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1 16 1 村政・村況 地方振興土木事業武庫郡大庄
村西字本田所属道路新設工事
土地買収及び受益者負担費収
支決算表

武庫郡大庄村
役場

冊子 1 昭和9.5 1934 ガリ版

2 17 1 村政・村況 昭和7･8年度地方振興土木事
業西字本田烏帽子方線道路新
設工事受益者負担費納付通知
書

武庫郡大庄村
役場

海邊藤次郎 状 1 昭和9.7.20 1934 西部落総代平瀬巌
若差出の同領収書も
同紙面にあり､海邊氏
は福岡氏宅敷地の旧
所有者

3 6 1 村政・村況 室戸台風による大庄尋常高等
小学校倒壊校舎跡での節子氏
クラス写真

写真 1 昭和9.初冬 1934 木造渡り廊下･木造2
階建て校舎倒壊､節
子氏の1年生クラスは
倒壊校舎1階だった､
生徒55名､担任 小林
よしゑ先生､節子氏 
前列右から7番目

4 13 1 村政・村況 大庄尋常高等小学校卒業記念
帳

小林写真館謹
製

冊子 1 昭和10.3 1935 福岡倭文子(節子氏
姉)氏　4組･後から2
列目右から4番目､職
員室入口前 西角(に
しずみ)校長　

5 14 1 村政・村況 想ひ出 大庄尋常高等小学校
卒業記念アルバム

小林写真館謹
製

冊子 1 昭和15.3 1940 福岡節子氏 尋常科6
年4組､鉛筆で書込み
あり

6-1 9 1 村政・村況 大庄小学校育友会理事就任記
念写真

写真 1 昭和25.6.15 1950 氏名つき､前列左か
ら2番目 福岡幾美氏
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6-2 7 1 村政・村況 大庄小学校育友会理事就任記
念写真

写真 1 昭和28.6 1953 前列中央 高寺保美
氏

6-3 8 1 村政・村況 大庄小学校育友会理事就任記
念写真

写真 1 (昭和28.6) 1953 左肩に人物2人囲み､
№7と同一人物･同服
装あり

7 15 1 村政・村況 大庄中学校建設資金積立てに
つき三年定期積金帳

尼崎信用金庫
大庄支店

福岡由松 状 1 昭和29.12.7～
30.3.12

1954 2回で満額5.000円払
込み済み､節子氏は
母と近隣の家々の寄
付集めに回った記憶
あり

8 10 1 村政・村況 戦没者大庄婦人会慰霊祭写真 写真 1 昭和20代初め 1945 西防犯協会西支部
大庄婦人会の樒あり

9 4 2 家 福岡由松邸上棟記念写真 写真 1 昭和9.4.28 1934 大庄西町に所在､平
成7年(1995)に解体､
近景:最前列左 節子
氏､同右 姉倭文子
氏､右端 女中､妹､2
列目左 母幾美氏､同
右 幾美氏母､幾美氏
左 由松氏､遠景:右
奥 東大島集落､左奥
 西大島集落､最奥国
道電車架線橋
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10 5 2 家 尼崎繁栄節大会一等受賞記念
写真

写真 1 (昭和23) 1948 後列左端 連合婦人
会長鍵田氏､右隣 大
庄婦人会長春本氏､
「踊友会」「婦人会」
の文字入りの傘にあ

11-1 11 2 家 公園での老女と子供2人 写真 1 昭和 場所など詳細不明､
幼女の1人は福岡節
子氏か

11-2 12 2 家 公園での老女と子供2人 写真 1 昭和 場所など詳細不明､
幼女の1人は福岡節
子氏か

12-1 43-1-12 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会会則 (尼崎三曲協会) 状 2 (昭和46以降) 1971 昭和30.2.13起案､
同.3.6採択決定､
37.2.10･46.2.22一部
改訂､2枚一括､原本､
№43-1-1～21台紙
挟込み､№43-1～5
「昭和60年尼三曲」
袋入り

12-2 43-1-13 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会会則 (尼崎三曲協会) 状 2 (昭和46以降) 1971 昭和30.2.13起案､
同.3.6採択決定､
37.2.10･22一部改
訂､2枚一括､原本､№
43-1-1～21台紙挟
込み､№43-1～5「昭
和60年尼三曲」袋入
り
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13 43-1-14 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会会則･役員名簿･
名簿綴り

(尼崎三曲協会) 仮綴 1 (昭和56.3以
降)

1981 会則は№43-1-13の､
役員名簿は№43-1-
14のコピー､名簿類
は昭和56.3改訂､№
43-1-1～21台紙挟
込み､№43-1～5「昭
和60年尼三曲」袋入
り

14 43-1-11 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会会則 (尼崎三曲協会) 状 1 (昭和後期) 第1～3章6条まで､後
欠､コピー､№43-1-1
～21台紙挟込み､№
43-1～5「昭和60年
尼三曲」袋入り

15 46-4-3 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会役員名簿･新入
会員名簿

(尼崎三曲協会) 状 3 昭和46.2.22～
54.3.30

1971 役員名簿は昭和
46.2.22･同54.3.30
の､新入会員名簿は
昭和47.5.31のもの､
№46-4-1～5挟込み
一括､№46-1～6「昭
和63年」の封筒入り

16-1 43-1-15 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会役員名簿 (尼崎三曲協会) 状 1 (昭和56.3改
選)

1981 原本､№43-1-1～21
台紙挟込み､№43-1
～5「昭和60年尼三
曲」袋入り
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16-2 43-1-16 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会役員名簿 (尼崎三曲協会) 状 1 (昭和56.3改
選)

1981 №43-1-15のコピー､
№43-1-1～21台紙
挟込み､№43-1～5
「昭和60年尼三曲」
袋入り

17 46-6-4 3 三曲協会・会則･名簿 昭和62年度尼崎三曲協会役員
名簿

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和62) 1987 書込みあり､№46-6-
1～7挟込み一括､№
46-1～6「昭和63年」
の封筒入り

18 35-25 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会関係者名前書上
げ

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和52) 1977 森行山･橋本竹童･福
岡節子らの名あり､№
35-1～25「尼三曲52
年」袋入り

19 46-4-2 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会会員名簿 尼崎三曲協会 仮綴 1 昭和41.3 1966 原本､赤で訂正あり､
№46-4-1～5挟込み
一括､№46-1～6「昭
和63年」の封筒入り

20 46-4-4 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会会員名簿 (尼崎三曲協会) 状 3 昭和46.2.･同
54.8改訂

1971 訂正部分あり､№46-
4-1～4挟込み一括､
№46-1～6「昭和63
年」の封筒入り

21 46-4-1 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会会員名簿 (尼崎三曲協会) 仮綴 1 (昭和46.2.22) 1971 赤で訂正あり､№46-
4-1～5挟込み一括､
№46-1～6「昭和63
年」の封筒入り
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22 43-4-1 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会名簿 (尼崎三曲協会) 仮綴 1 (昭和48.6.3以
降)

1973 原簿､赤で訂正あり､
新規入会者の申込
み用紙綴り後部に貼
付け､№43-4-2を挟
込み､№43-1～5「昭
和60年尼三曲」袋入
り

23 43-1-17 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会会員名簿 (尼崎三曲協会) 状 1 (昭和56.3現
在)

1981 1頁のみ､後欠､コ
ピー､№43-1-1～21
台紙挟込み､№43-1
～5「昭和60年尼三
曲」袋入り

24 46-6-2 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会会員名簿 (尼崎三曲協会) 状 1 昭和62.3.14 1987 原本､№46-6-1～7
挟込み一括､№46-1
～6「昭和63年」の封
筒入り

25 43-1-19 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会会員名簿 (尼崎三曲協会) 状 1 (昭和後期) 前欠､№43-1-1～21
台紙挟込み､№43-1
～5「昭和60年尼三
曲」袋入り

26 35-24 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会所属小会派名簿 (尼崎三曲協会) 状 1 (昭和52) 1977 会派名･代表者･住所
一覧､№35-1～25
「尼三曲52年」袋入り

27 43-3 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会所属小会派名簿 (尼崎三曲協会) 状 1 (昭和後期) 封筒入り､№43-1～5
「昭和60年尼三曲」
袋入り
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28 43-4-2 3 三曲協会・会則･名簿 第24回定期総会案内者名簿 尼崎三曲協会 状 1 (昭和54) 1979 №43-4-1に挟込み､
№43-1～5「昭和60
年尼三曲」袋入り

29 46-1-3 3 三曲協会・会則･名簿 総会案内発送先名簿 (尼崎三曲協会) 状 1 昭和62.3.現在 1987 コピー､№46-1-1～3
菊雅節子氏より森行
山氏宛の封筒入り､
№46-1～6「昭和63
年」の封筒入り

30 46-6-3 3 三曲協会・会則･名簿 休会扱い者名簿 (尼崎三曲協会) 状 1 昭和56.3 1981 赤で訂正あり､№46-1
～8「昭和63年」の封
筒入り

31 43-1-18 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会理事･死亡会員
名簿

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和58.1.30
以降)

1983 理事名簿は昭和
56.3.7現在のもの､№
43-1-1～21台紙挟
込み､№43-1～5「昭
和60年尼三曲」袋入
り

32 37-2 3 三曲協会・会則･名簿 転居通知 西難波町 土方
渓石･(岩間)靖
子

芦屋市親王塚
町 森行山

葉書 1 昭和53.11.4 1978 №37-1～11「尼崎三
曲協会 昭和54年度」
袋入り

33 43-1-4 3 三曲協会・会則･名簿 住所移転通知 豊中市待兼山
町 秋田禮一･
光子他2名

相生市旭菊林
松韻

状 1 昭和60.6.17 1985 №43-1-1～21台紙
に挟込み､№43-1～5
「昭和60年尼三曲」
袋入り

－7－

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

福岡節子氏文書目録

34 44-3 3 三曲協会・会則･名簿 住所変更通知 奈良市西千
代ヶ丘 川嶋章

芦屋市親王塚
町 森行山

葉書 1 昭和61.4.23 1986 №44-1～5「昭和61
年度」袋入り

35-1 44-4 3 三曲協会・会則･名簿 移転通知 神戸市東灘区
甲南町 吉田(菊
茂)恵美子

芦屋市親王塚
町 森行山

葉書 1 昭和61.10.20 1986 №44-1～5「昭和61
年度」袋入り

35-2 45-2 3 三曲協会・会則･名簿 転宅通知 神戸市東灘区
甲南町 吉田光
夫･(菊茂)恵美
子

芦屋市親王塚
町 森行山

葉書 1 昭和62.6.5 1987 №45-1～14「昭和62
年度」の袋入り

36 44-5 3 三曲協会・会則･名簿 住居番号変更通知 昭和通2丁目 
尼崎郵便局長

西大物町 森木
材内 尼崎三曲
協会

葉書 1 (昭和50～60年
代)

1989 飯田長(峡嶺)氏の住
居番号､№44-1～5
「昭和61年度」袋入り

37 46-4-5 3 三曲協会・会則･名簿 入会申込み綴り 仮綴 1 昭和43.3.8～
同51.5

1968 №46-4-1～5挟込み
一括､№46-1～6「昭
和63年」封筒入り

38 42-3-2 3 三曲協会・会則･名簿 出演メンバー表提出及び三曲
協会入会申込者につき書簡

菊雅清子 森行山 状 1 昭和59.3.28 1984 みやび会社中､№
42-3-1と一括､封筒
入り､№42-1～13「昭
和59年度」の袋入り

39-1 45-4 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会入会申込書 大西町 菊川澤
子

尼崎三曲協会
理事長 森行山

仮綴 1 昭和62.1.30 1987 槙原四郎氏の推薦
状添付､封筒入り､№
45-1～14「昭和62年
度」の袋入り

－8－

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

福岡節子氏文書目録

39-2 45-1 3 三曲協会・会則･名簿 生田流箏曲菊川会大師範菊川
澤子氏名刺

大西町 菊川澤
子

状 1 (昭和62) 1987 №45-1～14「昭和62
年度」の袋入り

40 42-2 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会入会希望者につ
き書簡

尼崎三曲協会
会長 森行山

状 1 (昭和50～60年
代)

1989 飯田峽嶺社中の4名､
封筒入り､№42-1～
13「昭和59年度」の
袋入り

41 42-3-1 3 三曲協会・会則･名簿 尼崎三曲協会入会申込書 久々知  兼光広
亥

状 1 (昭和50～60年
代)

1989 潮江竹音会､斎藤広
山社中､41-3-2と一
括､封筒入り､№42-1
～13「昭和59年度」
の袋入り

42-1 27 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会関係資料綴り (尼崎三曲協会) 仮綴 1 昭和30.2～
39.2

1955 協会創立趣旨､昭和
30～38年度三曲演
奏会関係､第1～9回
定期総会関係資料

42-2 28 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会関係資料綴り (尼崎三曲協会) 仮綴 1 昭和40.2～
49.10

1965 昭和40～49年度演
奏会関係資料､第10
～18回定期総会関
係資料など

43 33-22 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会臨時役員会議案
内書

理事長 森行山 状 2 昭和50.7.25 1975 №33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り
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44 45-8 4 三曲協会・運営資料 臨時理事会開催案内 尼崎三曲協会
理事長 森行山

状 1 昭和62.7.26 1987 昭和62.8.5サンシビッ
クにて､連絡先は斉
藤広山氏､コピー､№
45-1～14「昭和62年
度」の袋入り

45 43-1-20 4 三曲協会・運営資料 臨時理事会議事録 (尼崎三曲協会) 状 1 昭和60.5.20 1985 裏面に尼崎三曲協
会紹介原稿の下書き
あり､№43-1-1～21
台紙挟込み､№43-1
～5「昭和60年尼三
曲」袋入り

46 43-1-21 4 三曲協会・運営資料 臨時理事会議事録 (尼崎三曲協会) 状 1 (昭和60.)5.20 1985 №43-1-20とは書き
手異なる､№43-1-1
～21台紙挟込み､№
43-1～5「昭和60年
尼三曲」袋入り

47 46-1-2 4 三曲協会・運営資料 第3回理事会開催案内 尼崎三曲協会
理事長 菊雅節
子

状 1 平成元.3.10 1989 コピー､№46-1-1～3
菊雅節子氏より森行
山氏宛の封筒入り､
№46-1～6「昭和63
年」の封筒入り

48 43-1-2 4 三曲協会・運営資料 臨時理事会につきメモ (尼崎三曲協会) 状 1 (昭和50～60年
代).5.20

1989 議事･出席者など書
付け､№43-1-1～21
台紙に挟込み､№43-
1～5「昭和60年尼三
曲」袋入り
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49 33-24 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会第20会定期総会
案内

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和50) 1975 №33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

50 34-5 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会第21会定期総会
案内･春季演奏会予定通知

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和51) 1976 №34-1～7「昭和51
年度」袋入り

51-1 35-16 4 三曲協会・運営資料 第22回尼崎三曲協会定期総会
案内

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和52) 1977 原本､赤で訂正あり､
№35-1～25「尼三曲
52年」袋入り

51-2 35-17 4 三曲協会・運営資料 第22回尼崎三曲協会定期総会
案内

(尼崎三曲協会) 状 2 (昭和52) 1977 №35-16のコピー､№
35-1～25「尼三曲52
年」袋入り

51-3 35-21-1 4 三曲協会・運営資料 第22回尼崎三曲協会定期総会
案内

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和52) 1977 №35-16のコピー､№
35-21-3に挟込み､№
35-1～25「尼三曲52
年」袋入り

52-1 36-18 4 三曲協会・運営資料 第23回尼崎三曲協会定期総会
案内･昭和52年度事業報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和53) 1978 原本､総会資料､総会
案内･報告書は2通を
セロテープで貼合せ､
№36-1～19「尼三曲
S.53」袋入り

52-2 36-10 4 三曲協会・運営資料 第23回尼崎三曲協会定期総会
案内

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和53) 1978 №36-18のコピー､№
36-1～19「尼三曲
S.53」袋入り
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52-3 36-17-2 4 三曲協会・運営資料 第23回尼崎三曲協会定期総会
案内

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和53) 1978 №36-18のコピー､昭
和53.4.28開催､№
36-17-1に挟込み､№
36-1～19「尼三曲
S.53」袋入り

52-4 36-19 4 三曲協会・運営資料 第23回尼崎三曲協会定期総会
案内

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和53) 1978 №36-18のコピー､昭
和53.4.28総合文化
センター7階会議室
にて､№36-1～19「尼
三曲S.53」袋入り

53-1 37-5 4 三曲協会・運営資料 第24回尼崎三曲協会定期総会
案内･昭和53年度事業報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和54) 1979 原本､総会案内･報告
書2枚はセロテープ
で貼合せ､総会資料､
№37-1～11「尼崎三
曲協会 昭和54年度」
袋入り

53-2 37-8 4 三曲協会・運営資料 第24回尼崎三曲協会定期総会
案内

(尼崎三曲協会) 状 4 (昭和54) 1979 №37-5のコピー､昭
和54.3.30尼崎市総
合文化センター7階
会議室にて､№37-1
～11「尼崎三曲協会 
昭和54年度」袋入り

54 38-13-3 4 三曲協会・運営資料 第25回尼崎三曲協会定期総会
案内

(尼崎三曲協会) 状 3 (昭和55) 1980 №38-14のコピー､№
38-13-5に挟込み､№
38-1～15「尼崎三曲
協会 昭和55年度」袋
入り
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55-1 39-4-1 4 三曲協会・運営資料 第26回尼崎三曲協会定期総会
案内

西大物町森木
材内 尼崎三極
協会事務所

状 1 (昭和56) 1981 原本､№39-4-3に挟
込み､№39-1～5-2
「尼三曲 56年」袋入

55-2 39-5-1 4 三曲協会・運営資料 第26回尼崎三曲協会定期総会
案内

尼崎三曲協会
事務所

状 1 (昭和56) 1981 №39-4-1のコピー､
№39-5-2に挟込み､
№39-1～5-2「尼三
曲 56年」袋入り

56-1 40-15 4 三曲協会・運営資料 第27回尼崎三曲協会定期総会
案内

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和57) 1982 原本､№40-1～19
「昭和57年 尼崎三曲
協会」の袋入り

56-2 40-12 4 三曲協会・運営資料 第27回尼崎三曲協会定期総会
案内

尼崎三曲協会
事務所

状 1 (昭和57) 1982 №40-15のコピー､書
込みあり､№40-1～
19「昭和57年 尼崎三
曲協会」の袋入り

56-3 40-16 4 三曲協会・運営資料 第27回尼崎三曲協会定期総会
案内･昭和56年度事業報告書･
同収支計算書綴り

尼崎三曲協会
事務所

仮綴 1 (昭和57) 1982 №40-1～19「昭和57
年 尼崎三曲協会」の
袋入り

57-2 43-1-6 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和58年度定期
総会案内

西大物町 森木
材内 尼崎三曲
協会事務所

状 1 (昭和58) 1983 コピー､№43-1-1～
21台紙挟込み､№
43-1～5「昭和60年
尼三曲」袋入り
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57-1 42-11 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和58年度定期
総会案内

西大物町 森木
材内 尼崎三曲
協会事務所

状 1 昭和58.2 1983 コピー､№42-1～13
「昭和59年度」の袋
入り

58-1 42-10 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和59年度定期
総会案内

西大物町 森木
材内 尼崎三曲
協会事務所

状 1 昭和59.3 1984 原本､№42-1～13
「昭和59年度」の袋
入り

58-2 43-1-7 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和59年度定期
総会案内

西大物町 森木
材内 尼崎三曲
協会事務所

状 1 (昭和59) 1984 コピー､№43-1-1～
21台紙挟込み､№
43-1～5「昭和60年
尼三曲」袋入り

59-1 43-1-9 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和60年度定期
総会案内

西大物町 森木
材内 尼崎三曲
協会事務所

状 1 (昭和60) 1985 原本､№43-1-1～21
台紙挟込み､№43-1
～5「昭和60年尼三
曲」袋入り

59-2 43-1-8 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和60年度定期
総会案内

西大物町 森木
材 尼崎三曲協
会事務所

状 13 (昭和60) 1985 №43-1-9のコピー､
№43-1-1～21台紙
挟込み､№43-1～5
「昭和60年尼三曲」
袋入り

60-1 45-11 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会定期総会案内･
昭和60年度収支計算書

西大物町 森木
材 尼崎三曲協
会

状 1 昭和61 1986 原本､2通をセロテー
プで貼合せ､№45-1
～14「昭和62年度」
の袋入り
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60-2 45-10 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会定期総会案内･
昭和60年度収支計算書

西大物町 森木
材内 尼崎三曲
協会

状 1 昭和61 1986 コピー､総会は昭和
61.3.1尼崎市立本庁
地区会館にて､№45-
1～14「昭和62年度」
の袋入り

60-3 45-12-1 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会定期総会案内･
昭和60年度収支計算書

西大物町 森木
材内 尼崎三曲
協会

状 1 昭和61 1986 コピー､昭和61.3.1尼
崎市立本庁地区会
館にて､№45-12-2を
挟込み､№45-1～14
「昭和62年度」の袋
入り

61-1 46-6-1 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会定期総会案内･
昭和61年度事業報告･同収支
計算書綴り

西大物町 尼崎
三曲協会

仮綴 1 昭和62.3.4 1987 原本､№46-6-1～7
挟込み一括､№46-1
～6「昭和63年」の封
筒入り

61-2 45-6 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会定期総会案内 西大物町 森木
材内 尼崎三曲
協会

状 1 昭和62.3.4 1987 昭和62.3.14本庁地
区会館にて開催､№
46-6-1のコピー､№
45-1～14「昭和62年
度」の袋入り

61-3 46-6-6 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会定期総会案内 西大物町 森木
材内 尼崎三曲
協会

状 2 昭和62.3.4 1987 №46-6-1のコピー､
№46-6-1～7挟込み
一括､№46-1～6「昭
和63年」の封筒入り
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62 46-6-5 4 三曲協会・運営資料 昭和63年度尼崎三曲協会定期
総会案内･昭和62年度収支計
算書･同事業報告書

(尼崎三曲協会) 状 2 (昭和63) 1988 2枚一括､№46-6-1
～7挟込み一括､№
46-1～6「昭和63年」
の封筒入り

63 42-4 4 三曲協会・運営資料 三曲協会総会欠席通知 岡本 菊茂恵美
子

西大物町 森木
材㈱ 尼崎三曲
協会 森行山

葉書 1 昭和59.2.27 1984 №42-1～13「昭和59
年度」の袋入り

64 42-5 4 三曲協会・運営資料 総会欠席につき詫び状 豊中市長興寺
南 楯條光子

西大物町 森木
材工業㈱内 森
行山

葉書 1 昭和59.3.15 1984 №42-1～13「昭和59
年度」の袋入り

65-1 35-18 4 三曲協会・運営資料 第22回尼崎三曲協会定期総会
結果報告書･春季演奏会出演
受付け通知

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和52.3) 1977 原本､№35-1～25
「尼三曲52年」袋入り

65-2 35-13 4 三曲協会・運営資料 第22回尼崎三曲協会定期総会
報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 昭和52.2.28 1977 №35-18の下書き､№
35-1～25「尼三曲52
年」袋入り

65-3 35-19 4 三曲協会・運営資料 第22回尼崎三曲協会定期総会
結果報告書･春季演奏会出演
受付け通知

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和52.3) 1977 №35-18のコピー､№
35-1～25「尼三曲52
年」袋入り

66-1 36-3 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和53年度定期
総会報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和54) 1979 原本､№36-1～19
「尼三曲S.53」袋入り

－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

福岡節子氏文書目録

66-2 36-2 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和53年度定期
総会報告書

(尼崎三曲協会) 状 6 (昭和54) 1979 №36-3のコピー､6枚
一括､№36-1～19
「尼三曲S.53」袋入り

67 46-1-1 4 三曲協会・運営資料 1989年尼崎三曲協会定期総会
報告書･第2回理事会報告

尼崎三曲協会
書記 槙原四郎

状 2 平成元.3.10 1989 コピー2通一括､№
46-1-1～3菊雅節子
氏より森行山氏宛の
封筒入り､№46-1～6
「昭和63年」の封筒
入り

68 33-21 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和49年度事業
報告書･収支計算書

(尼崎三曲協会) 状 1 昭和50.2 1975 №33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

69 34-2 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和50年度事業
報告書･収支計算書

(尼崎三曲協会) 状 12 昭和51.2 1976 №34-1～7「昭和51
年度」袋入り

70-1 35-15 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和51年度事業
報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和52) 1977 原本､総会資料､№
35-1～25「尼三曲52
年」袋入り

70-2 35-14 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和51年度事業
報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和52) 1977 №35-15のコピー､総
会資料､№35-1～25
「尼三曲52年」袋入り
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70-3 35-21-2 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和51年度事業
報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和52) 1977 №35-15のコピー､総
会資料､35-21-3に挟
込み､№35-1～25
「尼三曲52年」袋入り

70-4 35-23-1 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和51年度事業
報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和52) 1977 №35-15のコピー､総
会資料､№35-23-2を
挟込み､№35-1～25
「尼三曲52年」袋入り

71-1 35-12 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和52年度事業
報告書案

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和52) 1977 原本､1～25「尼三曲
52年」袋入り

71-2 36-11 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和52年度事業
報告書

(尼崎三曲協会) 状 3 (昭和53) 1978 総会資料､№36-1～
19「尼三曲S.53」袋入
り

72 37-9 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和53年度事業
報告書

(尼崎三曲協会) 状 4 (昭和54) 1979 №37-5のコピー､総
会資料､№37-1～11
「尼崎三曲協会 昭和
54年度」袋入り

73-1 38-14 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和54年度事業
報告書･第25回定期総会案内

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和55) 1980 原本､総会資料､報告
書と総会案内の2枚
はセロテープで貼合
せ､№38-1～15「尼
崎三曲協会 昭和55
年度」袋入り

－18－

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

福岡節子氏文書目録

73-2 38-13-1 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和54年度事業
報告書

(尼崎三曲協会) 状 3 (昭和55) 1980 №38-14のコピー､総
会資料､№38-13-5に
挟込み､№38-1～15
「尼崎三曲協会 昭和
55年度」袋入り

74-1 39-4-2 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和55年度事業
報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和55) 1980 原本､№39-4-3に挟
込み､№39-1～5-2
「尼三曲 56年」袋入

74-2 38-13-4 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和55年度事業
報告書

(尼崎三曲協会) 状 4 (昭和56) 1981 №38-4-2のコピー､
総会資料1､№38-
13-5に挟込み､№38-
1～15「尼崎三曲協
会 昭和55年度」袋入
り

75-1 40-13 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和56年度事業
報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和57) 1982 原本､総会資料№1､
№40-1～19「昭和57
年 尼崎三曲協会」の
袋入り

75-2 40-11 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和56年度事業
報告書･収支計算書綴り

(尼崎三曲協会) 仮綴 1 (昭和57) 1982 №40-13･14のコ
ピー､総会資料№1･
2､№40-1～19「昭和
57年 尼崎三曲協会」
の袋入り
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福岡節子氏文書目録

76-1 40-17 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和57年度事業
報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和58) 1983 原本､総会資料№1､
№40-1～19「昭和57
年 尼崎三曲協会」の
袋入り

76-2 40-10 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和57年度事業
報告書･収支計算書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和58) 1983 №40-17･18のコ
ピー､総会資料№1･
2､№40-1～19「昭和
57年 尼崎三曲協会」
の袋入り

77-1 42-7 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和58年度事業
報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 昭和59 1984 原本､59総会資料№
1､№42-1～13「昭和
59年度」の袋入り

77-2 42-9 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和58年度事業
報告書・同収支計算書

(尼崎三曲協会) 状 1 昭和59 1984 №42-7･8の59総会資
料№1･2のコピー､№
42-1～13「昭和59年
度」の袋入り

78-1 43-1-10 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和59年度事業
報告書･同収支報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和60) 1985 原本､№43-1-1～21
台紙挟込み､№43-1
～5「昭和60年尼三
曲」袋入り

78-2 45-13 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和59年度事業
報告書・同収支計算書

尼崎三曲協会 状 1 昭和60 1985 コピー､№45-1～14
「昭和62年度」の袋
入り
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福岡節子氏文書目録

79 45-12-2 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和60年度事業
報告書

(尼崎三曲協会) 状 1 昭和61 1986 コピー､№45-12-1に
挟込み､№45-1～14
「昭和62年度」の袋
入り

80-1 45-7 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和61年度事業
報告書･同昭和61年度収支計
算書

尼崎三曲協会 状 1 (昭和62) 1987 コピー､№45-1～14
「昭和62年度」の袋
入り

80-2 46-6-7 4 三曲協会・運営資料 尼崎三曲協会昭和61年度事業
報告書･同収支計算書

(尼崎三曲協会) 状 2 (昭和62) 1987 コピー､№46-6-1～7
挟込み一括､№46-1
～6「昭和63年」の封
筒入り

81-1 35-20-1 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和51年度収支
計算書

尼崎三曲協会
理事長 森行山

状 1 昭和52.2 1977 総会資料､原本､35-
20-2を挟込み､№35-
1～25「尼三曲52年」
袋入り

81-2 35-21-3 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和51年度収支
計算書

尼崎三曲協会
理事長 森行山

状 1 昭和52.2 1977 №35-20-1のコピー､
総会資料､№35-21-
1･2を挟込み、№35-
1～25「尼三曲52年」
袋入り

81-3 35-22 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和51年度収支
計算書

尼崎三曲協会
理事長 森行山

状 1 昭和52.2 1977 №35-20-1のコピー､
総会資料､№35-1～
25「尼三曲52年」袋
入り
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福岡節子氏文書目録

81-4 35-23-2 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和51年度収支
報告書

尼崎三曲協会
理事長 森行山

状 1 昭和52.2 1977 №35-20-1のコピー､
総会資料､№35-22-
1に挟込み､№35-1～
25「尼三曲52年」袋
入り

82-1 36-17-1 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和52年度収支
計算書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和53) 1978 原本､36-17-2を挟込
み､№36-1～19「尼
三曲S.53」袋入り

82-2 35-20-2 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和52年度収入
計算書下書き

(尼崎三曲協会) 状 2 (昭和53) 1978 2枚一括､№35-20-1
に挟込み､№35-1～
25「尼三曲52年」袋
入り

82-3 36-16 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和52年度収支
計算書

(尼崎三曲協会) 状 3 (昭和53) 1978 №36-17-1のコピー､
№36-1～19「尼三曲
S.53」袋入り

83-1 37-10 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和53年度収支
計算書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和54) 1979 原本､№37-1～11
「尼崎三曲協会 昭和
54年度」袋入り

83-2 37-7 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和53年度収支
計算書

(尼崎三曲協会) 状 4 (昭和54) 1979 №37-10のコピー､№
37-1～11「尼崎三曲
協会 昭和54年度」袋
入り
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福岡節子氏文書目録

84-1 38-15 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和54年度収支
計算書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和55) 1980 原本､総会資料､2枚
をセロテープで貼合
せ､№38-1～15「尼
崎三曲協会 昭和55
年度」袋入り

84-2 38-13-2 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和54年度収支
計算書

(尼崎三曲協会) 状 4 (昭和55)　 1980 №38-15のコピー､総
会資料､№38-13-5に
挟込み､№38-1～15
「尼崎三曲協会 昭和
55年度」袋入り

85-1 39-4-3 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和55年度収支
計算書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和56) 1981 原本､総会資料､№
39-4-1･2を挟込み､
№39-1～5-2「尼三
曲 56年」袋入り

85-2 39-5-2 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和55年度収支
計算書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和56) 1981 総会資料2､№39-5-
1を挟込み､№39-1～
5-2「尼三曲 56年」袋
入り

85-3 38-13-5 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和55年度収支
計算書

(尼崎三曲協会) 状 4 (昭和56) 1981 №39-4-3のコピー､
№38-1～4を挟込み､
№38-1～15「尼崎三
曲協会 昭和55年度」
袋入り
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福岡節子氏文書目録

86 40-14 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和56年度収支
計算書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和57) 1982 原本､総会資料№2､
№40-1～19「昭和57
年 尼崎三曲協会」の
袋入り

87 40-18 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和57年度収支
計算書

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和58) 1983 原本､総会資料№2､
№40-1～19「昭和57
年 尼崎三曲協会」の
袋入り

88 42-8 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会昭和58年度収支
計算書

(尼崎三曲協会) 状 1 昭和59 1984 原本､59総会資料№
2､№42-1～13「昭和
59年度」の袋入り

89 37-4 5 三曲協会・会計資料 昭和52年度市補助金配当分一
覧

(尼崎市文化団
体協議会)

状 1 (昭和52) 1977 尼崎菊花協会･尼崎
いけばな協会など全
20団体､№37-1～11
「尼崎三曲協会 昭和
54年度」袋入り

90 37-3 5 三曲協会・会計資料 普通預金通帳 三和銀行尼崎
支店

尼崎三曲協会 
森行山

書冊 1 昭和43.10.30
～54.9.21

1968 №37-1～11「尼崎三
曲協会 昭和54年度」
袋入り

91 33-4 5 三曲協会・会計資料 尼崎三曲協会経費領収書綴り 尼崎三曲協会･
森行山他

尼崎総合文化
センター他

仮綴 1 昭和50.3.29～
8.28

1975 総合文化センター会
議室使用料･尼崎市
文化団体協議会年
会費など､№33-1～
27「昭和50年度尼崎
三曲協会」袋入り
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福岡節子氏文書目録

92 33-6 5 三曲協会・会計資料 尼崎市文化会館使用料領収証
書

尼崎市 森行山 状 1 昭和49.2.1 1974 №33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

93 33-7 5 三曲協会・会計資料 尼崎市文化会館使用料領収証
書

尼崎市 尼崎三曲協会
協議会　森行山

状 1 昭和49.2.27 1974 №33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

94 33-17 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
承諾書

尼崎市総合文
化センター理事
長

西大物町 森行
山

状 1 昭和50.1.18 1975 尼崎三曲協会定期
総会に使用のため､
№33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

95 33-18 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
承諾書

尼崎市総合文
化センター理事
長

西大物町 森行
山

状 1 昭和50.2.17 1975 尼崎三曲協会協議
会に使用のため､№
33-1～27「昭和50年
度尼崎三曲協会」袋
入り

96 33-15 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
承認書

尼崎市総合文
化センター理事
長

西大物町 森行
山

状 1 昭和50.7.25 1975 尼崎三曲協会役員
会に使用のため､№
33-1～27「昭和50年
度尼崎三曲協会」袋
入り

97 33-16 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
承認書

尼崎市総合文
化センター理事
長

西大物町 森行
山

状 1 昭和50.9.3 1975 尼崎三曲協会協議
会に使用のため、№
33-1～27「昭和50年
度尼崎三曲協会」袋
入り
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福岡節子氏文書目録

98-1 34-6 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
承認書

尼崎市総合文
化センター理事
長

西大物町 森行
山

状 1 昭和51.2.13 1976 尼崎三曲協会協議
会に使用のため､№
34-1～7「昭和51年
度」袋入り

98-2 34-7 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
承認書

尼崎市総合文
化センター理事
長

西大物町 森行
山

状 1 昭和51.2.13 1976 尼崎三曲協会定期
総会に使用のため､
№34-1～7「昭和51
年度」袋入り

99 36-12 5 三曲協会・会計資料 尼崎文化会館使用承認書･領
収書綴り

尼崎市総合文
化センター理事
長 篠田隆義

三曲協会 森行
山

仮綴 1 昭和51.11.22 1976 三曲演奏会のため大
ホール使用､№36-1
～19「尼三曲S.53」袋
入り

100-1 36-15-1 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
承認書

尼崎市総合文
化センター理事
長

尼崎三曲協会 
西大物町 森行
山

状 1 昭和52.2.4 1977 №36-14-2･3を挟込
み､尼崎三曲協会番
組会議に使用のた
め､№36-1～19「尼三
曲S.53」袋入り

100-2 36-15-2 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
承認書･領収書綴り

尼崎市総合文
化センター理事
長

尼崎三曲協会 
西大物町 森行
山

状 1 昭和52.2.4 1977 №36-14-1に挟込み､
尼崎三曲協会定期
総会に使用のため､
№36-1～19「尼三曲
S.53」袋入り

100-3 36-15-3 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
領収書

尼崎市総合文
化センター理事
長 篠田隆義

尼崎三曲協会 状 1 昭和52.2.4 1977 №36-14-1に挟込み､
№36-1～19「尼三曲
S.53」袋入り
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福岡節子氏文書目録

101 36-8 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
承認書･使用料領収書綴り

尼崎市総合文
化センター理事
長

尼崎三曲協会 
西大物町 森行
山

仮綴 1 昭和52.7.23 1977 №36-1～19「尼三曲
S.53」袋入り

102-1 38-4 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
承認書

尼崎市総合文
化センター理事
長

西大物町尼崎
三曲協会 森行
山

状 1 昭和54.3.7 1979 昭和54.3.30開催尼
崎三曲協会定期総
会に使用のため､№
38-1～15「尼崎三曲
協会 昭和55年度」袋
入り

102-2 38-11 5 三曲協会・会計資料 尼崎総合文化センター使用料
領収書

尼崎市総合文
化センター理事
 野草平十郎　

尼崎三曲協会 状 1 昭和54.3.7 1979 №38-1～15「尼崎三
曲協会 昭和55年度」
袋入り

103 38-9 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
証･使用料領収書綴り

尼崎市総合文
化センター理事
長 野草平十郎

尼崎三曲協会 
西大物町 森行
山

仮綴 1 昭和54.7.6 1979 №38-1～15「尼崎三
曲協会 昭和55年度」
袋入り

104-1 38-5 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
証

尼崎市総合文
化センター理事
長

尼崎三曲協会
上ﾉ島両出ﾉ側 
斉藤広山

状 1 昭和55.2.13 1980 昭和5.2.29使用のた
め､№38-1～15「尼崎
三曲協会 昭和55年
度」袋入り

104-2 38-10 5 三曲協会・会計資料 尼崎市総合文化センター使用
料領収書

尼崎市総合文
化センター理事
長 野草平十郎

尼崎三曲協会 状 1 昭和55.2.13 1980 №38-1～15「尼崎三
曲協会 昭和55年度」
袋入り
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105 33-19 5 三曲協会・会計資料 貸琴10面代金領収証 大阪市住吉区
中加賀屋町㈱
達屋

尼崎三曲協会 状 1 昭和48.11.4 1973 №33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

106 46-5 5 三曲協会・会計資料 貸し琴使用料改正願いの記事
切抜きコピー

状 1 昭和62.11 1987 どの紙面からの切抜
きかは不明､№46-1
～6「昭和63年」の封
筒入り

107 36-7 5 三曲協会・会計資料 昭和52年度会費領収書 尼崎市文化団
体協議会会長 
薄井一哉

尼崎三曲協会 
森行山

状 1 昭和52.9.21 1977 №36-1～19「尼三曲
S.53」袋入り

108 38-8 5 三曲協会・会計資料 昭和53年度会費領収書 尼崎市文化団
体協議会会長 
薄井一哉

尼崎三曲協会 
森行山

状 1 昭和53.9.19 1978 №38-1～15「尼崎三
曲協会 昭和55年度」
袋入り

109 38-2 5 三曲協会・会計資料 昭和54年度会費領収書 尼崎市文化団
体協議会会長 
薄井一哉　

尼崎三曲協会 
森行山

状 1 昭和54.8.27 1979 №38-1～15「尼崎三
曲協会 昭和55年度」
袋入り

110 36-6 5 三曲協会・会計資料 解放新聞尼崎版購読料領収書 尼崎市同和協
議会会長 田中
大庄次郎

尼崎三曲協会 状 1 昭和52.6.25 1977 12～19号､月3部の購
読料､№36-1～19
「尼三曲S.53」袋入り

111 38-7 5 三曲協会・会計資料 解放新聞尼崎版購読料領収
書･請求書綴り

尼崎市同和教
育協議会会長 
田中大庄次郎

尼崎三曲協会 仮綴 1 (昭和50年代) 1984 5～7号､8～11号分､
№38-1～15「尼崎三
曲協会 昭和55年度」
袋入り
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112 33-10 5 三曲協会・会計資料 樒一対領収証 西難波町4丁目
 生花･慶弔花 
花勇商店

尼崎三曲協会 状 1 昭和49.1.21 1974 №33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

113 38-3 5 三曲協会・会計資料 樒一対代金領収書 西原家葬儀委
員会計 内山幸
二

尼崎三曲協会 状 1 昭和52.2.12 1977 №38-1～15「尼崎三
曲協会 昭和55年度」
袋入り

114 33-8 5 三曲協会・会計資料 飲食費領収証書 尼崎市文化会
館パーラー

尼崎三曲協会 状 1 昭和49.2.23 1974 №33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

115 33-9 5 三曲協会・会計資料 飲食費領収証書　 尼崎市文化会
館パーラー

上 仮綴 1 昭和49.3.24 1974 2枚一括､1枚未記入､
№33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

116 33-5 5 三曲協会・会計資料 飲食費領収証書 尼崎市文化会
館パーラー

尼崎三曲協会 仮綴 1 昭和49.9.7 1974 №33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

117 43-1-3 5 三曲協会・会計資料 創立20周年宴会費領収書 尼崎市文化団
体協議会会長 
樽谷清一

尼崎三曲協会 状 1 昭和60.9.26 1985 「森支出」とあり､№
43-1-1～21台紙に
挟込み､№43-1～5
「昭和60年尼三曲」
袋入り
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118 33-25 5 三曲協会・会計資料 領収証 ㈱なだや 状 1 (昭和50年代) 1984 使途など詳細不明､
№33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

119 29-2 6 三曲協会・春季演奏会 尼崎三曲協会第1回研究発表
演奏会プログラム

尼崎三曲協会 状 1 昭和30.5.22 1955 №29-1に挟込み

120 33-1 6 三曲協会・春季演奏会 昭和50年度春季三曲演奏会プ
ログラム

(尼崎三曲協会) 状 2 昭和50.5.11 1975 尼崎市文化会館に
て､尼崎文化団体協
議会後援､№33-1～
27「昭和50年度尼崎
三曲協会」袋入り

121 34-4 6 三曲協会・春季演奏会 昭和51年度春季三曲演奏会プ
ログラム

(尼崎三曲協会) 状 3 昭和51.5.30 1976 尼崎三曲協会主催､
尼崎市文化団体協
議会後援､尼崎市文
化会館にて､№34-1
～7「昭和51年度」袋
入り

122 35-1 6 三曲協会・春季演奏会 昭和52年度春季三曲演奏会プ
ログラム

(尼崎三曲協会) 状 1 昭和52.5.15 1977 尼崎三曲協会主催､
尼崎市文化団体協
議会後援､尼崎市文
化会館にて､№35-1
～25「尼三曲52年」
袋入り
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123 38-1 6 三曲協会・春季演奏会 昭和55年度春季三曲演奏会プ
ログラム

(尼崎三曲協会) 状 3 昭和55.5.11 1980 尼崎三曲協会主催､
尼崎文化団体協議
会後援､尼崎市立労
働福祉会館にて､№
38-1～15「尼崎三曲
協会 昭和55年度」袋
入り

124 40-5 6 三曲協会・春季演奏会 昭和55年度春季三曲演奏会プ
ログラム

(尼崎三曲協会) 状 1 昭和55.5.11 1980 尼崎三曲協会主催､
尼崎市文化団体協
議会後援､尼崎市立
労働福祉会館にて､
№40-1～19「昭和57
年 尼崎三曲協会」の
袋入り

125-1 39-1 6 三曲協会・春季演奏会 昭和56年度春季三曲演奏会プ
ログラム

(尼崎三曲協会) 状 1 昭和56.5.10 1981 尼崎三曲協会主催､
尼崎市文化団体協
議会後援､尼崎市立
労働福祉会館にて､
№39-1～5-2「尼三
曲 56年」袋入り

125-2 40-6 6 三曲協会・春季演奏会 昭和56年度春季三曲演奏会プ
ログラム

(尼崎三曲協会) 状 2 昭和56.5.10 1981 №40-1～19「昭和57
年 尼崎三曲協会」の
袋入り

126 41-1 6 三曲協会・春季演奏会 昭和58年度春季三曲演奏会プ
ログラム

(尼崎三曲協会) 状 6 昭和58.5.1 1983 №41-1～6「58尼崎
三曲協会」袋入り
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127 42-1 6 三曲協会・春季演奏会 昭和59年度春季三曲演奏会プ
ログラム

(尼崎三曲協会) 状 7 昭和59.5.13 1984 尼崎三曲協会主催､
尼崎市文化団体協
議会後援､本庁地区
会館にて､№42-1～
13「昭和59年度」の
袋入り

128 43-1-5 6 三曲協会・春季演奏会 昭和60年度春季三曲演奏会プ
ログラム

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和60.5.5) 1985 尼崎三曲協会主催･
尼崎文化団体協議
会後援､尼崎労働福
祉会館にて､№43.1-
1～21台紙挟込み､
№43-1～5「昭和60
年尼三曲」袋入り

129 44-1 6 三曲協会・春季演奏会 三曲演奏会プログラム 尼崎三曲協会 状 7 昭和61.5.11 1986 尼崎三曲協会主催､
尼崎市教育委員会･
尼崎市文化団体協
議会後援､尼崎市本
庁築会館にて､№44-
1～5「昭和61年度」
袋入り

130 45-5 6 三曲協会・春季演奏会 三曲演奏会プログラム 尼崎三曲協会 状 3 昭和62.5.24 1987 尼崎三曲協会主催､
尼崎市教育委員会･
尼崎市文化団体協
議会後援､立花地区
会館にて
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131 29-1 6 三曲協会・春季演奏会 尼崎三曲協会第1回研究発表
演奏会写真アルバム

(尼崎三曲協会) 書冊 1 昭和30.5.22 1955 書込み多数､尼崎市
立尼崎高校講堂に
て､写真30枚､№29-2
～5挟込み

132 33-20 6 三曲協会・春季演奏会 三曲春季演奏会収支計算書 仮綴 1 昭和49.5.8～
17

1974 他に領収書3通あり､
№33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

133 33-14 6 三曲協会・春季演奏会 尼崎三曲協会春季演奏会収支
計算書

(尼崎三曲協会) 仮綴 1 昭和50.1.18～
5.12

1975 他に領収証8通あり､
№33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

134 36-14 6 三曲協会・春季演奏会 昭和51年度春季演奏会収支計
算書･領収書綴り

仮綴 1 昭和51.2.9～
5.31

1976 昭和51.5.30開催の
演奏会分、領収書は
飲食代･会場使用料･
舞台操作料･印刷代
他､№36-1～19「尼
三曲S.53」袋入り

135 36-9 6 三曲協会・春季演奏会 春季三曲演奏会収支計算書･
領収書綴り

(尼崎三曲協会) 仮綴 1 昭和52.5.15 1977 領収書は琴借用料･
寿司代･舞台操作料･
看板費･ホール使用
料･プログラム印刷
代､№36-1～19「尼
三曲S.53」袋入り
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136 38-6 6 三曲協会・春季演奏会 昭和55年度春季三曲演奏会収
支計算書･領収書綴り

(尼崎三曲協会) 仮綴 1 昭和55.2.11～
5.12

1980 昭和55.5.11開催､領
収書は会場使用料･
立看板代･寿司代･茶
菓代･印刷代､№38-1
～15「尼崎三曲協会 
昭和55年度」袋入り

137 39-3 6 三曲協会・春季演奏会 演奏会盛会につき祝電 チクホソウケサ
カイ

モリコウザン 状 1 昭和56.5.8 1981 宛先は東難波町4丁
目 尼崎市立労働福
祉会館気付､№39-1
～5-2「尼三曲 56年」
袋入り

138 33-11 7 三曲協会・秋季演奏会 尼崎三曲協会秋季演奏会開催
及び出演希望曲受付け案内

(尼崎三曲協会) 状 1 (昭和49.9) 1974 昭和49年度演奏会
(10月27日､尼崎市立
労働福祉会館にて開
催)のもの､№33-1～
27「昭和50年度尼崎
三曲協会」袋入り

139 36-5 7 三曲協会・秋季演奏会 秋季演奏会関係通知 (尼崎三曲協会) 状 1 (昭和53) 1978 番組編成のための抽
選会案内､№36-1～
19「尼三曲S.53」袋入
り

140 33-2 7 三曲協会・秋季演奏会 昭和50年度秋季三曲演奏会プ
ログラム

(尼崎市教育委
員会･尼崎三曲
協会)

状 5 昭和50.11.30 1975 尼崎市立労働福祉
会館大ホールにて､
尼崎市文化団体協
議会後援､№33-1～
27「昭和50年度尼崎
三曲協会」袋入り
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141 34-3 7 三曲協会・秋季演奏会 昭和51年度秋季三曲演奏会プ
ログラム

(尼崎市教育委
員会･尼崎三曲
協会)

状 3 昭和51.10.24 1976 尼崎市教育委員会･
尼崎三曲協会主催､
尼崎市文化団体協
議会後援､尼崎市立
労働福祉会館大ホー
ルにて､№34-1～7
「昭和51年度」袋入り

142 36-1 7 三曲協会・秋季演奏会 昭和53年度秋季演奏会プログ
ラム

(尼崎三曲協会) 状 4 昭和53.11.12 1978 尼崎三曲協会主催､
尼崎市文化団体協
議会後援､尼崎市文
化会館にて､№36-1
～19「尼三曲S.53」袋
入り

143 33-12 7 三曲協会・秋季演奏会 昭和49年度秋季三曲演奏会計
算書

(尼崎三曲協会) 仮綴 1 昭和49.8.23～
10.27

1974 収支計算書と領収書
4通､№33-1～27「昭
和50年度尼崎三曲
協会」袋入り

144 33-13 7 三曲協会・秋季演奏会 尼崎三曲秋季演奏会収支計算
書

(尼崎三曲協会) 仮綴 1 昭和50.11.30 1975 他に領収書2通､№
33-1～27「昭和50年
度尼崎三曲協会」袋
入り

145 36-13 7 三曲協会・秋季演奏会 昭和51年度秋季演奏会収支計
算書･領収書綴り

仮綴 1 昭和51.10.24 1976 領収書看板代他､№
36-1～19「尼三曲
S.53」袋入り
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146 38-12 7 三曲協会・秋季演奏会 昭和53年度秋季演奏会収支計
算書･領収書綴り

(尼崎三曲協会) 仮綴 1 昭和53.10.17
～11.13

1978 昭和53.11.12開催の
演奏会､領収書は会
場費･器具使用料･舞
台費･プログラム印刷
代他､№38-1～15
「尼崎三曲協会 昭和
55年度」袋入り

147 36-4 7 三曲協会・秋季演奏会 演奏会開催につき祝電 尼崎市長 篠田
隆義

昭和通2丁目 
尼崎三曲協会

状 1 昭和53.11.11 1978 №36-1～19「尼三曲
S.53」袋入り

148 33-23 8 三曲協会・市民文化祭 昭和50年度フェスティバル尼崎
協賛出演決定通知

(尼崎三曲協会) 状 4 (昭和50.8) 1975 一部書込みあり､№
33-1～27「昭和50年
度尼崎三曲協会」袋
入り

149 33-26 8 三曲協会・市民文化祭 フェスティバル尼崎関係メモ 状 1 (昭和50.8頃) 1975 №33-1～27「昭和50
年度尼崎三曲協会」
袋入り

150 35-4 8 三曲協会・市民文化祭 尼崎フエスティバル「虫の武蔵
野」出演者通知

西難波町 菊尾
松寿

西大物町森木
材内 森行山　

葉書 1 昭和52.8.9 1977 №35-1～25「尼三曲
52年」袋入り

151 35-6 8 三曲協会・市民文化祭 フェスティバル尼崎出演者通知 吹田市岸部北 
沖田詩洲

西大物町森木
材 森行山

葉書 1 昭和52.8.10 1977 №35-1～25「尼三曲
52年」袋入り

152 35-5 8 三曲協会・市民文化祭 フェスティバル尼崎「虫の武蔵
野」出演者通知

豊中市岡町北 
久保田虚想(知
音会)

西大物町森木
材内 尼崎三曲
協会事務所

葉書 1 昭和52.8.13 1977 №35-1～25「尼三曲
52年」袋入り
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153 35-2 8 三曲協会・市民文化祭 フェスティバル尼崎「虫の武蔵
野」出演につき残暑見舞い

武庫之荘 水原
弘睦(桃山)

西大物町 森木
材工業㈱内尼
崎三曲協会事
務所 森行山

葉書 1 昭和52.8.17 1977 №35-1～25「尼三曲
52年」袋入り

154 35-3 8 三曲協会・市民文化祭 フェスティバル尼崎出演者通知 上ノ島字両出ノ
側 斉藤広山

西大物町森木
材内 尼崎三曲
協会事務所

葉書 1 昭和52.8.25 1977 №35-1～25「尼三曲
52年」袋入り

155 35-9 8 三曲協会・市民文化祭 フェスティバル尼崎「虫の武蔵
野」出演者につき電話メモ

状 1 (昭和52) 1977 菊まさせつ子ら､スバ
ル自動車甲子園築
代理店㈱桂田モー
タースの用紙使用､
№35-1～25「尼三曲
52年」袋入り

156 35-11 8 三曲協会・市民文化祭 フェスティバル尼崎出演者住所
録･同出演関係協議会につきメ
モ

状 1 (昭和52) 1977 裏面に三弦･箏演奏
者名書付けもあり､№
35-1～25「尼三曲52
年」袋入り

157 35-10 8 三曲協会・市民文化祭 フェスティバル尼崎番組別所要
時間書上げ

状 1 (昭和52.11.6
頃)

1977 能楽･太十など､№
35-1～25「尼三曲52
年」袋入り

158 35-8 8 三曲協会・市民文化祭 フェスティバル尼崎出演関係協
議会開催案内

尼崎三曲協会
理事長 森行山

状 2 (昭和52) 1977 №35-1～25「尼三曲
52年」袋入り
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159 35-7 8 三曲協会・市民文化祭 フェスティバル尼崎出演関係通
知

西大物町森木
材内 尼崎三曲
協会事務所

状 2 (昭和52) 1977 №35-1～25「尼三曲
52年」袋入り

160 41-4-2 8 三曲協会・市民文化祭 「まゝの川」下合せの案内 状 1 (昭和58) 1983 「近松の世界」の演
目､昭和58.7.24実施
予定､№41-4-1に挟
込み､№41-1～6「58
尼崎三曲協会」袋入

161 41-5-2 8 三曲協会・市民文化祭 近松の世界「まゝの川」リハーサ
ルの予定通知通知

状 1 (昭和58) 1983 昭和58.10.20･23･
27､11.3に実施､№
41-5-1に挟込み､№
41-1～6「58尼崎三
曲協会」袋入り

162 37-6 8 三曲協会・市民文化祭 三曲演奏会準備会案内 尼崎三曲協会 状 5 (昭和50年代) 1984 総合文化センター7
階会議室にて､秋の
市民芸術祭参加の
演奏会出演につい
て､№37-1～11「尼崎
三曲協会 昭和54年
度」袋入り

163 43-5 8 三曲協会・市民文化祭 アルカイック序破急出演募集案
内

理事森行山 尼崎三曲協会
役員

状 1 昭和60.6.12 1985 連絡先は斉藤広山
氏､昭和60.11.3アル
カイックホールにて開
催の公演､№43-1～5
「昭和60年尼三曲」
袋入り
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164 45-9 8 三曲協会・市民文化祭 アルカイック序破急 出演者募
集案内

理事長 森行山 尼崎三曲協会
役員

状 1 昭和62.6.23 1987 原本､連絡先は斉藤
広山､№45-1～14
「昭和62年度」の袋
入り

165 1-1 8 三曲協会・市民文化祭 講和記念尼崎文藝祭箏曲演奏
会プログラム

(尼崎市･尼崎
文化協会)

状 1 昭和26.11.4 1951 第1回演奏会のもの
で､以後文化の日
(11/3)恒例となる､尼
崎市公民館にて､尼
崎市･尼崎文化協会
主催､菊枝仲間下楽
友会後援､写真2枚
(№1-2～3)あり

166 37-11 8 三曲協会・市民文化祭 昭和54年度市民芸術祭三曲演
奏会プログラム

(尼崎三曲協会) 状 2 昭和54.11.3 1979 尼崎市教育委員会･
尼崎市文化団体協
議会･尼崎三曲協会
主催､尼崎市立労働
福祉会館大ホールに
て､一部書込みあり､
№37-1～11「尼崎三
曲協会 昭和54年度」
袋入り

167 39-2 8 三曲協会・市民文化祭 市民芸術祭浄瑠璃義太夫節発
表会三曲演奏会プログラム

(尼崎市教育委
員会･尼崎市文
化団体協議会)

状 1 昭和56.10.31 1981 ピッコロシアター大
ホールにて､尼崎市
教育委員会･尼崎市
団体協議会主催､№
39-1～5-2「尼三曲 
56年」袋入り
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168 40-7 8 三曲協会・市民文化祭 あまがさき市民文化祭 アルカ
イック序破急プログラム

(尼崎市･尼崎
市教育委員会･
尼崎市文化団
体協議会)

状 4 昭和57.10.30 1982 尼崎市総合文化セン
ターにて､尼崎文化
団体協議会会員によ
る公演､№40-1～19
「昭和57年 尼崎三曲
協会」の袋入り

169-1 41-3 8 三曲協会・市民文化祭 創作芸術への誘い 近松の世
界 アルカイック序破急 創造空
間あまがさき パンフレット

(尼崎市教育委
員会･尼崎市文
化団体協議会)

状 3 昭和58.11.3 1983 あまがさき市民文化
祭､文化団体協議会
会員らによる合同創
作企画､№41-1～6
「58尼崎三曲協会」
袋入り

169-2 41-4-1 8 三曲協会・市民文化祭 創作芸術への誘い 近松の世
界 アルカイック序破急 創造空
間あまがさき パンフレット

(尼崎市教育委
員会･尼崎市文
化団体協議会)

状 1 昭和58.11.3 1983 №41-4-2を挟込み､
№41-1～6「58尼崎
三曲協会」袋入り

169-3 41-5-1 8 三曲協会・市民文化祭 創作芸術への誘い 近松の世
界 アルカイック序破急 創作空
間あまがさき パンフレット

(尼崎市教育委
員会･尼崎市文
化団体協議会)

状 1 昭和58.11.3 1983 あまがさき市民文化
祭､文化団体協議会
会員による合同創作
企画､№41-5-2を挟
込み､№41-1～6「58
尼崎三曲協会」袋入
り
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170 41-6 8 三曲協会・市民文化祭 創作芸術への誘い 「近松の世
界」アルカイック序破急 チラシ
　

(尼崎市教育委
員会･尼崎市文
化団体協議会)

状 3 昭和58.11.3 1983 アルカイックホールに
て開催､尼崎市教育
委員会･尼崎市文化
団体協議会主催､83
あまがさき市民文化
祭の一環､№41-1～6
「58尼崎三曲協会」
袋入り

171 42-12 8 三曲協会・市民文化祭 創作芸術への誘い 「尼崎ふる
さと歳時記」 アルカイック序破
急 パンフレット

(尼崎市教育委
員会･尼崎市文
化団体協議会)

状 2 昭和59.11.3 1984 84あまがさき市民文
化祭の一環､№42-1
～13「昭和59年度」
の袋入り

172 42-13 8 三曲協会・市民文化祭 創作芸術への誘い 「尼崎ふる
さと歳時記」 アルカイック序破
急 チラシ

(尼崎市教育委
員会･尼崎市文
化団体協議会)

状 6 昭和59.11.3 1984 84あまがさき市民文
化祭の一環､尼崎市
教育委員会･尼崎市
文化団体協議会主
催､アルカイックホー
ルにて､№42-1～13
「昭和59年度」の袋
入り

173 44-2 8 三曲協会・市民文化祭 市制70周年記念 86あまがさき
市民文化祭 創作芸術への誘
い ｢近松愛のみちゆき」 アルカ
イック序破急　パンフレット

(尼崎市教育委
員会･尼崎市文
化団体協議会)

状 3 昭和61.11.3 1986 №44-1～5「昭和61
年度」袋入り
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174 45-14 8 三曲協会・市民文化祭 あまがさき夢空間 創作芸術へ
の誘い アルカイック序破急 パ
ンフレット

(尼崎市教育委
員会･尼崎市文
化団体協議会)

状 1 昭和62.11.3 1987 尼崎市教育委員会･
尼崎市文化団体協
議会主催､№45-1～
14「昭和62年度」の
袋入り

175 46-3 8 三曲協会・市民文化祭 第3回国民文化祭 創作フエス
ティバルファッシネート近松 チ
ラシ

状 1 昭和63.11.3 1988 兵庫県･兵庫県教育
委員会･尼崎市教育
委員会･第3回国民
文化祭ひょうご88尼
崎市実行委員会他3
団体主催､№46-1～
6「昭和63年」の封筒
入り

176 33-3 8 三曲協会・市民文化祭 フェスティバル尼崎収支計算書 (尼崎三曲協会) 状 1 昭和50.11.2 1975 プログラム発送料･供
琴料など支出､№33-
1～27「昭和50年度
尼崎三曲協会」袋入
り

177 41-2 8 三曲協会・市民文化祭 昭和54年度市民芸術祭三曲演
奏会収支計算書

(尼崎三曲協会
事務局)

状 1 昭和54.11.3 1979 №41-1～6「58尼崎
三曲協会」袋入り

178 41-5-4 8 三曲協会・市民文化祭 創作芸術への誘い「近松の世
界」収支決算書案

状 1 昭和58 1983 №41-5-1に挟込み､
№41-1～6「58尼崎
三曲協会」袋入り

179-1 1-2 8 三曲協会・市民文化祭 講和記念尼崎文藝祭箏曲演奏
会「玉の台」演奏風景写真

写真 1 昭和26.11.4 1951 プログラム(№1-1)とも
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179-2 1-3 8 三曲協会・市民文化祭 講和記念尼崎文藝祭箏曲演奏
会尼崎公民館玄関前記念写真

写真 1 昭和26.11.4 1951 プログラム(№1-1)と
も､左から2番目が福
岡節子氏

180 30 8 三曲協会・市民文化祭 近松の世界 アルカイック序破
急 演奏会写真　

㈱大阪フォト
サービス通販

尼崎三曲協会 
森行山

状･写真 6 昭和
58.11.3(申込

1983 封筒入り､写真申込
書とも､アルカイック
ホールにて演奏

181 41-5-5 8 三曲協会・市民文化祭 アルカイックホール出演ビデ
オ･録音テープ申込み書

尼崎市総合文
化センターアル
カイックホール

状 1 (昭和50～60年
代)

1989 未記入､№41-5-1に
挟込み､№41-1～6
「58尼崎三曲協会」
袋入り

182 41-5-3 8 三曲協会・市民文化祭 アルカイック序破急新聞記事･
広報紙等切抜き

読売新聞･神戸
新聞･尼崎市

状 1 昭和58.7.～
12.

1983 コピー､尼崎市発行
「じゃあなる」の紙面も
あり､№41-5-1に挟込
み､№41-1～6「58尼
崎三曲協会」袋入り　

183-1 40-8 9 三曲協会・アルカイック
ホール開館記念行事

アルカイックホール大ホール開
館記念行事公演委託契約書

昭和通2丁目
(財)尼崎市総合
文化センター理
事長 野草平十
郎

西大物町(森木
材内)尼崎三曲
協会理事長 森
行山

状 1 (昭和57) 1982 昭和57.7.25アルカ
イックホールにて､№
40-1～19「昭和57年 
尼崎三曲協会」の袋
入り

183-2 40-9 9 三曲協会・アルカイック
ホール開館記念行事

契約書送付書 状 1 昭和57.6.25 1982 №40-8の送付書､№
40-1～19「昭和57年 
尼崎三曲協会」の袋
入り
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184-1 40-3 9 三曲協会・アルカイック
ホール開館記念行事

あまがさき市民文化祭 アルカ
イックホール開館記念パンフ
レット

尼崎市総合文
化センター理事
長 野草平十郎

状 1 昭和57.7.10～
7.31

1982 №40-1～19「昭和57
年 尼崎三曲協会」の
袋入り

184-2 40-4 9 三曲協会・アルカイック
ホール開館記念行事

アルカイックホール開館記念パ
ンフレット

尼崎市総合文
化センターアル
カイックホール

状 1 昭和57.7 1982 №40-1～19「昭和57
年 尼崎三曲協会」の
袋入り

185 40-2 9 三曲協会・アルカイック
ホール開館記念行事

あまがさき市民文化祭 アルカ
イックホール開館記念 三曲公
演プログラム

(尼崎市総合文
化センター)

状 13 昭和57.7.25 1982 №40-1～19「昭和57
年 尼崎三曲協会」の
袋入り

186 40-1 9 三曲協会・アルカイック
ホール開館記念行事

あまがさき市民文化祭 アルカ
イックホール開館記念 吟詠･三
曲公演 入場整理券

(尼崎市総合文
化センター)

状 11 昭和57.7.25 1982 №40-1～19「昭和57
年 尼崎三曲協会」の
袋入り

187-1 31 9 三曲協会・アルカイック
ホール開館記念行事

アルカイックホール開館記念
「三曲協会」写真アルバム

㈱大阪フォト
サービス通販

書冊 1 昭和37.7.25 1982 写真17枚

187-2 32 9 三曲協会・アルカイック
ホール開館記念行事

アルカイックホール開館記念
「三曲協会」写真アルバム

㈱大阪フォト
サービス通販

書冊 1 昭和37.7.25 1982 写真38枚

188 21 10 三曲協会・姉妹都市訪
問

アウグスブルグ市･姉妹都市文
化交流プログラム

状 1 平成6.7.17 1994 日本語版､尼崎三曲
協会演奏､アウグスブ
ルグ植物園内日本庭
園にて
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189 22 10 三曲協会・姉妹都市訪
問

Programm　 状 1 (平成6.7.17) 1994 アウグスブルグ市･姉
妹都市文化交流ドイ
ツ語版プログラム

190-1 3 10 三曲協会・姉妹都市訪
問

琴演奏体験レッスン楽譜 さくら
さくら

状 1 平成6.11.17 1994 アウグスブルグ市訪
問時に使用､琴用の
楽譜を福岡氏が五線
譜に改めたもの

190-2 20 10 三曲協会・姉妹都市訪
問

楽譜 さくらさくら 状 1 (平成6.7) 1994 アウグスブルグ市･姉
妹都市文化交流で市
民交流として琴演奏
体験レッスンに使用
されたものか､五線譜

191 18 10 三曲協会・姉妹都市訪
問

『当道』第57号 冊子 1 平成7.1 1995 当道音楽会会報､菊
雅(福岡)節子氏「姉
妹都市アウグスブル
グ訪問の旅を終え
て」を寄稿

192 19-1 10 三曲協会・姉妹都市訪
問

『当道』第59号 冊子 1 平成7.4 1995 当道音楽会会報､菊
雅(福岡)節子「ローザ
ンヌサマーフエスティ
バル1994に招かれ
て」を寄稿､ローザン
ヌ市より送付の新聞
記事切抜き(№19-2･
3)同封
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193 19-3 10 三曲協会・姉妹都市訪
問

ローザンヌサマーフェスティバ
ル1994新聞記事切抜き

状 1 平成6.7 1994 フランス語表記､ar
紙､お点前写真入り､
№19-1に挟込み

194 19-2 10 三曲協会・姉妹都市訪
問

アウグスブルグ市･姉妹都市文
化交流新聞記事切抜き

状 1 平成6.7.18 1994 ドイツ語表記､AZ紙､
野点風景写真入り､
№19-1に挟込み

195 23 10 三曲協会・姉妹都市訪
問

尼崎三曲協会演奏ローザンヌ
サマーフェスティバルカセット
テープ

ローザンヌ市(ス
イス)

福岡節子 カセット 1 平成6.7.19 1994 スイスの放送局録音､
ローザンヌ市の封筒
入り

196 24 10 三曲協会・姉妹都市訪
問

Der Stein-Flugel im 
Mozarthaus in Augsburg(古楽
器によるモーツアルト演奏)

CD 1 平成3.8.7 1991 Johann Andreas Stein
演奏､福岡氏がアウ
グスブルグ市から訪
問記念に寄贈された
もの、包装紙あり

197 26 10 三曲協会・姉妹都市訪
問

le pays de LAUSANNE GRAND-PONT 冊子 1 昭和57.11.21 1982 ローザンヌ市案内書､
包装紙入り

198 25 10 三曲協会・姉妹都市訪
問

AUGSBURG 冊子 1 近代 アウグスブルグ市案
内書

199 2-2 11 三曲協会・その他の演
奏会

三曲ゆかた会演奏風景写真 写真 1 昭和30.8.27 1955 プログラム(№2-1)とも
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200 2-1 11 三曲協会・その他の演
奏会

三曲ゆかた会プログラム (行人社 森行山
社中･雅音会 
福岡節子社中)
　

状 1 昭和30.8.27 1955 尼崎センタープール
場内尼崎婦人会館
にて､行人社 森行山
社中(都山流尺八)･
雅音会 菊雅節子社
中(箏三弦)主催､写
真(№2-2)とも

201 34-1 11 三曲協会・その他の演
奏会

第30回ことぶき会箏曲演奏会
記念写真

写真 1 昭和51.2.29 1976 尼崎市立労働福祉
会館にて､封筒入り､
№34-1～7「昭和51
年度」袋入り

202 33-27 11 三曲協会・その他の演
奏会

三曲演奏会･菊村師追善公演
出演者･曲目メモ

状 1 (昭和50) 1975 裏面にもメモあり､№
33-1～27「昭和50年
度尼崎三曲協会」袋
入り

203 37-1 11 三曲協会・その他の演
奏会

番組別尺八出演者書上げにつ
き書簡

神田北通 市場
虚白

西大物町森木
材内尼崎三曲
協会事務局 森
行山

状 4 昭和51.4.6 1976 封筒入り､№37-1～
11「尼崎三曲協会 昭
和54年度」袋入り

204 40-19 11 三曲協会・その他の演
奏会

各団体プログラム配分計画表 状 1 (昭和50年代) 1984 各団体名･曲名･枚数
書上げ､書込みあり､
№40-1～19「昭和57
年 尼崎三曲協会」の
袋入り
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205-1 43-1-1 11 三曲協会・その他の演
奏会

昭和60年度活動メモ (尼崎三曲協会) 状 1 (昭和61) 1986 春季三曲演奏会･「創
作芸術への誘い」の2
件､№43-1-1～21台
紙に挟込み､№43-1
～5「昭和60年尼三
曲」袋入り

205-2 46-2 11 三曲協会・その他の演
奏会

三曲演奏会プログラム (尼崎三曲協会) 状 4 (昭和) №46-1～6「昭和63
年」の封筒入り

207 29-4 11 三曲協会・その他の演
奏会

演奏会風景写真 写真 33 昭和 1989 №29-1に挟込み､大
部分が尼崎三曲協
会第一回研究発表
演奏会のものか

208 29-3 12 三曲協会・その他 関西報知新聞　第74号 関西報知新聞
社

状 1 昭和30.7.20 1955 三曲協会創立の記
事あり､№29-1に挟込
み

209 43-2 12 三曲協会・その他 昭和58年度尼崎市文化団体協
議会総会資料

尼崎市文化団
体協議会

冊子 1 昭和58.6.27 1983 尼崎市立労働福祉
会館にて､№43-1～5
「昭和60年尼三曲」
袋入り

210 42-6 12 三曲協会・その他 宛所不明につき返送の書簡 西大物町 森木
材内 尼崎三曲
協会事務所

豊中市長興寺
南 楯條光子

状 1 昭和59.7.9 1984 未開封､封書､№42-1
～13「昭和59年度」
の袋入り
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211 45-3 12 三曲協会・その他 喪中につき新年の挨拶遠慮の
通知

南城内 菊義千
鶴子

芦屋市親王塚
町 森行山

葉書 1 昭和62.11.7 1987 №45-1～14「昭和62
年度」の袋入り

212 29-5 12 三曲協会・その他 尼崎三曲協会慰安旅行写真 写真 4 昭和 1989 №29-1に挟込み
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