
文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

060022 大覚寺古経書目録 1930 1 手書き。寶照房靜心氏による調査。昭和5年「発見」の古経書目
録。

060026 琴浦育児院月報　第１号 1901 1 琴浦育児院収支精算報告、寄付報告等。

060033 旧城郭内居住尼崎藩士族家禄奉還
調査簿

(1877) 2 尼崎藩士族のうち家禄返還した家の住所・構成員・生年月日等
を記したもの。名簿。ほかに市役所保管時に使用されていたと
思われる表紙一式。明治10年兵庫県布達に基いて作成された
と思われる。

060049 尼崎共立銀行営業報告書綴 1920～1928 1 第55，56，57，59，60，61，64，71期分

060080 尼崎本興寺文庫聖教目録・妙蓮寺
祖師記

1918 1 大正７年に書写したもの。

076010 尼崎城下絵図 1670頃 1 尼崎城・城下実測図　二間一分（1,200分の1）　彩色
　195×126cm  測量・作成の監督の奉行として印南惣兵衛、飯
尾惣大夫が携わっている

081008 尼崎町等商店引札 1910 4 東大手角山田薬館・別所町米穀商・大物油商　八幡浜

082010 尼崎町役所文書 1891～1892 1 大洲村所属海岸堤防工費地方税特別補助に関する書類

085012 大塚本家京印醤油引札（1） - 1 大塚本家京印醤油醸造　大塚本家。「西洋風の馬車に醤油樽
の図柄」

085017 大塚本家京印醤油引札（2） - 1 大塚本家京印醤油醸造　大塚茂十郎　文面に「兵庫県尼崎町」
とあるので大正5年以前、画中のメダルに「1909」とあるのが引札
の西暦年だとすると明治42年ということになる。

085018 尼崎藩札（安永札）（２） - 16 風呂辻町　銀一匁　尼崎引替役所

086007 摂州大物浦平家怨霊顕る図 - 2 木版画 36.8×24.8

087003 尼崎大塚醤油特約店商標 - 1 木製看板　60×90

088017 版画「尼崎大物」 1940 1 川瀬巴水画

尼崎市立歴史博物館 “あまがさきアーカイブズ”



文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

089015 尼崎梶製肥部ビラ - 1 大正肥料販売元

090403 尼崎城御本丸御殿仕様書（コピー） 1847 2 桜井神社文書、1部は歴博準備室所蔵フィルム焼付コピーでも
う1部は古文書コピー

091010 大日本紡績営業報告書類 1946～1951 4 第113・117・118回営業報告書（昭和21～26）および増資目論
見書（昭和26年6月発行）。株主向け印刷物か。

091025 天保5年人別請取一札 1834 1 尼崎築地町より菟原郡鍛冶屋村宛

091028 尼崎酒造糠引札 1888 1 尼崎町岡部宗助　仮名垣魯文の文章

091029 貴布禰神社だんじり保存会20周年う
ちわ

1991 1 うちわ

091403 大日本海洋少年団等関係史料（コ
ピー）

1939～1941 3 大日本海洋少年団道場訓練修了証・同団進級証書・国防資材
献納感謝状。いずれも城内国民学校小竹卯三次あて

091405 海軍航空隊飛行兵採用関係書類（コ
ピー）

1943 2 海軍航空隊飛行兵適性承認書・甲種飛行予科練習生採用通
知書

092017 内田繁氏文書(2) 1692～1871 14 楠木正成顕彰碑・碑文拓本、尼崎藩主松平忠興・兄忠愛の書、
版籍奉還に際しての尼崎藩主建言書・御意書写、服部元彰
書、本多忠憲（有職故実家・伊勢神戸藩藩主本多忠永四男）の
句幅など。

092403 山成奎子氏城内国民学校賞状等（コ
ピー）

1940～1946 4 正義保育園・城内国民学校の修了証書・成績賞状・書道展覧
会入選賞状のコピー、室戸台風関係記事（朝日新聞社史編纂
室）コピー

092405 尼崎の国技館建設計画関係新聞記
事（コピー）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

1936～7 2 阪神大国技館建設関係新聞記事コピー

093026 本能寺・本興寺開祖日隆上人略縁
起写本

1848 1 「玄承日省所持　四十五歳写之」とあり
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文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

093404 室戸台風・尼崎尋常高等小学校関
係史料（コピー）

1934 2 「尼崎尋常高等小学校校舎倒壊前後ニ於ケル職員の活動状
況」校長の挨拶状コピー

093406 嘉永元年一代限り庄屋格御免の覚
え（コピー・翻刻）

1993 2 嘉永元（1848）12.11付、杉山鉄蔵他2名より別所村梶吉右衛門
あて、尼崎城本丸御用銀皆納につき。史料のコピーと翻刻

094003 安永7年尼崎城石垣櫓修復願い絵
図

1778 1 サイズ：南北95.5×東西99.5ｃｍ

094403 中馬病院沿革（コピー） 1994 1 中馬病院・西武庫病院・中馬医療財団の年譜（1750頃～1993）

094407 寺町北側水路（旧玄蕃堀）の埋設時
期に関する如来院関係史料（コ
ピー）

1994 4 昭和15年の溝（旧玄蕃堀）埋設・道路新設に関する資料コ
ピー、梅溪常巌氏「日記」・尼崎市役所通知・如来院付近見取り

095004 庄下川水まつりテレホンカード 1994 2 庄下川についての話応募お礼として配付、送り状

095005 尼崎郵便局新局舎落成記念タトウ 1994 1

095215 築地地区震災復興関係資料(1) 1995 9 復興委員会、みんなで考える会。

095216 築地地区震災復興関係資料(2) 1995 3 以下の3点。
（１）築地地区復興まちづくり第2回ブロック会議資料、(2)同第5
回ブロック会議資料、(3)築地地区復興まちづくり案について

095222 築地地区震災復興関係資料(3) 1995 8 （１）復興まちづくり案、（２）復興委員会ニュース、（３）ブロック会
議資料

095230 阪神・淡路大震災時の温湿度計記
録紙

1995 1 1995/1/11～1/17の尼崎市立地域研究史料館文書庫の温湿
度を記録。

095231 阪神・淡路大震災被災図書 1995 2 （1）金沢経済大学人間科学研究所『telos』第7号1991年
（2）『東京国際大学論叢　教養学部編』第47号1993年

095310 尼崎市立地域研究史料館作成震災
関係資料

1995～1996 4 尼崎市立地域研究史料館「阪神・淡路大震災から1年をふりか
える―被災史料救済活動を通して―」展のチラシ・展示解説、
および『地域史研究』第25巻第1号（「特集～阪神・淡路大震災
による歴史資料の被災と救済活動～」）発刊案内チラシ。
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095402 橘公園図面（コピー） - 1 市役所公園課所蔵図面（旧高射砲砲台跡記入あり）

096006 尼崎西町奥野庄七引札 1868～1926 1 肥料・肥石灰・塩問屋商

096009 貴布禰神社例大祭テレホンカード 1996.08.01・ 1 ヨシオカカメラ作製・販売

096012 荻原一青筆桜井神社絵馬 - 1 絵馬

096014 尼ケ崎町飯井材木店広告 1891～1893 1

096015 平和館万歳演芸定設招待券 1868～1926 1

096016 兵庫県農工銀行尼崎支店債券募集
チラシ

1923 1

096017 阪本勝精道国民学校政見発表演説
会チラシ

1942 1 責任者尼崎市昭和通5-194山下栄二、会場は芦屋市

096028 国民精神作興に関する証書奉読式
告知ビラ

1935.11 1 尼崎市長名で告知

096202 築地復興大願本五新だんじり入魂式
記念てぬぐい

1996.05 2 記者発表時に広報課に寄贈。入魂式の主催は、尼崎城城下町
築地本五だんじり保存会。

097012 本興寺常住日隆上人私見聞抄下巻 - 1 十三問答抄（下）写含む

097017 尼崎ダンスホール1ダンス券 1925 1

097020 桜井神社荻原一青画絵馬 1997 1

097021 尼崎市総合文化センター結婚式場う
ちわ

1997 1

097028 大覚寺関係資料 1997.10.13 3 岡本静元住職辞任・元興氏就任あいさつ、静元氏逝去
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097035 竹谷新田村及び出屋敷絵図原画 1979 1 企画・発起：林卯之松、企画・資料調査：岸田周一、画作：我孫
子朝文。明治末～大正初期の様子を描いたもの。史料館には、
かつて秘書課から受け入れたカラーコピー（請求番号Z-5、保
管場所MC1-下5）有り。

097045 宝暦13年尼崎大行院宛銀子請取覚
え

1763 1 長床坊納所から銀10匁受取覚

097046 本興寺杉原祥造を偲ぶ50回忌関係
資料

1976 3 杉原祥造＝刀剣研究家、別所村生まれ

097049 明治23年別所村地所売渡証書 1890 1 地所売渡確証綴り

097201 築地新本町通りの整備計画案 1997.04.12 2 築地福祉会館、写真展で配布。

098013 日本木管株式会社報告書 1928～1929 4

098032 新三和商店街復元図原図 1996 2 昭和29年第一回アーケード完成時と平成8年8月現在の原図。
兵頭義彦氏作成。昭和29年分は『甦る夾竹桃』に収録。

098033 「青山幸利侯遺徳顕彰碑」銘文（翻
刻）

1941 2 碑所在地：城内高校南東角　銘文カラープリントあり

098035 れきはく講座第3回資料「続・尼崎城
のその後－『城郭巡視日記』を中心
に－」

1998 1 尼崎市教育委員会歴史博物館準備室の歴史講座における配
布資料。明治初期の尼崎城廃城に関する史料。

098403 尼崎城跡散策図 1998 2 『地域史研究』27-1下中氏論文で使用しなかった図

098406 住友プロペラ地下施設現況図 1998 2 「住友プロペラと地下壕」（全図）

098407 米占領軍の旧住友プロペラ駐留関
係資料（コピー）

1998 7 全駐留軍労働組合関係資料コピー、『尼崎の戦後史』・紀要の
なかで米軍施設名称等不正確と逸見氏が指摘された箇所のコ
ピー、

098409 国鉄福知山線塚口・尼崎港間関係
文献（コピー）

1998 1 『地形図で辿る廃線跡』より国鉄福知山線塚口・尼崎港間に関
する部分のコピー
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099003 阪神高速道路公団東本町ランプ計
画住民説明会配布資料

1998～1999 5 阪神高速道路案内図、国道４３号線・阪神高速神戸線に関する
チラシ

099015 尼崎ひと・まち・赤とんぼセンター関
係資料

1999 2 センターの概要ﾚｼﾞｭﾒ、事務所開所の案内状

099024 区旗入魂式における南出屋敷区長
式辞

1936 1

100442 丸島新田関係文書（ＣＨ版） 1838～1843 1 辰馬半右衛門氏文書・松山良一氏文書より抜粋

100488 兵庫県川辺郡尼崎町政沿革略記 - 1

101012 大正2年出産入用帳 1913 1 北川氏実父・北川勤一氏の出産入用帳。大正2.7.24生まれ。北
川家は祖父北川金平が中在家町1-88で瀬戸物屋・北金商会を
営んでいた。

101038 算額青焼き図 2001 2 尼崎市貴布禰神社算額復元図、赤穂郡上郡町天満神社算額
模写図

101039 尼崎町魚常引札 - 1 戎タイつりの図、彩色刷。西本町とあるので昭和5年以降。

102033 阪神・淡路大震災自主研究資料「築
地調査」

2001 4 阪神・淡路大震災記念協会の大規模調査事業(平成12～14年
実施)において、尼崎を担当した調査員が、調査に入る築地地
区について、自主的に調査した際の関係資料。同地区の液状
化による事業所の被害状況や震災関連資料の所蔵についての
聞き取り等がある。

102047 尼ヶ崎町米穀肥料商引札 - 1 鍋島吉平店

102401 尼崎東発電所図面（コピー） 1962 1

103001 「中国街道大黒橋跡」建碑関係資料 2003 1

103004 尼崎風呂辻町・土地家屋分割販売
合資会社規定書

1911 1 土地家屋月賦買入申込書1点挟み込み
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103031 尼崎市立高等女学校生徒必携 1939 1 裏表紙に「五－一西田美代子」の記名有り

103037 明治-昭和戦前期大日本麦酒株式
会社営業成績一覧表

1906～1943 1 大正9年日本硝子工業（尼崎工場有り）合併に伴う増資記載有り

103038 第11回国体「相撲」プログラム 1956.10.29 1 尼崎市の大物公園内相撲場において開催

103041 記憶される学校の空間要素とその特
性－尼崎市立開明小学校を事例とし
て－

2004 2 修士論文　日本建築学会シンポジウム発表要旨添付。閲覧の
際は寄贈者の了承が必要です。

103403 明治末期～大正初期頃の南北出屋
敷・竹谷新田村雑録

1979 1 南北出屋敷・竹谷新田村の産業・産物・商業・人物等につい
て、同地域の住民有志が記した手記をまとめたもの。「竹谷新田
村及び出屋敷絵図原画」（昭和54作成、文書群番号097035）と
同時期（本史料は昭和55年作成）に作られた。

103407 尼崎市総合文化センター結婚式申
込状況（コピー）

1977～1980 1 昭和52.4～55.3分のコピー

104008 高等女学校教科書 1927～1932 7 寺岡澄子氏が尼崎市立高等女学校の在学時（主に四～五学
年）に使用した教科書。和・洋裁縫、公民、女子の生理衛生、家
政・礼儀作法。

104032 尼崎旧城琴浦城全景 - 1 印刷物。単色。

104033 城下町尼崎における歴史的環境の
保全に関する考察

2005 1 卒業論文。中国街道周辺住民へのアンケートによる、歴史的町
並み・地域資源への関心度調査と、歴史的町並み保全の今後
についての考察

104034 築地地区関連記念碑・歴史案内板
調書

2005 1 築地地区関連の歴史案内板・記念碑4件の碑文解読文・設置
位置の記録

104037 スミレ牧場販売店新設案内状 1909.11 1 販売店新設（西宮町）の通知。

104413 開明小学校他「銃撃弾痕」調査 2004.2/’04. 3 旧開明小学校、甲子園球場、鳴尾飛行場跡の銃撃弾痕調査レ
ポート
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105002 契沖顕彰 発明古義案内石碑除幕式
 式次第

2005 1 契沖顕彰碑（尼崎市長桜井忠剛揮毫・建立）除幕式の式次第。
契沖研究会主催・平成17年4月22日明城小校庭にて開催。

105019 復興途上よみがえれ！城下町築地
～築地の町とだんじりまつり～

2005 2 パンフレット

105020 華やかなりしわがまちの宝　復刻戦
前の貴布禰神社祭礼

2005 2 パンフレット

105022 堅実なる尼崎紡績 1913 1 尼崎紡績新株募集にともなう財産状態、経営方針、利益予想を
まとめた小冊子。表紙に「岡山市上之町公債株券現物問屋森
商店」の印有り。

105029 尼崎市職員労働組合関係資料 1956～1964 12 原史料2点の他はコピー、職員待遇、市政、総評（1950年代頃
加盟）などに関する声明書・申入書など

105034 尼崎青物乾物商引札 - 1 「青物乾物商　尼ヶ崎町西本町三丁目　川藤事　中島商店」「備
後畳表上敷并ニ渋紙・柳行李一手販売所」。色刷り木版。華風
画。35.1×51.3cm。

105046-1 尼ヶ崎町醤油商白井庄九郎商店引
札

1912 1 75.0×52.0㎝。

105046-2 尼崎中学建設後援劇関係史料 1923 2 尼崎中学建設後援劇招待券および同劇開催趣意書（尼中関係
2点は「市役所荒川宗太郎様」宛封筒入り）。

105048 尼崎市詳細図（開明・長洲・西長洲・
金楽寺）

1985前後 4 昭和59年度長洲・稲川橋社協区域図、昭和61年度開明社協区
域図、西長洲区域図、金楽寺区域図。各図にプロット多数有り、
意味は不明。金楽寺区域図は1985年12月付の尼崎公害患者・
家族の会入会案内が台紙代わり。

105401 労働者の絵　№3（コピー） 1950 1 版画集。大谷闘争特集号、関西労働者美術集団・大谷製鋼文
化工作隊共編。

105409 尼崎商工会議所定款（コピー） 1954 1

105410 城内中学校沿革史（コピー） 1947～1966 1

尼崎市立歴史博物館 “あまがさきアーカイブズ”



文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

105412 神崎川防災工事・戦災復興土木事
業関係尼崎市申請書類

1947～50 3 神崎川防災工事県費負担金起債許可稟請書（ｓ22）、戦災復興
土木費起債につき許可稟請書（ｓ23）ほか　感光式のためコピー
作成

105413 尼崎商工会議所事業報告書・経費
収支決算書（コピー）

1957 1 昭和31年度

105415 西光寺・杭瀬村史資料（コピーほか）
(1)

1867～1997 8 西光寺過去帳（大正2～6抄出）・慶応3杭瀬村名寄帳コピー、西
光寺條氏聞き取り調査報告書など

105439 多田莎平関係年譜（コピー） 1934・1988 2 多田莎平遺句集『菩提樹』（昭和63刊）巻末年譜および昭和9尼
崎市公報多田喜久二（莎平本名）関係記事のコピー

105444 天野屋市兵衛氏文書(1)（史料コ
ピー）

1803･1872 2 天野屋市兵衛氏文書(1)（文書群番号092001）の全点コピー。
銀子借用証文、旧尼崎藩調達金明細書上帳

105454 庄下橋付近の景観推移に関する新
聞記事・掲載写真（コピー）

- 1 明治33年頃の庄下土橋付近および新聞発行時（年不明）の庄
下橋付近の写真を掲載

105463 出屋敷絵図面解説（コピー） 2006 1 竹谷新田村及び出屋敷絵図原画（文書群番号097035）付属の
解説文と同内容

106012 尼崎町共用電話所通話券 1915 1 尼崎町の共用電話所は1902年（明治35）設置。通話料は切手
で支払（大正4.7.10消印あり）

106021 北城内平和館跡地蛇塚の石碑調査
資料

2006 6 北城内平和館跡地に戦前からあった蛇塚石碑の撤去にともな
い、船引氏・井上眞理子氏・羽間美智子氏が調査したもの。①
船引康義氏レポート（神戸史学会宛、内部限公開）・石碑拓本、
石碑撤去時撮影写真CD（デジタル画像として別登録・別置）、
②井上眞理子氏宛羽間美智子氏提供資料（平和館建設反対
陳情書（大正8）のコピー、石碑場所コピー（土地宝典））

106026 米雑穀商津田商店引札 - 1 「内外米雑穀商并ニ諸油　尼ヶ崎西本町一丁目　津田商店」

106032 摂津国尼崎浦魚問屋申し合わせ規
則

- 1 39ヶ条からなる魚問屋仲間の申し合わせ規則。規則前書に「現
今ノ衰勢ヲ回復シ種々ノ弊風ヲ矯正シ…」とある。明治前期頃
か。
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文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

106037 初嶋大神宮・神輿・常夜燈の案内 2007 1 初嶋大神宮・神輿・常夜燈の由緒・修復等についての説明、築
地だんじり保存会作成

106040 尼崎郷土史研究会歴史講座資料
「松平忠栄と生母お寿女の方」

2007 1 尼崎郷土史研究会主催歴史講座（平成19年2月22日開催の）
の資料

106411 笹邉啓一氏文書(1)(2)「諸職人規則
定」 （コピー）

1869・1871 1 笹邉啓一氏文書(1)(2)請求番号1「諸職人規則定」　原文書は
劣化甚大のため基本的に閲覧停止　デジタル画像にて閲覧

106421 一桜井発句集（コピー） 1930 2 『一桜井発句集』翻刻版のコピー製本2点。同句集は尼崎藩主
松平忠告（桜井松平氏第3代、俳号亀文・一桜井）の生前の句
を子の忠宝が編集・出版（文政5年（1822）刊）したもので、昭和5
年（1930）にちちり社が翻刻版を発行。

107002 尼崎警察署新築記念メダル 1926 1 　大正15年12月の尼崎警察署新築落成を記念して制作された
メダル。表面には警察署建物のレリーフと"shobido"の銘があ
る。レリーフには、警察署と同時に建築された消防屯所（警察署
の北西、現在の三の丸公園）の火の見櫓も彫刻されている。
　裏面には"尼崎警察署新築記念"と"大正十五年十二月"、側
面には"尚美堂鑿"の銘がある。
　メダルの制作は大阪淀屋橋の尚美堂と考えられる。同社は明
治33年の創業で、戦前期より記念バッジ・メダル・カップなどの
企画製造販売を行っている。

107014 田中三郎氏奉公袋 1919～1952 9 大正8年徴兵時、田中三郎氏に支給された奉公袋、および三郎
氏がその袋に保管していた軍隊手帳・貯金通帳・保険証書類お
よび写真など

107023 大日本麦酒株式会社大阪支店工場
案内

1930～1945 1 吹田工場と尼崎工場（製壜工場、尼崎市西向島町）の案内。昭
和5年発売「麦酒酵母剤エビオス」の広告から昭和5年以降と推
定。

107026 田中商店醤油・清酒売掛け台帳断
簡

- 1 醤油・清酒売掛け台帳断簡1点。表紙はなく、水濡れ・綴じがは
ずれている状態。田中家は、北城内在住、市庭町にて荒物商を
営む。のち醸造業・鉄工業を経営、田中車輌を創業。　

107032 尼崎ボランティアガイドの会資料 2007 2 尼崎ボランティアガイド1期生（表紙：緑色）、2期生（表紙：橙色）
がそれぞれ作成したガイドマニュアル
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文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

107046 山城一裕氏寄贈史料 - 40 絵はがき25点（うち3点は痛み甚大）、衣料切符1点、奨金附き
福券9点、日本地図1点（大阪毎日新聞付録、昭和11年）。墨書
きされた底板2枚。昭和21年預金制限中の金融通帳1点、分娩
費領収書（昭和23年）。

107046-2 山城一裕氏寄贈戦後史料 （～1951） 9 予防接種済証・同証明書（山城一裕氏・母正子氏名義）、妊産
婦手帳（正子氏名義、一裕氏出産時のもの）、郵便貯金通帳
（山城繁藏氏名義、昭和21～24年）、尼崎郵便局通信事務用
封筒、下山忠衛氏作歌控え（仮綴）。

107047 尼崎紡績会社現状及び将来 1911 1 現物仲買団発行、尼崎紡績会社新株募集の目論見書（新株募
集要項および営業成績・事業説明など）

107401 喫茶獨木舟閉店関係史料 2007 3 獨木舟の閉店のお知らせ、上村武男作の閉店に寄せての詩、
上村武男「伊東静雄との幾たびの出遇い」（『関西文学』37号
2003年4月「特集　没後五十年　伊東静雄」）のコピー

107408 明治末期から大正初期頃の南北出
屋敷・竹谷新田村雑録

1990 1 南北出屋敷・竹谷新田村の産業・産物・商業・人物等につい
て。「竹谷新田村及び出屋敷絵図原画」（昭和54作成、文書群
番号097035）と同時期（本史料は昭和55年と記す）に作られた。

108012 機械製土管直段表 - 1 松本商行（風呂辻町松本健次商店）が取り扱う機械製土管の等
級別・サイズ別値段表、および同店の営業種目（セメント・石灰
等の建築材料、肥料、米穀、石炭）。

108024 全昌寺・長遠寺墓参者へ史料情報
提供のお願い

1989 1 史料館が歴史史料の所蔵について情報提供を求めた際（全昌
寺・長遠寺両墓地に設置）のチラシの残り。25枚一括。文書群
番号108028「聞き取り調査及び地名・地形・地質調査メモ綴り」
に調査作業メモあり（調査記録No.にも登録）。

108030 荻原一青画『尼崎城図手拭い』 2008 1 荻原一青画の尼崎城図、および「摂津尼崎城」「櫻井神社」の
名前入り。熨斗付き箱入り。

108031 北村仁を偲ぶ会（散骨式）のご報告
（付　北村仁基金の会収支報告書）

2008 1 北村仁氏（白井文事務所事務局長、（株）TMO尼崎事務局長）
の腎臓ガン治療支援（北村仁基金の会）、および没後散骨式に
関する報告書。
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108040 『歴史ウォークラリーin城内・築地』実
施報告

2008 1 平成20年7月26日に実施された『歴史ウォークラリーｉｎ城内・築
地』について、宣伝チラシ、企画案、実施報告等（当日の様子を
示した写真含む）をファイルにまとめたもの。草薙芳弘氏作成。

108042 尼崎市立図書館旧蔵文書仮目録 1 尼崎市立図書館旧蔵文書の仮目録。地誌・儒学関係刊本およ
び兵法・故実礼書・家制等関係文書類についてのもので、市史
編集資料目録掲載の目録とは別内容。
遠藤三左衛門家（2020年現在当主：遠藤厚一氏）昭和8年寄贈
書籍が含まれている。

108052 明治34年兵庫県川辺郡尼崎町町治
一班

1901 1 明治34年に編纂された、尼崎町の町政（土地・人口・農商工・交
通・衛生・宗教・兵事・財政等各部門）統計書

108059 兵庫科学技術専門学校生の卒業制
作関係資料

2006 6 大阪オートメッセ2006（モーターショー、2006年2月14日開催、
会場・インテックス大阪）に兵庫科学技術専門学校生が卒業制
作車を出展した際の資料。制作車のチラシ・ペーパークラフト・
携帯クリーナー等

108060 庄下川の思い出話－流域住民から
の聞き取り－

2008 1 庄下川に関する聞き取り調査報告。調査は城内地区で１回、上
ノ島地区で3回実施。調査対象は50～90代。庄下川の水質、川
遊びの思い出、流域の風景等。昭和20～30年代の話が中心。

108067 松平忠名筆睡人虎の図（掛け軸） - 2 松平忠名画・柴埜秀山書。「睡裡顕真/機々双忘/是不傷人/彼
不怖虎」
総丈61×130cm

108465 加藤省吾氏文書コピー 1 加藤省吾氏文書（074003）のマイクロフィルムプリント。目録番号
1、7、8～11、12（慶応3）、13～29、32～38、40、41、43～98、
100、102

109014 尼崎藩札 1842～1868 2 天保13年以降尼崎引替役所発行・尼崎藩1匁銀札　泉屋利兵
衛・山本屋卯兵衛・瓦林屋茂兵衛、明治元年尼崎藩紙幣局発
行・48文銭札　梶吉右衛門。

109021 西本町一丁目津田商店引札 1 津田商店(内外雑穀・油商)の引札。

109022 桜井神社拝殿武道額写真・資料 2009 3 櫻井神社拝殿武道額写真、武道額判読文、解説（近藤泰教氏
作成）の3点。

尼崎市立歴史博物館 “あまがさきアーカイブズ”



文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

109030 松竹キネマ平和館入場券 - 1 松竹キネマ平和館（映画館）の入場券。平和館は昭和20年
(1945)の空襲で無くなるので、それより以前のもの。

109037 昭和48年11月現在阪神電車尼崎駅
標準時刻表

1973 1 阪神尼崎駅の標準発車時刻表(平日用)。

109041 青山幸明(幸督)時代尼崎城下図 1 青山幸督時代の尼崎城下図。「当主幸明」とあるが、「幸明」は
幸督のこと。八幡町所蔵「青山家系図」（『郡上八幡町史』史料
編3）参照。

109055 尼崎信用組合組合員募集広告・『尼
崎信用組合時報』第1号

1921 1 尼崎信用組合（大正10年6月6日創立、尼崎市別所村日雇辻）
の組合員募集広告。同組合発行・時報第1号。表裏で1枚。額
入り。

109056 東浜発電所設備概要 （1921～38） 1 東浜町発電所設備についての概要リーフレット。同発電所は大
正10年6月運転開始、昭和13年日本発送電（株）へ移管。

109057 阪神電車電力供給の案内 1932 2 職業用工業用電力・家庭用電力の供給案内。

109067 尼崎紡績株式会社全景 1902 1 尼崎紡績株式会社全景図。位置、資本金、創業以来総利益
金、諸積立金等会社情報記載。左上部破損。彩色。26.8×37.5
ｃｍ。

109072 「山福」印台湾向け醤油ラベル 1 「山福」印の醤油商標。日本より台湾へ向けて輸出されたもの。
大物町大塚茂十郎本店の醸造、辰馬商会(台北所在)の取り扱
い。

109404 大日本木管株式会社発行『尼崎工
場労働争議記録』コピー

1921 1 大正10年(1921)7月に大日本木管株式会社尼崎工場で起こっ
た労働争議に関する記録。労資交渉の経過をまとめたもの。

109406 如来院縁起コピー 2 如来院所蔵の「古縁起」（元和末～寛永9、1623～32頃成立
か）、「当寺略縁起」（元禄10）のコピー。

109411 尼崎信用組合組合員募集広告・『尼
崎信用組合時報』第1号コピー

1921 2 文書群番号109055の複製。画像（古文書担当画像フォルダ
0136）のプリントアウト。

110004 農林省神戸肥料検査所の概要（パン
フレット）

1955 1 神戸肥料検査所の沿革・場所・施設概要・機構等紹介。
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110005 尼崎融通株式会社定款 1893 1 尼崎融通株式会社の定款。同社は、尼崎倉庫株式会社貨物預
り券や同社株券を抵当とした貸付業務を行っていた。

110007 菅原敏二氏寄贈尼崎藩札（安永札） 1777 1 銀1匁札。尼崎引替役所

110008 松平遠江守書状 1 松平遠江守の署名入り書状１点。菊花・シメジ等贈り物に対する
礼状。

110015 木田幸雄氏文書 1938～1941 8 西難波・阪神国道沿い店舗等撮影ガラス乾板写真及びそのコ
ピープリント、木田梅太郎氏宛尼崎貸家組合出資証文、出資証
券を入れた封筒。

110026 吉岡健一郎氏文書 1950年代～ 6 元気街グループ震災復興関連事業プレリリース史料、吉岡健一
郎氏商店街・市議会議員活動関連新聞記事等スクラップ、中央
三番街アーケード・カラーロード完成記念冊子、ヨシオカカメラ
店写真プリント用小袋等。

110026-2 吉岡健一郎氏文書(2) 1987～2010 18 会社概要（株式会社ヨシオカカメラ）、阪神尼崎・出屋敷周辺商
店街関係資料（パンフレット・マップ・チラシ・新聞スクラップ類）、
まちづくり・地域活性化関係セミナー講演会資料、古物商許可
証。

110029 戦前期開明尋常小学校学級文集 1938 1 昭和13年3月につくられた開明小学校6年生の学級文集。

110037 尼崎東宝・第二新花月映画宣伝ポス
ター

1955～ 4 尼崎東宝・第二新花月映画宣伝ポスター。子供向けアニメ、成
人映画等4枚。

110407 尼崎市保護司会関係資料 5 尼崎市保護司会発行の『尼保だより』106号（平成21年9月1日
発行）と108号（22年9月1日発行・2点）『尼崎地区厚生保護のあ
ゆみ』（昭和41年10月、市制50周年・更生保護制度15周年記念
誌）、および昭和33～38年発行の『阪神六市保護司会会報』の
綴り等。

110408 尼崎藩江戸分限帳抜書コピー 1845～ 1 コピー原本は弘化2年、尼崎藩江戸藩邸詰の家臣団の分限帳
より当時の在職者分を写し取ったもので、それ以降の異動も追
記されている。

尼崎市立歴史博物館 “あまがさきアーカイブズ”



文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

110409 梶広子氏旧宅家相鑑定図コピー 1917 1 A3分割コピー9枚。大正6年離れの増築の際作成されたもの。
兵庫県尼崎市梶鶴之助居宅、岡本親顕鑑定（大日本宅相方位
鑑定師）。

110413 平和館興行関係資料（コピー） 1942～1944 8 平和館入場券、市民票、興業場臨検証見本、大日本興行協会
兵庫県支部会員証見本、工業者証明、興行チラシ書等、井上
純子氏より井上眞理子氏への書簡。

111003 大物川緑地所在着船場跡石碑拓影 1977 3 小山鳥雲書「歴史の散歩みち　着船場跡」と記された石碑の拓
影（装幀／軸物）、吉井氏から榎本氏に宛てた書簡、拓影のメ
モ書き。

111013 尼崎グランドシネマ・チラシ 1955～ 1 「雨を降らす男」宣伝チラシ。

111023 中川雄三氏作成資料「尼崎城の遺
跡を訪ねて」

2011 1 尼崎城遺跡の存在場所・各遺跡の紹介等についての調査報告
書1冊。尼崎城祉を、考古・文献・絵図などから総合的に分析し
ている資料である。

111029 AMA(ART　MEETS　AMAGASAKI)
展パンフレット

2011 2 旧尼崎警察署(旧城内児童館)で開催されたAMA展
(ART　MEETS　AMAGASAKI)のパンフレット１点、展示会場図1
点。

111045 尼崎東宝昭和５０年代映画宣伝チラ
シ

1977・1978 2 神田新道尼崎東宝の映画宣伝チラシ。

112005-1 矢穴石関係資料 2012 1 「城内に残る矢穴石」調査報告書。

112005-2 尼崎城祉公園の矢穴石 2013年 1 調査記録420に詳細データあり。

112015 マッチ箱広告史料 8 カフェ「クロネコ」のマッチ箱広告。南城内にあった西洋料理とカ
フェの店。昭和１０年頃に営業していた。「ミッキー」杭瀬駅前の
喫茶としるこの店。大阪曹達株式会社松山工場（尼崎工場の記
載あり〈現ダイソー（株）〉）。大手橋・琴城社（昭和7年商工名鑑
にマッチ・石鹸商とあり）。公認杭瀬市場（追加分）。タキヤ薬局
（戦前期・尼崎にて創業。現在のウエルシア、2016/2追加分）。
フジヒャク醤油（尼崎市藤井庄介本店）。東亞セメント株式会社
（初島）。
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文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

112016 小川弘幸氏文書 1930～1961 3 『市立尼崎高等学校新聞』６号～５９号（昭和25.7～36.2、題字
その他鉛版若干）一括、小川弘幸著「高校時代の思い出」原
稿、中学校社会科副読本『尼崎の歴史』（昭和31年）。同じ小川
氏寄贈のアルバムが写真登録されている。（写真管理902「小川
弘幸氏寄贈：昭和39年尼崎市域風景写真アルバム」）

112023 本興寺講演会関係資料 2012 1 本興寺講演会の岩城卓二氏講演「大坂城・尼崎城・本興寺」の
レジュメ。

112024-1 尼崎東宝映画チラシ 1982 3 「東宝創立50周年記念特別企画　円谷英二の世界」チラシ。尼
崎東宝元経営者のインタビュー記載の「南部再生」コピー。

112024-2 円谷英二の世界　映画チラシ 1982 1 「円谷英二の世界　Ｓ・Ｆ特撮フェスティバル　PartⅡ」チラシ

112026 円光大師二十五霊場第四番札所　
如来院略記

1956 1 如来院の沿革・堂宇・寺宝等を著したリーフレット。昭和31年4月
5日発行。発行者は当山第六十世梅溪常巖。

112027 法華宗興隆学林略譜および学制・入
学案内

2 享徳3年（1454）尼崎勧学院創立から昭和48年（1973）興隆学林
新校舎建設までの略譜、および興隆学林（予科・本科・研究科）
の学制・入学案内。

112029 大日本麦酒株式会社尼崎工場・工
場案内

（1934～193 1 大日本麦酒株式会社尼崎工場の工場案内。(1)製壜機械・工
法・製品の種類などの説明。(2)裏面には大日本麦酒株式会社
の概要（本社・工場・製品種目等）。記載内容は(1)の部分は
112029-2と同じだが、(2)裏面に112029-2にない事項あり（本社
事務所、工場所在地等追加）。尼崎工場の全景写真あり。

112029-2 大日本麦酒株式会社尼崎工場工場
案内(2)

（1930～193 1 大日本麦酒株式会社尼崎工場の工場案内。(1)製壜機械・工
法・製品の種類などの説明。(2)裏面には大日本麦酒株式会社
の概要（本社・工場・製品種目等）。記載内容は(1)の部分は
112029-1と同じだが、(2)裏面の記載が一部異なる。尼崎工場
の全景写真あり。

112037 尼崎遊郭設置並に営業許可願附尼
崎市内及附近実測図

1922 2 「趣意書」「概要書」も含まれている。青焼きの「遊郭経営配置
図」もあるが、「許可願」らと一体のものであったと思われる。実
測図には遊郭の候補地が書き込みされている。

112404-2 尼崎精工ろうあ者雇用関係史料（2） 2017 2 国立国会図書館デジタルコンテンツをコピーしたもの。
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文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

113010 尼崎市総合文化センター食堂喫食
券

1 尼崎市総合文化センター食堂で使用されていた食券。使用済
み。10円券10枚のみ残存。

113020 AMAGASAKIビアガーデン2013　
「THE MIYAKO」　うちわ

2013 2 ホテルニューアルカイックビアガーデンの広告うちわ同一のもの
2点

113022 未来につなぐコンサート　PARTⅡ　
スタッフ用パンフレット

2013 1 チャリティコンサート「未来につなぐコンサートPARTⅡ」スタッフ
用パンフレット。平成25年7月12日あましんアルカイックホール・
オクトにて開催。

113031 尼崎東宝チラシ 昭和54、57 3 東宝創立50周年記念作品「海峡」チラシ（1982年10月16日封
切）。ＡＴＧ名作フェスティバルチラシ（1979年）。「監督特集・黒
澤明」チラシ。

113033 忍たま乱太郎と尼崎展関係資料 2013 6 パンフレット（同一2点）、チラシ1点、チケット半券1点、缶バッチ
（前売り券購入特典）2点

113036 出征写真及び関連史料 1924～27 3 元尼崎市立尼崎高等女学校教員・故辻橋正彦氏出征写真、遺
骨と共に届けられたと思われる布章2点。辻橋氏は「独立歩兵第
401大隊」所属。詳細は調査記録450を参照のこと。

113037 日本醤油醸造尼崎工場火災につき
株主宛説明状

1910 1 活字印刷。19cm×46cm。明治43年5月27日発生した火災によ
り、尼崎第2工場の一部が消失した顛末の、株主への報告状。
同年6月1日、取締役渡邉亨の名で送られている。

113038 本興寺開山日隆上人五百五十遠忌
関係

2013 2 パンフレット、記念散華（蓮の花びらの形をした紙。裏には日隆
上人像などの写真が印刷されている）。

113041 大日本木管株式会社会社概要 1921～1925 1 「紡績織布用各種木管及導水木管写真帳」。

113042 安孫子喜右衛門家関係史料 2 安孫子喜右衛門家家系図翻刻。安孫子喜右衛門正邦写真コ
ピー。

113050 尼崎市教育委員会収蔵資料展　物
語絵と美人図－尼崎コレクションの
近世絵画展

2013 1 平成25年度尼崎市教育委員会収蔵資料展パンフレット。
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文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

113051 尼崎市立尼崎高等学校創立100周
年記念式典関係資料

2013 4 平成25年11月16日、「創立100周年記念式典」がアルカイック
ホールで行われた。その際配布された資料。式典式次第、来賓
芳名、ピンバッチ、クリアファイル。

113057 和田桐山関係史料 1936～1956 107 尼崎市からの委員の委嘱状、企業許可令関係、琴浦窯関係、
和田桐山経歴書ほか。初代和田桐山時代の史料。※地域研究
史料室に仮目録を配架しています。

113063 尼崎警察署建築概要 1926 3 尼崎警察署、新庁舎竣工記念に配布された建物の建築概要。
原本とコピー2点。

113065 尼センデパート協同組合案内 1988 1 阪神尼崎駅の駅前高架下にあった商店街。平成元年の改装前
のしおりと思われる。

113066 故野草平十郎さんとのお別れの会資
料

1999 2 野草平十郎氏の市民葬で配布された資料。式次第、主な経歴
や業績など。

113073 尼崎グランドシネマチラシ 1 「網走番外地大全集」チラシ。網走番外地シリーズ9作品公開。

113074 日興商会フェア紙袋 2014 1 「尼崎にいってきました　それがどないしたんや」とのロゴあり。
32×32×12ｃｍの紙袋。2014年の日興商会フェアで配布してい
たもの。

113083 尼崎市総合文化センター特別展チ
ケット

1977～2012 28 アルカイックホールオクトのオペラチケット1枚のほかは美術ホー
ルでの催し物のチケット。未使用のものもあり。

113406 尼崎第一尋常小学校「学校と家庭」
第1号

1909 1 尼崎第一尋常小学校、学校新聞創刊号コピー。明治42年11月
3日発行。

114003 大覚寺関係資料 2 大覚寺リーフレット、節分祭チラシ。封筒入り。

114008 尼崎市制90周年記念「尼崎の歴史
展」関係資料

2006 7 こども向けワークショップ「昭和17年撮影航空写真の実体視モ
デル」。同一のもの6点。カラープリント『図説尼崎の歴史』掲載
「尼崎市域微地形図」（別置）。

114008-2 尼崎市制90周年記念「尼崎の歴史
展」関係資料(2)

2006 4 「尼崎の歴史展」展示解説に開会式次第、準備・テープカット関
係資料を添付。平成18/9/29～10/22、尼崎市総合文化セン
ター4階美術ホールにて開催。
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114009 世界の貯金箱博物館開館30周年記
念貯金箱

2014 2 オリジナル貯金箱（あまちゃん・しんちゃん）。平成26年４月に配
布。

114024 昭和戦前期マッチラベル 4 カフェーチグサ、マルコシ、カフェー日輪、丸万タクシーのマッ
チラベル

114029 卒業論文「寺町の研究－摂津国尼
崎城下を例として－」

2014 1 仏教大学通信課程文学部史学科日本史の卒業論文。

114059 尼崎郵便局開局120周年記念日付
印

1992 1 平成4年8月22日付の尼崎日付印。郵便局と寺町の二種類が押
してある。袋あり。

115002 ナニワラムネ封シール 1 ラムネ瓶の封シール。ナニワ食産は「フクスケソースなどで知ら
れる尼崎の業者である。

115007 産前産後・婦人病新薬「カルピン」広
告

1

115008 三都座チラシ 1952 1 三都座映画チラシ。新東宝・大映の三本立。

115009 尼崎シネ・ラ・ティエラ開館チラシ 1996 1 尼崎シネ・ラ・ティエラ開館のチラシ。尼崎グランドシネマ跡に作
られた。開館日は平成8年4月13日。平成14年9月1日閉館。

115010 歴史とアートで綴る阪神沿線あまが
たり展資料

2015 10 出品目録2点、チラシ5点、南部再生50号、チケット半券、「朝日
ファミリー５/８号」（史料館にて収集）。

115012 100周年記念七福神バッチ 2015 8 平成27年1月24日、中央地域振興センターもちつき大会にて配
布。非売品。

115013 兵庫県立尼崎高等学校創立60周年
記念式典関係資料

1983 1 60周年記念式典式次第。

115024 新扶桑金属工業株式会社会社概要 1949 1 新扶桑金属工業（住友金属工業）株式会社の会社概要。

115029 レポート『開明橋と不明門との関係』 2015 1 中川雄三氏が開明橋からみた川底の石列と尼崎城不明門の石
垣石との関係についてまとめられたレポート。
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115034 肥料商引札 1897 1 肥料商食塩ぬり石灰殺虫油商い石田松太郎の引札。37.2㎝
×51.3㎝

115036 庄下川護岸盛土工事関係図面 1948・1957 6 尼崎市北難波町内庄下川護岸盛土工事関係青焼き図面（尼崎
市）。（１）横断図面５点と（２）「公有水面埋立地求積平面図」１
点。

115041 尼崎港東海岸町地先埋立地造成関
係図面

（1959～196 7 兵庫県が尼崎港の公共大型船埠頭計画として、東海岸町地先
の埋立工事と公共岸壁工事を行った際（昭和34年着手、41年
完成）の図面。湿式コピー。

115045 「南北朝内乱と尼崎」展パンフレット 2015 3 尼信会館で行われた「平成27年度尼崎市教育委員会収蔵資料
展」のパンフレット、チラシ、出品資料目録。

115046 尼崎城下町図復元図集 8 城下町図のデジタル復元図8点。島原氏が解読・作成したもの。

115049 松平氏時代尼崎城下絵図 1 松平氏時代城下町絵図。

115053 松平遠江守書状 1 栗毛馬拝借したいとの書状。差出「松遠江守」宛名「□（土ヵ）山
城守（土井/土岐/土屋？）」

115073 第65期王将戦第5局関係資料 2016 2 2016年3月13日、都ホテルニューアルカイックにて行われた王
将戦第5局の前夜祭の式次第と毎日新聞掲載記事抜粋。

115074 尼崎市制100周年記念・文化財収蔵
庫企画展「100年前の尼崎」展示解
説

2016 2 尼崎市教育委員会主催、展示時期：平成28年3月12日～5月8
日

115401 尼崎関係銀札コピー 1988 2 尼崎関係銀札の写。1点は田中利治氏文書か。錦楽寺村治兵
衛。小豆島屋治兵衛。

116002 「清酒尼崎郷」瓶・蓋 2016 1 ワンカップ瓶（1合180ｍｌ、ガラス製）とアルミ製蓋。ラベルは「清
酒　尼崎郷」（販売元：尼崎酒販協同組合）とある。実際の中味
は「丹波の酒　清酒　翁鶴」（蓋記載）で、尼崎酒販協同組合が
京都府亀岡市大石酒造株式会社に製造を委託したもの。

116013 尼崎縣送籍状 1971 1 尼崎県の送籍状。
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116025 ミュージカル忍たま乱太郎尼崎公演
資料

2016 9 尼崎市制100周年記念事業「ミュージカル忍たま乱太郎」の資
料。チケット、パンフレット、尼崎地名めぐりボールペン、缶バッ
ジ、当日配布資料など。

116026 忍たま乱太郎ミュージアム関係資料 平成28 5 忍たま乱太郎ミュージアム特別企画展「尼崎の戦国史探訪」図
録2点、チケット、チラシ。配付資料、白髪一雄展招待券。

116027 夏季学習展「昭和戦前・戦中の小学
校」関係資料

2016 2 平成28年に行われた文化財収蔵庫展示のパンフレット1点、
ワークシート1点。

116031 明城遺産パンフレット 2016 1 明城小学校6年生が校区にある「これからものこしていきたいも
の」を明城遺産として紹介した冊子。

116035 市制100周年記念尼崎市民まつりう
ちわ

2016 2 尼崎市民まつりうちわ2点。

116042 尼崎市防災フォーラム2016配布資料 2016 8 防災フォーラムアンケート、尼崎市防災ブック、防災ネット案内、
各種共済案内4点、エフエムあまがさき案内。

116065 尼崎紡績手当金支給状ほか 1908 1 元臨時建築掛技手に対する依願解雇状と手当金支給状。

117004 全日本アンサンブルコンテストプログ
ラム

2017 1 第40回全日本アンサンブルコンテストのプログラム。2017年3月
18日あましんアルカイックホールにて開催。表紙に「摂州大物
浦難風之図」（地域研究史料館所蔵・文書群番号066001）を使
用。

117025 「柳原良平　アンクル船長の夢」展関
係資料

2017 6 尼崎市総合文化センターで行われていた「柳原良平　アンクル
船長の夢」展のチラシ1点および「アンクル船長とさがそう　船の
スタンプラリー」2点。来場者配布のオリジナルコースター2点。
チケット（使用済）1点。

117026 夜カツ　まわし読み新聞 2017 7 夜カツで作成して発表されたまわし読み新聞。夜カツではグ
ループに分かれて作成した。

117035 養護老人ホーム尼崎市立長安寮沿
革史

1
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文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

117043 戸田左門氏鉄公顕彰碑除幕式式辞 2017 1 平成29年7月28日に尼崎城趾公園にて行われた除幕式の式次
第。顕彰碑文の内容や戸田氏鉄年譜などが記載されている。

117060 住友金属工業株式会社要覧 1938 2 鋼管製造所が尼崎にあった（旧住友伸銅鋼管株式会社尼崎工
場）。

117062 中山製鋼所事業所要覧 1933 1 中山製鋼所の事業所要覧。製釘部工場が尼崎の初島にあっ
た。

117065 企画展「白髪一雄　画材と表現」関
係資料

2017 4 尼崎市総合文化センター企画展「白髪一雄　画材と表現」
（2017年11月11日～12月24日）の展示解説、案内チラシ、アン
ケート、入場チケット半券。

117065-2 「没後10年　白髪一雄　水滸伝　豪
傑シリーズ」展関係資料

2018 7 尼崎市総合文化センター美術ホール「没後10年・白髪一雄　水
滸伝　豪傑シリーズ」（2018年11月10日～12月16日）の案内状と
チラシ（2枚）、展示作品リスト、入場チケット2枚（未使用券と半
券）、白髪一雄記念室リーフレット。

117073 日本電線製造株式会社営業案内 1919 1 大正10年頃の日本電線製造株式会社の会社案内。

117079 尼崎築地丸嶋地車入魂式・御披露
目式案内状

1 案内状「尼崎築地「丸嶋」地車改修完了に伴う入魂式および御
披露目式の御案内」（丸嶋地車保存会封筒入り）。平成30年3月
4日初嶋大神宮にて開催の旨記載。

117083 摂州尼崎藩之下屋敷惣構図 1 青山氏以降の尼崎藩では、尼崎城の南東の堀を隔てた松島に
下屋敷が設けられていた。これは藩主の療養や来客の宿泊の
際に使用した。その内部の様子を書き取った絵図である。

117412 徳田善五郎文書筆耕本 - 1 徳田善五郎氏文書(1)(2)（文書群番号063003）の筆耕本。

117413 尼崎魚問屋仲間文書　筆耕本 - 1 尼崎魚問屋文書は地域研究史料館においてはＣＨ版（文書群
番号100459）等があり。

118004 「21世紀を拓く地域経済社会　あま
がさきシンポジウム」プログラム

1984 1 尼崎市制70周年記念。1986年5月22・23日アルカイックホール
にて開催。座席整理券2枚添付。

118005 尼崎市会会議録 - 103
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文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

118008 青山幸利氏彰功碑除幕式次第 1941 1

118018 昭和36年防潮堤嵩上工事陳情書 3 陳情書と八木氏の名刺、封筒。

118019 平成30年貴布禰神社夏季大祭うち
わ

2018 1

118035 築地地区震災復興関係資料(4) 1995～1997 12 築地地区震災復興事業概要、築地地区まちづくりニュースな
ど。

118036 尼崎国道ホテル燐寸ラベル 1933 2 記載内容：表面「尼崎国道ホテル／（シンボルマーク）／部屋別
（A～C）料金一覧／（建物の絵）／「阪神国道東難波電停前・電
話尼崎297番」、裏面は記載なし。縦35×横54mm。

118042 キングダンスホール記念品ブロンズ
像

1 大物北口のダンスホール「キングダンスホール」の記念品のブロ
ンズ像（箱入）。像は幅11.3×奥4.5×高さ9.5cmで台座背面に
「King Dance Hall」と刻まれている。箱は幅14.3×奥8×高さ
10.6cm（外寸）で、蓋内側に金字で「（生駒時計店ロゴマーク）
／G.IKOMA.LTD／OSAKA」とあり。また箱外側に「らたい　置
物」と書いたラベルあり。キングダンスホールについてはapedia
（ダンスホール／ダンスホール争議）参照。

118047 尼崎城下絵図(2) 1 「同州尼ヶ崎」「高四万石松平遠江守」の書き入れあり。築地が
できる以前の地形、本丸太鼓門前の仮橋なし。縦280×横
410mm。

118059 貴布禰神社と尼崎城の関係につい
て

2019 2 貴布禰神社と尼崎城の関係について貴布禰神社宮司江田氏
がまとめられたレジュメ、貴布禰神社リーフレット。

119005 尼崎城関連グッズ 2019・2021 21 尼崎城入場券と城での販売物品。後者は尼崎城をモチーフとし
たもので、手ぬぐい、ポストカード、しおり・コースター、あぶらとり
など。

119007 尼崎市立高等女学校一覧 1940 1 尼崎市立高等女学校の沿革、学科・授業および生徒情報（入
学前経歴・現住所など）・卒業生数・職員名簿など。昭和15年6
月現在。
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119010 香川琴橋より西性寺住職光謙宛て書
状

1 正月廿一日付、香川一郎（琴橋）より西性寺光謙への書簡。佳
篇数章について委評を加えたいところだが、小児大病中で両三
日は悪症を見守る必要があるので延引したい旨記している。高
さ17.7×横45.0㎝。

119011 尼崎市公債原版 8 銅板8点。

119017 てらまちプロジェクト記者発表資料 3 『てらまちプロジェクト』が日本財団「わがまち基金」から助成金
を受けるに際しての記者発表資料（2019/7/4）。記者発表次
第・「てらまちプロジェクトご説明資料」など3点。
同プロジェクトは阪神尼崎駅南側寺町・開明町エリアを拠点とす
る地域の活性化事業（2017年開始）。

119021 明治4年別所村チョンガレ許可願 1871 1 明治4年3月、別所村の（肥後屋）善兵衛がチョンガレという講釈
を始めたい旨、尼崎藩捕亡卿掛りに願ったもの

119028 西本町・東本町商店街家並み復元
図

1989 1 生野静子氏の記憶を元に作成された大正10～昭和4頃の西本
町・東本町商店街の家並み復元図。便せん貼合せにボールペ
ン書き、厚紙表紙付き。

119035 地域研究史料館所蔵短尺フィルム
索引簿

1 地域研究史料館所蔵短尺フィルム（第二書庫に保管）の目録。

119037 享保20年御城内町人出入札 1735 1 （表面）墨書「御城内町人出入札」と刻印（「合」や記号）。（裏
面）墨書「享保二十卯五月　郡代」。木製駒形で中央上部に穴
あり。高さ105～115×幅82～85×厚さ10～12mm。

119101 稿本『（仮題）旧城内の底辺家庭少
年懺悔録』

1992 1 川口陽之氏の半生記（稿本）。室戸台風後転校した城内小学校
や尼崎尋常小学校・尼崎市立商業学校についての回想含む。
巻末に川口氏の著者紹介と奥付。平成4年3月20日に稿本作
成、同年4月1日発行の旨記載あり。

119410-1 尼崎市第三尋常小学校卒業記念帖
コピー

(1)1928、(2)1 2 (1)昭和3年3月発行・コピー14枚一括、(2)同5年3月発行・コピー
11枚一括。

119410-2 尼崎市第一尋常小学校卒業記念写
真帖コピー

1934 1 昭和9年3月発行、コピー13枚一括。
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119410-4 尼崎市立高等女学校本科第19回卒
業記念写真帖コピー

1933 1 昭和8年3月発行、コピー38枚一括。原本装丁についてのメモ
添付。

119410-5 尼崎尋常高等小学校卒業記念帖コ
ピー

1926 1 大正15年3月発行、コピー13枚一括。

119410-7 尼崎第二尋常小学校卒業記念写真
帖コピー

1928～1934 8 各発行日・コピー枚数：昭和3年3月・10枚、4年3月・14枚、5年3
月・13枚、6年3月・11枚、7年3月・14枚、8年3月・18枚、9年3月
15枚、11年3月16枚。

119410-8 尼崎市難波尋常小学校卒業記念写
真帖コピー

1937 1 昭和12年3月発行、コピー18枚一括。

119413 尼崎城再建工事よもやま話 2017年 1 松井建設株式会社による尼崎城再建工事の概要・詳細を示し
たプレゼンテーション資料。

119415 明治7年尼崎藩家中家禄連名録（複
写）

1874 1 1874年（明治7）に作成された旧尼崎藩家臣団の記録。当時家
禄を有し、尼崎詰であった者720名について、家禄、職業、本
籍、住所、年齢、経歴等が記される。本史料はこの時期すすめ
られた秩禄処分との関わりから作成されたものと考えられる。

120029 本興寺開山堂瓦拓本 1962 4 本興寺開山堂軒先・礎石の瓦拓本。

120033 伊藤蘭斎・北窓墓碑銘拓本 2 全昌寺にあった伊藤蘭斎・北窓父子墓碑銘の拓本。「翁諱重
通・・・」（蘭斎）：縦86×横35cm、「伊藤先生諱重熙・・・」（北
窓）：縦85×34.5cm。

120038 武衛流火術躰用之巻 1 寛永3年(1626)9月の日付あり。鳥居甚左衛門より武衛市郎左衛
門へ伝授されたもの。

本書は、森本亘理より大戸平内へ相伝されたもの。
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120039 尼崎市立歴史博物館開館時配布記
念品一式

2020 8 令和2年10月、尼崎市立歴史博物館開館を記念して製作。10
月9日の開館記念式典、10月10日の開館記念講演会で配布さ
れた。
・開館記念展図録『尼崎藩主三代の軌跡』
・開館記念展パンフレット
・館内案内
・尼崎市立歴史博物館リーフレット
・あまがさきアーカイブスリーフレット
・付せん
・クリアファイル
・しおり

120043 貴布禰太鼓地車保存会御祝儀御礼
タオル

2013 1 貴布禰神社夏季大祭（平成25年8月1・2日）の際配布されたタ
オル1枚。タオルには二つの紋（貴布禰神社の紋と左三つ巴
紋）と貴布禰太鼓地車保存会辰巳太鼓会の名前が入っている。
84.5×35cm。

120054 尼崎城登城記念証 2021 2 (1)令和3年1月20日収集、1枚。令和3年1月3日より、新春限定
の登城証として1000枚限定で販売された。価格は入城料込み
で1枚1,100円。(2)令和3年11月11日追加収集、1枚。封筒入り。

120056 松平忠興書「思無邪」 1 尼崎藩主松平忠興の書、軸装。「思無邪」縦115.7㎝×横76.1
㎝、（書）縦30.7×横69.6㎝。

120058 尼崎城缶バッジコレクション尼崎産
魚（ガチャガチャ）

2021 2 尼崎城缶バッジコレクション「尼崎産魚」81種類のうち、カワハギ
とムホセ。

120061 尼崎城恋する手裏剣 2021 1 手裏剣型のステッカー。

120401 築地地区震災復興関係資料(5) 1995 4 築地地区復興委員会会議資料、築地地区復興まちづくりブロッ
ク会議資料、築地の町づくりをみんなで考える会関係資料、築
地ニュース・アンケート。すべてコピー、バインダ綴り。

121003 開明小学校修業証・公職除外非該
当確認書

1948・1951 3 ○昭和23年「開明小学校修業証(成績表)：河塩煌子(かわしお
あきこ、現大野煌子)氏の小学校1年生の修業証と1学期成績
表、各1点。
○昭和26年4月4日兵庫県知事発行「公職除外非該当確認書」
(コピー複製)：河塩綾之介氏(大野煌子氏の父)が公職に就くに
あたり、除外条項に該当しない旨の確認書。
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121016 加地泰雄氏旧蔵享保9年初島新田
絵図等史料

1724～1936 6 享保9年初島新田絵図、尼崎城下町絵図、浜戎神社写真（拝
殿・本殿）2、兵庫県布達、神籤

享保９年初島新田絵図法量　
全長（東西方向）1,640㎜×（南北方向）1,000㎜
本紙　　　　　　　 1,370　 ×　　　　　　　　915　　

121029 謎解きゲーム「消えた忍者尼丸を探
せ！」関係資料

2021 2 尼崎城・中央図書館・歴史博物館連携イベントの謎解きゲーム
消えた忍者尼丸を探せ！」（2021年8月1～31日開催）において
参加者に配布された謎解きシート、およびその解答。いずれも
冊子（A5）。

121036 阪神電鉄尼崎難波住宅地案内 1 阪神電気鉄道株式会社による尼崎難波住宅案内（昭和初期）。
阪神国道（現国道2号）と尼崎第二尋常小学校（現難波小学校）
の間の区画。国道開通にあわせて大正末から昭和初期にかけ
て実施された北部耕地整理の対象区域にあたる。
図面に記された交番所の位置に、いまも尼崎南警察署昭和通
交番がある。

121037 熊野勝氏所蔵史料 1937～1962 95 (1)熊野勝氏の幼・小・中・高校関係資料（校章類、小学校通信
簿、県立尼崎高校受検票・卒業式次第など）、熊野紀雄氏（勝
氏の父）の軍隊手牒、写真（戦前中国各地写真、昭和30年祇園
祭、昭和31年尼崎市制40周年記念事業関連）。
(2)令和4年1月12日追加寄贈4点：城内小学校卒業記念誌、城
内中学校卒業アルバム、県立尼崎高等学校の卒業アルバムと
制服ベルトバックル。

121042 兵庫県尼崎警察署鑑札 1946 1 尼崎警察署から発行された鑑札。
表面に「昭和21年10月31日下附」裏面に「尼甲第二三六七号」
「尼崎市北難波二九〇　青野実　大正五年七月九日生」とあ
る。
裏面中央に「（×印）行商鑑札」とあり、×印の部分に鑑札対象
の業種が書かれているものと思われるが、薄れているうえ消され
ているので読み取れない。
何かの商品を扱う行商商人に対するものか。
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121044 本興寺宝物クリアファイル (2013) 3 本興寺宝物の画像が印刷されたクリアファイル。便利堂制作。
「大北丈客殿　鶴之間襖絵」、「布袋唐子図　朝鮮図」の画像を
使用。画像については『開山日隆大聖人第五百五十遠忌記念
　本興寺の歴史と名宝』（本興寺発行、株式会社便利堂制作、
平成25年、図書担当登録済）p36～37、49参照。

121045 尼崎中央商店街関係資料 2022 2 尼崎中央五丁目商店街振興組合の発行物で(1)2022年カレン
ダー（書道家陣内雅文制作、巻末に尼崎中央五番街マップあ
り）1点と、(2)尼崎中央五番街のキャラクター名称募集のチラシ1
点。

122002 出屋敷・竹屋新田関係資料 8 玉垣喜三氏自伝『我が人生の記-平凡なる人生を顧みて』）玉
垣氏邸宅関連部分のコピー、『尼崎のふるさと まちに残る美』
(尼崎市都市美形成建築物所有者ネット研究会発行、玉垣邸掲
載)、尼崎市詳細図（平成21・令和4　北竹谷・竹谷社会福祉連
絡協議会区域図）、尼崎市市域図（平成24）、竹谷新田及び出
屋敷絵図絵図の序文・解説コピー、出屋敷駅前広場愛称募集
ちらし（令和4）。

122005 阪神沿線ところどころ 1931 1 阪神電鉄が発行した沿線案内。尼崎市域では大物、尼崎、出
屋敷のほか、東浜が釣りの名所として紹介されている。
法量は縦18.5㎝×横10㎝

１22006 東北巡教日記 1 本興寺貫首代理で東北に巡教に行った際の日記。随行員武田
喚善筆記とある。

122010 尼崎城築城400年記念切手 2019 1 尼崎城築城400年の記念切手。平成31年(2019)年3月22日発
売、1シート売価1,300円（82円切手×10枚）。

122014 摂州尼崎城図 1 東西55.5cm×天地36cm。端裏「摂州尼ヶ崎城図」

122030 歴史博物館企画展記念トートバッグ 2023 2 尼崎市立歴史博物館が第 7 回企画展「ダンスホールのまち尼
崎」（令和5（2023）/1/7～3/26）にあわせて制作。ダンスタイ
ガーの宣伝用マッチラベルに使われていた広告デザインをモ
チーフとして、プリントしたオリジナルトートバッグ。縦 34×横 
33×マチ9cm。
ダンスタイガーは、昭和初期の尼崎にあった４か所のダンスホー
ルのうちのひとつで、元は杭瀬ダンスホールといった。

尼崎市立歴史博物館 “あまがさきアーカイブズ”



文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

122401 尼信記念館のあゆみ・建物の概要 1 令和4年4月9日配布の見学会資料。A4・2枚綴り。
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