355 27-50 13家 改名につき通知(はがき) 大隅久満雄 西村庄右衛門 はがき 1

356 28-6 13家 浅尾氏預かり金貸与願いにつ
き書状

今(ヵ)月 西村 状 1 (明治28).8.7 1895

357 28-12 13家 送金依頼状 浅尾安次郎 西村政作 状 1 1.6

358 27-39-1 13家 松本様との連絡とれざるにつき
書状

大坂西区此花町
浅尾重

西村正作 状 2 2.2 封筒入り。

359 27-39-2 13家 小作米取り立ての儀ほかにつ
き書状

浅尾重 西村正作 状 1 申3月

360 27-39-7 13家 家・田地売却につき報告の書
状

浅尾重 西村 状 1

361 27-39-6 13家 安次郎儀につきたびたびの書
状ある旨礼状

浅尾重 西村 状 1

362 27-39-5 13家 夏服入用につき金銭借用依頼
状

浅尾重 西村 状 1

363 27-39-4 13家 松本氏に委任料渡した旨ほか
につき書状

浅尾重 西村 状 1

364 27-39-3 13家 安治・永次借金返済猶予等に
つき書状

浅尾重 西村 状 1
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西村亀氏文書(4)目録

365 28-10 13家 棺後の見送りの件につき書状 天崎紹圓 西村正作 状 1 (明治)36.7.19 1903

366 27-20 13家 母カジ死去につき弔辞の礼状 余部市郎兵衛 西村庄右衛門 状 1 大正10.5 1921 封筒入り。

367 27-18 13家 父卯助死去につき弔問の礼状 和田政治郎 西村庄右衛門 状 1 大正13.6.4 1924 封筒入り。

368 27-47 13家 前田四郎兵衛家内死去につき
野送りの案内状

前田仁左衛門 西村正作 状 1 旧12.12 封筒入り。

369 28-11 13家 相続人の儀につき報告の書状 大原万四郎 西邨 状 1 4日

370 27-15-1 13家 不都合のためお断りの書状 松井 西村 状 1 大正4.11.6 1915 封筒入り。

371-1 27-9-2 13家 荷物の件につき書状 田島政治郎 西村(庄右衛門) 状 1 (大正8).3.20 (1919) 封筒入り。

371-2 27-9-1 13家 荷物引き取りの件延期につき
書状

田島政(治)郎 西村(庄右衛門) 状 1 5.19 封筒入り。

372 27-23 13家 面談申し入れの書状 豊能郡中豊野村
小倉武次郎

西村庄右衛門 状 1 大正10.1.31 1921 封筒入り。

373 27-36 13家 家一件につき親類一同相談の
もと決定する旨通知

大庄村ノ内西　
小西かじ

御伯父(西村正
作)

状 1 (大正).2.9 封筒入り。

374 27-10-2 13家 餅を当方にてついた旨通知 前田(房太郎) 西村(庄右衛門) 状 1 3.20 封筒入り。
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西村亀氏文書(4)目録

375 27-17-2 13家 松本氏の件につき書状 中村 西村（庄右衛門） 状 1 3.25 封筒入り。

376 27-29 13家 気分悪しく訪問できざる旨書状 小西房太郎・か
じ

西村正作 状 1 7.3 封筒入り。

377 27-1-11 13家 とめの様の件確定次第返事す
る旨書状

羽間雅次 西村 状 1 (大正7).2.9 (1918) 封筒入り。

378 27-1-1 13家 分家にかかる金子の受け渡し
につき書状

大阪府西成郡鷺
洲町海老江羽間
雅次

西村庄右衛門 状 1 (大正10).3.28 (1921) 封筒入り

379 27-1-6 13家 新宅の地所売却の件につき書
状

羽間雅次 兄上 状 1 1.8 封筒入り。

380 27-1-9 13家 河内中野西村宗逸老死去につ
き告別式の通知

羽間雅次 西村庄右衛門 状 1 10.16 封筒入り。

381 27-1-14 13家 新家渡辺章治郎危篤につき書
状

羽間雅次 西村 状 1 13日 封筒入り。

382 27-21 13家 羽間家記念碑等修繕につき負
担金の依頼状

発起人羽間重右
衛門他1名

西村庄右衛門 状 1 (大正13).4 (1924) 封筒入り。

383 27-1-8 13家 西村彦太郎氏弟利作死去につ
き通知

羽間重右衛門 西村庄右衛門 状 1 封筒入り。

384 27-1-13 13家 亡父33回忌仏事の日程通知に
つき書状

羽間金蔵 西村正作 状 1 3月
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西村亀氏文書(4)目録

385 27-1-7 13家 息子の病気内密に願いたき旨
書状

羽間 西村 状 1 (大正6).8.30 (1917) 封筒入り。

386 27-1-12 13家 米騒動収まらず参上できざる旨
詫び状

羽間 西村 状 1 8.15 封筒入り。

387 27-1-4 13家 贈答品及び来訪の礼状 羽間 西村 状 1 12.13 封筒入り。

388 27-12-2 13家 相談したき件につき来訪の依
頼状

渡辺作右衛門 西村伯父(庄右
衛門)

状 1 (大正6).9.12 (1917) 封筒入り。

389 27-1-2 13家 はるを子守奉公に遣わしたき儀
につき書状

羽間 西村 状 1 21日 封筒入り。封筒劣
化。

390 27-12-3 13家 饗応につき礼状 渡辺作右衛門 西村(庄右衛門) 状 1 (大正6).9.29 (1917) 封筒入り。

391 27-44 13家 ご機嫌うかがいにつき書状 新家西ノ丁渡辺
重

西村庄右衛門方
祖父

状 1 (大正9).1.26 1920 封筒入り。

392 27-33-2 13家 就職につき保証人として願いた
き儀依頼状

橋本新一郎 西村庄右衛門 状 2 (大正6).11.1 1917 封筒入り。封筒破損
甚大につき取り扱い
注意。京都・シンガー
裁縫機械会社

393 27-33-1 13家 旅費欠乏につき借用依頼状 橋本新一郎 西村庄右衛門 状 1 10.30 封筒入り。

394 27-4-7 13家 稲刈り入れなど近況伺いにつき
書状

池永元治郎 西村 状 1 大正6.11.23 1917 請求番号27-4-6.7封
筒一括
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西村亀氏文書(4)目録

395 27-4-3 13家 近況伺いにつき書状 池永元治郎 西村庄右衛門 状 1 大正7.7.4 1918 請求番号27-4-2.3封
筒一括

396 27-4-2 13家 シンガポールへ出立につき書
状

池永元治郎 西村ます江 状 1 大正7.7.4 1918 請求番号27-4-2.3封
筒一括

397 27-4-1 13家 出産祝いの品差し上げるにつ
き書状

池永元治郎 西村 状 1 大正7.8.31 1918 封筒入り

398 27-4-9 13家 池永金四郎死去につき葬式執
行の通知

池永元治郎 西村庄右ヱ門 状 1 大正8.7.24 1919 封筒入り。

399 27-4-4 13家 下坂部喜多氏の母死去につき
葬式執行の通知

池永元治郎 西村庄右衛門 状 2 大正9.7.2 1920 封筒入り

400 27-4-5 13家 秀子女学校入学祝い及び母病
気近況報告などにつき書状

大阪府西成郡歌
島村字野里池永
元治郎

西村ます江 状 1 大正10.4.13 1921 封筒入り

401 27-4-8 13家 勝房次郎死去につき葬式執行
の通知

池永元治郎 西村庄右ヱ門 状 1 大正10.10.7 1921 封筒入り。

402 27-17-1 13家 結納の日決定につき書状 中村（龍太郎） 西村(庄右衛門) 状 1 (大正8).3.5 (1919) 封筒入り。

403 27-16-2 13家 戸ノ内中川氏縁談聞き合わせ
につき書状

村上栄太郎 西村 状 1 4.22 封筒入り。

404 27-2-2 13家 仲人田島氏挨拶の件につき書
状

乗岡理一郎 西村 状 1 (大正8.3.20) (1919) 封筒入り。
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西村亀氏文書(4)目録

405 27-2-1 13家 納骨のため状況につき同伴の
依頼状

大阪府西成郡豊
里村天王寺庄乗
岡理一郎

西村庄右ヱ門 状 1 大正9.8.18 1920 封筒入り。

406 27-2-10 13家 丸まげのかた他送付依頼につ
き書状

乗岡貞 御一同 状 2 (大正8).3.22 (1919) 封筒入り。

407 27-2-11 13家 近況報告ほかにつき書状 乗岡貞 姉上 状 5 (大正8).11.21 (1919) 封筒入り。

408 27-2-4 13家 旅行の旨書状 乗岡てい 御一同 状 2 4.17 封筒あり。封筒破損
大。

409 27-2-9 13家 菊花観賞の誘いにつき書状 乗岡敏男 西村庄右ヱ門 状 1 (大正8).11.3 (1919) 封筒入り。

410 27-2-8 13家 一周忌仏事の日程通知につき
書状

乗岡敏男 西村庄右衛門 状 1 (大正10).4.30 (1921) 封筒入り。

411 27-2-3 13家 結婚式日時決定ほか近況報告
につき書状

乗岡敏男 西村庄右ヱ門 状 1 5.7 破損あり。

412 27-2-6 13家 病気回復につき書状 乗岡芳男 西村庄右衛門 状 1 (大正8).12.12 (1919) 封筒入り。

413 27-2-7 13家 病気回復後経過順調につき書
状

乗岡芳男 西村 状 1 (大正8).12.28 (1919) 封筒入り。

414 27-2-5 13家 面談のため都合うかがいの書
状

(乗岡)琴治郎 姉上 状 1 (大正8).4.1 (1919) 封筒入り。
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西村亀氏文書(4)目録

415 27-31-2 13家 明日午後訪問の旨通知 西村房太郎 西村正作 状 1 8.28 上部破損

416 27-10-1 13家 大森主水死去につき葬式執行
の通知

前田房太郎 西村庄右衛門 状 1 7.18 封筒入り。

417 27-5-3 13家 金子返却に関する書状 さい 兄上 状 1 (6.14) 封筒入り。

418 27-5-2 13家 すえ乃様病状通知につき書状 さい 西村 状 1 12.9 封筒入り。

419 27-5-1 13家 絽の紋付羽織新調していただ
きたき旨書状

さい 兄上 状 1 14日 封筒入り。

420 27-7-4 13家 信子死去につき葬儀執行の通
知

西村(政治郎) 西村庄作 状 1 (大正年間)8.3 封筒入り。尼崎東町
西村呉服店の罫紙

421 27-7-3 13家 大和田松村老人死去につき葬
式執行の通知

西村(政治郎) 西村 状 1 （大正年間）
8.12

封筒入り。

422 27-7-2 13家 カタビラの紋付・絽の紋付を拝
借したきにつき書状

西村政治郎 西村 状 1 大正8.8.10 1919 封筒入り。

423 27-14-2 13家 亡母満中陰仏事につき参詣願
いの書状

西村豊蔵 西村正作 状 1 封筒入り。

424 27-14-1 13家 祖母・叔母25回忌につき参詣
願いの書状

西村豊蔵 西村正作 状 1 封筒入り。
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西村亀氏文書(4)目録

425 27-11-1 13家 先日の来訪につき礼状 近江国蒲生郡安
土村下豊浦北条
徳太郎内宏

大阪市北区中之
島5丁目大阪電
燈株式会社中之
島営業所内西村
寛治

状 2 (大正9).5.24 (1920) 封筒入り。

426 27-11-2 13家 帰省予定につき返信いただき
たき旨書状

北条徳太郎方寿
子

西村庄右衛門方
寛治

状 2 (大正9).6.7 (1920) 封筒入り。

427 27-11-3 13家 帰省につき荷物送付の旨書状 (北条)寿子 (西村)寛治 状 2 (大正9).6.9 (1920)

428 27-35 13家 安孫子一信社追福謡会開催に
つき案内状

安孫子一信社幹
事

西村庄右衛門 状 1 大正12.11.25 1923 封筒入り。

429 26-24 13家 謡会開催につき通知（回章） 西村庄右衛門 状 1 (大正年間)2.1 封筒入り。

430 27-53 13家 琵琶返却につき書状 旭硝子株式会社
煉瓦工場　中原

西村 状 1 大正 封筒入り。封筒破損
大につき取り扱い注
意。

431 27-22 13家 清心流雅号及び免許書制定に
つき書状

谷（■水） 西村■山（寛治） 状 1 3日 封筒入り。

432-1 27-8-2 13家 金久楼にて開催の晩餐の招待
状

住友伸銅所小田
切延寿

西村庄兵衛 状 1 (大正8).12.11 (1919) 封筒入り。

432-2 27-8-1 13家 金久楼にて開催の晩餐の招待
状

住友伸銅所小田
切延寿

西村庄作 状 1 (大正8).12.11 (1919) 封筒入り。

－78－

尼崎市立地域研究史料館作成



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

西村亀氏文書(4)目録

433 27-6-5 13家 材木商開業につき内祝いの招
待状

扇野豊吉 西村正作 状 1

434 27-48 13家 峯太郎氏一件訴訟提起につき
相談の旨書状

綱次郎 叔父 状 1 2.10 封筒入り。

435 27-38 13家 近況報告ほかにつき書状 御園村小林まつ 御伯母 状 1 (大正5).3.4 1916 封筒入り。

436 27-16-1 13家 預けていた妻の白綸子の白無
垢1枚お渡しくだされたき旨ほ
かにつき書状

御園村村上栄太
郎

父上 状 1 1.4

437 27-16-3 13家 諸品借り受けたきにつき書状 村上(栄太郎) 西村 状 1 1.23 封筒入り。

438 27-30 13家 年賀につき書状 平塚嘉右衛門 西村正作 状 1 (大正6).1.1 1917 封筒入り。

439 27-49 13家 年賀状(はがき) 野里　池永清 西村庄右衛門 はがき 1 1.元

440 28-15 13家 年始の挨拶状 米屋千助店庄蔵 西村庄右衛門 状 1 正.9

441 27-54 13家 新年会の案内状 道意青年会長矢
野丈太郎

西村庄右衛門 状 1 封筒入り。

442 27-43 13家 検査員勤続10周年祝賀会開催
につき案内状

大庄村検査員古
賀文吉

西村庄右衛門 状 1 大正7.1.9 1918 封筒入り。
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西村亀氏文書(4)目録

443 18-2 13家 「国訳漢文大成」紹介冊子 東京市神田区小
川町1番地国民
文庫刊行会

冊子 1 大正10.3 1921 挟み込み広告1点あ
り。

444 25-8 13家 国訳禅宗叢書販売案内 東京神田区錦町
1丁目16番地二
松堂書店内国訳
禅宗叢書刊行会

冊子 1 大正10.4 1921 封筒入り。

445 27-40 13家 消防協会長着任につき挨拶状 西宮警察署長小
林義明

西村庄右衛門 状 1 大正10.12 1921 封筒入り。

446 25-9-1 13家 菊池幽芳著作集販売案内 本山彦一他2名 状 1 大正12.11 1923 25-9-1.2封筒一括。

447 25-9-2 13家 幽芳全集販売案内 東京氏麹町区内
幸町1丁目6番地
国民図書株式会
社

冊子 1 (大正) 25-9-1.2封筒一括。

448 25-7 13家 通信教育の入会案内 大日本国民通信
学校

冊子 1 (大正) 封筒入り。

449 25-14 13家 販路拡大につき案内状 松村雅知 西村正作 状 1 3.11 封筒入り。

450 25-11 13家 漆器陳列販売につき案内 丸共漆器商会主
任宇高音一

状 2 封筒入り。「縦覧券」
同封。

451-1 25-15-2 13家 西性寺にて家具陳列販売につ
き案内

富田商会大阪出
張所

状 1 封筒入り。封筒劣化
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西村亀氏文書(4)目録

451-2 25-15-1 13家 西性寺にて家具陳列販売につ
き案内

富田商会大阪出
張所

状 1 封筒入り。封筒劣
化。

452 27-27 13家 村長退職祝いの品受領につき
礼状

矢野武一 西村庄右衛門 状 1 大正13.2 1924 封筒入り。

453 28-14 13家 お祝いの品への礼状 萱■治 西村 状 1 2.21

454 27-12-1 13家 手伝いいただいたことに対する
礼状

（渡辺）作右衛門 西村 状 1 12.10 封筒入り。

455 16-4-3 13家 先日訪問の礼につき書状 のぶ 父上 状 1 請求番号16-4-1～
16-4-3折り込み一括

456 27-42 13家 白もち米借りたき旨書状 末九(ヵ) 御家内 状 1 7.3 封筒入り。

457 14-27 13家 秋岡氏金談の旨につき書状 畠田文益他1名 矢野治郎兵衛他
2名

状 1 10.22

458 28-13-1 13家 永次郎へ送金依頼状 瀏 西村 状 1 11.6

459 14-24 13家 送金につき通知状 大阪市西区靫北
通4丁目金澤仁
右衛門

大和国郡山柳町
松屋米蔵

状 1 後部破損あり

460 28-7 13家 帰宅次第秋岡氏宅へ出頭の旨
依頼状

西村正作 岡邨八郎兵衛 状 1 4.30
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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

西村亀氏文書(4)目録

461 28-9 13家 亀との相談したきにつき来訪依
頼状

石井篤郎 西村総右衛門 状 1

462 28-4 13家 酒井村・くしろ村聞き合わせに
つき同伴依頼状

尼崎町秋岡本店 西村正作 状 1

463 14-26 13家 支部長採用につき詳細問い合
せ

状 1

464 29-1-8 13家 着物袖付けにつき、寸法・方法
など指示

状 1

465 28-19-3 13家 永次郎他の儀につき書状(下書
き）

状 1

466 28-19-2 13家 書状下書き 状 1

467 15-31 13家 材木代・運送賃請求書 尼崎町飯井材木
商店五平

西村 状 1 明治32.9.10 1899

468 24-9 13家 保険料払込につき督促状 東京市京橋区新
肴町19番地徴兵
保険株式会社

道意新田西村正
作

はがき 1 大正2.7.12 1913

469 28-24 13家 朝日鶴ほか代金請求につき覚 なだや 西村 状 1 4月

470 14-18 13家 代金請求書 川西南店 ドイ新田村西村
正作

状 1 戌.旧7 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。
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西村亀氏文書(4)目録

471 14-17 13家 代金請求書 わし尾 西村正作 状 1 7月 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。

472 14-5 13家 塩等代金請求書 奥の ドイ西村正作 状 1 7月 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。

473 14-14 13家 かまぼこ代等請求書 大しまや 西村庄右衛門 状 1 戌.8.30 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。

474 14-13 13家 鯛等魚代請求書 大しまや 浅尾佐兵衛 状 1 戌.8.30 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。

475 15-1 13家 銅秤等代金請求書 笹彦 西村庄作 状 1 8月

476 14-4 13家 代金請求書 笹彦 西村庄作 状 1 12月 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。

477 14-9 13家 鶴印代金請求書 大塚萬二郎 道意新田村西村
庄作

状 1 戌8月 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。

478 14-16 13家 代金請求書 わし尾 西村正作 状 1 9月 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。
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西村亀氏文書(4)目録

479 13-14 13家 杉値段書き付け 蓬川栄助 西村 状 1 10.23

480 14-19 13家 割子・からし他代金請求書 時友や 西村庄右衛門 状 1 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。後欠

481-1 13-34-4 13家 鬮書（占い） 状 1 後欠

481-2 13-34-3 13家 鬮書（占い） 西村正作 状 1 かぞえで64歳のとき
の鬮

481-3 13-34-2 13家 鬮書（占い） 西村正作 状 1 かぞえで60歳のとき
の鬮

481-4 13-34-1 13家 鬮書（占い） 西村正作 状 1 かぞえで62歳のとき
の鬮

482 13-33 13家 おみくじ 状 1 明治45 1912

489 27-31-1 13家 登記所へ出頭いたす旨通知 西村房太郎 西村 状 1 (明治32).11.29 1899 封筒入り。

492 24-6 13家 貯金通帳取調べにつき通達 摂津国尼崎郵便
局

西村庄太郎他4
名

状 1 明治44.2.5 1911 封筒入り。

493 19-2 13家 所得申告書(申請用紙) 税務署 状 2 大正4 1915 西村正作宛大庄村
役場差出の封筒入
り。
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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

西村亀氏文書(4)目録

494 13-24 13家 家賃之通 西村 中巣捨吉 状 1 大正7.1 1918 表紙部分のみ

496 18-7 13家 電気に関する注意心得 阪神電気鉄道株
式会社

状 1 大正2.7 1913 破損あり

497 23-8-15 13家 第2次電燈・電力料金臨時値下
げにつき告知

阪神電気鉄道株
式会社

状 1 大正10.11 1921 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

498 27-1-5 13家 謡曲会番組表 観水社 状 1 (大正4) (1915) 羽間より西村宛の封
筒入り。帯封あり。

499 27-1-10 13家 素謡大会番組表 清韻会催主羽間
鷺洲

状 2 （大正5） (1916) 羽間雅次より西村正
作宛の封筒入り。

500 16-6 13家 七夕の詠歌 猪之助 短冊 1

501 16-2 13家 撃剣小会番組(人名書上げ) 状 3

502-1 18-4 13家 大正5年略本暦 神宮神部署 冊子 1 大正4 1915

502-2 18-9 13家 大正10年略暦 大阪市南区順慶
町3丁目工藤夾
三郎

西村庄右衛門 状 1 大正9.10.10 1920 尼ヶ崎町西町浜の婚
礼会席仕出し調進所
広告あり

503 28-22 13家 亀山・大津への道中入用算用
につき書上げ

状 1 15日～19日
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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

西村亀氏文書(4)目録

504 15-30 13家 呉服通 森忠 西村庄作 横小帳 1

505 14-8 13家 代金勘定書 状 1 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。

506 14-6 13家 代金勘定書 状 1 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。

507 13-32 13家 衣類代金書上げ 状 1

508 18-5 13家 大正6年毎日用拝便覧 尼崎市西本町3
丁目荒物雑貨商
北方商店

冊子 1 (大正5) (1915)

509 25-5 13家 商品見本(印鑑) 別所町永見印判
店

西村庄右衛門 状 2 大正8.3.6 1919 封筒入り。

510 16-4-1 13家 「上」の判と名前書き付け 西村秀子 状 1 請求番号16-4-1～
16-4-3折り込み一括

511 14-12 13家 累七日退夜表 大阪市西区新町
通4丁目薫物線
香製　山田

状 1 請求番号14-4～14-
19こより２本で一括。
包紙あり。

512 14-2 13家 衣装箪笥他品々目録 状 2

－86－

尼崎市立地域研究史料館作成



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

西村亀氏文書(4)目録

513 14-1 13家 献立書き付け 状 1 前欠　破損大

514 13-38 13家 列車時刻表 状 1

515 13-25 13家 長吉地築日記簿控 折紙 1

516 13-2 13家 西村正作屋敷番地名ほか書付 状 1 破損あり

517 17-5 14教育 小諷訓蒙図彙 京師田仲宣 冊子 1 天保10.7 1839 綴じはずれ。破損大

518 18-1 14教育 十八史略訳語大全上 大岡譲 冊子 1 明治15.7 1882

519 17-4 14教育 新撰地誌 岡村増太郎他 冊子 1 明治20.5.30 1887 綴じはずれ

520 17-3 14教育 兵庫県公立小学校教員証明法 兵庫県令森岡昌
純

仮綴 1 明治13.2.24 1880 綴じはずれ

521 14-20 14教育 尋常小学科3年生編入につき
証

兵庫県武庫郡成
文尋常小学校

兵庫県平民西村
のふ

状 1 明治22.3.11 1889

522 14-21 14教育 尋常小学科3年生卒業証 兵庫県武庫郡成
文尋常小学校

兵庫県平民西村
のふ

状 1 明治23.3.19 1890

523 16-3 14教育 武庫郡大庄尋常高等小学校通
信簿

校長高岡清太郎
他1名

尋常科第1学年
12学級児童西村
秀子他1名

冊子 1 大正3 1914

－87－

尼崎市立地域研究史料館作成
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西村亀氏文書(4)目録

524 26-2 14教育 小学校成績物一覧いただきた
き旨書状

■江 西村 状 1 大正6.5.9 1917 封筒入り。

525 27-28 14教育 西村正一成績報告につき書状 北本■四郎 羽間 状 2 大正7.5.7 1918 封筒入り。

526 26-9 14教育 体育会観覧案内状 大庄尋常高等小
学校高見芳一

西村庄ヱ衛門 状 1 大正12.10 1923 封筒入り。

527 26-1 14教育 保護者会評議会開催案内状 大庄小学校児童
保護者会々長高
見芳一

西村庄右衛門 状 1 大正13.4.28 1924 封筒入り。

528 26-6 14教育 保護者会発会式挙行につき出
席依頼状

大庄尋常高等小
学校長高見芳一

評議員西村庄右
衛門

状 1 大正13.5.22 1924 封筒入り。

529 26-10 14教育 部落別児童出席成績・一覧表 大庄尋常高等小
学校

状 2 (大正) 封筒入り。

530 4-22 14教育 児童保護者会設立の趣意書・
大庄小学校児童保護者会規約

状 1 (近代) 裏面に特別会員・寄
付等書き付けあり

531 27-32 14教育 大庄小学校へ転任につき挨拶
状

大庄尋常高等小
学校内安倉忠七

西村正作 状 1 大正7.3.1 1918 封筒入り。

532 14-23 14教育 級訓（学級生徒への教訓） 田中武次 級友諸子 状 1 大正元.11.12 1912

533-1 14-29-17 14教育 算術テスト解答 高1西村亀 状 1 (大正7) (1918) 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括
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西村亀氏文書(4)目録

533-2 14-29-1 14教育 算術テスト解答 西村亀 状 1 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括

533-3 14-29-9 14教育 算術テスト解答 西村亀 状 1 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括

534-1 14-28-28 14教育 算術テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

534-2 14-28-22 14教育 算術テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

534-3 14-28-21 14教育 算術テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

534-4 14-28-20 14教育 算術テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

534-5 14-28-17 14教育 算術テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

534-6 14-28-16 14教育 算術テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括
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西村亀氏文書(4)目録

534-7 14-28-15 14教育 算術テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

534-8 14-28-14 14教育 算術テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

534-9 14-28-11 14教育 算術テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

534-10 14-28-10 14教育 算術テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号4-28-1～
4-28-33折り込み一
括

534-11 14-28-1 14教育 算術テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

535 14-30-2 14教育 算術テスト解答 尋4.8西村正一 状 1 請求番号14-30-1～
14-30-2折り込み一
括。

536 14-28-8 14教育 算術テスト問題用紙 状 3 前欠。請求番号14-
28-1～14-28-33折り
込み一括

537-1 14-29-15 14教育 理科テスト解答 高1西村亀 状 1 (大正7) (1918) 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括
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西村亀氏文書(4)目録

537-2 14-29-8 14教育 理科テスト解答 西村亀 状 1 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括

538-1 14-28-33 14教育 理科テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

538-2 14-28-26 14教育 理科テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

539-1 14-29-14 14教育 国語テスト解答 西村亀 状 1 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括

539-2 14-29-13 14教育 国語テスト解答 西村亀 状 1 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括

540-1 14-28-31 14教育 書き取りテスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

540-2 14-28-27 14教育 書き取りテスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

540-3 14-28-13 14教育 書き取りテスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括
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西村亀氏文書(4)目録

541-1 14-28-12 14教育 漢字テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

541-2 14-28-4 14教育 漢字テスト解答 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

542 14-29-16 14教育 修身テスト問題・解答 西村亀 状 1 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括

543 14-29-12 14教育 地理科答稿(テスト解答) 尋6西村亀 状 1 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括

544 14-29-4 14教育 農事に関するテスト解答 高1西村亀 状 1 (大正7) (1918) 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括

545 14-29-18 14教育 私立大阪商業学校一年級作文
問題用紙

状 1 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括

546-1 14-29-3 14教育 高等入学をした目的を綴った
作文

1年西村亀 状 1 (大正7) (1918) 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括

546-2 14-29-2 14教育 「歳末の咸」と題する作文 高等1年西村亀 状 1 (大正7) (1918) 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括
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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

西村亀氏文書(4)目録

546-3 14-29-11 14教育 大人になってからの夢を主題と
した作文

尋6西村亀 状 1 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括

547-1 14-28-32 14教育 年月に関する作文 西村秀子 状 1 大正9 1920 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

547-2 14-28-19 14教育 国を主題とする作文（書き取り
テスト解答）

尋6生西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

547-3 14-28-18 14教育 村役場・学校を主題とする作文
（書き取りテスト解答）

尋6女西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

547-4 14-28-7 14教育 梅を主題とした作文 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

547-5 14-28-5 14教育 梅見誘いの手紙（作文テスト解
答）

西村秀子 浅尾つる 状 1 3.17 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

547-6 14-28-2 14教育 修身の作文 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

548 17-2 14教育 子学文 西村作蔵 書冊 1
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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

西村亀氏文書(4)目録

549 14-30-1 14教育 作文下書 状 1 請求番号14-30-1～
14-30-2折り込み一
括。破損大

550 14-29-7 14教育 新嘗祭を主題とする作文下書 状 2 前半部分破損あり。1
点は白紙。請求番号
14-29-1～14-29-18
折り込み一括

551 14-28-9 14教育 運動会を主題とした作文下書 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

552 17-1 14教育 書き取り練習帳 仮綴 1 綴じはずれ

553 16-5 14教育 書き取り練習帳 三学年生西村寛
治

冊子 1

554 16-4-2 14教育 難解字・新聞名等書き付け 状 1 請求番号16-4-1～
16-4-3折り込み一括

555 16-1-8 14教育 習字課題 西村亀 状 1 請求番号16-1-1～
16-1-9折り込み一括

556-1 14-28-29 14教育 習字 尋6女西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括
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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

西村亀氏文書(4)目録

556-2 14-28-3 14教育 習字 第3学年西村秀
子

状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

557 14-28-24 14教育 算術書宿題(解答) 西村秀子 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

558 14-29-10 14教育 北アメリカ大陸トレース図 状 1 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括

559 14-29-6 14教育 欧州地図トレース 状 1 請求番号14-29-1～
14-29-18折り込み一
括

560 14-28-30 14教育 福寿草写生 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

561 21-5 14教育 尼崎中学校卒業者名・寄付金
割当表等書付

状 3 （大正） 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

562-1 16-1-7 14教育 反故紙(習字) 状 4 請求番号16-1-1～
16-1-9折り込み一括

562-2 16-1-6 14教育 反故紙(習字) 状 3 請求番号16-1-1～
16-1-9折り込み一括
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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

西村亀氏文書(4)目録

562-3 16-1-5 14教育 反故紙(習字) 状 1 請求番号16-1-1～
16-1-9折り込み一括

562-4 16-1-4 14教育 反故紙(習字) 状 1 請求番号16-1-1～
16-1-9折り込み一括

562-5 16-1-3 14教育 反故紙(習字) 状 1 請求番号16-1-1～
16-1-9折り込み一括

562-6 16-1-2 14教育 反故紙(習字) 状 1 請求番号16-1-1～
16-1-9折り込み一括

562-7 16-1-1 14教育 反故紙(習字) 状 1 請求番号16-1-1～
16-1-9折り込み一括

562-8 14-28-6 14教育 反故紙（習字） 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

563 14-28-25 14教育 習字反故紙 状 1 請求番号14-28-1～
14-28-33折り込み一
括

564 14-29-5 14教育 反故紙 状 1 習字の反故か。請求
番号14-29-1～14-
29-18折り込み一括

565 29-1-5 15雑 車代等書上げ 状 2
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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

西村亀氏文書(4)目録

566 29-1-4 15雑 住所・人名書上げ 状 1

567 29-1-3 15雑 人名書上げ 状 1

568 13-26 15雑 人名・人数書上げ 状 1

569 13-22 15雑 米人別石数書き付け 状 1

570 13-20 15雑 人数・石炭俵数ほか書上げ 状 1

571 13-11 15雑 俵数・人名書上げ 折紙 1

572 27-1-3 15雑 西村正作・庄ヱ衛門宛封筒 大阪市外海老江
羽間雅次

西村正作他１名 封筒 1 (大正5.3.19) (1916)

573 25-16 15雑 西村庄右衛門宛て封筒 医学博士入澤達
吉他1名

西村庄右衛門 封筒 1

574 23-6 15雑 道意西村庄右衛門宛て封筒 兵庫県武庫郡大
庄村農会

道意西村庄右衛
門

封筒 2

575 21-25 15雑 西村庄右衛門宛封筒 封筒 4 請求番号21-1～21-
25こより一括。封筒入
り

576 20-17 15雑 西村惣代宛封筒 封筒 2 (近代) 封筒のみ。
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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

西村亀氏文書(4)目録

577 19-29 15雑 大庄村役場差出の封筒 封筒 7 封筒のみ。

578 27-52 15雑 封筒19点 封筒 19

579 27-51 15雑 名刺7点 名刺 7 ■十原竹蔵・浅井吉
蔵・小西末次郎・岩
井富造・笹部平二
郎・増田市松・中馬
興丸

580 27-5-4 15雑 封筒 さい 兄上 封筒 1 封筒入り。

581 24-7 15雑 断簡 断簡 6 封筒入り。

582 23-8-12 15雑 「御菓子」と書かれた紙片（商品
ラベルヵ）

状 1 請求番号23-8-1～
21封筒一括。

583 29-1-10 15雑 はがき断片ほか断簡 状 16

584 29-1-7 15雑 借用金確証(反故) 状 3 いずれも書きかけ

585 29-1-6 15雑 請求書(反故) 状 1 白絞油請求書。書き
かけ

586 29-1-9 15雑 包紙 状 6
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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

西村亀氏文書(4)目録

587 29-2 15雑 白紙一括 状 38
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