
絵はがき

連番 枝番

1 【封筒】 営林署絵葉書 昭和11 3 17 封筒 (5) No.2～6まで。５葉うち1葉，下関要塞司令部許可済
2 樟原始林　立花山国有林 昭和11 3 17 福岡県福岡市東区と糟屋郡新宮・久山両 写真 1
3 人工造林地林相　大蔵山国有林 昭和11 3 17 福岡県北九州市八幡東区大蔵（皿蔵山

の国有林の一地帯）
写真 1

4 営林署全景（福岡営林署） 昭和11 3 17 福岡県福岡市中央区天神（旧福岡市因
幡町）

写真 1

5 杉老令林林相　若杉山国有林 昭和11 3 17 福岡県糟屋郡篠栗町・須恵町 写真 1
6 海岸保安林林相　下灘国有林 昭和11 3 17 福岡県宗像郡玄海町（神湊町釣川あた 写真 1 下関要塞司令部許可済
7 【封筒】 絵葉書　立花伯爵邸　庭園 封筒 (5) No.8～12まで
8 柳河伯爵立花家庭園 大森写真館 コロタイプ部製作 福岡県柳川市新外町 写真 1
9 柳河伯爵立花家庭園 大森写真館 コロタイプ部製作 福岡県柳川市新外町 写真 1
10 柳河伯爵立花家庭園 大森写真館 コロタイプ部製作 福岡県柳川市新外町 写真 1
11 柳河伯爵立花家庭園 大森写真館 コロタイプ部製作 福岡県柳川市新外町 写真 1
12 柳河伯爵立花家庭園 大森写真館 コロタイプ部製作 福岡県柳川市新外町 写真 1
13 【封筒】 絵葉書（福岡県産業奨励館） 福岡 福岡県産業奨励館 高田向盛館製作 封筒 (3) No.14～16まで
14 福岡県産業奨励館　館内陳列ノ一 福岡 福岡県産業奨励館 高田向盛館製作 福岡県福岡市中央区天神 写真 1
15 福岡県産業奨励館　館内陳列ノ二 福岡 福岡県産業奨励館 高田向盛館製作 福岡県福岡市中央区天神 写真 1
16 福岡県産業奨励館　全景 福岡 福岡県産業奨励館 高田向盛館製作 福岡県福岡市中央区天神 写真 1
17 【封筒】 絵葉書（昭和15年10月　福岡県柳河高等女

学校）　創立四十周年卒業生四千人記念
昭和15 10 福岡 福岡県柳河高等学校 封筒 (4) No.18～21まで

18 1 （福岡県柳河高等女学校）　贈位者八賢書 昭和15 10 福岡 福岡県柳河高等学校 福岡県柳川市（旧山門郡城内村） 写真 1 福岡県柳河高等女学校郷土館蔵
18 2 （福岡県柳河高等女学校）　立花宗茂公書簡 昭和15 10 福岡 福岡県柳河高等学校 福岡県柳川市（旧山門郡城内村） 写真 福岡県柳河高等女学校郷土館蔵
19 （福岡県柳河高等女学校）　職員生徒一同 昭和15 10 福岡 福岡県柳河高等学校 福岡県柳川市（旧山門郡城内村） 写真 1
20 （福岡県柳河高等女学校）　花壇・曽我中将誕生碑・

新設プール
昭和15 10 福岡 福岡県柳河高等学校 福岡県柳川市（旧山門郡城内村） 写真 1

21 （福岡県柳河高等女学校）　学校正面 昭和15 10 福岡県柳河高等学校 福岡県柳川市（旧山門郡城内村） 写真 1
22 【封筒】 美術館絵葉書 昭和11 3 25 博多築港記念大博覧会 封筒 (3) No.23～25まで
23 大濠公園の秋色 昭和11 3 25 秀巧社印刷 祝部至善画伯　筆 福岡県福岡市中央区 絵画 1 葉書裏に博多築港博美術品，1936のスタンプ有

24 山茶花 昭和11 3 25 秀巧社印刷 河津光浚氏　筆 福岡県福岡市（福岡市須崎裏町）会場 絵画 1 ～昭和11年5月13日まで。博多築港博美術館出品
25 伊勢海老 昭和11 3 25 辻量子　筆 福岡県福岡市（福岡市須崎裏町）会場 絵画 1 ～昭和11年5月13日まで。博多築港記念大博覧会美術展

覧会出品
26 【封筒】 御絵はがき〔大牟田市〕 福岡 大牟田市役所 吉田初三太郎　画 封筒 (3) No.27～29まで
27 大牟田市に明け行く港 福岡 大牟田市役所 吉田初三太郎画伯　筆 福岡県大牟田市 絵画 1
28 大牟田市鳥瞰図 昭和10 福岡 大牟田市役所 吉田初三太郎画伯　筆 福岡県大牟田市 絵画 1
29 大牟田市大工場街に夕月さやかなり 福岡 大牟田市役所 吉田初三太郎画伯　筆 福岡県大牟田市 絵画 1
30 【封筒】 絵葉書　景勝の筑紫路　柳河 封筒 (5) No.31～35まで。封筒に定価十銭とあり
31

1
追儺祭 福岡県久留米市大善寺宮本 写真 1 「旧暦正月七日執行の大神事」の説明あり。絵葉書31-1～2

まで同絵葉書
31 2 玉垂神社 福岡県久留米市大善寺町宮本 写真 「大善寺霰川の清流に臨む森厳の社地」と説明あり
32 1 三重塔 福岡県山門郡瀬高町 写真 1 絵葉書32-1～2まで同絵葉書
32 2 清水観音 福岡県山門郡瀬高町 写真 「輪奐の美西国霊場の随一」と説明あり
33 水郷柳河 福岡県柳川市 写真 1 「舊立花藩の城下，往昔交通と飲料の為め作られた水明の

町」と
説明あり

34 三柱神社 福岡県柳川市 写真 1 「水郷柳河の名神社，立花藩祖公を祀る」と説明あり
35 立花伯庭園 福岡県柳川市新外町 写真 1 「冬季数多の鴨群来遊の様は壮観を極む」と説明あり
36 【封筒】 御絵葉書〔福岡市案内〕 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 封筒 (3) No.37～40まで
37 1 大濠公園 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市中央区大濠公園 写真 1 絵葉書37-1～3まで同絵葉書
37 2 西公園 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市中央区西公園 写真
37 3 東公園 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市博多区東公園 写真
38 博多祇園山笠 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市 写真 1 飾山と舁山の二場面の写真
39 1 官幣大社筥崎八幡宮 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
39 2 官幣大社香椎宮 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市東区香椎 写真 絵葉書39-1～40まで同絵葉書
39 3 官幣小社住吉宮 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市博多区住吉 写真
40 官幣中社太宰府神社 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県太宰府市太宰府 写真
41 【封筒】 御絵葉書〔福岡市観光〕 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 封筒 (3) No.42～45まで
42 博多祇園山笠 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市 写真 1 飾山と舁山の二場面の写真
43 1 西公園 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1 絵葉書43-1～3まで同絵葉書
43 2 東公園 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市博多区東公園 写真
43 3 大濠公園 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市中央区大濠公園 写真
44 1 官幣大社香椎宮 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市東区香椎 写真 1 絵葉書44-1～45まで同絵葉書
44 2 官幣小社住吉宮 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市博多区住吉 写真
44 3 官幣大社筥崎八幡宮 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県福岡市東区箱崎 写真
45 官幣中社太宰府神社 福岡 福岡市役所　福岡市観光協会 平野写真館製 福岡県太宰府市太宰府 写真
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46 全・購・連門司肥料工場　内部 昭和11 5 16 福岡県北九州市門司区 写真 1
47 全・購・連門司肥料工場　彦島作業場 昭和11 5 16 福岡県北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
48 全・購・連門司肥料工場　分析室 昭和11 5 16 福岡県北九州市門司区 写真 1
49 全・購・連門司肥料工場内部　全景 昭和11 4 29 福岡県北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
50 福岡県木蠟工業組合共同施設三橋販売部木蝋見

本及厚生省納品検査ノ一部
福岡県山門郡三橋町 写真 1

51 福岡県木蠟工業組合共同施設三橋販売部　櫨実 福岡県山門郡三橋町 写真 1
52 福岡県木蠟工業組合共同施設三橋販売部　木蝋精

製工場ノ一部
福岡県山門郡三橋町 写真 1

53 福岡県木蠟工業組合共同施設三橋販売部 福岡県山門郡三橋町 写真 1
54 福岡県木蠟工業組合共同施設三橋販売部　製品検

査場ノ一部
福岡県山門郡三橋町 写真 1

55 福岡県木蠟工業組合共同施設三橋販売部　櫨実ノ
圧搾所

福岡県山門郡三橋町 写真 1

56 福岡県木蠟工業組合共同施設三橋販売部　水圧機
（其一）

福岡県山門郡三橋町 写真 1

57 洞海湾より八幡港を望む 福岡県北九州市八幡 写真 1
58 八幡製鉄本事務所 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
59 日夜火滝を吐く用鎔鉱炉 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
60 製鉄所中央機鑵ノ光景 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
61 鉄都のオアシス折尾公園 福岡県八幡市 写真 1
62 【封筒】 絵はかき（其三）福岡県 福岡 大崎周水堂製 封筒 (14) No.63～76まで
63 柳御所址 福岡 大崎周水堂製 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上 写真 1
64 門司港ノ今昔 福岡 大崎周水堂製 福岡県北九州市門司区西海岸 写真 1
65 勝山城址 福岡 大崎周水堂製 福岡県北九州市小倉北区城内 写真 1
66 若松港 福岡 大崎周水堂製 福岡県北九州市若松区 写真 1
67 官幣中社英彦山神社 福岡 大崎周水堂製 福岡県田川郡添田町 写真 1
68 福岡市街 福岡 大崎周水堂製 福岡県福岡市（中心部） 写真 1
69 福岡市街 福岡 大崎周水堂製 福岡県福岡市（中心部） 写真 1
70 福岡県商品陳列所 福岡 大崎周水堂製 福岡県福岡市中央区天神（旧福岡市天

神町）
写真 1

71 九州帝国大学医学部 福岡 大崎周水堂製 福岡県福岡市東区馬出 写真 1
72 官幣大社宗像神社 福岡 大崎周水堂製 福岡県宗像郡玄海町田島（辺津宮） 写真 1
73 朝倉木ノ丸殿 福岡 大崎周水堂製 福岡県朝倉郡朝倉町山田 写真 1
74 真木保臣銅像 福岡 大崎周水堂製 福岡県久留米瀬の下町　水天宮境内 写真 1
75 石人石馬 福岡 大崎周水堂製 福岡県八女市 写真 1
76 三池炭礦 福岡 大崎周水堂製 熊本県荒尾市 写真 1
77 【封筒】 絵はかき（其一）〔福岡県〕 大崎周水堂製 封筒 (18) No.78～95まで
78 門司港ノ今昔 大崎周水堂製 福岡県北九州市門司区西海岸 写真 1
79 柳御所址 大崎周水堂製 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上 写真 1
80 勝山城址 大崎周水堂製 福岡県北九州市小倉北区城内 写真 1
81 若松港 大崎周水堂製 福岡県北九州市若松区 写真 1
82 官幣中社英彦山神社 大崎周水堂製 福岡県田川郡添田町英彦山 写真 1
83 平野次郎銅像 大崎周水堂製 福岡県福岡市中央区西公園　光雲神社 写真 1
84 福岡ホテルより博多湾を望む 大崎周水堂製 福岡県福岡市 写真 1
85 九州帝国大学農学部 大崎周水堂製 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
86 九州帝国大学医学部 大崎周水堂製 福岡県福岡市東区馬出 写真 1
87 福岡城址 大崎周水堂製 福岡県福岡市中央区城内 写真 1
88 西公園 大崎周水堂製 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1
89 福岡県公会堂 大崎周水堂製 福岡県福岡市中央区 写真 1
90 官幣大社宗像神社 大崎周水堂製 福岡県宗像郡玄海町田島（辺津宮） 写真 1
91 朝倉木ノ丸殿 大崎周水堂製 福岡県朝倉郡朝倉町山田 写真 1
92 真木保臣銅像 大崎周水堂製 福岡県久留米瀬の下町　水天宮境内 写真 1
93 高山彦九郎墓 大崎周水堂製 福岡県久留米市寺町　遍照院境内 写真 1
94 石人石馬 大崎周水堂製 福岡県八女市 写真 1
95 三池炭礦 大崎周水堂製 熊本県荒尾市 写真 1
96 【封筒】 筑前原鶴温泉六峯館記念絵葉書 〔福岡　六峯館〕 封筒 (4) No.97～100まで
97 筑前原鶴温泉　六峯館全景　（其ノ五） 〔福岡　六峯館〕 福岡県朝倉郡杷木町原鶴 写真 1 スタンプ有
98 筑前原鶴温泉　六峯館全景　（其ノ二） 〔福岡　六峯館〕 福岡県朝倉郡杷木町原鶴 写真 1 スタンプ有
99 筑前原鶴温泉　六峯館全景　（其ノ二） 〔福岡　六峯館〕 福岡県朝倉郡杷木町原鶴 写真 1 スタンプ有
100 筑前原鶴温泉　六峯館全景　（其ノ一） 〔福岡　六峯館〕 福岡県朝倉郡杷木町原鶴 写真 1 スタンプ有
101 【封筒】 博多築港記念大博覧会絵葉書　原色版 封筒 (10) No.102～111まで
102 博多築港記念大博覧会　福岡館 昭和11 3 25 福岡県福岡市（福岡海岸新埋立地にて） 写真 1 ～昭和11年5月13日まで
103 博多築港記念大博覧会　満州館 昭和11 3 25 福岡県福岡市（福岡海岸新埋立地にて） 写真 1 ～昭和11年5月13日まで
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104 博多築港記念大博覧会　東郷館 昭和11 3 25 福岡県福岡市（福岡海岸新埋立地にて） 写真 1 ～昭和11年5月13日まで
105 博多築港記念大博覧会　台湾館 昭和11 3 25 福岡県福岡市（福岡海岸新埋立地にて） 写真 1 ～昭和11年5月13日まで
106 博多築港記念大博覧会　観光館 昭和11 3 25 福岡県福岡市（福岡海岸新埋立地にて） 写真 1 ～昭和11年5月13日まで
107 博多築港記念大博覧会　演芸館 昭和11 3 25 福岡県福岡市（福岡海岸新埋立地にて） 写真 1 ～昭和11年5月13日まで
108 博多築港記念大博覧会　本　館 昭和11 3 25 福岡県福岡市（福岡海岸新埋立地にて） 写真 1 ～昭和11年5月13日まで
109 博多築港記念大博覧会　正　門 昭和11 3 25 福岡県福岡市（福岡海岸新埋立地にて） 写真 1 ～昭和11年5月13日まで
110 博多築港記念大博覧会　軍需工業及発明館 昭和11 3 25 福岡県福岡市（福岡海岸新埋立地にて） 写真 1 ～昭和11年5月13日まで
111 博多築港記念大博覧会　国防館 昭和11 3 25 福岡県福岡市（福岡海岸新埋立地にて） 写真 1 ～昭和11年5月13日まで
112 【封筒】 絵葉書　門司名所 昭和13 9 15 封筒 (8) No.113～120まで。昭和13年9月15日。下関要塞司令部許
113

1
甲宗八幡神社 昭和13 9 15 福岡県北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり。絵葉書113-1～2

同絵葉書
113 2 門司ヶ関址 昭和13 9 15 福岡県北九州市旧門司区 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり
114

1
和布刈神社 昭和13 9 15 福岡県北九州市門司区門司 写真 1 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり。絵葉書114-1～2

同絵葉書
114 2 和布刈岬 昭和13 9 15 福岡県北九州市門司区門司 写真 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり
115

1
バナナ市 昭和13 9 15 福岡県北九州市門司区門司 写真 1 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり。絵葉書115-1～2

同絵葉書
115 2 繁華街 昭和13 9 15 福岡県北九州市門司区 写真 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり
116

1
忠魂碑 昭和13 9 15 福岡県北九州市門司区老松町 写真 1 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり。絵葉書116-1～2

同絵葉書
116 2 軍馬塚 昭和13 9 15 福岡県北九州市門司区清見 写真 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり
117

1
新九郎雙孝碑 昭和13 9 15 福岡県北九州市門司区原町 写真 1 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり。絵葉書117-1～2

同絵葉書
117 2 柳の御所 昭和13 9 15 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上 写真 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり
118

1
松ヶ江ゴルフ　リンクス 昭和13 9 15 福岡県北九州市門司区大字吉志 写真 1 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり。絵葉書118-1～2

同絵葉書
118 2 地獄谷温泉 昭和13 9 15 福岡県北九州市門司区大字黒川 写真 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり
119 清瀧公園 昭和13 9 15 福岡県北九州市門司区清瀧 写真 1 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり
120 岸壁 昭和13 9 15 写真 1 下関要塞司令部許可済，葉書に説明あり
121 【封筒】 北九州鉄道沿線　名勝絵葉書 北九州鉄道株式会社 封筒 (6) No.122～127まで
122 室見川 北九州鉄道株式会社 福岡県福岡市西区，早良区の境 写真 1 葉書裏に説明あり。「蜒蜿十数里の清流にして白魚の産地

として知られ，河口に有名な愛宕神社あり」
123 生の松原 北九州鉄道株式会社 福岡県福岡市西区生ノ松原 写真 1 葉書裏に説明あり。「今宿駅東数町，長垂海岸より神功皇后

御遺跡に纏はる伝説の生の松原を望む」
124 残島 北九州鉄道株式会社 福岡県福岡市西区野能古 写真 1 葉書裏に説明あり。「姪浜駅より北海上約二浬　弘安四年元

寇殲滅の地「殘るは只三人と謂ふに因む風光明媚なる残島
遠景」125 葦島（はしま） 北九州鉄道株式会社 福岡県福岡市西区 写真 1 葉書裏に説明あり。「福吉駅吉井海岸より約十町，南画風の
雅致あり魚貝豊富にして磯遊び汐干狩の好適地たり」

126 芥屋の大門 北九州鉄道株式会社 福岡県糸島郡志摩町芥屋 写真 1 葉書裏に説明あり。「玄界灘に面し立方型の石柱攅立し海
抜二百余尺の一大洞窟にして真に自然の大偉観たり」

127 七ツ釜 北九州鉄道株式会社 佐賀県唐津市屋形石 写真 1 葉書裏に説明あり。「六角柱型の玄武岩を以て畳みたる大
小七個の洞窟より成り　天巧の妙致と自然の雄大とは天下
の絶景たり」

128 全児童合同体操　柳河小学校 大正15 5 福岡県柳川市恵美須町 写真 1
129 体育会ニ於ケル優勝旗授与　柳河小学校 大正15 5 福岡県柳川市恵美須町 写真 1
130 尋常六年ノ地理独自学習　柳河小学校 大正15 福岡県柳川市恵美須町 写真 1
131 上級生女子の野球のダンス　柳河小学校 大正15 5 福岡県柳川市恵美須町 写真 1
132 正門前ヨリ見タル校舎ノ一部　柳河小学校 大正15 5 福岡県柳川市恵美須町 写真 1
133 朝会ニ於ケル御聖影奉安殿礼拝　柳河小学校 大正15 5 福岡県柳川市恵美須町 写真 1
134 体育会ニ於ケル一年生遊戯　柳河小学校 大正15 福岡県柳川市恵美須町 写真 1
135 鳥ノ島　柳河小学校 大正15 5 福岡県柳川市恵美須町 写真 1
136 講堂ニ於ケル少年団女子部の集会　柳河小学校 大正15 5 福岡県柳川市恵美須町 写真 1
137 【封筒】 絵葉書　門司名勝　最新特選写真 昭和15 10 22 観光出版社 封筒 (8) No.138～145まで。昭和15円10月22日下関要塞司令部許
138 関門連絡船の勇姿 昭和15 10 22 観光出版社 福岡県北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
139 早鞆海峡の急潮 昭和15 10 22 観光出版社 北九州市門司区和布刈岬と下関壇の浦

との間約880mの水道
写真 1 下関要塞司令部許可済

140 門司港の壮観 昭和15 10 22 観光出版社 福岡県北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
141 門司　甲宗八幡宮 昭和15 10 22 観光出版社 福岡県北九州市門司区旧門司 写真 1 下関要塞司令部許可済
142 門司　清瀧公園 昭和15 10 22 観光出版社 福岡県北九州市門司区清瀧 写真 1 下関要塞司令部許可済
143 門司　和布刈神社の景 昭和15 10 22 観光出版社 福岡県北九州市門司区大字門司 写真 1 下関要塞司令部許可済
144 門司市の繁華街 昭和15 10 22 観光出版社 福岡県北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
145 門司市海岸通の景 昭和15 10 22 観光出版社 福岡県北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
146 鎮西本山　善導寺　大門 福岡県福岡市博多区中呉服町 写真 1
147 高山正之先生墓 久留米市寺町　遍照院境内 写真 1 「久留米商工青年会主催　製産物品評会」スタンプ有

3



絵はがき

連番 枝番
備　　考数量形態発行・印刷発行

作成者
（筆，画，書など）

日月年 住　　所
史料番号

表　　題

148 久留米製産物品評会 久留米市 写真 1
149 高山正之先生玉の御声の碑 久留米市寺町　遍照院境内 写真 1 歌碑「我をわれとしりしめすかや皇の玉の御声のかかるうれ

しさ」
（裏）明治四十四年十月建立（台座）山門郡150 将軍梅 福岡県久留米市宮ノ陣町　宮ノ陣神社境 写真 1 「久留米商工青年会主催　製産物品評会」スタンプ有

151 高良神社神殿 久留米市御井町 写真 1 「久留米商工青年会主催　製産物品評会」スタンプ有
152 善導寺 久留米市善導寺飯田 写真 1 「久留米商工青年会主催　製産物品評会」スタンプ有
153 水天宮 久留米市瀬下町 写真 1 「久留米商工青年会主催　製産物品評会」スタンプ有
154 篠山神社 久留米市篠山町 写真 1 「久留米商工青年会主催　製産物品評会」スタンプ有
155 梅林寺 久留米市京町5丁目 写真 1 「久留米商工青年会主催　製産物品評会」スタンプ有
156 後西征将軍良成親王御陵墓 福岡県八女郡矢部村 写真 1
157 【封筒】 （絵はかき）福博名所No.１　最近撮影原色

版
福岡 筑紫堂 封筒 (9) No.158～166まで。9葉うち１枚，龍宮淵（山口県長門峡）の

絵はかきあり
158 東公園の池畔 福岡 筑紫堂 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
159 東公園池畔 福岡 筑紫堂 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
160 中島町全景 福岡 筑紫堂 福岡県福岡市博多区中島（旧福岡市中

島町）
写真 1

161 名島の夕景 福岡 筑紫堂 福岡県福岡市東区名島 写真 1
162 天神町交叉点 福岡 筑紫堂 福岡県福岡市中央区天神（旧福岡市天

神町）
写真 1 中央：東邦電力ビル

163 箱崎八幡宮御汐井道 福岡 筑紫堂 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
164 九州帝国大学工学部 福岡 筑紫堂 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
165 博多呉服町交叉点 福岡 筑紫堂 福岡県福岡市博多区（旧福岡市呉服町） 写真 1
166 龍宮淵 山口県（山口県長門峡） 写真 1 「福博名所　No.1」の中にあり
167 【封筒】 宮地嶽神社絵葉書 福岡 宮地嶽神社社務所 封筒 7 No.168～174まで
168 山上ヨリ宮地嶽神社ヲ望ム 福岡 宮地嶽神社社務所 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
169 宮地嶽神社古宮櫻ヶ池 福岡 宮地嶽神社社務所 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
170 宮地嶽神社奥ノ院不動岩屋入口ﾄ内部 福岡 宮地嶽神社社務所 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
171 宮地嶽神社神殿 福岡 宮地嶽神社社務所 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
172 宮地嶽神社全景 福岡 宮地嶽神社社務所 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
173 宮地嶽神社神苑 福岡 宮地嶽神社社務所 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
174 宮地嶽神社神苑 福岡 宮地嶽神社社務所 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
175 【封筒】 〔絵葉書　八幡製鉄所全景図〕 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 封筒 (13) No.176～188まで
176 製鉄所　瓦斯発電所 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
177 製鉄所　厚板工場 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
178 製鉄所　全景 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
179 製鉄所　鎔鉱炉 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
180 製鉄所　線材工場 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
181 製鉄所　製綱工場平炉 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
182 製鉄所　河内水道通気槽 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
183 製鉄所　骸炭工場 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
184 製鉄所　鉱石運搬索道 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
185 製鉄所　軌條工場 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
186 製鉄所　鎔鉱炉全景 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
187 製鉄所　病院 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
188 製鉄所　大形工場 福岡 八幡製鉄所共済組合購買部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
189 京都　知恩院山門　福岡市立福岡商業学校本科第

三学年生徒修学旅行
大正３ 10 17 福岡 福岡県福岡市博多区千代町 写真 1

190 〔校舎ヵ〕福岡市立福岡商業学校本科第三学年生
徒修学旅行

大正３ 10 17 福岡 福岡県福岡市博多区堅粕（西堅粕） 写真 1 明治33年4月　天神の少林寺内の仮校舎で開校
明治35年　　　筑紫郡千代町東6丁
昭和5年　　　　西堅粕に新築移転
昭和38年　　　福岡市南区野多目に移転改築

191 〔校舎ヵ〕福岡市立福岡商業学校本科第三学年生
徒修学旅行

大正３ 10 17 福岡 福岡県福岡市博多区堅粕（西堅粕） 写真 1 明治33年4月　天神の少林寺内の仮校舎で開校
明治35年　　　筑紫郡千代町東6丁
昭和5年　　　　西堅粕に新築移転
昭和38年　　　福岡市南区野多目に移転改築

192 〔校舎全景ヵ〕福岡市立福岡商業学校本科第三学
年生徒修学旅行

大正３ 10 17 福岡 福岡県福岡市博多区堅粕（西堅粕） 写真 1 明治33年4月　天神の少林寺内の仮校舎で開校
明治35年　　　筑紫郡千代町東6丁
昭和5年　　　　西堅粕に新築移転
昭和38年　　　福岡市南区野多目に移転改築

193 於京都大極殿　福岡市立福岡商業学校本科第三学
年生徒修学旅行

大正３ 10 17 福岡 福岡県福岡市博多区千代町 写真 1

194 於京都疏水インクライン  福岡市立福岡商業学校本
科第三学年生徒修学旅行

大正３ 10 17 福岡 福岡県福岡市博多区千代町 写真 1
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195 於京都円山公園  福岡市立福岡商業学校本科第三
学年生徒修学旅行

大正３ 10 17 福岡 福岡県福岡市博多区千代町 写真 1

196 【封筒】 〔福岡の古絵葉書〕 封筒 (16) No.197～212まで
197 百々道海水浴場 福岡県福岡市早良区百道 写真 1
198 百々道海水浴場 福岡県福岡市早良区百道 写真 1
199 百々道海水浴場 福岡県福岡市早良区百道 写真 1 福日主催
200 百々道海水浴場 福岡県福岡市早良区百道 写真 1
201 九州帝国医科大學付属病院正面 博多中市小路高田製版 福岡県福岡市東馬出 写真 1
202 福岡県立図書館正面 福岡県福岡市中央区天神 写真 1
203 筑前東公園元寇紀念碑遠景 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
204 福岡市奉迎門（西中州） 福岡県福岡市中央区西中州 写真 1
205 陸軍特別大演習大本営（福岡県庁） 大正5 11 福岡県福岡市中央区天神 写真 1
206 福岡県奉迎門（博多停車場前） 福岡県福岡市博多区祗園町 写真 1
207 私立九州高等女学校　本館正面　御大典記念建築 福岡県福岡市中央区荒戸 写真 1
208 福岡市西公園 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1
209 県立福岡女子師範学校運動会 福岡県福岡市（旧筑前国早良郡鳥飼村

大字鳥飼）
写真 1

210 今川橋子洪遊水場 福岡県福岡市中央区今川橋 写真 1
211 菓子商店　喜楽堂 福岡県福岡市中央区天神（旧福岡市橋

口町）
写真 1

212 芥屋表面ヲ見タル景 福岡県糸島郡志摩町芥屋 写真 1 吉村旅館のスタンプ有
213 【封筒】 大牟田名所絵端書 大牟田築町十五庵旅館 封筒 (6) No.214～219まで
214 三井三池港鉄桟橋ニ於ケル汽船 大牟田築町十五庵旅館 福岡県大牟田市新港 写真 1
215 大牟田市築町通 大牟田築町十五庵旅館 福岡県大牟田市 写真 1
216 大牟田市有明町 大牟田築町十五庵旅館 福岡県大牟田市 写真 1
217 大牟田市十五庵旅館 大牟田築町十五庵旅館 福岡県大牟田市築町 写真 1
218 三池黒崎海岸（其二） 大牟田築町十五庵旅館 福岡県大牟田市 写真 1
219 三池万田坑 大牟田築町十五庵旅館 熊本県荒尾市 写真 1
220 【封筒】 小笠原城蹟　小倉名勝えはがき 福岡 門司市内本町３丁目　芸術図書出

版業　猪野書店
封筒 (12) No.220～232まで

221 (小倉名勝） 歩兵第十四連隊営門 福岡 門司市内本町３丁目　芸術図書出
版業　猪野書店

福岡県北九州市小倉北区城内 写真 1 要塞司令部認可　葉書に説明あり。遊覧紀念 豊前小倉市
のスタンプ有

222 (小倉名勝） 勝山閣前 福岡 門司市内本町３丁目　芸術図書出
版業　猪野書店

福岡県北九州市小倉北区 写真 1 要塞司令部認可　葉書に説明あり。遊覧紀念 豊前小倉市
のスタンプ有

223 (小倉名勝） 紫川 福岡 門司市内本町３丁目　芸術図書出
版業　猪野書店

福岡県北九州市小倉（旧小倉市） 写真 1 要塞司令部認可　葉書に説明あり。遊覧紀念 豊前小倉市
のスタンプ有

224 (小倉名勝） 小笠原城跡 福岡 門司市内本町３丁目　芸術図書出
版業　猪野書店

福岡県北九州市小倉北区城内 写真 1 要塞司令部認可　葉書に説明あり。遊覧紀念 豊前小倉市
のスタンプ有

225 (小倉名勝） 小笠原城跡 福岡 門司市内本町３丁目　芸術図書出
版業　猪野書店

福岡県北九州市小倉北区城内 写真 1 要塞司令部認可　葉書に説明あり。遊覧紀念 豊前小倉市
のスタンプ有

226 (小倉名勝） 八坂神社 福岡 門司市内本町３丁目　芸術図書出
版業　猪野書店

福岡県北九州市小倉北区城内（小倉市
鋳物師町）

写真 1 要塞司令部認可　葉書に説明あり。遊覧紀念 豊前小倉市
のスタンプ有

227 (小倉名勝） 赤坂延命寺 福岡 門司市内本町３丁目　芸術図書出
版業　猪野書店

福岡県北九州市小倉北区赤坂（旧小倉
市赤坂）

写真 1 要塞司令部認可　葉書に説明あり。遊覧紀念 豊前小倉市
のスタンプ有

228 (小倉名勝） 偕行社 福岡 門司市内本町３丁目　芸術図書出
版業　猪野書店

福岡県北九州市小倉（旧小倉市） 写真 1 要塞司令部認可　葉書に説明あり。遊覧紀念 豊前小倉市
のスタンプ有

229 (小倉名勝） 停車場（本線） 福岡 門司市内本町３丁目　芸術図書出
版業　猪野書店

福岡県北九州市小倉北区室町 写真 1 要塞司令部認可　葉書に説明あり。遊覧紀念 豊前小倉市
のスタンプ有

230 (小倉名勝） 室町通り 福岡 門司市内本町３丁目　芸術図書出
版業　猪野書店

福岡県北九州市小倉北区室町 写真 1 要塞司令部認可　葉書に説明あり。遊覧紀念 豊前小倉市
のスタンプ有

231 (小倉名勝） 名護屋浜 福岡 門司市内本町３丁目　芸術図書出
版業　猪野書店

福岡県北九州市戸畑区（戸畑市） 写真 1 要塞司令部認可　葉書に説明あり。遊覧紀念 豊前小倉市
のスタンプ有

232 (小倉名勝） 中原皆好園 福岡 門司市内本町３丁目　芸術図書出
版業　猪野書店

福岡県北九州市戸畑区中原（旧戸畑市
大字中原）

写真 1 要塞司令部認可　葉書に説明あり。遊覧紀念 豊前小倉市
のスタンプ有

233 【封筒】 巡礼記念　篠栗四国絵はかき 福岡 篠栗五十一番札所　有隅発行 周水堂製 封筒 (10) No.233～243まで
234 （筑前篠栗名所）　不老龍 福岡 篠栗五十一番札所　有隅発行 周水堂製 福岡県糟屋郡篠栗町（篠栗村） 写真 1
235 （筑前篠栗名所）　紅葉ノ瀧 福岡 篠栗五十一番札所　有隅発行 周水堂製 福岡県糟屋郡篠栗町（篠栗村） 写真 1
236 （筑前篠栗名所）　二十九番札所 福岡 篠栗五十一番札所　有隅発行 周水堂製 福岡県糟屋郡篠栗町（篠栗村） 写真 1
237 （筑前篠栗名所）　御手水の瀧 福岡 篠栗五十一番札所　有隅発行 周水堂製 福岡県糟屋郡篠栗町（篠栗村） 写真 1
238 （筑前篠栗名所）　一の瀧 福岡 篠栗五十一番札所　有隅発行 周水堂製 福岡県糟屋郡篠栗町（篠栗村） 写真 1
239 （筑前篠栗名所）　天狗岩 福岡 篠栗五十一番札所　有隅発行 周水堂製 福岡県糟屋郡篠栗町（篠栗村） 写真 1
240 （筑前篠栗名所）　南蔵院 福岡 篠栗五十一番札所　有隅発行 周水堂製 福岡県糟屋郡篠栗町（篠栗村） 写真 1
241 （筑前篠栗名所）　篠栗公園 福岡 篠栗五十一番札所　有隅発行 周水堂製 福岡県糟屋郡篠栗町（篠栗村） 写真 1
242 （筑前篠栗名所）　山手橋 福岡 篠栗五十一番札所　有隅発行 周水堂製 福岡県糟屋郡篠栗町（篠栗村） 写真 1
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243 （筑前篠栗名所）　新吉野七曲の桜 福岡 篠栗五十一番札所　有隅発行 周水堂製 福岡県糟屋郡篠栗町（篠栗村） 写真 1
244 【封筒】 筑前　宇美八幡宮絵葉書 福岡 尾島筑紫堂　印刷

宇美八幡宮社務所発行
封筒 (8) No.245～252まで。産宮　御降誕千七百廿二年祭記念のス

タンプ有
245 （筑前）　宇美八幡宮本田及拝殿 福岡 尾島筑紫堂　印刷

宇美八幡宮社務所発行
福岡県糟屋郡宇美町 写真 1 産宮　御降誕千七百廿二年祭記念のスタンプ有

246 （筑前）　宇美八幡宮玉垣 福岡 尾島筑紫堂　印刷
宇美八幡宮社務所発行

福岡県糟屋郡宇美町 写真 1 産宮　御降誕千七百廿二年祭記念のスタンプ有

247 （筑前）　宇美八幡宮産湯の森 福岡 尾島筑紫堂　印刷
宇美八幡宮社務所発行

福岡県糟屋郡宇美町 写真 1 産宮　御降誕千七百廿二年祭記念のスタンプ有

248 （筑前）　宇美八幡宮御降誕記念碑 福岡 尾島筑紫堂　印刷
宇美八幡宮社務所発行

福岡県糟屋郡宇美町 写真 1 産宮　御降誕千七百廿二年祭記念のスタンプ有

249 （筑前）　宇美八幡宮拝殿 福岡 尾島筑紫堂　印刷
宇美八幡宮社務所発行

福岡県糟屋郡宇美町 写真 1 産宮　御降誕千七百廿二年祭記念のスタンプ有

250 （筑前）　宇美八幡宮衣掛の森 福岡 尾島筑紫堂　印刷
宇美八幡宮社務所発行

福岡県糟屋郡宇美町 写真 1 産宮　御降誕千七百廿二年祭記念のスタンプ有

251 （筑前）　宇美八幡宮湯蓋の森 福岡 尾島筑紫堂　印刷
宇美八幡宮社務所発行

福岡県糟屋郡宇美町 写真 1 産宮　御降誕千七百廿二年祭記念のスタンプ有

252 （筑前）　宇美八幡宮子安の石 福岡 尾島筑紫堂　印刷
宇美八幡宮社務所発行

福岡県糟屋郡宇美町 写真 1 産宮　御降誕千七百廿二年祭記念のスタンプ有

253 （福岡名所）　日蓮上人銅像 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
254 （福岡名勝）　西公園海岸の景 福岡県福岡市 写真 1
255 （福岡名勝）　福岡城址 福岡県福岡市中央区城内町 写真 1 「今の歩兵第二十四連隊」と説明あり
256 （福岡名所）　東公園池畔の景 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
257 （福岡名所）　西公園より福博の市街を遠望 福岡県福岡市 写真 1
258 （福岡名所）　九州帝国大学医学部 福岡県福岡市東区 写真 1
259 （福岡名所）　九州帝国工科大学 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
260 （福岡名勝）　千代の松原の景 福岡県福岡市 写真 1
261 （福岡名所）　那珂川の景 福岡県福岡市 写真 1
262 （福岡名勝）　博多土居町通り 福岡県福岡市 写真 1
263 （福岡名所）　西中島橋 福岡県福岡市中央区天神 写真 1
264 （福岡名所）　亀山上皇御銅像 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1 （博多東公園）と説明あり
265 （福岡名勝）　箱崎の浜 福岡県福岡市 写真 1
266 （福岡名勝）　西公園 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1
267 （福岡名勝）　箱崎宮楼門の勅題 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1 「醍醐天皇の御親筆」と説明あり
268 【封筒】 門司風景 封筒 (24) No.269～291まで
269 （門司名所）　中村遊園地 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区（旧門司市） 写真 1 甲宗八幡神社参拝記念のスタンプ有　F88　要塞許可
270 （門司名所）　清瀧公園 大正10 11 16 福岡県北九州市（三角山麓にあり） 写真 1 要塞司令部御認可
271 （門司名所）　和布刈神社海岸 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区和布刈（旧門司 写真 1 甲宗八幡神社参拝記念のスタンプ有　F88　要塞許可
272 （門司名所）　八幡宮 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区八幡町（旧門司 写真 1 要塞司令部御認可
273 （門司名所）　関門海峡 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区門司 写真 1 甲宗八幡神社参拝記念のスタンプ有　F88　要塞許可
274 （門司名所）　清瀧公園 大正10 11 16 福岡県北九州市（三角山麓にあり） 写真 1 要塞司令部御認可
275 （門司名所）　港内帆船溜 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区　（旧門司市東港

町鎮西橋付近より第一船溜を眺む）
写真 1 要塞司令部御認可

276 （門司名所）　税関 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区東港町一番地
（旧門司市東港町）

写真 1 要塞司令部御認可

277 （門司名所）　東本町通り 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区東本町（旧門司
市東本町）

写真 1 要塞司令部御認可

278 （門司名所）　西本町通り 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区（旧門司市西本 写真 1 要塞司令部御認可
279 （門司名所）　清瀧公園 大正10 11 16 福岡県北九州市（三角山麓にあり）。（旧

門司市）
写真 1 甲宗八幡神社参拝記念のスタンプ有　F88　要塞許可

280 （門司名所）　停車場 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区港町（旧門司港 写真 1 要塞司令部御認可
281 1 （門司名所）　鉄道院連絡桟橋 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区西海岸 写真 1 要塞司令部御認可，絵葉書281-1～2は同絵葉書
281 2 （門司名所）　鉄道院連絡桟橋 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区西海岸 写真 1 要塞司令部御認可
282 （門司名所）　停車場 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区港町（旧門司港 写真 1 要塞司令部御認可
283 （門司名所）　筆立山より□□干珠島を□む 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区（旧門司市） 写真 1 要塞司令部御認可
284 （門司名所）　八幡宮 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区八幡町（旧門司 写真 1 要塞司令部御認可
285 （門司名所）　和布刈神社海岸 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区和布刈（旧門司 写真 1 要塞司令部御認可
286 （門司名所）　関門海峡 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区大字門司。和布

刈神社海岸
写真 1 要塞司令部御認可

287 （門司名所）　門司遊郭 大正10 11 16 福岡県北九州市（旧門司市内本町付近
馬場遊郭ヵ）

写真 1 要塞司令部御認可

288 （門司名所）　和布刈神社 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区和布刈（旧門司 写真 1 要塞司令部御認可
289 （門司名所）　関門海峡 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区大字門司。和布

刈神社海岸
写真 1 要塞司令部御認可
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290 （門司名所）　和布刈神社 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区和布刈（旧門司 写真 1 要塞司令部御認可
291 （門司名所）　甲州八幡宮 大正10 11 16 福岡県北九州市門司区八幡町（旧門司 写真 1 甲宗八幡神社参拝記念のスタンプ有　F88　要塞許可
292 【封筒】 製鉄所風景 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 封筒 (15) No.293～307まで
293 河内貯水池送水路 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
294 骸炭爐 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
295 厚板工場 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
296 分塊工場 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
297 轉爐工場 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
298 鋳床 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
299 骸炭爐 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
300 軌條工場 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
301 分塊工場 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
302 鎔鉱爐 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1 □海ヵ水タンク（Water Tank）の写真もあり
303 海岸設備 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
304 厚板工場 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
305 全景　Ｎｏ．２ 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
306 線材工場 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
307 全景　Ｎｏ．４ 福岡 製鉄所共済組合購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
308 直方警察署武道場 福岡県直方市殿町 写真 1
309 直方警察署全景 福岡県直方市殿町 写真 1
310 直方警察署会議室 福岡県直方市殿町 写真 1
311 直方警察署署長室 福岡県直方市殿町 写真 1
312 直方警察署行政室 福岡県直方市殿町 写真 1
313 大牟田市鳥瞰図 昭和10 福岡 大牟田市役所発行 吉田初三郎画伯　筆 絵画 1
314 【封筒】 創立四十周年　卒業生四千人記念　福岡県

柳河高等女学校
昭和15 10 福岡 〔福岡県柳河高等学校〕 封筒 (4) No.315～318まで

315 学校正面　（福岡県柳河高等女学校） 昭和15 10 福岡 〔福岡県柳河高等学校〕 福岡県柳川市（旧山門郡城内村） 写真 1
316 （福岡県柳河高等女学校）　花壇・曽我中将誕生碑・

新設プール
昭和15 10 福岡 〔福岡県柳河高等学校〕 福岡県柳川市（旧山門郡城内村） 写真 1

317 （福岡県柳河高等女学校）　立花宗茂公書簡・贈位
者八賢書

昭和15 10 福岡 〔福岡県柳河高等学校〕 福岡県柳川市（旧山門郡城内村） 写真 1

318 （福岡県柳河高等女学校）　職員生徒一同 昭和15 10 福岡 〔福岡県柳河高等学校〕 福岡県柳川市（旧山門郡城内村） 写真 1
319 【封筒】 1980　米寿記念　山本作兵衛　画業展－ヤ

マの労働－
昭和55 封筒 (10) No.320～329まで

320 昔のヤマ人 昭和55 山本作兵衛筆 絵画 1 ヤマノ灯具のイロイロ　塊炭本位の昔の坑内用具
321 昔のヤマ人 昭和55 山本作兵衛筆 絵画 1 明治32年頃の「サシ」（二人一さき）による立掘の様子
322 昔のヤマ人 昭和55 山本作兵衛筆 絵画 1 卸切羽スラ（ソリ）曳姿
323 昔のヤマ人 昭和55 山本作兵衛筆 絵画 1 ヤマの色男の姿
324 昔のヤマ人 昭和55 山本作兵衛筆 絵画 1 明治時代の入坑姿，男女
325 昔のヤマ人 昭和55 山本作兵衛筆 絵画 1 「セナ」で卸し切羽から石炭を荷ないあげる勇婦の姿
326 昔のヤマ人 昭和55 山本作兵衛筆 絵画 1 ヤマの児童の暮しぶり
327 昔のヤマ人 昭和55 山本作兵衛筆 絵画 1 明治中期の採炭切羽の掘進
328 昔のヤマ人 昭和55 山本作兵衛筆 絵画 1 坑夫がつるはしで天井を打診している様子
329 昔のヤマ人 昭和55 山本作兵衛筆 絵画 1 レール路を馬を使用しての亟運搬久し振りに昇坑した馬の
330 【封筒】 観光の京都郡　第一集 美夜古文化懇話会 封筒 (5) No.331～341まで
331 生立神事 美夜古文化懇話会 福岡県京都郡犀川町大字生立 写真 1
332 水哉園址 美夜古文化懇話会 福岡県行橋市上稗田 写真 1
333 祇園社 美夜古文化懇話会 福岡県行橋市大字元永今井津鎮田 写真 1
334 国分寺 美夜古文化懇話会 福岡県京都郡豊津町国分 写真 1
335 蓑島海岸 美夜古文化懇話会 福岡県行橋市 写真 1
336 直方市観光絵葉書 直方 直方市観光協会 封筒 (5) 付：四宮の成金饅頭の商標あり
337 1 商店街 （須崎町） 直方 直方市観光協会 福岡県直方市須崎町 写真 1 絵葉書337-1～2は同絵葉書
337 2 商店街 （古町） 直方 直方市観光協会 福岡県直方市古町 写真
338 1 筑豊県立公園竜王峡 直方 直方市観光協会 福岡県直方市大字上頓野字本谷 写真 1 絵葉書338-1～2は同絵葉書
338 2 キャンプ村の一部 直方 直方市観光協会 福岡県直方市大字上頓野字本谷 写真
339 1 直方駅構内 直方 直方市観光協会 福岡県直方市大字山部 写真 1 絵葉書339-1～2は同絵葉書
339 2 官庁街 直方 直方市観光協会 福岡県直方市殿町 写真
340 1 内磯福知山ダム （筑豊県立公園） 直方 直方市観光協会 直方市頓野内ヶ磯 写真 1 絵葉書340-1～2は同絵葉書
340 2 鴨生田公園 直方 直方市観光協会 福岡県直方市上新入字鴨田 写真
341 1 多賀神社境内 直方 直方市観光協会 福岡県直方市大字直方字御館山 写真 1 絵葉書341-1～2は同絵葉書
341 2 多賀公園 （平和塔） 直方 直方市観光協会 福岡県直方市大字直方字御館山 写真
342 三井三池港全景 山田屋本店製 福岡県大牟田市新港 写真 1
343 大牟田市築町通 山田屋本店製 福岡県大牟田市 写真 1
344 金比羅山より見たる大牟田市 山田屋本店製 福岡県大牟田市 写真 1
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345 三池鉱業所　四ッ山坑 山田屋本店製 福岡県大牟田市，三池郡 写真 1
346 三井三池染料工業所骸炭工場 山田屋本店製 福岡県大牟田市，三池郡 写真 1
347 三池港三井桟橋 山田屋本店製 福岡県大牟田市新港 写真 1
348 水天宮境内 久留米 久留米蓄音器商会発行 久留米市瀬ノ下町 写真 1

349 水天宮境内　真木和泉守銅像 久留米 久留米蓄音器商会発行 久留米市瀬ノ下町 写真 1

350 水天宮社殿 久留米 久留米蓄音器商会発行 久留米市瀬ノ下町 写真 1

351 梅林寺 久留米 久留米蓄音器商会発行 久留米市京町 写真 1

352 梅林寺楼門 久留米 久留米蓄音器商会発行 久留米市京町 写真 1

353 高良山神社神殿 久留米 久留米蓄音器商会発行 久留米市御井町 写真 1

354 工兵　第十八大隊 久留米 久留米蓄音器商会発行 久留米市御井町（久留米大学商学部一
帯）

写真 1

355 第十八師団司令部 久留米 久留米蓄音器商会発行 久留米市東町 写真 1

356 輜重　第十八大隊 久留米 久留米蓄音器商会発行 福岡県久留米市 写真 1

357 高良山神社神前ノ坂下 久留米 久留米蓄音器商会発行 久留米市御井町 写真 1

358 高山彦九郎ノ墓 久留米 久留米蓄音器商会発行 福岡県久留米市寺町　遍照院境内 写真 1

359 福岡県立中学明善校 久留米 久留米蓄音器商会発行 久留米市城南町 写真 1

360 篠山神社 久留米 久留米蓄音器商会発行 久留米市篠山町 写真 1

361 筑後史料絵葉書　第六輯　五  国寶平家物画語 三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県久留米市御井町 写真 1 筑後三井郡御井町国幣大社高良神社蔵

362 筑後史料絵葉書　第四輯　一　久留米藩祖贈従三
位　有馬豊氏（春林院）公画像

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 久留米市篠山町 写真 1 県社　篠山神社蔵

363 筑後史料絵葉書　第四輯　二　贈従三位　有馬頼永
（義源院）公画像及筆蹟

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 久留米市篠山町 写真 1 県社　篠山神社蔵

364 筑後史料絵葉書　第四輯　三　贈正四位　真木保臣
（和泉守）先生筆蹟

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県久留米市 写真 1 久留米市　樋口久人氏蔵

365 筑後史料絵葉書　第四輯　五　国寶玉垂神社絵縁
起　二幅ノ内一　神功皇后新羅征伐之図（建徳二年
ノ箱ノ銘アリ）

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県久留米市大善寺町宮本 写真 1 県社　玉垂神社蔵

366 筑後史料絵葉書　第五輯　四　下広川村一條石人
山の石人筑後

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県八女郡広川町一条 写真 1 八女郡下広川村

367 筑後史料絵葉書　第五輯　三　長峰村吉田岩戸山
の石人等全景

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県八女郡吉田 写真 1 筑後　八女郡長峰村

368 筑後史料絵葉書　第弐輯　三　後征四将軍良成親
王御書状

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県八女郡黒木町大渕字本村 写真 1 筑後大淵　五條男爵家蔵　解読文有り

369 筑後史料絵葉書　第弐輯　二　後村上天皇御案内
勅

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県八女郡黒木町大渕字本村 写真 1 筑後大淵　五條男爵家蔵

370 筑後史料絵葉書　第弐輯　一　後醍醐天皇御遺勅 三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県八女郡黒木町大渕字本村 写真 1 筑後大淵　五條男爵家蔵

371 筑後史料絵葉書　第弐輯　五　良成親王御墓 三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県八女郡矢部村 写真 1 筑後八女郡矢部村

372 筑後史料絵葉書　第弐輯　四　四條隆資卿書状 三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県八女郡黒木町大渕字本村 写真 1 筑後大淵　五條男爵家蔵

373 筑後史料絵葉書　第六輯　二　立花宗茂公へ碧蹄
館の戦勝を賀せる石田三成の書状

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県柳川市新外町 写真 1 筑後　柳川　伯爵立花家蔵

374 筑後史料絵葉書　第参輯　一　女人全景 三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県山門郡瀬高町大字大草　筑後国
山門郡東山村

写真 1 筑後国山門郡東山村

375 筑後史料絵葉書　第参輯　五　安東省　庵先生筆
楠公賛

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県柳川市 写真 1 柳河吉弘鎮安氏蔵

376 筑後史料絵葉書　第一輯　五　立花宗茂公夫人（誾
千代姫）画像

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県山門郡三橋町高畑公園内 写真 1 県社　三柱神社蔵

377 筑後史料絵葉書　第六輯　三　立花宗茂公へ碧蹄
館の戦勝を祝せる安国寺恵瓊の書状

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県柳川市新外町 写真 1 筑後　柳河　伯爵立花家蔵　解読文あり

378 筑後史料絵葉書　第六輯　一　碧蹄館役に於ける立
花宗茂公への太閤の感状

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県柳川市新外町 写真 1 筑後　柳河　伯爵立花家蔵　解読文あり

379 筑後史料絵葉書　第一輯　二　立花鑑連（道雪）筆
蹟

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県柳川市 写真 1 柳河　小野徳次郎氏蔵

380 筑後史料絵葉書　第参輯　四　島原陣図 三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県柳川市新外町 写真 1 柳河　伯爵立花家蔵
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381 筑後史料絵葉書　第四輯　四　贈正四位高山正之
（彦九郎）先生筆蹟

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県柳川市 写真 1 柳河　安東多訳氏蔵

382 筑後史料絵葉書　第五輯　二　定西候張名振書牘 三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県柳川市 写真 1 筑後　柳河　安東多訳氏蔵

383 筑後史料絵葉書　第五輯　一　監国魯王筆蹟 三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県柳川市 写真 1 筑後　柳河　竹下松次郎氏蔵

384 筑後史料絵葉書　第参輯　二　女人神籠石列石の
一部

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県山門郡瀬高町大字大草 写真 1 筑後　国山門郡東山村

385 筑後史料絵葉書　第参輯　三　女人神籠石水門 三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県山門郡瀬高町大字大草 写真 1 筑後　国山門郡東山村

386 筑後史料絵葉書　第一輯　六　筑後柳河城之図 三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県柳川市新外町 写真 1 柳河　伯爵立花家蔵

387 筑後史料絵葉書　第一輯　三　立花宗茂公画像（舊
柳河藩祀）

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県山門郡三橋町高畑公園内 写真 1 県社　三柱神社蔵

388 筑後史料絵葉書　第六輯　四　法雲寺羅漢 三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県大牟田市倉永 写真 1 筑後三池郡銀水村字倉永村

389 筑後史料絵葉書　第五輯　五　二川村上楠田石神
山の石人

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県三池郡高田町大字上楠田神楽田
天満神社境内

写真 1 筑後三池郡二川村

390 筑後三池郡二川村楠田石人山古墳の石人 三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県三池郡高田町大字上楠田神楽田
天満神社境内

写真 1 三池史談会発行

391 筑後三池郡二川村楠田石人山古墳石棺三個の内
の中棺

三池史談会発行 神戸栄屋謹製 福岡県三池郡高田町大字上楠田神楽田
天満神社境内

写真 1 三池史談会発行

392 【封筒】 製鉄所絵はがき 八幡 製鉄所共済購買部発行 封筒 (16) No.393～408まで
393 骸炭爐 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
394 本事務所 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
395 平爐工場 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
396 全景　Ｎｏ．３ 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
397 線材工場 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
398 厚板工場 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
399 河内貯水池送水路 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
400 全景　Ｎｏ．１ 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
401 鎔鉱爐 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1 海水タンクの写真もあり
402 鋳床 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
403 轉爐工場 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
404 分塊工場 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
405 全景　Ｎｏ．２ 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
406 軌條工場 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
407 全景　Ｎｏ．４ 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
408 海岸設備 八幡 製鉄所共済購買部発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
409 【封筒】 福岡東公園 筑紫堂発行 封筒 (9) No.410～418まで。綴になっている
410 東公園亀山上皇御銅像 （福岡名勝） 筑紫堂発行 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
411 東公園の蓮池 （福岡名勝） 筑紫堂発行 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
412 東公園上皇臺より日蓮上人銅像を望む （福岡名勝） 筑紫堂発行 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
413 東公園池畔 （福岡名勝） 筑紫堂発行 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
414 千代の松原東公園 （福岡名勝） 筑紫堂発行 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
415 東公園パノラマ館 （福岡名勝） 筑紫堂発行 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
416 千代の松原の汽車 （福岡名勝） 筑紫堂発行 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
417 元軍分捕品 （福岡名勝） 筑紫堂発行 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
418 東公園日蓮上人御銅像 （福岡名勝） 筑紫堂発行 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
419 第十八師團久留米偕行社ノ正面 久留米市今町広重交会堂発行 久留米市東町 写真 1
420 篠山神社 金文堂発行 久留米市篠山町 写真 1
421 国幣大社　高良神社 久留米市今町広重交会堂発行 久留米市御井町 写真 1
422 筑後川の鉄橋 久留米市今町広重交会堂発行 久留米市京町 写真 1
423 梅林寺境内ニアル石造ノ反橋 久留米市今町広重交会堂発行 久留米市京町 写真 1
424 久留米絣ノ発明井上傳子ノ碑ト肖像 久留米市今町広重交会堂発行 久留米市瀬ノ下町水天宮境内 写真 1
425 久留米中学明善校本館の景 久留米市今町広重交会堂発行 久留米市城南町 写真 1
426 水天宮境内より泉州翁の銅像を望む 久留米市今町広重交会堂発行 久留米市瀬ノ下町 写真 1
427 久留米市中央繁昌の景 久留米市今町広重交会堂発行 （久留米市三本松通） 写真 1
428 久留米新停車場ノ景 久留米市今町広重交会堂発行 久留米市城南町 写真 1 明治44年改築された国鉄久留米駅
429 八幡市役所全景 昭和３ 9 21 福岡県北九州市八幡 写真 1 下関要塞司令部許可
430 製鉄所鎔鉱爐 昭和３ 9 21 福岡県北九州市八幡東区 写真 1 下関要塞司令部許可
431 大谷太鼓橋 昭和３ 12 6 福岡県北九州市八幡 写真 1 下関要塞司令部許可
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432 製鉄所大谷貯水池 昭和３ 9 21 福岡県北九州市八幡 写真 1 下関要塞司令部許可
433 製鉄所中央機関 昭和３ 9 21 福岡県北九州市八幡東区 写真 1 下関要塞司令部許可
434 三池炭坑コークス工場コツハ式爐 福岡県大牟田市，三池郡 写真 1
435 三池炭坑コークス場瓦斯発電所 福岡県大牟田市，三池郡 写真 1
436 三池炭坑にて工業学校生徒採炭実習 福岡県大牟田市，三池郡 写真 1
437 三井三池万田坑選炭所 熊本県荒尾市 写真 1
438 三池万田坑 熊本県荒尾市 写真 1
439 三池炭坑々内電車 福岡県大牟田市，三池郡 写真 1
440 三池築港全図 福岡県大牟田市新港 手描

地図
1

441 三井三池港鉄桟橋に於ける汽船 福岡県大牟田市新港 写真 1
442 三池炭坑デービーポンプ 福岡県大牟田市，三池郡 写真 1
443 三井三池港鉄桟橋に於ける汽船 福岡県大牟田市新港 写真 1
444 官幣中社赤間神宮 山口県下関市阿弥陀寺町 写真 1
445 安徳天皇御陵 山口県下関市阿弥陀寺町 写真 1
446 博多風物図絵の中　西公園より博多湾を望む 福岡 京都　水野旅館 京都　佐々木図案社製作 福岡県福岡市 絵画 1
447 博多風物図絵の中　百道松原海水浴場 福岡 京都　水野旅館 京都　佐々木図案社製作 福岡県福岡市早良区百道 絵画 1
448 博多風物図絵の中　官幣小社住吉神社図 福岡 京都　水野旅館 京都　御幸町二條

佐々木図案社製作
福岡県福岡市博多区住吉 絵画 1

449 博多風物図絵の中　『西大橋と水野旅館』 福岡 京都　水野旅館 京都　佐々木図案社製作 （福岡市博多東中州町） 絵画 1
450 博多三大行事の内『どんたく』　招魂祭当日松囃子

（四月三十日・五月一日）
福岡 京都　水野旅館 京都　佐々木図案社製作 福岡県福岡市 絵画 1

451 博多風物図絵の中　蒙古襲来絵詞冩と今津元寇防 福岡 京都　水野旅館 京都　佐々木図案社製作 福岡県福岡市西区今津 絵画 1
452 博多風物図絵の中　東公園亀山上皇御銅像と筥崎

八幡宮勅額郵便絵馬
福岡 京都　水野旅館 京都　佐々木図案社製作 福岡県福岡市博多区東公園，福岡県福

岡市東区箱崎
絵画 1

453 博多風物図絵の中　官幣中社大宰府天満宮 福岡 京都　水野旅館 京都　佐々木図案社製作 大宰府市大宰府 絵画 1
569 〔芸伎衆の顔合わせ〕 郵便葉書株式会社 絵画 1 三弦や花をもって座っている大勢の女性を描いたもの
570 福岡市工業博覧会第一会場演舞館及機械館 福岡県福岡市 写真 1
571 工業博覧会　第二会場　美術館 福岡県福岡市 写真 1
572 福岡市工業博覧会第二会場　満蒙館（右）台湾館 福岡県福岡市 写真 1
573 福岡市工業博覧会第二会場サークリング 福岡県福岡市 写真 1
574 福岡市工業博覧会第二会場朝鮮館 福岡県福岡市 写真 1
575 福岡市工業博覧会第一会場夜景 福岡県福岡市 写真 1
576 福岡市工業博覧会歓迎門 福岡県福岡市 写真 1
577 工業博覧会陸軍省出品軍用タンク　後部（福岡市） 福岡県福岡市 写真 1 スタンプあり（1920年）
578 工業博覧会陸軍省出品軍用タンク　（福岡市） 福岡県福岡市 写真 1 スタンプあり（1920年）
579 工業博覧会陸軍省出品軍用タンク　前部（福岡市） 福岡県福岡市 写真 1 スタンプあり（1920年）
580 工業博覧会陸軍省出品軍用タンク　側面（福岡市） 福岡県福岡市 写真 1 スタンプあり（1920年）
581 工業博覧会陸軍省出品軍用タンク　爆進ノ實況（福

岡市）
写真 1 スタンプあり（1920年），文字あり

582 福岡市工業博覧会第一会場本館 福岡県福岡市 写真 1
583 配電所の一部　タービン室の一部（九州電燈鉄道株

式会社）
福岡県 写真 1

584 福岡市工業博覧会第一会場三菱特設館 福岡県福岡市 写真 1
585 名島発電所全景 （九州電燈鉄道株式会社） 福岡県福岡市 写真 1 文字あり
586 耶馬溪　古羅漢 万千百園発行 大分県下毛郡 写真 1 記念スタンプあり
587 耶馬溪　犬岩 万千百園発行 大分県下毛郡 写真 1 記念スタンプあり
588 （別府名所）　朝日公園本坊主地獄 大分県別府市 写真

（色づけ）
1 文字・切手（スタンプ）あり

589 （別府名所）　血の池地獄 大分県別府市 写真
（色づけ）

1 文字・切手（スタンプ）あり

590 （別府名勝）　竹瓦温泉場 大分県別府市 写真 1 文字・切手（スタンプ）あり
591 【封筒】 下関名所絵葉書 中田進古堂発行 封筒 (9) No.592～639まで。要塞司令部認可
592 源平古戦場壇の浦　（下関名所） 中田進古堂発行 山口県下関市壇の浦町 写真 1
593 平家七盛の墓　（下関名所） 中田進古堂発行 山口県下関市 写真 1
594 亀山神社（下関名所） 中田進古堂発行 山口県下関市 写真 1
595 小門海峡 中田進古堂発行 山口県下関市 写真 1
596 日清講話談判所春帆楼 （下関名所） 中田進古堂発行 山口県下関市 写真 1
597 安徳天皇御陵 （下関名所） 中田進古堂発行 山口県下関市 写真 1
598 日清講話使節李鴻章旅館引接寺 （下関名所） 中田進古堂発行 山口県下関市 写真 1
599 下関市街 中田進古堂発行 山口県下関市 写真 1
600 官幣中社赤間宮 （下関名所） 中田進古堂発行 山口県下関市阿弥陀寺町 写真 1
601 八女名物　茶摘えはかき 八女郡茶業組合 封筒 (4) 贈　東亜勧業博覧会記念
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602 八女ノ茶摘 八女郡茶業組合 福岡県八女郡 写真
（色づけ）

1

603 〔八女ノ茶摘〕 八女郡茶業組合 福岡県八女郡 写真
（色づけ）

1

604 〔八女ノ茶摘〕 八女郡茶業組合 福岡県八女郡 写真
（色づけ）

1

605 〔八女ノ茶摘〕 八女郡茶業組合 福岡県八女郡 写真
（色づけ）

1

606 九州高等女学校　講堂入場式 サクラ写真館謹製 福岡県福岡市中央区荒戸 写真 1
607 財団法人九州高等女学校 （理科室） サクラ写真館謹製 福岡県福岡市中央区荒戸 写真 1
608 財団法人九州高等女学校新築校舎 サクラ写真館謹製 福岡県福岡市中央区荒戸 写真 1
609 私立九州高等女学校　講堂の内部 サクラ写真館謹製 福岡県福岡市中央区荒戸 写真 1
610 九州高等女学校　寮舎 サクラ写真館謹製 福岡県福岡市中央区荒戸 写真 1
611 日蓮の餅屋 （博多二○か） 平田汲月作 福岡県福岡市 写真 1
612 ありそうな事 （博多二○か） 平田汲月作 福岡県福岡市 写真 1
613 五階建の旅館（博多二○か） 平田汲月作 福岡県福岡市 写真

（色づけ）
1

614 博多の港（博多二○か） 平田汲月作 福岡県福岡市 写真
（色づけ）

1

615 元寇 吉田初三郎画伯　筆 福岡県福岡市 絵画 1
616 博多小女郎 吉田初三郎画伯　筆 福岡県福岡市 絵画 1
617 〔文永の役における水城合戦の図〕 福岡県太宰府市 絵画 1
618 買メの焼餅（博多二○か） 平田汲月作 福岡県太宰府市 写真

（色づけ）
1

619 座敷ヨリ北方志賀島方面ヲ望ム 活洲魚御料理　田中屋 福岡県糸島郡宮の浦 写真 1
620 座敷ヨリ南方遙ニ筑紫連山ヲ望ム 活洲魚御料理　田中屋 福岡県糸島郡宮の浦 写真 1
621 水天宮境内ヨリ遠望 社務所発行 福岡県久留米市瀬ノ下町 写真 1
622 水天宮神苑内真木和泉守銅像 社務所発行 福岡県久留米市瀬ノ下町 写真 1
623 水天宮神門 社務所発行 福岡県久留米市瀬ノ下町 写真 1
624 水天宮社殿 社務所発行 福岡県久留米市瀬ノ下町 写真 1
625 筑後川向岸ヨリ水天宮境内ヲ望ム 社務所発行 福岡県久留米市瀬ノ下町 写真 1
626 大刀洗飛行場大格納庫内部 航空隊営門前荒川写真館発行 福岡県三井郡 写真 1
627 競秀峯 （耶馬溪） 大分県下毛郡 写真 1
628 深耶馬溪　深瀬谷　新紅葉谷軍鑑岩 大分県下毛郡 写真 1
629 鶴ヶ原の景（其二）下郷より三里半 （裏耶馬溪） 豊前中津広津商店発行 大分県下毛郡 写真 1
630 五龍の瀧（耶馬溪） 豊前中津広津商店発行 大分県下毛郡 写真 1
631 耶馬溪羅漢寺　寶物鬼子 豊前中津広津商店発行 大分県下毛郡 写真 1
632 深耶馬溪　鳶巣岩 豊前中津広津商店発行 大分県下毛郡 写真 1
633 青洞門全景　（耶馬溪） 豊前中津広津商店発行 大分県下毛郡 写真 1
634 深耶馬溪　深瀬谷筆岩 豊前中津広津商店発行 大分県下毛郡 写真 1
635 舊羅漢　（耶馬溪） 豊前中津広津商店発行 大分県下毛郡 写真 1
636 舊羅漢　（耶馬溪） 豊前中津広津商店発行 大分県下毛郡 写真 1
637 三保母の瀧 （耶馬溪） 豊前中津広津商店発行 大分県下毛郡 写真 1
638 夫婦岩 （深耶馬） 豊前中津広津商店発行 大分県下毛郡 写真 1
639 洞鳴の瀧 （耶馬溪） 豊前中津広津商店発行 大分県下毛郡 写真 1
640 【封筒】 博多ことば絵葉書 博多 大崎周水堂 封筒 (6) No.641～646まで
641 箱崎の浜 （博多ことば） 博多 大崎周水堂 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
642 東公園 （博多ことば） 博多 大崎周水堂 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
643 名島 （博多ことば） 博多 大崎周水堂 福岡県福岡市東区名島 写真 1
644 親父の小言 （博多二○か） 博多 大崎周水堂印行 平田汲月作 福岡県福岡市 写真 1
645 女郎の手 （博多二○か） 博多 大崎周水堂印行 平田汲月作 福岡県福岡市 写真 1
646 西公園 （博多ことば） 博多 大崎周水堂 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1
647 【封筒】 福岡県立女子専門学校絵はがき 封筒 (8) No.648～655まで
648 福岡県立女子専門学校 （玄関） 福岡県福岡市（福岡市須崎裏町） 写真 1
649 福岡県立女子専門学校 （本館並体操場） 福岡県福岡市（福岡市須崎裏町） 写真 1
650 那珂川より見たる福岡県立女子専門学校全景 福岡県福岡市（福岡市須崎裏町） 写真 1
651 久邇殿下御差遺の御使後閑菊野女史御着 （福岡

県立女子専門学校玄関にて）
大正12 5 15 福岡県福岡市（福岡市須崎裏町） 写真 1

652 博多湾に面せる福岡県立女子専門学校 （校舎側 福岡県福岡市（福岡市須崎裏町） 写真 1
653 福岡県立女子専門学校　（背景） 福岡県福岡市（福岡市須崎裏町） 写真 1
654 福岡県立女子専門学校 （家政科教室） 福岡県福岡市（福岡市須崎裏町） 写真 1
655 福岡県立女子専門学校 （文科教室） 福岡県福岡市（福岡市須崎裏町） 写真 1
656 【封筒】 八幡名所　御絵はがき 若松 柴田開栄発行 封筒 (5) No.657～661まで
657 八幡製鉄所全景　其三 若松 柴田開栄発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
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658 八幡製鉄所全景　其二 若松 柴田開栄発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
659 八幡製鉄所全景　其一 若松 柴田開栄発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
660 八幡製鉄所　鎔鉱爐 若松 柴田開栄発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
661 八幡製鉄所　礦石運搬所 若松 柴田開栄発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
662 【封筒】 英語講演会　記念絵葉書 福岡 福高文科甲

TAKATA KOSEIKWAN. HAKATA.
印刷

封筒 (3) No.663～665まで

663 英語劇　「山の神々」　（第二場）　福高文科甲 〔大正
12〕

2 11 福岡 福高文科甲
TAKATA KOSEIKWAN. HAKATA.
印刷

福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校

664 講演部の人々　福高文科甲 〔大正
12〕

2 11 福岡 福高文科甲
TAKATA KOSEIKWAN. HAKATA.
印刷

福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校

665 英語劇　「山の神々」　（第一場）　福高文科甲 〔大正
12〕

2 11 福岡 福高文科甲
TAKATA KOSEIKWAN. HAKATA.
印刷

福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校

666 【封筒】 平野国臣先生銅像除幕式記念絵葉書 藤澤写真館　撮影 封筒 (2) No.667～668まで。「贈　正四位平野国臣先生銅像除幕式
記念24.10.4」。スタンプ有

667 平野国臣先生銅像除幕式記念 〔昭和
24〕

10 4 藤澤写真館　謹写 福岡県福岡市中央区西公園　光雲神社
内

写真 1 スタンプ有

668 平野国臣先生銅像除幕式記念 〔昭和
24〕

10 4 藤澤写真館　謹写 福岡県福岡市中央区西公園　光雲神社
内

写真 1 スタンプ有

669 【封筒】 家庭博覧会絵葉書 福岡 尾島筑紫堂　発行 福岡県福岡市中央区西公園 封筒 (7) No.670～676まで。黒田長政公三百年祭記念（大正11年4
月2日～4月8日）

670 家庭博覧会々場　其二　（黒田長政公三百年祭記 大正11 4 2 福岡 尾島筑紫堂　発行 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1 ～4月8日
671 家庭博覧会々場　其四　（黒田長政公三百年祭記 大正11 4 2 福岡 尾島筑紫堂　発行 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1 ～4月8日
672 家庭博覧会々場　其六　（黒田長政公三百年祭記 大正11 4 2 福岡 尾島筑紫堂　発行 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1 ～4月8日
673 家庭博覧会々場　其十　（黒田長政公三百年祭記 大正11 4 2 福岡 尾島筑紫堂　発行 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1 ～4月8日
674 家庭博覧会々場　其八　（黒田長政公三百年祭記 大正11 4 2 福岡 尾島筑紫堂　発行 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1 ～4月8日
675 家庭博覧会々場　其七　（黒田長政公三百年祭記 大正11 4 2 福岡 尾島筑紫堂　発行 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1 ～4月8日
676 家庭博覧会々場　其一　（黒田長政公三百年祭記 大正11 4 2 福岡 尾島筑紫堂　発行 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1 ～4月8日
677 【封筒】 維新三傑遺芳　記念絵葉書 福岡 先哲遺物展覧会 封筒 (5) No.678～682まで。「昭和弐年三月～五月」のスタンプ有（封

のみ）
678 西郷南州翁ノ黒羅紗羽織　（維新三傑遺芳） 昭和2 3 福岡 先哲遺物展覧会 福岡県福岡市中央区西公園（展覧会会 写真 1 ～5月　鹿児島　有川九介氏出品
679 大久保利通詩書 昭和2 3 福岡 先哲遺物展覧会 福岡県福岡市中央区西公園（展覧会会 写真 1 ～5月　東京　肥田景之氏出品
680 西郷南州翁書　（維新三傑遺芳） 昭和2 3 福岡 先哲遺物展覧会 福岡県福岡市中央区西公園（展覧会会 写真 1 ～5月　鹿児島　有川九介氏出品
681 木戸孝允情歌書 昭和2 3 福岡 先哲遺物展覧会 福岡県福岡市中央区西公園（展覧会会 写真 1 ～5月　東京　内田良平氏出品
682 木戸孝允書　（維新三傑遺芳） 昭和2 3 福岡 先哲遺物展覧会 福岡県福岡市中央区西公園（展覧会会 写真 1 ～5月　東京　川辺精一氏出品
683 【封筒】 原色写真　西公園の櫻花 博多 尾島筑紫堂 封筒 (3) No.684～686まで
684 （福岡名所）西公園の櫻花満開（お花見） 博多 尾島筑紫堂 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1
685 （福岡名所）西公園の櫻花 博多 尾島筑紫堂 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1
686 （福岡名所）西公園の櫻花満開（お花見） 博多 尾島筑紫堂 福岡県福岡市中央区西公園 写真 1
687 【封筒】 官幣大社　香椎宮絵葉書 福岡 香椎宮社務所　発行 封筒 1 No.688
688 （筑前）　官幣大社　香椎宮 福岡 香椎宮社務所　発行 福岡県福岡市東区香椎（福岡県糟屋郡

香椎町大字香椎）
写真 1

689 【封筒】 博物館絵葉書 福岡 福岡市通俗博物館発行 封筒 (6) No.690～695まで。建物は1979年に取り壊されている
690 福岡市通俗博物館　大正天皇御大典紫震殿模型 福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真 1
691 福岡市通俗博物館　正面（上段）。乃木将軍仝夫人

（下段）。勝典保典兩少尉（右上）。広瀬中佐指揮ノ
閉塞船福井丸乗組員一行ノ写真

福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真 1

692 1 福岡市通俗博物館　蒙賊壱岐民戮殺画 福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真 1
692 2 福岡市通俗博物館　竹崎季長 福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真
692 3 福岡市通俗博物館　宗　助国 福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真
692 4 福岡市通俗博物館　河野道有 福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真
692 5 福岡市通俗博物館　北條　時宗 福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真
693 1 福岡市通俗博物館　維新勤王之女傑　野村望東 福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真 1
693 2 福岡市通俗博物館　軍神吉岡大佐 福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真
693 3 福岡市通俗博物館　維新勤王家　平野国臣 福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真
693 4 福岡市通俗博物館　儒者　貝原益軒 福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真
694 1 福岡市通俗博物館　博物標本 福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真 1
694 2 福岡市通俗博物館　古代土器類 福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真
695 福岡市通俗博物館全景 福岡 福岡市通俗博物館発行 福岡県福岡市中央区天神 写真 1
696 【封筒】 官幣大社　香椎宮古文書絵はがき 福岡 香椎宮社務所　発行 封筒 (8) No.697～704まで
697 官幣大社　香椎宮寶物　（文化元年御宣命） 福岡 香椎宮社務所　発行 福岡県福岡市東区香椎 写真 1
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698 官幣大社　香椎宮　古文書（有栖川宮御筆） 福岡 香椎宮社務所　発行 福岡県福岡市東区香椎 写真 1
699 （官幣大社　香椎宮　古文書）明治天皇御即位大嘗

物祭御筆
福岡 香椎宮社務所　発行 福岡県福岡市東区香椎 写真 1 大嘗祭班幣，五色帛，布，祭算料金，綿

700 官幣大社　香椎宮寶物　（嘉永六年攘夷御倫旨） 福岡 香椎宮社務所　発行 福岡県福岡市東区香椎 写真 1
701 官幣大社　香椎宮文化元年臨時奉幣料御送文 福岡 香椎宮社務所　発行 福岡県福岡市東区香椎 写真 1
702 官幣大社　香椎宮　古文書（源頼朝下文） 福岡 香椎宮社務所　発行 福岡県福岡市東区香椎 写真 1
703 官幣大社　香椎宮　古文書（足利尊氏寄進状） 福岡 香椎宮社務所　発行 福岡県福岡市東区香椎 写真 1
704 官幣大社　香椎宮寶物　（文化元年御幣物） 福岡 香椎宮社務所　発行 福岡県福岡市東区香椎 写真 1 五色薄絶，木綿，絶，絲，麻，綿，明櫃，□料薦
705 【封筒】 福岡市連合婦人会献納　六輪自動貨車 福岡 陸軍省 福岡県福岡市 封筒 (2) No.706～707まで
706 六輪自動貨車愛国第五十二（婦人第三福岡）愛国

第五十三　（婦人第五福岡）
福岡 陸軍省 福岡県福岡市 絵画 1

707 六輪自動貨車愛国第五十二（婦人第三福岡）愛国
第五十三　（婦人第五福岡）

福岡 陸軍省 福岡県福岡市 写真 1

708 【封筒】 博多築港博覧会記念ゼブラの絵はがき ス井フト商会 封筒 (3) No.709～711まで。博多築港記念大博覧会観覧順路図付
709 〔博多築港記念第博覧会　満州館〕 昭和11 3 25 ス井フト商会 福岡県福岡市（福岡市須崎裏町） 絵画 1 ～昭和11年5月13日まで
710 〔博多築港記念第博覧会　ゼブラの自轉車館〕 昭和11 3 25 ス井フト商会 福岡県福岡市（福岡市須崎裏町） 絵画 1 ～昭和11年5月13日まで
711 〔博多築港記念第博覧会場　正面〕 昭和11 3 25 ス井フト商会 福岡県福岡市（福岡市須崎裏町） 絵画 1 ～昭和11年5月13日まで
712 【封筒】 金子才吉先生追悼記念 大熊浅次郎 封筒 (7) No.713～719まで
713 金子才吉長崎留学生当時の真影 長崎 大熊浅次郎 写真 1
714 〔金子才吉関係　金子堅太郎作　漢詩　題　金子才

吉傳〕
長崎 大熊浅次郎 写真 1 漢詩

715 （金子才吉厚載遺筆）伊勢大廟を拝せし時の詠 長崎 大熊浅次郎 写真 1
716 （金子才吉遺筆）毛筆を以て和紙に書写したる窮理

書蘭文の一節
長崎 大熊浅次郎 写真 1

717 （金子才吉遺筆）慶応三年六月毛筆を以て和紙に
書写したる工学者必携を訳すべき英文の一節

長崎 大熊浅次郎 写真 1

718 金子才吉事蹟序文 長崎 大熊浅次郎 写真 1 栗野慎一郎氏の論文
719 金子才吉関係　慶応３年長崎の英国水平殺害事件

に関する平山成信識
長崎 大熊浅次郎 写真 1 平山成信氏の論文

720 官幣大社　香椎宮　神苑 大正１１ 周水堂発行 福岡県福岡市東区香椎 写真 1 （大正十一年春　皇陛后下御参拝謹写）
721 〔多賀町記念碑〕 周水堂発行 福岡県福岡市南区多賀町 写真 1
722 【封筒】 戸畑市観光絵葉書　No.1 戸畑 戸畑市役所 封筒 (5) No.723～727まで
723 戸畑漁港　（洞海湾） 戸畑 戸畑市役所 福岡県北九州市戸畑区銀 写真 1
724 戸畑市役所 戸畑 戸畑市役所 福岡県北九州市戸畑区新池 写真 1
725 中本町百貨街　（中本町商店街） 戸畑 戸畑市役所 福岡県北九州市戸畑区中本町（戸畑市

中本町）
写真 1

726 戸畑名物提灯山笠 戸畑 戸畑市役所 福岡県北九州市戸畑区（戸畑市） 写真 1
727 中央緑地帯金比羅公園 戸畑 戸畑市役所 福岡県北九州市戸畑区金比羅町（戸畑

市大字中原地内）
写真 1

728 【封筒】 戸畑の観光　No.2 戸畑 戸畑市役所 封筒 (5) No.729～733まで
729 中央官庁街 戸畑 戸畑市役所 福岡県北九州市戸畑区新池（戸畑大道

町4丁目）
写真 1

730 鞘ヶ谷陸上競技場 戸畑 戸畑市役所 福岡県北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町（戸
畑市鞘ヶ谷）

写真 1

731 九州工業大学 戸畑 戸畑市役所 福岡県北九州市戸畑区仙水町 写真 1
732 菅原神社 戸畑 戸畑市役所 福岡県北九州市戸畑区菅原町（戸畑市

大字戸畑字大谷）
写真 1

733 戸畑港石炭積込場 戸畑 戸畑市役所 福岡県北九州市戸畑区〔東戸畑港〕 写真 1
734 【封筒】 戦死者遺族弔慰金寄附　時局　絵葉書 久留米 久留米獵友会発行 封筒 (5) No.735～739まで。※斎田家資料
735 久留米が生んだ肉弾三勇士 久留米 久留米獵友会発行 福岡県久留米市 絵画 1 ※斎田家資料
736 国民皆兵の第一戦 久留米 久留米獵友会発行 福岡県久留米市 絵画 1 ※斎田家資料
737 日頃の鍛錬 久留米 久留米獵友会発行 福岡県久留米市 絵画 1 ※斎田家資料
738 防戦に怠りなき天津獵友会 久留米 久留米獵友会発行 福岡県久留米市 絵画 1 ※斎田家資料
739 飛鳥撃の練磨から防空へ 久留米 久留米獵友会発行 福岡県久留米市 絵画 1 ※斎田家資料
740 【封筒】 福岡歩兵第廿四連隊　軍旗祭記念絵葉書 博多 島井印刷所印行 福岡市 封筒 3 No.741。※斎田家資料
741 第十五代鏡山連隊長　歩兵第二十四連隊軍旗 博多 島井印刷所印行 福岡市 写真

（廻り絵画）
1 ※斎田家資料

742 日露役鴨緑江戦闘ニ於ケル福岡連隊ノ渡河 明治37 5 1 博多 島井印刷所印行 鴨緑江 絵画 1 ※斎田家資料
743 日清戦役　福岡連隊旅順攻城 明治27 11 20 博多 島井印刷所印行 旅順（中国） 絵画 1 ※斎田家資料
744 【封筒】 皇軍慰問絵葉書 東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人

会　九段
封筒 (13) No.745～757まで。包紙に皇軍将士に感謝の歌有り。※斎

田家資料
745 会員の集めた献納毛布の山 東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人

会　九段
写真 1 ※斎田家資料，標語あり
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746 会員の集めた献納毛布の山 東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人
会　九段

写真 1 ※斎田家資料，標語あり

747 銃後を護る娘達 東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人
会　九段

写真 1 ※斎田家資料，標語あり

748 銃後を護る娘達 東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人
会　九段

写真 1 ※斎田家資料，標語あり

749 出征勇士留守宅の稲刈にいそしむ会員 東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人
会　九段

写真 1 ※斎田家資料，標語あり

750 出征勇士留守宅の稲刈にいそしむ会員 東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人
会　九段

写真 1 ※斎田家資料，標語あり

751 副業に兎を飼って軍事援護事業の資金を作る会員 東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人
会　九段

写真 1 ※斎田家資料，標語あり

752 副業に兎を飼って軍事援護事業の資金を作る会員 東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人
会　九段

写真 1 ※斎田家資料，標語あり

753 愛国婦人会経営の授産所と託児所で護られている
留守宅の母と子

東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人
会　九段

写真 1 ※斎田家資料，標語あり

754 愛国婦人会経営の授産所と託児所で護られている
留守宅の母と子

東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人
会　九段

写真 1 ※斎田家資料，標語あり

755 軍人遺族母子保護のため愛国婦人会が経営する授
産場

東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人
会　九段

写真 1 ※斎田家資料，標語あり

756 遺族の田畑に労力奉仕をする前に家族を慰問する
会員

東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人
会　九段

写真 1 ※斎田家資料，標語あり

757 国人精神総動員 東京 共同印刷株式会社印刷　愛国婦人
会　九段

写真 1 ※斎田家資料，標語あり

762 耶馬溪羅漢寺宝物　三猿ノ一龍鱗 大分県下毛郡本耶馬渓町大字跡田 写真 1 ※斎田家資料
763 耶馬溪羅漢寺宝物　鬼兒 大分県下毛郡本耶馬渓町大字跡田 写真 1 ※斎田家資料
766 「銃後の赤誠」 福岡 福岡印刷株式会社　印行

福岡日日新聞社　発行
福岡　杉田芳陽作 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1 福岡日日新聞社募集　皇軍慰問写真入選印画。※斎田家

資料
767 「銃後の赤誠」 福岡 福岡印刷株式会社　印行

福岡日日新聞社　発行
福岡　宮本博吉作 写真 1 福岡日日新聞社募集　皇軍慰問写真入選印画。※斎田家

資料
768 「銃後の赤誠」 福岡 福岡印刷株式会社　印行

福岡日日新聞社　発行
佐賀　古賀司作 写真 1 福岡日日新聞社募集　皇軍慰問写真入選印画。※斎田家

資料
769 「銃後の赤誠」 福岡 福岡印刷株式会社　印行

福岡日日新聞社　発行
福岡　川野末吉作 写真 1 福岡日日新聞社募集　皇軍慰問写真入選印画。※斎田家

資料
770 「銃後の赤誠」 福岡 福岡印刷株式会社　印行

福岡日日新聞社　発行
福岡　室井正中作 写真 1 福岡日日新聞社募集　皇軍慰問写真入選印画。※斎田家

資料
771 「銃後の赤誠」 福岡 福岡印刷株式会社　印行

福岡日日新聞社　発行
唐津　吉田圭次作 写真 1 福岡日日新聞社募集　皇軍慰問写真入選印画。※斎田家

資料
772 「銃後の赤誠」 福岡 福岡印刷株式会社　印行

福岡日日新聞社　発行
福岡　石橋源一郎作 写真 1 福岡日日新聞社募集　皇軍慰問写真入選印画。※斎田家

資料
773 「銃後の赤誠」 福岡 福岡印刷株式会社　印行

福岡日日新聞社　発行
宮崎　吉田徹作 写真 1 福岡日日新聞社募集　皇軍慰問写真入選印画。※斎田家

資料
782 日出台ニ於テ歩兵ノ演習 昭和3 湯の坪山川写真館　発行 写真 1 昭和三年日出生台演習記念スタンプ有り。※斎田家資料
783

1
日出生台演習地兵舎全景 昭和3 湯の坪山川写真館　発行 写真 1 昭和三年日出生台演習記念スタンプ有り。※斎田家資料

絵葉書783-1～2は同絵葉書
783 2 日出生台演習地兵舎全景 昭和3 湯の坪山川写真館　発行 写真 ※斎田家資料
784 〔玉屋外観写真〕 福岡県福岡市博多区中洲 写真 1 ※斎田家資料
785 元寇防塁　（博多名所） 福岡県福岡市西区今津 写真 1 ※斎田家資料　裏に有浦卓宛の便り有り（横田浩　差出人）
786 〔筥崎宮　表千家　献茶祭〕 昭和17 10 7 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1 ※斎田家資料　即中斎宗匠献茶式
787 西公園 福岡市中央区西公園 写真 1 ※斎田家資料　裏に岡部先生宛の便り有り　切手有
788 筑紫水電　放水路及送水鉄管 福岡県 写真 1 ※斎田家資料
789 〔軍旗〕 絵画 1 ※斎田家資料
790 無物庵茶会雨天室入ノ景 写真 1 ※斎田家資料
791 〔山水画〕 写真 1 ※斎田家資料
792 〔南無阿弥陀仏〕 福岡県宗像郡玄海町田島（辺津宮） 写真 1
793 官幣大社　宗像神社　辺津宮正門社務所 福岡県宗像郡玄海町田島（辺津宮） 写真 1
794 官幣大社　宗像神社　辺津宮正門及御神水井 福岡県宗像郡玄海町田島（辺津宮） 写真 1
795 官幣大社　宗像神社　辺津宮末社及辺津宮神苑内

松尾神社ヲ望ム
福岡県宗像郡玄海町田島（辺津宮） 写真 1

796 官幣大社　宗像神社　辺津宮本殿拝殿 福岡県宗像郡玄海町田島（辺津宮） 写真 1
797 官幣大社　宗像神社　沖津宮全景及社殿 福岡県宗像郡玄海町田島（辺津宮） 写真 1
798 寶物三十六歌仙絵・・狩野古法眼歌・・聖護院宮 福岡県宗像郡玄海町田島（辺津宮） 写真 1
799 官幣大社　宗像神社　中津宮本殿拝殿 福岡県宗像郡玄海町田島（辺津宮） 写真 1
800 官幣大社　宗像神社　古文書 福岡県宗像郡玄海町田島（辺津宮） 写真 1
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801 官幣大社　宗像神社　狛犬 福岡県宗像郡玄海町田島（辺津宮） 写真 1 国寶木彫狛犬伝来年所不明石彫狛犬建仁元年藤原支房
802 五石ヶ浜　（筑前新宮名勝） 昭和４ 11 8 福岡県糟屋郡新宮町 写真 1
803 沖の瀬　（筑前新宮名勝） 昭和４ 11 8 福岡県糟屋郡新宮町 写真 1
804 磯崎神社　（筑前新宮名勝） 昭和４ 11 8 福岡県糟屋郡新宮町 写真 1 有名な子持ち石境内にあり
805 海水浴場　（筑前新宮名勝） 昭和４ 11 8 福岡県糟屋郡新宮町 写真 1
806 二見夫婦岩　（筑前新宮名勝） 昭和４ 11 8 福岡県糟屋郡新宮町 写真 1
807 磯崎ノ鼻　（筑前新宮名勝） 昭和４ 11 8 福岡県糟屋郡新宮町 写真 1
808 朝日橋　（筑前新宮名勝） 昭和４ 11 8 福岡県糟屋郡新宮町 写真 1
809 二見街道　（筑前新宮名勝） 昭和４ 11 8 福岡県糟屋郡新宮町 写真 1
810 （筑前）　宇美八幡宮神殿及拝殿 博多尾島筑紫堂印刷 福岡県糟屋郡宇美町 写真 1
811 （筑前）　宇美八幡宮湯方神社及子安の石 博多尾島筑紫堂印刷 福岡県糟屋郡宇美町 写真 1
812 （筑前）　宇美八幡宮韓橋 博多尾島筑紫堂印刷 福岡県糟屋郡宇美町 写真 1
813 （筑前）　宇美八幡宮衣掛の森　（大樟） 博多尾島筑紫堂印刷 福岡県糟屋郡宇美町 写真 1
814 （筑前）　宇美八幡宮湯蓋の森（大樟） 博多尾島筑紫堂印刷 福岡県糟屋郡宇美町 写真 1
815 （筑前）　宇美八幡宮御降誕記念碑 博多尾島筑紫堂印刷 福岡県糟屋郡宇美町 写真 1
816 （筑前）　宇美八幡宮御降誕記念碑及御手植の樟 博多尾島筑紫堂印刷 福岡県糟屋郡宇美町 写真 1
817 （筑前）　宇美竹亭　（勤王史蹟） 博多尾島筑紫堂印刷 福岡県糟屋郡宇美町 写真 1
818 （筑前）　宇美八幡宮産湯の水 博多尾島筑紫堂印刷 福岡県糟屋郡宇美町 写真 1
819 （筑前）　宇美胞衣岡　宇美公園 博多尾島筑紫堂印刷 福岡県糟屋郡宇美町 写真 1
820 宮地嶽神社　奥ノ院不動岩屋入口ト内部 周水堂製 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
821 宮地嶽神社　古宮櫻ヶ池 周水堂製 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1 スタンプ有
822 宮地嶽神社　全景 周水堂製 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1 スタンプ有
823 宮地嶽神社　神苑 周水堂製 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1 スタンプ有
824 宮地嶽神社　神殿 周水堂製 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1 スタンプ有
825 宮地嶽神社　御神殿 周水堂製 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
826 （筑前宮司）　宮地嶽神社 周水堂製 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
827 （筑前宮司）　宮地嶽神社 周水堂製 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
828 宮地嶽神社　登り口 周水堂製 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1 スタンプ有
829 宮地嶽神社　正面 周水堂製 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1 スタンプ有
830 宮地嶽神社　御神苑 周水堂製 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1 スタンプ有
831 谷神社　（宮地嶽名所） ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
832 宮地嶽神社　全景　（宮地嶽名所） ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
833 山上ヨリ宮地嶽神社ヲ望ム ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
834 宮地嶽神社　楼門 ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
835 （宮地嶽名所） ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
836 （宮地嶽名所） ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
837 （宮地嶽名所） ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
838 （宮地嶽名所） ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
839 （宮地嶽名所） ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
840 （宮地嶽名所） ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
841 （宮地嶽名所） ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
842 （宮地嶽名所） ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
843 （宮地嶽名所） ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
844 （宮地嶽名所） ユニオン写真工芸発行 福岡県宗像郡津屋崎町大字宮司 写真 1
845 官幣大社　香椎宮南大門及左右廻廊 尾島筑紫堂発行 福岡県福岡市東区香椎(福岡県糟屋郡

香椎町大字香椎）
写真 1

846 官幣大社　香椎宮 尾島筑紫堂発行 福岡県福岡市東区香椎(福岡県糟屋郡
香椎町大字香椎）

写真 1

847 官幣大社　香椎宮御神木綾杉 尾島筑紫堂発行 福岡県福岡市東区香椎(福岡県糟屋郡
香椎町大字香椎）

写真 1

848 官幣大社　香椎宮拝殿及神殿 尾島筑紫堂発行 福岡県福岡市東区香椎(福岡県糟屋郡
香椎町大字香椎）

写真 1

849 官幣大社　香椎宮神苑 尾島筑紫堂発行 福岡県福岡市東区香椎(福岡県糟屋郡
香椎町大字香椎）

写真 1

850 頼朝武内公友追却状　（香椎宮古文書） 福岡県福岡市東区香椎(福岡県糟屋郡
香椎町大字香椎）

写真 1

851 文化元年臨時奉幣料御官令　（官幣大社香椎宮古
文書）

福岡県福岡市東区香椎(福岡県糟屋郡
香椎町大字香椎）

写真 1

852 香椎宮古文書文化元年臨時奉幣料御送文 福岡県福岡市東区香椎(福岡県糟屋郡
香椎町大字香椎）

写真 1

853 明治天皇御即位大嘗祭御幣物　（官幣大社香椎宮
古文書）

福岡県福岡市東区香椎(福岡県糟屋郡
香椎町大字香椎）

写真 1

854 尊氏寄進状　（香椎宮古文書） 福岡県福岡市東区香椎(福岡県糟屋郡
香椎町大字香椎）

写真 1
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855 （官幣大社香椎宮古文書） 福岡県福岡市東区香椎(福岡県糟屋郡
香椎町大字香椎）

写真 1

856 薄墨綸旨　（官幣大社香椎宮古文書） 福岡県福岡市東区香椎(福岡県糟屋郡
香椎町大字香椎）

写真 1 有栖川宮筆，三條公御筆

857 文化元年臨時奉幣料御幣物 （官幣大社香椎宮古
文書）

福岡県福岡市東区香椎(福岡県糟屋郡
香椎町大字香椎）

写真 1

858 官幣大社　筥崎宮　境内千代之松原大鳥居高籠樓 福岡 筥崎宮社務所 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
859 官幣大社　筥崎宮　拝殿樓門　国寶建造物 福岡 筥崎宮社務所 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
860 官幣大社　筥崎宮　拝殿樓門　国寶建造物 福岡 筥崎宮社務所 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
861 官幣大社　筥崎宮　境内千代之松原大鳥居高籠樓 福岡 筥崎宮社務所 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
862 官幣大社　筥崎宮　筥松樓門　国寶建造物 福岡 筥崎宮社務所 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
863 官幣大社　筥崎宮　汐井参道 福岡 筥崎宮社務所 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
864 官幣大社　筥崎宮　寶物　醍醐天皇御宸翰 福岡 筥崎宮社務所 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1 説明あり
865 【封筒】 官幣小社　住吉神社絵葉書 福岡 住吉神社社務所発行 福岡県福岡市博多区住吉 封筒 (5) No.866～870まで。包紙に住吉神社略記有
866 官幣小社　住吉神社　本殿側面 福岡 住吉神社社務所発行 福岡県福岡市博多区住吉 写真 1
867 官幣小社　住吉神社　社務所 福岡 住吉神社社務所発行 福岡県福岡市博多区住吉 写真 1
868 官幣小社　住吉神社　参宮道住吉橋 福岡 住吉神社社務所発行 福岡県福岡市博多区住吉 写真 1
869 官幣小社　住吉神社　参道 福岡 住吉神社社務所発行 福岡県福岡市博多区住吉 写真 1
870 官幣小社　住吉神社　拝殿 福岡 住吉神社社務所発行 福岡県福岡市博多区住吉 写真 1
871 日蓮上人御銅像台座　建治元年四月元使杜世忠等

五人来ル言辭無禮九月之ヲ龍ノ口ニ斬ルノ図
福岡県福岡市博多区東公園 写真 1

872 日蓮上人御銅像台座　(元寇記念碑) 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
873 日蓮上人御銅像台座　時宗宗祖ノ罪ヲ赦シ殿中ニ

招ジテ外寇防禦策ヲ聴聞スルノ図
福岡県福岡市博多区東公園 写真 1

874 日蓮上人御銅像台座　大学三郎殿中ニ於イテ安国
論ヲ講ｽﾞルノ図

福岡県福岡市博多区東公園 写真 1

875 日蓮上人御銅像台座　文永十一年十一月五日元軍
我対馬ニ襲来リ島民ヲ惨殺スルノ図

福岡県福岡市博多区東公園 写真 1

876 日蓮上人御銅像台座　文永十一年十月二十日元軍
水城ニ迫ル少貳景賀敵将劉副亨ヲ射ル我軍従是振
ﾌ

福岡県福岡市博多区東公園 写真 1

877 日蓮上人御銅像台座　宗祖鎌倉小町ノ街ニ立テ説
法弘通ノ図

福岡県福岡市博多区東公園 写真 1

878 日蓮上人御銅像台座　文永八年九月十二日吾祖大
士松葉谷ニテ捕ワル龍ノ口刑場ニ引カレ玉フノ図

福岡県福岡市博多区東公園 写真 1 寄附主 身延日慈

879 十界曼陀羅御本尊 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1 日蓮上人御真筆写
880 官幣小社　志賀海神社　宝物　（其ノ三）　神功皇后

三韓征伐縁起
〔昭和3 5 6〕 福岡県福岡市東区大字志賀島 写真 1 土佐筆

881 官幣小社　志賀海神社　宝物　（其ノ四）　大内義隆
寄進状並二太刀

〔昭和3 5 6〕 福岡県福岡市東区大字志賀島 写真 1 雲生作

882 官幣小社　志賀海神社　鹿の角庫 〔昭和3 5 6〕 福岡県福岡市東区大字志賀島 写真 1
883 官幣小社　志賀海神社　拝殿正面 〔昭和3 5 6〕 福岡県福岡市東区大字志賀島 写真 1
884 官幣小社　志賀海神社　樓門 〔昭和3 5 6〕 福岡県福岡市東区大字志賀島 写真 1
885 官幣小社　志賀海神社　参道 〔昭和3 5 6〕 福岡県福岡市東区大字志賀島 写真 1
886 官幣小社　志賀海神社　宝物　（其ノ一）　朱雀帝御

宸翰
〔昭和3 5 6〕 福岡県福岡市東区大字志賀島 写真 1

887 境内ヨリ玄海海ノ中道ヲ経テ博多湾ヲ望ム 〔昭和3 5 6〕 福岡県福岡市東区大字志賀島 写真 1
888 官幣小社　志賀海神社　宝物　（其ノ五）　高麗狗 〔昭和3 5 6〕 福岡県福岡市東区大字志賀島 写真 1 鎌倉時代作
889 官幣小社　志賀海神社　宝物　（其ノ二）　国宝 半鐘 〔昭和3 5 6〕 福岡県福岡市東区大字志賀島 写真 1
890 愛宕神社　石階段 福岡県福岡市西区愛宕 写真 1
891 愛宕神社　本道 福岡県福岡市西区愛宕 写真 1
892 愛宕神社　本殿 福岡県福岡市西区愛宕 写真 1
893 愛宕神社　中ノ鳥居 福岡県福岡市西区愛宕 写真 1
894 （筑前） 太宰府天満宮文書館 福岡県太宰府市太宰府 写真 1
895 筑前太宰府神社飛梅 福岡県太宰府市太宰府 写真 1
896 （筑前） 太宰府天満宮楼門 福岡県太宰府市太宰府 写真 1
897 （筑前） 官幣中社太宰府神社御本殿 福岡県太宰府市太宰府 写真 1
898 筑前太宰府神社神殿 福岡県太宰府市太宰府 写真 1 裏に”和魂漢才の碑に就いて”の切り抜き貼付
899 筑前水城址（県道ニ沿フタル大堤) 福岡県太宰府市 写真 1
900 筑前太宰府址 福岡県太宰府市 写真 1 （一名都府楼之址）
901 筑前太宰府神社文書館 福岡県太宰府市 写真 1
902 筑前都府楼報時臺ニテ使用セラレシ漏刻之図 福岡県太宰府市 絵画 1
903 1 筑前刈萓関址 福岡県太宰府市 写真 1 絵葉書0903-1～2は同絵葉書
903 2 筑前榎寺址 福岡県太宰府市 写真
904 菅公之遺跡天拝山 福岡県筑紫野市 写真 1
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905 菅公之遺跡天拝山 福岡県筑紫野市 写真 1
906 （筑前） 榎寺（菅公遺跡） 福岡県太宰府市 写真 1
907 （筑前） 菅公遺跡公御衣掛岩 福岡県太宰府市 写真 1
908 筑前　太宰府址碑 福岡県太宰府市 写真 1 亀井南冥先生ノ撰文並書
909 筑前　太宰府址（都府楼之址） 福岡県太宰府市 写真 1
910 筑前都府楼址 福岡県太宰府市 写真 1
911 筑前都府楼報時臺ニテ使用セラレシ漏刻之図 福岡県太宰府市 絵画 1
912 （筑前） 太宰府正庁址全景 福岡県太宰府市 写真 1
913 （筑前） 都府楼瓦窯埋没址 福岡県太宰府市 写真 1 正庁址ノ北約四十間
914 1 （筑前） 刈萓関址 福岡県太宰府市 写真 1 絵葉書914-1～2は同絵葉書
914 2 （筑前） 榎寺　（菅公館址） 福岡県太宰府市 写真
915 （筑前） 水城址及水門礎石實景 福岡県太宰府市 写真 1
916 玄昉僧正塋 福岡県太宰府市（観世音寺ノ傍にあり） 写真 1 説明あり
917 贈従三位少貳資能墓 福岡県太宰府市（太宰府町ノ入口血ヶ持

観音ノ境内にあり）
写真 1 説明あり

918 般若寺古塔 福岡県太宰府市（榎寺址ノ東南八町餘片
野新宮ノ附近にあり）

写真 1 説明あり

919 太宰少貳武藤藤資頼墓 福岡県太宰府市（都府楼址ノ東三町餘安
養寺ノ山中にあり）

写真 1 説明あり

920
1

菅公姫君紅姫之碑 福岡県太宰府市（榎寺址ノ東一町餘溝畔
樟樹ノ下にあり）

写真 1 説明あり　絵葉書920-1～2は同絵葉書

920
2

菅公幼君隈麿之墓 福岡県太宰府市（榎寺址ノ東南一町餘隈
ノ前の畑中にあり）

写真 説明あり

921 (筑前)太宰府大門址ヨリ正庁址及大野城址ヲ望ム 福岡県太宰府市 写真 1
922 繪御縁起 福岡県太宰府市（太宰府天満宮ヵ） 写真 1
923 追儺祭鬼面，聖像，雲龍香爐 福岡県太宰府市（太宰府天満宮ヵ） 写真 1
924 雲湖劉世儒筆 福岡県太宰府市（太宰府天満宮ヵ） 写真 1
925 菅公御佩刀　（国宝） 福岡県太宰府市（太宰府天満宮ヵ） 写真 1
926 菅公御真筆 福岡県太宰府市（太宰府天満宮ヵ） 写真 1
927 【封筒】 福岡高等学校絵葉書 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 封筒 (8) No.928～935まで。袋有り　内3葉につき表に文章印刷有り。

（昭和７年１月１日　賀正　樋口豊太郎（差出人））
928 全景　機上撮影　（福岡高等学校） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校

929 講堂　（福岡高等学校） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校

930 正門（福岡高等学校） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
表に文章印刷有り（昭和七年一月一日　賀正
（差出人）福岡高等学校　樋田豊太郎）

931
1

全景　（福岡高等学校） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
2葉つながったもの。絵葉書931-1～2は同絵葉書

931
2

全景　（福岡高等学校） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
2葉つながったもの

932

1

玉泉館外景　（福岡高等学校） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
表に文章印刷有り（昭和七年一月一日　賀正
（差出人）福岡高等学校　樋田豊太郎）。絵葉書932-1～2同
絵葉書

932
2

玉泉館内部　（福岡高等学校） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
表に文章印刷有り（昭和七年一月一日　賀正
（差出人）福岡高等学校　樋田豊太郎）

933 教練　（福岡高等学校） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
表に文章印刷有り（昭和七年一月一日　賀正
（差出人）福岡高等学校　樋田豊太郎）

934 亭々舎　（福岡高等学校） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校

935 昭和六年十一月八日　福岡高等学校生物学教室 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
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936 ランプ　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　サラセンランプ　ローマランプ16/25

937 祝部土器　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　高坩，異形□（21/100)　有蓋坩，横
□(19/100）

938 埴輪　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　角形埴輪，埴輪円筒 17/100

939 和鏡　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　波紋双雀鏡，蓬莱双雀鏡　14/25

940 金属器　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　雲珠，□，鉄斧，杏葉，鋤頭　11/25

941 福岡高等学校玉泉館外景 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）

942 アイヌ土器　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　青森間南津軽郡羽黒平発見　7/25

943 石器　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）磨製石錘，台湾磨製石斧，石剣，石
庖丁，琉球磨製両頭石斧
43/100

944 福岡高等学校玉泉館内部 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）

945 朝鮮鏡　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　瑞花双鳥鏡　双龍鏡　7/50

946 古瓦　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　筑紫鴻臚館発見唐草瓦　筑前国筑
紫郡塔発見巴瓦，筑紫鴻臚館発見巴瓦，筑前国早良郡城
原発見唐草瓦　1/4

947 弥生式土器　甕棺（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　筑後三潴郡大善寺村早津崎発見
13/100

948 支那古代貨幣　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　布，明刀，銭　7/10

949 漢式鏡　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　ＴＬＶ式方格四神鏡　長宣子孫内行
八花紋鏡　1/2

950 六朝明器　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　文官　女官　3/5

951 傳蒙古兜　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　銀象眼鉄骨鉄張品　銀象眼鉄骨革
張品　1/4

952 ギリシアローマ貨幣　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）　ローマガリエヌス貨幣，ギリシア貨
幣，ブトレマイオス貨幣1/1

953 ビルマ仏　（福岡高等学校玉泉館蔵） 福岡 福岡高等学校（蔵版）　戦前 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）阿弥陀如来木彫銀張　釈迦如来木彫
1/2

954 【封筒】 創立十周年記念　福岡高等学校考古資料
絵葉書　第一輯・第二輯

福岡 福岡高等学校発行 封筒 (10) No.955～965まで。10葉（第一輯），7葉（第二輯）包有り

955 福岡高等学校玉泉館蔵　古瓦 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
筑紫鴻臚館発見唐草瓦　筑前国筑紫郡塔発見巴瓦
筑紫鴻臚館発見巴瓦，筑前国早良郡城原発見唐草瓦　1/4

956 福岡高等学校玉泉館蔵　金属器 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
雲珠，□，鉄斧，杏葉，鋤頭　11/25

957 福岡高等学校玉泉館蔵　和鏡 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
波紋双雀鏡，蓬莱双雀鏡　14/25
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958 福岡高等学校玉泉館蔵　埴輪 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
角形埴輪，埴輪円筒 17/100

959 福岡高等学校玉泉館蔵　祝部土器 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
高坩，異形□（21/100)　有蓋坩，横□(19/100）

960 福岡高等学校玉泉館蔵　弥生式土器　甕棺 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
筑後三潴郡大善寺村早津崎発見　13/100

961 福岡高等学校玉泉館蔵　アイヌ土器 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
青森間南津軽郡羽黒平発見　7/25

962 福岡高等学校玉泉館蔵　石器 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
磨製石錘，台湾磨製石斧，石剣，石庖丁，琉球磨製両頭石
斧
43/100963 福岡高等学校玉泉館内部 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校

964 福岡高等学校玉泉館外景 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校

965 【封筒】 創立十周年記念　福岡高等学校考古資料
絵葉書　第一輯・第二輯

福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 封筒 7 Ｎｏ．96～972まで。10葉（第一輯），7葉（第二輯）包有り

966 福岡高等学校玉泉館蔵　ランプ 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
サラセンランプ　ローマランプ16/25

967 福岡高等学校玉泉館蔵　朝鮮鏡 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
瑞花双鳥鏡　双龍鏡　7/50

968 福岡高等学校玉泉館蔵　支那古代貨幣 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
布，明刀，銭　7/10

969 福岡高等学校玉泉館蔵　漢式鏡 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
ＴＬＶ式方格四神鏡　長宣子孫内行八花紋鏡　1/2

970 福岡高等学校玉泉館蔵　六朝明器 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
文官　女官　3/5

971 福岡高等学校玉泉館蔵　傳蒙古兜 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
銀象眼鉄骨鉄張品　銀象眼鉄骨革張品　1/4

972 福岡高等学校玉泉館蔵　ギリシアローマ貨幣 福岡 福岡高等学校発行 高田向盛館 福岡県福岡市中央区六本松 写真 1 （福岡市鳥飼字大坪）大正11年4月～昭和25年廃校
ローマガリエヌス貨幣，ギリシア貨幣，ブトレマイオス貨幣1/1

973 英彦山　鬼杉 福岡県田川郡添田町英彦山 写真 1
974 英彦山　法華窟 福岡県田川郡添田町英彦山 写真 1
975 英彦山　玉屋窟（其四） 福岡県田川郡添田町英彦山 写真 1
976 英彦山　護王の瀧 福岡県田川郡添田町英彦山 写真 1
977 英彦山　屏風岩（三呼坂） 福岡県田川郡添田町英彦山 写真 1
978 英彦山　鬼杉 福岡県田川郡添田町英彦山 写真 1
979 英彦山　湯の山鉱泉場 福岡県田川郡添田町英彦山 写真 1
980 英彦山　銅華表 福岡県田川郡添田町英彦山 写真 1
981 英彦山　山頂ノ英彦山神社 福岡県田川郡添田町英彦山 写真 1 裏に切手，彦山8.8.28のスタンプ有
982 英彦山　鷹巣山ノ遠望 福岡県田川郡添田町英彦山 写真 1
983 英彦山　鷹巣原 福岡県田川郡添田町英彦山 写真 1
984 英彦山　望雲台 福岡県田川郡添田町英彦山 写真 1
985 シーボルトの小倉城下図 福岡県北九州市小倉 絵画 1
986 博多古図 福岡県福岡市（筑前国） 写真 1
987 亀井南冥の寺額 福岡県福岡市中央区地行　今川橋浄満 写真 1
988 大隈言道の肖像 福岡県福岡市 写真 1
989 青柳種信に贈れる本居宣長の書翰 福岡県福岡市 写真 1
990 野村望東尼の歌 福岡県福岡市 写真 1
991 金龍寺　貝原先生之墓 福岡県福岡市中央区今川2丁目 写真 1
992 蒙古調伏旗曼荼羅授與画　元寇記念館所蔵（福岡

東公園）
下村観山筆 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1

993 元寇記念館所蔵　蒙古軍艦碇石　（福岡東公園） 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1 蒙古軍艦使用
994 元寇記念館所蔵　（福岡東公園） 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1 明治天皇御生母　故中山一位局奉納　元寇之当時朝庭ヨリ

宇佐八幡宮ﾍ御奉納太刀
995 元寇記念館所蔵　元寇当時遺品 （福岡東公園） 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1 鎌倉時代箙　韓国大皇帝恩賜銀火爐　筑前都府桜古代瓦

朝鮮釜山鎮瓦　足利時代箙
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996 元寇記念館所蔵　元寇当時分捕品 （福岡東公園） 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1 蒙古大将兜　蒙古将之鎧　蒙古軍使用之箭
997 元寇記念館所蔵　元寇当時分捕品 （福岡東公園） 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1 鉾（銅器時代ノ品）　賜展覧蒙古大将兜（詳細ハ伏敵編ニ在

リ)　賜展覧蒙古将校兜 蒙古大将戎衣 分捕蒙古軍使用之
鎗　分捕蒙古軍之半弓(男爵松本順寄贈)

998 元寇記念館所蔵　元寇当時分捕品 （福岡東公園） 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1 筥崎八幡宮祈祷獨鈷 蒙古之鈴(□元造ノ四文字アリ)　元国
当時通用銭 宣徳香爐

999 元寇記念館所蔵　元寇当時石壘之残石 （福岡東公 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
1000 元寇記念館所蔵　蒙古首切塚塔 （福岡東公園） 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
1001 元寇記念館所蔵　太宰少貳景資之鎧 （福岡東公 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
1002 元寇記念館外苑 (蒙古首切塚塔)（福岡東公園） 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
1003 元寇記念館正面　（福岡東公園） 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
1004 元寇記念館外苑 （福岡東公園） 福岡県福岡市博多区東公園 写真 1
1005 油山鎮西上人記念碑 (福岡名所) 福岡市城南区東油山 写真 1
1006 油山観音泉水 (福岡名所) 福岡市城南区東油山 写真 1
1007 油山観音本堂 (福岡名所) 福岡市城南区東油山 写真 1
1008 油山手洗所 (福岡名所) 福岡市城南区東油山 写真 1
1009 油山裏門 (福岡名所) 福岡市城南区東油山 写真 1
1010 油山通夜堂 (福岡名所) 福岡市城南区東油山 写真 1
1011 油山庭園の桜 (福岡名所) 福岡市城南区東油山 写真 1
1012 油山庭園ヨリ本堂ヲ望ム (福岡名所) 福岡市城南区東油山 写真 1
1013 油山光が瀧 (福岡名所) 福岡市城南区東油山 写真 1
1014 油山観音石門 (福岡名所) 福岡市城南区東油山 写真 1
1015 加布里此里亭全景 昭和７ 5 福岡 此里亭発行 前原 古川写 福岡県糸島郡前原町大字加布里(左に 写真 1
1016 此里亭山上ヨリ芥屋街道ヲ望ム 昭和７ 5 福岡 此里亭発行 前原 古川写 福岡県糸島郡前原町(左に同じ) 写真 1
1017 此里亭山上ヨリ身タル加布里弁天橋 昭和７ 5 福岡 此里亭発行 前原 古川写 福岡県糸島郡前原町(左に同じ) 写真 1
1018 加布里此里亭庭園ヨリ箱島ヲ望ム 昭和７ 5 福岡 此里亭発行 前原 古川写 福岡県糸島郡前原町(左に同じ) 写真 1
1019 加布里公園山上三殿下御台臨ノ地 昭和７ 5 福岡 此里亭発行 前原 古川写 福岡県糸島郡前原町大字加布里(左に 写真 1
1020 水郷箱島の夕照 昭和７ 5 福岡 福岡県箱島　御料理旅館ちどり発行 福岡県糸島郡前原町(左に同じ) 写真 1
1021 箱島遠望 昭和７ 5 福岡 福岡県箱島　御料理旅館ちどり発行 福岡県糸島郡前原町(左に同じ) 写真 1
1022 磯遊の御帰には第二千鳥 昭和７ 5 福岡 福岡県箱島　御料理旅館ちどり発行 福岡県糸島郡前原町(左に同じ) 写真 1
1023 国幣大社　高良神社境内神籠石 久留米市御井町高良山 写真 1 昭和大嘗祭主基地方風俗舞歌 付
1024 国幣大社　高良神社一の鳥居 久留米市御井町高良山 写真 1 雇額｢高良玉垂宮｣輪王寺准三宮一品遵法親王御筆
1025 国宝 平家物語 (覚一本)十二冊 久留米市御井町高良山 写真 1
1026 国幣大社　高良神社御神池 (御手洗橋) 久留米市御井町高良山 写真 1 御手洗蛍(柳原大納言資行)，(日野中納言弘資)の歌付
1027 国幣大社　高良神社朝妻頓宮 久留米市御井町高良山 写真 1 隔年月齢三月十五日御神幸 朝妻清泉(高辻中納言豊長)，

(園
大納言基福)の歌付1028 国幣大社　高良神社 久留米市御井町高良山(福岡県三井郡

御井町高良山)
写真 1 万治三年十一月当藩主有馬氏造営 御祭神，御創立，現社

殿
について1029 筑後川より見たる水天宮神苑 (久留米名所) 久留米市瀬ノ下町 写真 1

1030 水天宮正門 (久留米名所) 久留米市瀬ノ下町 写真 1
1031 水天宮反り橋 久留米市瀬ノ下町 写真 1
1032 水天宮神苑内の真木和泉守銅像 (久留米名所) 久留米市瀬ノ下町 写真 1
1033 水天宮本殿 (久留米名所) 久留米市瀬ノ下町 写真 1
1034 隠ケ森 朝倉神苑会発行 朝倉郡朝倉町山田 写真 1
1035 郷社 恵蘇宿八幡宮 朝倉神苑会発行 朝倉郡朝倉町山田 写真 1
1036 木ノ丸殿旧蹟 朝倉神苑会発行 朝倉郡朝倉町山田 写真 1
1037 斉明天皇御殯斂地 朝倉神苑会発行 朝倉郡朝倉町山田 写真 1
1038 御陵山ヨリ見タル水神社 朝倉神苑会発行 朝倉郡朝倉町山田 写真 1
1039 〔朝倉郡恵蘇宿旧蹟〕 朝倉神苑会発行 朝倉郡朝倉町山田 写真 1
1040 御陵山参拝道路 朝倉神苑会発行 朝倉郡朝倉町山田 写真 1
1041 御陵山下ノ山田井堰 朝倉神苑会発行 朝倉郡朝倉町山田 写真 1
1042 元寇記念館 福岡市博多区東公園 写真 1
1043 北条時頼肖像，北条時宗肖像 福岡市博多区東公園 写真 1
1044 十界曼荼羅御本尊 福岡市博多区東公園 写真 1 日蓮上人御真筆写
1045 蒙古軍艦使用及碇石 (福岡東公園) 福岡市博多区東公園 写真 1
1046 元寇当時遺品 (元寇記念館所蔵) 福岡市博多区東公園 写真 1 鎌倉時代箙，筑前都府楼瓦
1047 元軍分捕品 （元寇記念館所蔵） 福岡市博多区東公園 写真 1 蒙古軍使用之鎗，分捕蒙古軍之半弓， 蒙古大将戎衣，蒙

古大将之兜，蒙古将校之兜
1048 元軍分捕品 （元寇記念館所蔵） 福岡市博多区東公園 写真 1 蒙古大将兜，蒙古軍使用之箭
1049 元軍分捕品 （元寇記念館所蔵） 福岡市博多区東公園 写真 1 筥崎八幡宮祈祷獨鈷 蒙古之鈴　元国当時通用銭
1050 元寇当時遺品 （元寇記念館所蔵） 福岡市博多区東公園 写真 1 元寇之当時朝庭ﾖﾘ宇佐八幡宮ﾍ御奉納太刀　今上陛下御

生母　故中山一位局奉納
1051 【封筒】 箱島の美観 福岡 福岡県箱島　御料理旅館ちどり 塩川写真工芸所謹製 封筒 (3) No.1052～1054
1052 磯遊の御帰には第二千鳥 昭和７ 5 福岡 福岡県箱島　御料理旅館ちどり 塩川写真工芸所謹製 福岡県糸島郡前原町 写真 1
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1053 箱島遠望 昭和７ 5 福岡 福岡県箱島　御料理旅館ちどり 塩川写真工芸所謹製 福岡県糸島郡前原町 写真 1
1054 水郷箱島の夕照 昭和７ 5 福岡 福岡県箱島　御料理旅館ちどり 塩川写真工芸所謹製 福岡県糸島郡前原町 写真 1
1055 【封筒】 やはた　第１集 八幡 八幡商工会議所 （大貝写真館謹製） 福岡県北九州市八幡東区（旧八幡市） 封筒 (5) No.1056～1060
1056 八幡製鉄所洞岡熔鉱炉 八幡 八幡商工会議所 （大貝写真館謹製） 福岡県北九州市八幡東区（旧八幡市） 写真 1
1057 八幡港 八幡 八幡商工会議所 （大貝写真館謹製） 福岡県北九州市八幡東区（旧八幡市） 写真 1
1058 八幡桃園アパート 八幡 八幡商工会議所 （大貝写真館謹製） 福岡県北九州市八幡東区（旧八幡市） 写真 1
1059 八幡市夜景 八幡 八幡商工会議所 （大貝写真館謹製） 福岡県北九州市八幡東区（旧八幡市） 写真 1
1060 八幡河内貯水池眼鏡橋 八幡 八幡商工会議所 （大貝写真館謹製） 福岡県北九州市八幡東区（旧八幡市） 写真 1
1061 春の博多は美人と桜 昭和11 3 25 福岡 秀巧社印行 福岡県福岡市 絵画 1 ～5月13日　案内　博多築港記念大博覧会
1062 福博名所　博多駅 周水堂印行 福岡県福岡市博多区博多駅　博多区出

来町
写真

色つけ
1

1063 九州帝国大学　医科大學病院 福岡県福岡市 写真 1
1064 （福岡百景） 西中島橋の夕照 福岡県福岡市 写真 1
1065 （福岡市） 県庁楼上より見たる福岡及博多市街（其 福岡県福岡市 写真 1
1066 （福岡市） 県庁楼上より見たる福岡及博多市街（其 福岡県福岡市 写真 1
1067 （福岡百景） 博多筑港 福岡県福岡市 写真 1
1068 博多名所　□　玉屋呉服店 福岡県福岡市 写真 1 □は屋号
1069 （福岡市） 県庁楼上より見たる福岡及博多市街（其 福岡県福岡市 写真 1
1070 （福岡市） 県庁楼上より見たる福岡及博多市街（其 福岡県福岡市 写真 1
1071 箱崎の浜辺 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
1072 〔博多にわか〕 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1
1073 筥崎宮御廻廊　筥崎宮絵馬殿 博多　島井印刷印行 福岡県福岡市東区 写真

絵
1 切手あり

1074 像を仰いで （博多景観） 昭和16 6 20 福岡市東区東公園 写真 1 切手あり　西部軍司令部検閲済
1075 九一式戦闘機 福岡県福岡市 写真

色つけ
1

1076 規模を誇って （博多景観） 昭和16 6 20 福岡市東区箱崎　九州大学 写真 1 切手あり　西部軍司令部検閲済
1077 博釜連絡船　朝博丸（重量噸数1650噸速力15浬） 福岡県福岡市 絵画 1
1078 箱崎の浜辺 福岡県福岡市箱崎 写真 1
1079 （福岡百景） 筥崎の夕照 福岡県福岡市筥崎 写真 1
1080 九大耳鼻咽喉科教室創立満十七年記念教室全景

（其二）
福岡県福岡市 写真 1

1081 医科大学外来患者診察所 福岡県福岡市 写真 1
1082 九州帝国医科大学耳鼻科 福岡県福岡市 写真 1
1083 九州帝国大学　医科大学発電所 福岡県福岡市 写真 1
1084 宝満山　竈門神社上宮 福岡県太宰府市 写真 1
1085 筑前津屋崎活州場日の出門 福岡県宗像郡津屋崎町 写真 1
1086 筑前津屋崎活州場内一望亭 福岡県宗像郡津屋崎町 写真 1
1087 （筑前津屋崎） 九州帝国大学医科大学臨海実験科 福岡県宗像郡津屋崎町 写真 1
1088 （筑前津屋崎） 九州帝国大学医科大学臨海実験科 福岡県宗像郡津屋崎町 写真 1
1089 （筑前津屋崎） 九州帝国大学医科大学臨海実験科 福岡県宗像郡津屋崎町 写真 1
1090 筑前津屋崎活州場日の出門 福岡県宗像郡津屋崎町 写真 1
1091 （筑前） 津屋崎生洲の遠景 福岡県宗像郡津屋崎町 写真 1
1092 伊勢崎銘仙 伊勢崎織物同業組合 東京日清印刷製 絵画 1
1093 祗園山龍潜寺本堂全景 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1094 祗園山龍潜寺山門 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1095 枝光麻生八幡宮石段 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1096 八幡市役所 福岡県北九州市八幡 写真 1
1097 製鉄所本事務所 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1098 遠賀川水道鬼ヶ原貯水池 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1099 市街と製鉄所ノ一部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1100 製鉄所附属病院背面之景 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1101 製鉄所官舎　其一 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1102 公園ヨリ製鉄所中央機鑵ヲ望ム 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1103 中央区電車通リ 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1104 八幡新町一丁目 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1105 製鉄所東門桟橋交代時ノ光景 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1106 （河内貯水池名勝） 水路ノ一部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1107 製鉄所洗炭工場 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1108 製鉄所幼年職工養成所ノ景 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1109 八幡市街ノ一部 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1110 製鉄所全景　其二 写真 1
1111 【封筒】 製鉄所絵葉書 製鉄所購買会承認杉発行 福岡県北九州市八幡東区 封筒 (12) No.1111～1123まで
1112 製鉄所附属病院 製鉄所購買会承認杉発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
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1113 枝光麻生八幡宮 製鉄所購買会承認杉発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1114 枝光麻生八幡宮石段 製鉄所購買会承認杉発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1115 白鶴公園之一部 製鉄所購買会承認杉発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1116 製鉄所東門桟橋ノ光景 製鉄所購買会承認杉発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1117 製鉄所東門桟橋交代時ノ光景 製鉄所購買会承認杉発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1118 製鉄所第二製鋼工場平炉 製鉄所購買会承認杉発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1119 製鉄所第二平炉 製鉄所購買会承認杉発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1120 製鉄所転炉 製鉄所購買会承認杉発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1121 停車場ヨリ見タル製鉄所之光景 製鉄所購買会承認杉発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1122 製鉄所海岸起重機 製鉄所購買会承認杉発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1123 豊山公園ヨリ製鉄所中央機鑵ヲ望ム実ニ壮観 製鉄所購買会承認杉発行 福岡県北九州市八幡東区 写真 1
1124 （小倉名勝) 足立広寿小笠原家御廟 昭和9 12 6 北九州市小倉北区 写真 1 下関要塞司令部認可
1125 小倉師団上陸友軍歓迎ノ実況 昭和9 12 6 写真 1
1126 （小倉名勝) 八坂神社 昭和9 12 6 北九州市小倉北区城内 写真 1 下関要塞司令部認可
1127 （小倉名勝) 勝山城天守閣跡 昭和9 12 6 北九州市小倉北区城内 写真 1 下関要塞司令部認可
1128 英彦山奉幣殿(大講堂) 田川郡添田町 写真 1 元和年中細川忠與ノ再建ノ奉納其工造ノ結構且ツ大ナル

荘厳也
1129 (英彦山) 材木石 田川郡添田町 写真 1
1130 英彦山玉屋神社 (鬼社) 田川郡添田町 写真 1 祭神彦火瓊々杵命猿田彦大神 懸崖数十丈前面ニ老杉蓊

鬱神々
シキ様掬スベシ

1131 英彦山偉大ノ銘木鬼杉 田川郡添田町 写真 1
1132 英彦山大南神社　(不動社) 田川郡添田町 写真 1 不動尊ヲ祭レリ此地風景趣味深シ
1133 英彦山偉大ノ銘木鬼杉 田川郡添田町 写真 1
1134 九州沖縄八県連合共進会 大正7 4 福岡市 写真 1 正門夜景
1135 第十三回九州沖縄八県連合共進会 夜会イルミネー

ション
大正7 4 福岡市 写真 1

1136 九州沖縄物産共進会 大正7 4 福岡市 写真 1 電気館の一部 九州沖縄物産共進会紀念の印
1137 九州沖縄物産共進会 大正7 4 福岡市 写真 1 台湾館イルミネーション 九州沖縄物産共進会紀念の印
1138 化学工場展覧会場 　電車通ヨリ見タル展覧会場 大正7 4 福岡市 写真 1 九州沖縄物産共進会紀念 福岡協賛会 大正七年四月の印
1139 九州沖縄物産共進会 大正7 4 福岡市 写真 1 九州沖縄物産共進会紀念 大正七年四月の印
1140 (福岡市) 工業博覧会第一会場正門 大正7 4 福岡市 写真 1 工業博覧会紀念の印
1141 (福岡市) 工業博覧会第二会場 台湾館及ﾋﾞ満蒙館 大正7 4 福岡市 写真 1 工業博覧会紀念の印
1142 (福岡市) 工業博覧会第一会場ｲルミﾈｰション 大正7 4 福岡市 写真 1 工業博覧会紀念の印
1143 九州沖縄勧業共進会 福岡市 写真 1 教育館及理化工芸実験部(福岡市)
1144 九州沖縄勧業共進会 福岡市 写真 1 正門イルミネーション (福岡市)
1145 九州沖縄勧業共進会 福岡市 写真 1 裏正門(福岡市)
1146 九州沖縄勧業共進会 福岡市 写真 1 裏正門及庭園部(福岡市)
1147 九州沖縄勧業共進会 福岡市 写真 1 裏正門及音楽堂(福岡市)
1148 (福博名勝) 大濠公園 福岡市中央区大濠公園 絵画 1
1149 博多祗園祭 六番山笠 網場町 (大正13) 福岡市 写真 1 1924年 覚諸世間相(表) 奮大光明力(見送り)
1150 博多祗園祭 二番山笠 上土居町 (大正13) 福岡市 写真 1 1924 年 猛将破妖姫 (見送り) 源平戦壇ノ浦(表)
1151 博多祗園祭 三番山笠 下東町 (大正13) 写真 1 1924年 苦節之奮戦(表) 武徳照異国(見送り)
1152 博多名物ドンタク 福岡市 写真 1
1153 博多名物ドンタク 福岡市 写真 1
1154 博多名物ドンタク 福岡市 写真 1
1155 (名物) 博多仁和加 福岡市 写真 1
1156 博多仁和加野外劇 福岡市博多区呉服町(旧) 絵画 1 間部組出演 内野環星新作 (著作権所有)登場者 藤木宗三

郎
日高靖介のお松1157 行在所，統監部 福岡県庁発行 福岡市 写真

絵画
1

1158 総会会場 愛国婦人会福岡支部発行 福岡市 写真
絵画

1

1159 〔竹崎季長・袖の湊〕 福岡県庁発行 福岡市 写真
絵画

1

1160 福岡城，行在所 大正5 11 福岡市 写真
絵画

1 大正五年十一月の印

1161 金文堂福岡支店 福岡市 写真 1
1162 福岡ホテル 福岡市 写真 1
1163 〔家屋倒壊〕 博多中市小路高田製版 写真 1
1164 九州日報社 組工場

九州日報式 電光輪転機
福岡市 写真 1

1165 奈良原式飛行機鳳号飛行之状況 福岡市 写真 1 福岡日日新聞社主催 奈良原式鳳号飛行大会の印，奈良
原式鳳号飛行大会の印
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1166 博多停車場 福岡市 絵画 1
1167 (福博名勝) 土居町より西町方面を望む 福岡市博多区 絵画 1
1168 (大正5年11月)　陛下大本営御発輦ノ実況 大正5 11 福岡市 写真 1
1169 (福岡県庁) 大本営 統監部 (物産陳列場) 福岡市 写真 1
1170 (福博名勝) 元寇防塁 福岡市早良区西新 写真 1 紅葉松原
1171 (福博名勝) 元寇防塁 福岡市早良区西新 絵画 1 紅葉松原
1172 官幣大社筥崎宮宝物殿 福岡市東区箱崎 写真 1
1173 官幣大社筥崎宮本殿拝殿特別保護建造物 福岡市東区箱崎 写真 1
1174 官幣大社筥崎宮浜鳥居 福岡市東区箱崎 写真 1
1175 官幣大社筥崎宮廻廊内部 福岡市東区箱崎 写真 1
1176 官幣大社筥崎宮境内海浜之景 福岡市東区箱崎 写真 1
1177 官幣大社筥崎宮宝物 福岡市東区箱崎 写真 1 醍醐天皇御宸翰
1178 官幣大社筥崎宮廻廊全景 福岡市東区箱崎 写真 1
1179 (福博名勝) 官幣大社筥崎宮伏敵門 福岡市東区箱崎 写真 1
1180 (福博名勝) 官幣大社筥崎宮楼門 福岡市東区箱崎 写真 1
1181 官幣大社筥崎宮楼門 特別保護建造物 福岡市東区箱崎 写真 1
1182 官幣大社筥崎宮境内末社 福岡市東区箱崎 写真 1
1183 (福岡百景) 官幣大社筥崎宮一ノ御鳥居 福岡市東区箱崎 写真 1
1184 (福岡と博多名所) 博多福岡の境界たる那珂川に架

せる西大橋
福岡市中央区 写真 1

1185 (福博名勝) 那珂川をへだてて天神町を望む 福岡市中央区 写真 1
1186 (大正5年11月) 陸軍特別大演習 福岡市奉迎門 大正5 11 福岡市中央区 絵画 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1187 福岡市奉迎門 （西中州） 大正5 11 福岡市中央区 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1188 (福博名所) 東中州ヨリノ眺望 福岡市 写真 1
1189 福岡収容捕虜の名嶋ゆき 福岡市東区名島 写真 1 九州福岡市遊覧記念 福岡橋口町 文園堂の印
1190 (福岡名所) 筑前名島帆柱石 福岡市東区名島 絵画 1
1191 (福岡名所) 名島帆柱石 福岡市東区名島 写真 1
1192 九州帝国大学 工科大学本館 福岡市東区箱崎 写真 1
1193 (福博名勝) 九州帝国大学法文学部 福岡市東区箱崎 絵画 1
1194 (福岡百景) 九州帝国大学医科大学病院 福岡市東区箱崎 写真 1
1195 (福岡名所) 九州帝国大学工学部 福岡市東区箱崎 写真 1
1196 (福岡と博多名所)学術の淵叢として西日本に冠たる

九州帝国大学法文学科
福岡市東区箱崎 写真 1

1197 (九州帝国大学) 医科大学大森博士銅像 福岡市東区箱崎 写真 1
1198 (筑前西戸崎) 海ノ中道養生院の菊の花 福岡市東区 写真 1
1199 海の中道 (福岡県糟屋郡) 福岡市東区 写真 1 博多湾鉄道西戸崎
1200 (福岡名勝) 西公園戦没記念碑 福岡市中央区西公園 写真 1
1201 (福岡名所) 西公園見晴シ(市街ヲ望ム) 福岡市中央区西公園 絵画 1
1202 西公園光雲神社 福岡市中央区西公園 絵画 1
1203 (福岡名勝) 西公園音楽堂 福岡市中央区西公園 写真 1
1204 (筑前博多) 西公園光雲神社 福岡市中央区西公園 写真 1
1205 (福岡名所) 西公園海岸の景 福岡市中央区西公園 写真 1
1206 (福岡百景) 西公園登り口 福岡市中央区西公園 写真 1
1207 (筑前博多) 西公園光雲神社 福岡市中央区西公園 写真 1
1208 (福岡西公園菊楽園) 山門五三の桐 福岡市中央区西公園 写真 1
1209 (福博名勝) 亀山上皇御銅像 福岡市博多区東公園 絵画 1
1210 (福岡東公園) 亀山上皇御銅像 福岡市博多区東公園 写真 1
1211 (福岡名所) 日蓮銅像(福岡東公園) 福岡市博多区東公園 絵画 1
1212 (福博名所) 東公園日蓮上人御銅像 福岡市博多区東公園 写真 1
1213 福岡東公園元寇記念碑 日蓮上人御銅像 福岡市博多区東公園 写真 1
1214 (福岡名所) 東公園日蓮上人御銅像 福岡市博多区東公園 写真 1
1215 (福岡百景) 東公園千代の松原 福岡市博多区東公園 写真 1
1216 福岡東公園元寇記念碑 福岡市博多区東公園 写真 1 亀山上皇御銅像
1217 (福岡名所) 東公園日蓮上人銅像 福岡市博多区東公園 写真 1
1218 (福岡名所) 東公園 福岡市博多区東公園 写真 1 千代の松原
1219 (福岡名所) 千代の松原 福岡市博多区東公園 絵画 1
1220 (福岡名所) 東公園千代の松原 福岡市東区香椎 写真 1
1221 香椎宮楼門 福岡市東区香椎 写真 1
1222 香椎宮頓宮 福岡市東区香椎 写真 1
1223 (筑前) 官幣大社香椎宮御神木綾杉 福岡市東区香椎 写真 1
1224 官幣大社香椎宮 福岡市東区香椎 写真 1
1225 官幣大社香椎宮 福岡市東区香椎 写真 1
1226 太宰府天満宮飛梅 太宰府市 写真 1
1227 筑前太宰府文書館 太宰府市 写真 1
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1228 (筑前) 太宰府神社大砲 太宰府市 写真 1
1229 水城大堤の址 写真 1
1230 菅公之遺跡榎木寺 太宰府市 写真 1
1231 筑前天拝山 筑紫野市 写真 1
1232 太宰府神社北神苑 太宰府市 絵画 1
1233 太宰府神社飛梅 太宰府市 絵画 1
1234 太宰府神社御神殿 太宰府市 写真 1
1235 (筑前) 武蔵寺の天満宮 筑紫野市武蔵 写真 1 菅公御自作の像を祀れる
1236 筑前宝満山一ノ鳥居 太宰府市内山 写真 1
1237 宝満山竈門神社下宮ノ真景 太宰府市内山 写真 1
1238 宝満山役行者銅像安置ノ窟 太宰府市 写真 1
1239 太宰府市都府楼址 太宰府市 絵画 1
1240 太宰府神社東神苑及文書館 太宰府市 絵画 1
1241 太宰府天満宮文書館 太宰府市 写真 1
1242 太宰府観世音寺 太宰府市観世音寺 写真 1
1243 官幣中社太宰府神社東神苑及ビ文書館 太宰府市 写真 1
1244 筑前太宰府神社文書館 太宰府市 写真 1
1245 太宰府神社文書館 太宰府市 写真 1
1246 筑前宝満山稚児落ノ絶景 太宰府市 写真 1
1247 宝満山仙竈岩 太宰府市 写真 1 仙竈ノ文字並ニ由来記ハ仙竈ノ筆
1248 筑前宝満山中宮神祇殿二ノ鳥居 太宰府市内山 写真 1
1249 筑前桜井神社ト二見浦 糸島郡志摩町 写真 1
1250 筑前野北牧場ト馬 (旧)糸島郡志摩町野北 写真 1
1251 筑前芥屋大門 糸島郡志摩町 写真 1
1252 筑前長糸白糸瀧 糸島郡前原町 写真 1
1253 筑前深江鎮懐石八幡宮 糸島郡二丈町 写真 1
1254 (筑紫名勝) 加布里海岸箱島の風景 糸島郡前原町 写真 1
1255 産宮衣掛之森 糟屋郡宇美町宇美 写真 1
1256 宇美八幡宮 糟屋郡宇美町宇美 写真 1
1257 海軍炭積場 (福岡県糟屋郡) 糟屋郡 写真 1 博多湾鉄道新原駅より二丁
1258 産宮ゆふたの森 糟屋郡宇美町宇美 写真 1
1259 九州帝国大学農学部附属演習林 糟屋郡 写真 1
1260 産宮湯方殿神社 糟屋郡宇美町宇美 写真 1
1261 菊池武光大刀洗供養塔 朝倉郡三輪町 写真 1
1262 天子の森 (橘広庭宮址) 朝倉郡 写真 1
1263 木ノ丸殿旧蹟 朝倉郡朝倉町 写真 1
1264 前福岡県朝倉農蚕学校長柴田忠三郎先生寿像 朝倉郡 写真 1
1265 朝倉郡立農学校(校舎) 朝倉郡 写真 1
1266 朝倉郡大庭尋常小学校校園ﾄ職員 朝倉郡朝倉町 写真 1
1267 朝倉郡大庭尋常小学校旭運動 朝倉郡朝倉町 写真 1
1268 朝倉郡宝珠山岩屋熊野社 朝倉郡宝珠山村 写真 1
1269 朝倉郡宝珠山岩屋疱瘡の神 朝倉郡宝珠山村 写真 1
1270 朝倉郡宝珠山 はじ瀧 朝倉郡宝珠山村 写真 1
1271 原鶴温泉小野屋ヨリ見タル 筑後川上流ノ景 朝倉郡杷木町 写真 1
1272 菊池武光 太刀洗之遺跡 朝倉郡三輪町 写真 1
1273 菊池武光 大刀洗川 朝倉郡三輪町 写真 1
1274 水天宮社殿 久留米市瀬ノ下町 写真 1
1275 有馬伯爵(頼万) 久留米市 写真 1 祝賀記念 福岡県立中学明善校の印
1276 水天宮神門 久留米市瀬ノ下町 写真 1
1277 筑後川対岸ヨリ水天宮境内ヲ望ム 久留米市 写真 1
1278 福岡県立中学明善校 久留米市城南 写真 1
1279 演習実況 明治44 久留米市 写真 1 明治四十四年 陸軍特別大演習記念 拾壱月挙行の印
1280 宇佐神宮 神橋 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1281 宇佐神宮 木匠祖神社附近 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1282 宇佐神宮 呉橋 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1283 宇佐神宮 大鳥居及参道 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1284 宇佐神宮 菱形池 其二 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1285 (宇佐名勝)宇佐神宮 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1286 宇佐神宮 騰隈神橋 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1287 宇佐神宮 斎館 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1288 宇佐神宮 下宮神門 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1289 宇佐神宮 本殿 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1290 宇佐神宮 菱形池 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1 菱形池(其)
1291 官幣大社 宇佐神宮 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1 勅使松及一の門より御神殿を望む
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1292 官幣大社 宇佐神宮 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1 若宮殿より一の鳥居を望む
1293 官幣大社 宇佐神宮 鉄の鳥居 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1294 宇佐神宮 勅使松 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1295 宇佐神宮 西大門 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1296 宇佐神宮 呉橋 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1297 官幣大社 宇佐神宮 廻廊及南楼門 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1298 宇佐神宮 神橋 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1299 宇佐神宮 神殿 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1300 宇佐神宮 頓宮 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1301 宇佐神宮 大鳥居 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1302 (宇佐名勝)宇佐神宮本堂 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1303 官幣大社 宇佐神宮と天下の奇勝鍾乳洞 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1304 宇佐神宮 斎殿 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1305 菊池社頭の花 熊本県菊池市隈府 写真 1
1306 (菊池名勝)菊池神社 熊本県菊池市隈府 写真 1
1308 博多中市小路高田製版 写真 1
1309 神功皇后染鎧ノ井 (筑前染井) 写真 1
1310 【封筒】 福岡土俗絵葉書　第十六集 佐々木滋寛 封筒 (3) No.1310～1313まで
1311 博多の盆の迎火と門堤燈 〔佐々木版〕 福岡市 写真 1
1312 加藤繁氏(苅萱道心)発心の図 〔佐々木版〕 絵画 1
1313 明治三年の博多祗園山笠〔魚町〕 〔櫛田神社蔵 佐々木版〕 福岡市 写真 1
1314 【封筒】 福博名所 福岡 尾島筑紫堂 封筒 (9) No.1315～1323まで
1315 (福博名所) 箱崎八幡宮一の鳥居 福岡 尾島筑紫堂 福岡市東区箱崎 写真 1
1316 (福博名所) 東公園の池畔 福岡 尾島筑紫堂 福岡市博多区東公園 写真 1
1317 (福博名所) 西公園より福岡市街を望む 福岡 尾島筑紫堂 福岡市中央区 写真 1
1318 (福博名所) 東公園亀山上皇御銅像 福岡 尾島筑紫堂 福岡市博多区東公園 写真 1
1319 (福博名所) 福岡舞鶴城 福岡 尾島筑紫堂 福岡市中央区城内 写真 1
1320 (福博名所) 九州帝国大学工学部正門 福岡 尾島筑紫堂 福岡市東区箱崎 写真 1
1321 (福博名所) 西公園上り口 福岡 尾島筑紫堂 福岡市中央区西公園 写真 1
1322 (福博名所) 東公園日蓮上人御銅像 福岡 尾島筑紫堂 福岡市博多区東公園 写真 1
1323 (福博名所) 西中島橋附近 福岡 尾島筑紫堂 福岡市中央区天神 写真 1
1324 【封筒】 筑前博多福博名所 封筒 (5) No.1325～1329まで
1325 〔大日本武徳会 福岡支部〕 福岡市 写真 1
1326 日蓮上人銅像 福岡市博多区東公園 写真 1
1327 福岡停車場 福岡市 写真 1
1328 亀山天皇銅像 福岡市博多区東公園 写真 1
1329 筥崎宮浜の鳥居 福岡市東区箱崎 写真 1
1330 (福岡名所）　西公園より博多市街を望む 福岡市中央区西公園 写真 1
1331 (福岡名所）　東公園日蓮上人銅像 福岡市博多区東公園 写真 1
1332 (福岡名所）　箱崎八幡宮汐井道 福岡市東区箱崎 写真 1
1333 (福岡名所）　官幣大社箱崎八幡宮楼門 福岡市東区箱崎 写真 1
1334 (福岡名所）　名島の風光 福岡市東区名島 写真 1
1335 (福岡名所）　箱崎八幡宮汐井道 福岡市東区箱崎 写真 1
1336 (福博名所) 東公園亀山上皇銅像 福岡市博多区東公園 写真 1
1337 (福岡名所）　博多土居町通り 福岡市博多区 写真 1
1338 (福岡名所）　西中州 福岡市中央区西中州 写真 1
1339 (福岡名所）　博多西大橋 福岡市中央区天神 写真 1
1340 【封筒】 情緒溢るる博多節 封筒 (8) No.1341～1348まで
1341 東中州町 福岡市博多区中州 写真 1
1342 山笠 福岡市 写真 1
1343 西公園参道 福岡市中央区西公園 写真 1
1344 大濠公園 福岡市中央区大濠公園 写真 1
1345 東公園 福岡市博多区東公園 写真 1
1346 (福岡名所）　西公園より博多湾を望む 福岡市 写真 1
1347 九州帝国大学医学部 福岡市東区箱崎 写真 1
1348 太宰府天満宮 太宰府市宰府 写真 1
1349 大演習 大正5 11 福岡 九州日報社発行 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1350 行在所　箱崎八幡宮敵国降伏楼門 大正5 11 福岡 九州日報社発行 福岡市 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1351 東公園，西公園，福岡市街 大正5 11 福岡 九州日報社発行 福岡市 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1352 陸軍特別大演習実況歩兵の渡川 大正5 11 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1353 陸軍特別大演習実況歩兵の渡川 大正5 11 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1354 陸軍特別大演習実況砲兵陣地 大正5 11 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1355 陸軍特別大演習実況歩兵一斉射撃 大正5 11 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1356 陸軍特別大演習実況歩兵の突撃 大正5 11 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
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1357 陸軍特別大演習実況歩兵突撃集備 大正5 11 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1358 陸軍特別大演習実況野砲隊の屋上観測 大正5 11 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1359 陸軍特別大演習実況信号気球ヲ飛揚セントス 大正5 11 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1360 陸軍特別大演習実況通信本部 大正5 11 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1361 陸軍特別大演習実況野砲隊の観測 大正5 11 写真 1 陸軍特別大演習記念 大正五年十一月の印
1362 【封筒】 東亜勧業博覧会記念絵葉書 福岡 東亜勧業博覧会協賛会発行 封筒 (3) No.1363～1365まで
1363 〔福岡市主催東亜勧業博覧会記念〕 福岡 東亜勧業博覧会協賛会発行 福岡市 絵画 1 東亜勧業博覧会会場配置図
1364 福岡市主催東亜勧業博覧会記念 福岡 東亜勧業博覧会協賛会発行 福岡市 絵画 1
1365 福岡市主催東亜勧業博覧会記念 福岡 東亜勧業博覧会協賛会発行 福岡市 絵画 1 本館，正門
1366 〔九州沖縄八県連合共進会記念〕 福岡 福岡県協賛会発行 福岡市 写真 1 共進会会場
1367 九州沖縄八県連合共進会記念 福岡 福岡県協賛会発行 福岡市 写真 1 福岡県公会堂
1368 九州沖縄八県連合共進会記念 福岡 福岡県協賛会発行 福岡市 写真 1 共進会正門
1369 九州沖縄八県連合共進会記念 福岡 福岡県協賛会発行 福岡市 写真 1 共進会会場
1370 九州沖縄物産共進会 福岡 福岡市 写真 1 台湾館イルミネーション
1371 九州沖縄物産共進会 福岡 福岡市 写真 1 第二会場(化学工業展覧会)
1372 九州沖縄物産共進会 福岡 福岡市 写真 1 全景射イルミネーション
1373 九州沖縄物産共進会 福岡 福岡市 写真 1 相券芸者 演舞 博多踊 (九州名所)
1374 九州沖縄物産共進会 福岡 福岡市 写真 1 中券芸者 演舞 博多踊(筑紫名所)
1375 九州沖縄勧業共進会演舞館 福岡 福岡市 写真 1 相券手踊り
1376 九州沖縄勧業共進会演舞館 福岡 福岡市 写真 1 中券手踊り
1377 九州沖縄勧業共進会演舞館 福岡 福岡市 写真 1 水券手踊り
1378 九州沖縄勧業共進会演舞館 福岡 福岡市 写真 1 水券手踊り
1379 九州沖縄勧業共進会演舞館 福岡 福岡市 写真 1 相券手踊り
1380 九州沖縄勧業共進会演舞館 福岡 福岡市 写真 1 相券手踊り
1381 〔国際産業観光博覧会〕 福岡 長崎県 写真 1 諏訪神社，崇福寺，天主堂
1382 〔国際産業観光博覧会〕 福岡 長崎県 写真 1
1383 国際産業観光博覧会 福岡 長崎県 写真 1 雲仙，博覧会場
1384 【封筒】 九州帝国大学記念絵葉書 1924 封筒 (3) No.1384～1387まで
1385 九州帝国大学記念絵葉書 大正13 3 福岡市東区箱崎 写真 1 九州帝国大学医学部
1386 九州帝国大学記念絵葉書 大正13 3 福岡市東区箱崎 写真 1 九州帝国大学工学部
1387 九州帝国大学記念絵葉書 大正13 3 福岡市東区箱崎 写真 1 九州帝国大学農学部
1388 【封筒】 絵葉書 1934 東京 農林省農事試験場 封筒 (3) No.1389～1391まで
1389 農林省農事試験場九州小麦試験地(福岡県八女郡

羽犬塚町)
昭和9 東京 農林省農事試験場 筑後市羽犬塚 写真 1 本館及実験室，育種試験用硝子室

1390 農林省農事試験場九州小麦試験地(福岡県八女郡
羽犬塚町)

昭和9 東京 農林省農事試験場 筑後市羽犬塚 写真 1 試験圃場，製粉試験室

1391 農林省農事試験場本場庁舎(東京市瀧野川区西ヶ
原町)

昭和9 東京 農林省農事試験場 東京都北区滝野川 写真 1

1392 【封筒】 福岡名所東公園絵はかき 封筒 (8) No.1393～1400まで
1393 (福岡名勝東公園) 青松枝を交ふる東公園遙かに亀

山上皇の銅像を望む
福岡市博多区東公園 写真 1

1394 (福岡名勝東公園) 泉石の配置に風趣を添うふる東 福岡市博多区東公園 写真 1
1395 (福岡名勝東公園) 香煙の中に聳ゆる日蓮上人の銅 福岡市博多区東公園 写真 1
1396 (福岡名勝東公園) 広場より亀山上皇の御英姿を仰 福岡市博多区東公園 写真 1
1397 (福岡名勝東公園) 四季散策の人絶えざる東公園入 福岡市博多区東公園 写真 1
1398 (福岡名勝東公園) 碧空に聳立せる日蓮上人の銅像 福岡市博多区東公園 写真 1
1399 (福岡名勝東公園) 御聖徳を偲ぶ亀山上皇の尊像 福岡市博多区東公園 写真 1
1400 (福岡名勝東公園) 千代の松原，翠緑の影 美しき池

畔の風光
福岡市博多区東公園 写真 1

1401 【封筒】 新築落成記念 福岡 岩田屋 封筒 (3) No.1402～1404まで
1402 福岡岩田屋全景 福岡 岩田屋 福岡市中央区天神 絵画 1
1403 福岡岩田屋一階売場 福岡 岩田屋 福岡市中央区天神 絵画 1
1404 婦人社交室 婚礼衣装売場 (岩田屋) 福岡 岩田屋 福岡市中央区天神 絵画 1
1405 【封筒】 新築記念 1934 福岡 住友信託株式会社福岡支店 封筒 (2) No.1406～1407まで
1406 住友信託福岡支店 営業室 昭和9 福岡 住友信託株式会社福岡支店 福岡市 写真 1
1407 住友信託福岡支店 昭和9 福岡 住友信託株式会社福岡支店 福岡市 写真 1
1408 【封筒】 官幣大社　宇佐八幡宮絵葉書 宇佐 共同宇佐発行 封筒 (8) No.1409～1416まで
1409 官幣大社　宇佐八幡宮 宇佐 共同宇佐発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1 南楼門及廻廊
1410 官幣大社　宇佐八幡宮 宇佐 共同宇佐発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1 西中門及勅使松より御神殿を望む
1411 官幣大社　宇佐八幡宮 宇佐 共同宇佐発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1 和気清麿公記念碑
1412 官幣大社　宇佐八幡宮 宇佐 共同宇佐発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1 大鳥居より楼の馬場全景を望む
1413 官幣大社　宇佐八幡宮 宇佐 共同宇佐発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1 西大門
1414 官幣大社　宇佐八幡宮 宇佐 共同宇佐発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1 鉄の鳥居
1415 官幣大社　宇佐八幡宮 宇佐 共同宇佐発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1 皇族下乗
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1416 官幣大社　宇佐八幡宮 宇佐 共同宇佐発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1 呉橋及仁王門
1417 【封筒】 官幣大社　宇佐八幡宮絵葉書 宇佐 共同宇佐発行 封筒 (5) No.1418～1422まで
1418 官幣大社　宇佐八幡宮 宇佐 共同宇佐発行 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1 皇族下乗
1419 官幣大社　宇佐八幡宮 宇佐 共同宇佐発行 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1 神苑
1420 官幣大社　宇佐八幡宮 宇佐 共同宇佐発行 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1 参道
1421 官幣大社　宇佐八幡宮 宇佐 共同宇佐発行 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1 南楼門ﾄ廻廊
1422 官幣大社　宇佐八幡宮 宇佐 共同宇佐発行 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1 呉橋及仁王門
1423 【封筒】 宇佐神宮図絵　第四種 宇佐 官幣大社宇佐神宮発行 封筒 (8) No.1424～1431まで
1424 宇佐神宮 西大門 宇佐 官幣大社宇佐神宮発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1425 宇佐神宮 頓宮 宇佐 官幣大社宇佐神宮発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1426 宇佐神宮 上宮 宇佐 官幣大社宇佐神宮発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1427 宇佐神宮 橘社 若宮神社 宇佐 官幣大社宇佐神宮発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1428 宇佐神宮 祈祷殿神前 宇佐 官幣大社宇佐神宮発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1429 宇佐神宮 月瀬神橋 宇佐 官幣大社宇佐神宮発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1430 宇佐神宮 表参道入口 宇佐 官幣大社宇佐神宮発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1431 宇佐神宮 御霊水 宇佐 官幣大社宇佐神宮発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1432 (香花園菊人形) 寿 曾我 富士の仇討 福岡市 写真 1
1433 (香花園菊人形) 紅葉狩 信州戸隠山の場 福岡市 写真 1
1434 (香花園菊人形) 籠釣瓶 百人斬の場 福岡市 写真 1
1435 (香花園菊人形) 誠忠相馬大作 神通川渡の場 福岡市 写真 1
1436 (福岡西公園菊楽園) 吉岡大佐屋根の上 福岡市中央区西公園 写真 1
1437 (福岡西公園菊楽園) 妹背山花渡し 福岡市中央区西公園 写真 1
1438 (福岡西公園菊楽園) 大石東下り 福岡市中央区西公園 写真 1
1439 (福岡西公園菊楽園) 瀧夜叉姫 福岡市中央区西公園 写真 1
1440 (福岡西公園菊楽園) 赤沢山大人形 福岡市中央区西公園 写真 1
1441 (福岡西公園菊楽園) 吉岡大佐桜見 福岡市中央区西公園 写真 1
1442 (福岡西公園菊楽園) 助六縁の江戸桜 福岡市中央区西公園 写真 1
1443 (福岡西公園菊楽園) 木曽山中 福岡市中央区西公園 写真 1
1444 (福岡西公園菊楽園) 本能寺明智の馬盥 平野国臣 福岡市中央区西公園 写真 1
1445 福岡西公園下菊楽園 霧島人形(先代萩) 福岡市中央区西公園 写真 1
1446 福岡西公園下菊楽園 霧島人形(新天の岩戸) 福岡市中央区西公園 写真 1
1447 福岡西公園下菊楽園 霧島人形(修羅八荒) 福岡市中央区西公園 写真 1
1448 福岡西公園下菊楽園 霧島人形(源平布引瀧) 福岡市中央区西公園 写真 1
1449 福岡西公園下菊楽園 霧島人形(元禄時代ﾄ現代ノ 福岡市中央区西公園 写真 1
1450 (官幣大社　宇佐神宮) 神苑風景 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1451 (官幣大社　宇佐神宮) 大鳥居ヨリ櫻馬場ヲ望ム 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1452 (官幣大社　宇佐神宮) 南楼門及廻廊 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1453 (官幣大社　宇佐神宮) 西大門 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1454 (官幣大社　宇佐神宮) 和気清麿公記念碑 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1455 (官幣大社　宇佐神宮) 神橋 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1456 (官幣大社　宇佐神宮) 西中門及勅使松ヨリ御神殿ヲ

望ム
宇佐市大字南字佐亀山 写真 1

1457 (官幣大社　宇佐神宮) 呉橋及ﾋﾞ仁王門 宇佐市大字南字佐亀山 写真 1
1458 【封筒】 絵はか記 封筒 (7) No.1459～1465まで
1459 筥崎八幡宮 福岡市東区箱崎 写真 1
1460 西公園 大濠公園 福岡市中央区 写真 1
1461 東公園 福岡市博多区東公園 写真 1
1462 九州帝国大学 福岡市東区箱崎 写真 1
1463 元寇防塁 福岡市早良区西新 写真 1
1464 太宰府址 太宰府市 写真 1
1465 三池炭鉱 写真 1
1466 【封筒】 官幣大社　筥崎宮宝物絵葉書 福岡 社務所発行 封筒 (4) No.1467～1470まで
1467 官幣大社　筥崎宮宝物 銅燈籠並ニ唐銅酒瓶 福岡 社務所発行 福岡市東区箱崎 写真 1
1468 官幣大社　筥崎宮宝物 豊臣秀吉公御当座ノ短冊 福岡 社務所発行 福岡市東区箱崎 写真 1
1469 官幣大社　筥崎宮宝物 筥崎宮室町時代古図 福岡 社務所発行 福岡市東区箱崎 写真 1 筥崎八幡宮縁起所載 土佐将監広澄筆
1470 官幣大社　筥崎宮宝物 敵国降伏扁額 福岡 社務所発行 福岡市東区箱崎 写真 1
1471 松島屋旅館表通り 福博名所東公園 福岡市博多区東公園 写真 1
1472 松島屋旅館表通り 松島屋楼上ヨリ観タル西中嶋橋 福岡市中央区天神 写真 1
1473 松島屋旅館表通り 筑前名所太宰府天満宮 太宰府市 写真 1
1474 東中州 福岡市博多区 写真 1
1475 西大橋 福岡市中央区天神 写真 1
1476 東公園 福岡市博多区東公園 写真 1
1477 西公園 福岡市中央区西公園 写真 1
1478 箱崎楼門 福岡市東区箱崎 写真 1
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1479 大学病院 福岡市東区箱崎 写真 1
1480 東公園 福岡市博多区東公園 写真 1
1481 箱崎楼門 福岡市東区箱崎 写真 1
1482 太宰府天満宮 太宰府 太宰府市宰府 写真 1
1483 【封筒】 太宰府名勝絵はがき 太宰府 梅林堂発行 封筒 (4) No.1484～1487まで
1484 太宰府神社東神苑及文書館 太宰府 梅林堂発行 太宰府市宰府 絵画 1
1485 太宰府天拝山 太宰府 梅林堂発行 筑紫野市 絵画 1
1486 太宰府都府楼址 太宰府 梅林堂発行 太宰府市 絵画 1
1487 太宰府神社飛梅 太宰府 梅林堂発行 太宰府市宰府 絵画 1
1488 【封筒】 筑前太宰府全集 太宰府 封筒 (15) No.1489～1503まで
1489 太宰府天満宮 反橋 太宰府 太宰府市宰府 写真 1
1490 太宰府天満宮 楼門 太宰府 太宰府市宰府 写真 1
1491 太宰府天満宮 文書館 太宰府 太宰府市宰府 写真 1
1492 太宰府天満宮 都府呂址 太宰府 太宰府市 写真 1
1493 太宰府天満宮 榎寺 太宰府 筑紫野市 写真 1
1494 太宰府天満宮 観世音寺本堂 鐘楼 太宰府 太宰府市観世音寺 写真 1
1495 太宰府天満宮 天拝山 太宰府 筑紫野市 写真 1
1496 太宰府天満宮 本殿 太宰府 太宰府市 写真 1
1497 太宰府天満宮 神園風景 楼門より参道を望む 太宰府 太宰府市 写真 1
1498 太宰府天満宮 宝満山遠望 御末社 太宰府 太宰府市 写真 1
1499 太宰府天満宮 絵馬堂 反橋の一部 太宰府 太宰府市 写真 1
1500 太宰府天満宮 菅公歴史館 北神園 太宰府 太宰府市 写真 1
1501 太宰府天満宮 徴古館 東神園 太宰府 太宰府市 写真 1
1502 太宰府天満宮 宝物殿 太宰府 太宰府市 写真 1
1503 太宰府天満宮 東御池 太宰府 太宰府市 写真 1
1504 【封筒】太宰府天満宮宝物絵葉書 太宰府 太宰府神社社務所発行 封筒 (6) No.1505～1510まで
1505 菅公御佩刀 (国宝) 太宰府 太宰府神社社務所発行 太宰府市 写真 1
1506 雪湖劉世儒筆 太宰府 太宰府神社社務所発行 太宰府市 写真 1
1507 御神幸図(元治元年) 太宰府 太宰府神社社務所発行 太宰府市 写真 1
1508 絵御録起 太宰府 太宰府神社社務所発行 太宰府市 写真 1
1509 雲龍香爐，聖像，追儺祭鬼面 太宰府 太宰府神社社務所発行 太宰府市 写真 1
1510 菅公御真筆 太宰府 太宰府神社社務所発行 太宰府市 写真 1
1511 【封筒】 うめの宮居 太宰府 官幣中社太宰府神社社務所発行 封筒 (4) No.1512～1515まで
1512 官幣中社太宰府神社 東神苑 太宰府 官幣中社太宰府神社社務所発行 太宰府市 絵画 1 官幣中社太宰府神社の印
1513 官幣中社太宰府神社 神橋 太宰府 官幣中社太宰府神社社務所発行 太宰府市 絵画 1 官幣中社太宰府神社の印
1514 官幣中社太宰府神社 本殿 太宰府 官幣中社太宰府神社社務所発行 太宰府市 絵画 1 官幣中社太宰府神社の印
1515 官幣中社太宰府神社 北神苑 太宰府 官幣中社太宰府神社社務所発行 太宰府市 絵画 1 官幣中社太宰府神社の印
1516 【封筒】 太宰府名勝絵葉書 封筒 (9) No.1517～1525まで
1517 筑前太宰府神社神殿 太宰府市 写真 1
1518 菅公之遺跡天拝山 筑紫野市 写真 1
1519 菅公之遺跡榎木寺 太宰府市 写真 1
1520 筑前都府楼址 太宰府市 写真 1
1521 筑前太宰府神社神苑 太宰府市 写真 1
1522 筑前太宰府神社反橋 太宰府市 写真 1
1523 筑前太宰府神社正面 太宰府市 写真 1
1524 筑前太宰府神社文書館 太宰府市 写真 1
1525 筑前太宰府神社飛梅 太宰府市 写真 1
1526 【封筒】 太宰府天満宮絵葉書 封筒 (6) No.1527～1532まで
1527 官幣中社太宰府神社 本殿 太宰府市 写真 1 官幣中社太宰府神社の印
1528 太宰府(都督府)址 太宰府市 写真 1 官幣中社太宰府神社の印
1529 菅公謫居ノ御跡榎寺 太宰府市 写真 1 官幣中社太宰府神社の印
1530 官幣中社太宰府神社 楼門 太宰府市 写真 1 官幣中社太宰府神社の印
1531 官幣中社太宰府神社 東神苑及文書館 太宰府市 写真 1 官幣中社太宰府神社の印
1532 官幣中社太宰府神社 神橋 太宰府市 写真 1 官幣中社太宰府神社の印
1533 【封筒】 太宰府天満宮絵葉書 封筒 (8) No.1534～1541まで
1534 菅公謫居ノ御跡榎寺 太宰府市 写真 1 官幣中社太宰府神社の印
1535 官幣中社太宰府神社 楼門 太宰府市 写真 1 官幣中社太宰府神社の印
1536 官幣中社太宰府神社 御神橋 太宰府市 写真 1 官幣中社太宰府神社の印
1537 官幣中社太宰府神社 東神苑及文書館 太宰府市 写真 1 官幣中社太宰府神社の印
1538 史蹟　太宰府ノ址 太宰府市 写真 1 官幣中社太宰府神社の印
1539 官幣中社太宰府神社　全景 太宰府市 写真 1 官幣中社太宰府神社の印
1540 天拝山ノ遠望 筑紫野市 写真 1 官幣中社太宰府神社の印
1541 官幣中社太宰府神社 御本殿 太宰府市 写真 1 官幣中社太宰
1542 【封筒】 太宰府名勝絵葉書 寺田梅香軒発行 封筒 (10) No.1543～1552まで
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1543 （筑前太宰府名所）　都府楼址 寺田梅香軒発行 太宰府市 写真 1
1544 （筑前太宰府名所）　天満宮・楼門 寺田梅香軒発行 太宰府市 写真 1
1545 （筑前太宰府名所）　天満宮参道より楼門を望む 寺田梅香軒発行 太宰府市 写真 1
1546 （筑前太宰府名所）　天拝山 寺田梅香軒発行 筑紫野市 写真 1
1547 （筑前太宰府名所）　榎寺 寺田梅香軒発行 太宰府市 写真 1
1548 （筑前太宰府名所）　天満宮・文書館の遠望 寺田梅香軒発行 太宰府市 写真 1
1549 （筑前太宰府名所）　天満宮・北公園 寺田梅香軒発行 太宰府市 写真 1
1550 （筑前太宰府名所）　天満宮・反橋 寺田梅香軒発行 太宰府市 写真 1
1551 （筑前太宰府名所）　天満宮・飛梅 寺田梅香軒発行 太宰府市 写真 1
1552 （筑前太宰府名所）　天満宮・本殿 寺田梅香軒発行 太宰府市 写真 1
1553 【封筒】 管公歴史館記念絵端書 太宰府 管公歴史館 太宰府市 封筒 (16) No.1554～1569まで
1554 博多浜の砂書 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1555 博多と菅公 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1556 五歳の菅公 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1557 菅公の武術 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1558 菅公母堂の慈育 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1559 外国の使節も菅公に服す 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1560 菅公の仁政 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1561 清涼殿の賜宴 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1562 紅梅殿の別離 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1563 〔菅公歴史館〕 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1564 菅公の家郷 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1565 千余年前の都府楼　即ち太宰府 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1566 太宰府の秋夕 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1567 天拝山と菅公 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1568 藤原時平の苦悶 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1569 勅使祭の舞楽 太宰府 管公歴史館 太宰府市 写真 1
1570 【封筒】 元寇記念絵葉書 福岡 福岡市元寇記念会発行 封筒 (2) No.1571～1572まで
1571 〔元寇記念絵葉書〕 福岡 福岡市元寇記念会発行 福岡市 絵画 1
1572 〔元寇記念絵葉書〕 福岡 福岡市元寇記念会発行 福岡市 絵画 1
1573 【封筒】 元寇記念絵葉書 1935 福岡 福岡市元寇記念会発行 封筒 (2) No.1574～1575まで
1574 元寇襲来吾軍奮戦ノ図 昭和10 10 20 福岡 福岡市元寇記念会発行 福岡市 絵画 1
1575 〔元寇記念絵葉書〕 昭和10 10 20 福岡 福岡市元寇記念会発行 福岡市 絵画 1
1576 【封筒】 参拝記念絵はがき 志摩 玄洋館 糸島郡志摩町芥屋 封筒 (2) No.1577～1578まで
1577 玄洋館 志摩 玄洋館 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1578 （筑前）芥屋大門全景 志摩 玄洋館 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1579 【封筒】 芥屋みやげ 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 封筒 (10) No.1580～1589まで
1580 （玄海ノ奇勝） 筑前志摩町芥屋御大祖神社 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1581 （玄海ノ奇勝）　筑前芥屋大門正面 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1582 （玄海ノ奇勝）　筑前芥屋大門正面 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1583 （玄界ノ奇勝）　筑前芥屋大門鏡岩 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1584 （玄海ノ奇勝）　筑前芥屋大門正面 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1585 （玄海ノ奇勝）　筑前芥屋大門背面 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1586 （玄海ノ奇勝）　筑前芥屋大門側面 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1587 （玄海ノ奇勝）　筑前芥屋大門岩質 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1588 （玄海ノ奇勝）　筑前芥屋大門海岸 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1589 （玄海ノ奇勝）　筑前芥屋船津湾内 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1590 （玄海の奇勝） 芥屋の風光 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1591 （玄海の奇勝） 芥屋の大門 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1592 （玄海の奇勝） 芥屋の幽火 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1593 （玄海の奇勝） 芥屋の岩壁 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1594 （玄海の奇勝） 芥屋海岸の風光 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1595 （玄海の奇勝） 芥屋の鏡岩 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1596 （玄海の奇勝） 芥屋の奇岩 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1597 （玄海の奇勝） 芥屋の岩窟 志摩 芥屋藤原発行 糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1598 【封筒】 九州線 門司 門司鉄道局発行 封筒 (7) No.1599～1605まで
1599 筑前箱崎の浜 門司 門司鉄道局発行 福岡市東区箱崎 絵画 1
1600 太宰府神社 門司 門司鉄道局発行 太宰府市宰府 絵画 1
1601 耶馬溪 門司 門司鉄道局発行 大分県 絵画 1
1602 宇佐神宮 門司 門司鉄道局発行 宇佐市大字南字佐亀山 絵画 1
1603 球磨川 門司 門司鉄道局発行 熊本県 絵画 1
1604 青島 門司 門司鉄道局発行 宮崎市 絵画 1
1605 鹿児島市と桜島 門司 門司鉄道局発行 鹿児島市　鹿児島郡 絵画 1
1606 【封筒】 門司港修築起工記念絵葉書 門司 門司市役所発行 封筒 (3) No.1607～1609まで
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1607 門司港修築起工記念 門司 門司市役所発行 北九州市門司区 写真 1
1608 門司港修築起工記念 門司 門司市役所発行 北九州市門司区 写真 1
1609 門司港修築起工記念 門司 門司市役所発行 北九州市門司区 写真 1
1610 【封筒】 名勝の栞 門司 門司鉄道局発行 封筒 (10) No.1611～1620まで
1611 厳島 門司 門司鉄道局発行 広島県 写真 1
1612 長門峡 門司 門司鉄道局発行 山口県 写真 1
1613 青海島 門司 門司鉄道局発行 山口県 写真 1
1614 阿蘇山 門司 門司鉄道局発行 熊本県 写真 1
1615 球磨川 門司 門司鉄道局発行 熊本県 写真 1
1616 別府 門司 門司鉄道局発行 別府市 写真 1
1617 日田盆地 門司 門司鉄道局発行 大分県日田市 写真 1
1618 青島 門司 門司鉄道局発行 宮崎市 写真 1
1619 唐津松浦潟 門司 門司鉄道局発行 佐賀県 写真 1
1620 雲仙嶽 門司 門司鉄道局発行 長崎県 写真 1
1621 【封筒】 名勝のしほり 門司 門司鉄道局発行 封筒 (8) No.1622～1629まで
1622 厳島 門司 門司鉄道局発行 広島県 写真 1
1623 長門峡 門司 門司鉄道局発行 山口県 写真 1
1624 阿蘇山 門司 門司鉄道局発行 熊本県 写真 1
1625 球磨川 門司 門司鉄道局発行 熊本県 写真 1
1626 別府 門司 門司鉄道局発行 別府市 写真 1
1627 日田盆地 門司 門司鉄道局発行 大分県日田市 写真 1
1628 唐津松浦潟 門司 門司鉄道局発行 佐賀県 写真 1
1629 雲仙嶽 門司 門司鉄道局発行 長崎県 写真 1
1630 門司十二景　関門海峡 門司 猪野絵葉書書店発行 北九州市門司区 写真 1
1631 門司十二景　市外大里松原 門司 猪野絵葉書書店発行 北九州市門司区 写真 1
1632 門司十二景　サクラビール株式会 門司 猪野絵葉書書店発行 北九州市門司区 写真 1
1633 門司十二景　税関 門司 猪野絵葉書書店発行 北九州市門司区 写真 1
1634 門司十二景　大阪商船会社桟橋 門司 猪野絵葉書書店発行 北九州市門司区 写真 1
1635 （門司名所）　風師山登山口・・・清瀧公園の滝 昭和11 5 16 北九州市門司区 絵画 1 下関要塞司令部許可済
1636 （門司名所）　九州線の起点・・・門司駅 昭和11 5 16 北九州市門司区 絵画 1 下関要塞司令部許可済
1637 （門司名所）　風光〔○○〕の・・・めかり神社 昭和11 5 16 北九州市門司区 絵画 1 下関要塞司令部許可済
1638 （門司名所）　壇の浦に望む・・・めかり神社海岸 昭和11 5 16 北九州市門司区 絵画 1 下関要塞司令部許可済
1639 （門司名所）　筆立山下　県社甲宗八幡宮 昭和11 5 16 北九州市門司区 絵画 1 下関要塞司令部許可済
1640 （門司名所）　新装整備の・・・門司税関 昭和11 5 16 北九州市門司区 絵画 1 下関要塞司令部許可済
1641 （門司名所）　交通繁華なる・・・桟橋通り 昭和11 5 16 北九州市門司区 絵画 1 下関要塞司令部許可済
1642 門司ゴルフ場真景　一番コース 昭和11 2 15 門司 門司ゴルフ倶楽部発行 北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
1643 門司ゴルフ場真景　二番コースの一 昭和11 2 15 門司 門司ゴルフ倶楽部発行 北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
1644 門司ゴルフ場真景　二番コースの二 昭和11 2 15 門司 門司ゴルフ倶楽部発行 北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
1645 門司ゴルフ場真景　三番コース 昭和11 2 15 門司 門司ゴルフ倶楽部発行 北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
1646 門司ゴルフ場真景　四番コース 昭和11 2 15 門司 門司ゴルフ倶楽部発行 北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
1647 門司ゴルフ場真景　七番コース 昭和11 2 15 門司 門司ゴルフ倶楽部発行 北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
1648 門司ゴルフ場真景　九番コース 昭和11 2 15 門司 門司ゴルフ倶楽部発行 北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
1649 門司ゴルフ場真景　ハウス全景 昭和11 2 15 門司 門司ゴルフ倶楽部発行 北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
1650 門司ゴルフ場真景　リンクス全景の一 昭和11 2 15 門司 門司ゴルフ倶楽部発行 北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
1651 門司ゴルフ場真景　リンクス全景の二 昭和11 2 15 門司 門司ゴルフ倶楽部発行 北九州市門司区 写真 1 下関要塞司令部許可済
1652 【封筒】 新築記念 門司 門司ゴルフ倶楽部発行 封筒 (2) No.1653～1654まで
1653 藤本ビルブローカー銀行門司支店 門司 門司ゴルフ倶楽部発行 北九州市門司区 写真 1
1654 〔藤本ビルブローカー銀行所在地地図〕 門司 門司ゴルフ倶楽部発行 北九州市門司区 絵画 1
1655 【封筒】 参加飛行機記念絵はがき 1920 小倉 水口写真館発行 封筒 (6) No.1656～1661まで
1656 搭乗将校敵状探察報告ノ状況 大正9 小倉 水口写真館発行 北九州市小倉北区 写真 1 特別大演習紀念　大正九年度印
1657 北方練兵場上空飛揚ノ実景 大正9 小倉 水口写真館発行 北九州市小倉北区 写真 1 特別大演習紀念　大正九年度印
1658 モーリス式二七一号二七〇号二六○号 大正9 小倉 水口写真館発行 北九州市小倉北区 写真 1 特別大演習紀念　大正九年度印
1659 モーリス式二六○号着陸の景 大正9 小倉 水口写真館発行 北九州市小倉北区 写真 1 特別大演習紀念　大正九年度印
1660 モーリス式飛揚の実況 大正9 小倉 水口写真館発行 北九州市小倉北区 写真 1 特別大演習紀念　大正九年度印
1661 自由気球 大正9 小倉 水口写真館発行 北九州市小倉北区 写真 1 特別大演習紀念　大正九年度印
1662 【封筒】 英彦山神社宝物絵葉書 添田 英彦山神社社務所発行 封筒 (12) No.1663～1674まで
1663 （英彦山神社宝物）　英彦山模型 添田 英彦山神社社務所発行 田川郡添田町 写真 1 作者年代不詳凡三百年前の作
1664 （英彦山神社宝物）　入峰笈 添田 英彦山神社社務所発行 田川郡添田町 写真 1 津村太郎次郎作
1665 （英彦山神社宝物）　六孫王源経基祈願書  太閤の

文書二通
添田 英彦山神社社務所発行 田川郡添田町 写真 1

1666 （英彦山神社宝物）　御水尾天皇御宸筆名号  十二
社権現象

添田 英彦山神社社務所発行 田川郡添田町 写真 1 藤原光淳筆

1667 （英彦山神社宝物）　玉賢坊兜 添田 英彦山神社社務所発行 田川郡添田町 写真 1
1668 （英彦山神社宝物）　玉賢坊兜 添田 英彦山神社社務所発行 田川郡添田町 写真 1
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1669 （英彦山神社宝物）　中和門院奉納法華津経及添書 添田 英彦山神社社務所発行 田川郡添田町 写真 1
1670 （英彦山神社宝物）　藤山恒雄像 添田 英彦山神社社務所発行 田川郡添田町 写真 1 作者年代不詳
1671 （英彦山神社宝物）　役の行者不像 添田 英彦山神社社務所発行 田川郡添田町 写真 1 傳日自作
1672 （英彦山神社宝物）　毛谷村六助鉄砲　〔頭〕□剣及

肥前国忠作　太刀並平戸貞宗作刀
添田 英彦山神社社務所発行 田川郡添田町 写真 1 鉄砲の長さ全長七尺七寸五分

1673 （英彦山神社宝物）　勅額御本書霊元法皇御宸筆並
霊元法皇院宣

添田 英彦山神社社務所発行 田川郡添田町 写真 1

1674 （英彦山神社宝物）　伝神功皇后二面兜 添田 英彦山神社社務所発行 田川郡添田町 写真 1
1675 【封筒】 英彦山 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 封筒 810) No.1676～1685まで
1676 英彦山　天狗岩 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 田川郡添田町 写真 1
1677 英彦山　花見ヶ岩ノ眺望 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 田川郡添田町 写真 1
1678 英彦山　針ノ耳岩 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 田川郡添田町 写真 1
1679 英彦山　望雲台 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 田川郡添田町 写真 1
1680 英彦山　中腹ヨリ雲海ヲ望ム 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 田川郡添田町 写真 1
1681 英彦山　鷹巣原 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 田川郡添田町 写真 1
1682 英彦山　筆立岩 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 田川郡添田町 写真 1
1683 英彦山　鷹巣山ノ遠望 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 田川郡添田町 写真 1
1684 英彦山　逆鉾岩 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 田川郡添田町 写真 1
1685 英彦山　高柱神社 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 田川郡添田町 写真 1
1686 【封筒】 宇美八幡宮筑前名所画葉書帖 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 封筒 (8) No.1687～1694まで
1687 宇美八幡宮宝蔵二面の兜 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 糟屋郡宇美町宇美 写真 1
1688 宇美八幡宮 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 糟屋郡宇美町宇美 写真 1
1689 宇美八幡宮 御神木子安の木 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 糟屋郡宇美町宇美 写真 1
1690 宇美八幡宮 ゆふたの森 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 糟屋郡宇美町宇美 写真 1
1691 宇美八幡宮衣掛之森 御降誕紀念碑 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 糟屋郡宇美町宇美 写真 1
1692 宇美八幡宮湯方殿神社 子安石 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 糟屋郡宇美町宇美 写真 1
1693 宇美八幡宮うふゆの水 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 糟屋郡宇美町宇美 写真 1
1694 宇美八幡宮神園 添田 福岡県英彦山宣伝協会発行 糟屋郡宇美町宇美 写真 1
1695 【封筒】 贈正四位　高山正之先生墓　御絵葉書 久留米 遍照院発行 封筒 (5) No.196～1700まで
1696 勤王士高山正之先生墳墓寺本堂 久留米 遍照院発行 久留米市寺 写真 1 高山正之先生墳墓参拝章印　高山正之先生登拝紀念印

久留米市寺町遍照院 印
1697 勤王士高山仲縄先生終焉地 久留米 遍照院発行 久留米市寺 写真 1 高山正之先生墳墓参拝章印　高山正之先生登拝紀念印

久留米市寺町遍照院 印
1698 贈正四位高山彦九郎先生位牌殿及遺物 久留米 遍照院発行 久留米市寺 写真 1 高山正之先生墳墓参拝章印　高山正之先生登拝紀念印

久留米市寺町遍照院 印
1699 贈正四位高山彦九郎先生ノ墓 久留米 遍照院発行 久留米市寺 写真 1 高山正之先生墳墓参拝章印　高山正之先生登拝紀念印

久留米市寺町遍照院 印
1700 贈正四位高山彦九郎先生ノ墓 久留米 遍照院発行 久留米市寺 写真 1 高山正之先生墳墓参拝章印　高山正之先生登拝紀念印

久留米市寺町遍照院 印
1701 【封筒】 増築記念円山 封筒 (5) No.1702～1706まで
1702 飯塚　円山増築　・・・　宴会場の一部 飯塚市 写真 1
1703 飯塚　円山増築　・・・　浴場の一部 飯塚市 写真 1
1704 飯塚　円山増築　（其ノ二） 飯塚市 写真 1
1705 飯塚　円山増築　（其ノ三） 飯塚市 写真 1
1706 飯塚　円山増築　（其ノ一） 飯塚市 写真 1
1707 八女郡日向神山五色岩に烏帽子岩 黒木 東雲堂 八女郡矢部村，黒木町 写真 1 登山記念　日向神勝景印
1708 八女郡日向神山蹴洞岩 黒木 東雲堂 八女郡矢部村，黒木町 写真 1 登山記念　日向神勝景印
1709 八女郡日向神亀岩 黒木 東雲堂 八女郡矢部村，黒木町 写真 1 登山記念　日向神勝景印
1710 八女郡日向神社 （鳥居は自然石なり） 黒木 東雲堂 八女郡矢部村，黒木町 写真 1 登山記念　日向神勝景印
1711 八女郡日向神釣鍾岩 黒木 東雲堂 八女郡矢部村，黒木町 写真 1 登山記念　日向神勝景印
1712 八女郡日向神山頭巾岩 黒木 東雲堂 八女郡矢部村，黒木町 写真 1 登山記念　日向神勝景印
1713 八女郡日向神山夫婦岩 黒木 東雲堂 八女郡矢部村，黒木町 写真 1 登山記念　日向神勝景印
1714 八女郡日向神山天戸岩 黒木 東雲堂 八女郡矢部村，黒木町 写真 1 登山記念　日向神勝景印
1715 八女郡日向神白糸の滝 黒木 東雲堂 八女郡矢部村，黒木町 写真 1 登山記念　日向神勝景印
1716 【封筒】 大嘗祭斎田御田植写真帖 1928 6 19 封筒 (5) No.1717～1721まで
1717 村社宝満宮 昭和3 6 19 筑紫野市 写真 1
1718 祭場全景 昭和3 6 19 筑紫野市 写真 1
1719 祭式 昭和3 6 19 筑紫野市 写真 1
1720 御田植並奉耕者 昭和3 6 19 筑紫野市 写真 1
1721 参列者一同 昭和3 6 19 筑紫野市 写真 1
1722 【封筒】 東洋一ヲ誇ル筑後川鉄橋ノ絵葉書 大川 小島写真館 封筒 (2) No.1723～1724まで
1723 筑後川ニ架設ノ東洋一昇開式鉄橋ﾄガソリン車 大川 小島写真館 大川市 写真 1
1724 花宗川ニ架設ノ跳開式鉄橋 大川 小島写真館 大川市 写真 1

31



絵はがき

連番 枝番
備　　考数量形態発行・印刷発行

作成者
（筆，画，書など）

日月年 住　　所
史料番号

表　　題

1725 第二回福岡県立朝倉高等女学校秋季運動会　チル
ドレンポルカ

昭和6 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と
改称

1726 第二回福岡県立朝倉高等女学校秋季運動会　プロ
ネード

昭和6 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と
改称

1727 飛行機ヨリ撮影シタル朝倉高女全景(高度二百米)
田倉校長

昭和6 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と
改称

1728 朝倉高女改築校舎ミシン教室 (昭和6年10月) 昭和6 10 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と
1729 朝倉高等女学校 三年生雲仙嶽登山記念 昭和6 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と
1730 閑院若宮妃殿下朝倉高女玄関御到着(昭和六年八

月十日)
昭和6 8 10 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と

改称
1731 福岡県朝倉高等女学校正門 昭和6 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と
1732 朝倉高等女学校第四回運動会　三四年選手バック 昭和8 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と
1733 朝倉高等女学校第四回運動会　一年ダルマ打ち 昭和8 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と

改称
1734 朝倉高等女学校第四回運動会　合同体操 昭和8 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と
1735 朝倉高等女学校第四回運動会　二年跳上リ跳下リ 昭和8 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と
1736 朝倉高等女学校第四回運動会　三四年曲線運動 昭和8 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と
1737 朝倉高等女学校第四回運動会　体操 昭和8 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と
1738 朝倉高等女学校第四回運動会　四年荒城ノ月 昭和8 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と
1739 朝倉高等女学校第四回運動会　二年回転競争 昭和8 朝倉 校友会 甘木市 写真 1 朝倉高女，甘木高女，甘木中学を統合し，朝倉高等学校と
1740 朝倉郡金川高等小学校 甘木市 写真 1 二枚続き写真絵葉書の一枚
1741 朝倉郡金川高等小学校 甘木市 写真 1 二枚続き写真絵葉書の一枚
1742 朝倉郡金川高等小学校 歴代校長 甘木市 写真 1 初代 徳永校長 二代 小泉校長 三代 新荘先生 四代 中村

校長
五代 田辺校長 六代 藤井校長 七代 加藤現校長1743 朝倉郡金川高等小学校 甘木市 写真 1

1744 【封筒】 久留米名勝絵葉書 久留米 田村ガクブチ店 封筒 (2) No.1745～1746まで
1745 (久留米名勝) 商工会議所 久留米 田村ガクブチ店 久留米市城南町 写真 1
1746 (久留米名勝) 梅林寺 久留米 田村ガクブチ店 久留米市京町 写真 1
1747 【封筒】 久留米絵はかき 封筒 (11) No.1748～1758まで
1748 久留米縞同業組合事務所 久留米 久留米市本町 写真 1
1749 久留米縞同業組合染織試験場 久留米 久留米市本町 写真 1
1750 濫胎漆器製造販売 久留米市赤松商店製品 久留米 久留米市米屋町 写真 1
1751 久留米濫胎漆器合資会社 〔久留米市井原町〕 久留米 久留米市中央町 写真 1
1752 久留米市国武町国武特許絣合名会社秘蔵 久留米 久留米市荘島町 写真 1
1753 井上伝子及岡茂平翁之碑 (上図)

久留米絣同業組合事務所 (下図)
久留米 写真 1 (上図) 井上伝子之碑は久留米市城南。(上図)岡茂平之碑

及び(下図)は久留米市城南
1754 つちやたび白山工場全景 大正 久留米 久留米市白山町 写真 1
1755 現代化学の粋を集め最新式の設備を有する日本第

一の足袋工場
大正末 久留米 洗町 写真 1 日本足袋株式会社全景 印

1756 地下足袋界に一大革命を興へたる理想的優良品
(日本足袋株式会社製品)

大正末 久留米 洗町 写真 1 特許アサ地下タビ 印

1757 久留米市国武特許絣工場シルケツト加工整理工場
久留米市国武特許絣工場燃糸機械工場

久留米 久留米市荘島町 写真 1

1758 久留米市国武特許絣工場 絣織工場  久留米市国
武特許絣工場 特許機械絣縊工場

久留米 久留米市荘島町 写真 1

1759 久留米高山彦九郎先生の墓石門外の景 久留米 広重文会堂発行 久留米市寺 写真 1 高山正之先生墳墓参拝紀念の章，久留米市寺町遍照院
1760 高山彦九郎先生の像 久留米 広重文会堂発行 久留米市寺 写真 1 高山正之先生墳墓参拝紀念の章，久留米市寺町遍照院
1761 (久留米) 高山彦九郎先生の遺墨 久留米 広重文会堂発行 久留米市寺 写真 1 高山正之先生墳墓参拝紀念の章，久留米市寺町遍照院
1762 (久留米) 高山彦九郎先生の墓 久留米 広重文会堂発行 久留米市寺 写真 1 高山正之先生墳墓参拝紀念の章，久留米市寺町遍照院
1763 (久留米名所) 高山彦九郎先生終焉之地 久留米 広重文会堂発行 久留米市寺 写真 1 高山正之先生墳墓参拝紀念の章，久留米市寺町遍照院
1764 (久留米名所) 高山彦九郎先生墓ノ遠景 久留米 広重文会堂発行 久留米市寺 写真 1
1765 (久留米名所) 高山彦九郎先生の碑 久留米 広重文会堂発行 久留米市寺 写真 1 高山正之先生墳墓参拝紀念の章，久留米市寺町遍照院
1766 (久留米名所) 国幣大社高良神社ノ全景 久留米 広重文会堂発行 久留米市御井町 写真 1
1767 (久留米名所) 篠山神社正面ノ景 久留米 広重文会堂発行 久留米市篠山町 写真 1
1768 (久留米市) 萃香園 久留米 広重文会堂発行 久留米市 写真 1
1769 (久留米名所) 水天宮春祭り御幸之光景 久留米 広重文会堂発行 久留米市瀬下町 写真 1
1770 (久留米名所) 水天宮神殿ノ全景 久留米 広重文会堂発行 久留米市瀬下町 写真 1
1771 (久留米名所) 水天宮楼門の景 久留米 広重文会堂発行 久留米市瀬下町 写真 1
1772 (久留米名所) 水天宮境内より泉州翁の銅像を望む 久留米 広重文会堂発行 久留米市瀬下町 写真 1
1773 (久留米名所) 水天宮神殿ノ全景 久留米 広重文会堂発行 久留米市瀬下町 写真 1
1774 (久留米名所) 水天宮正面の全景 久留米 広重文会堂発行 久留米市瀬下町 写真 1
1775 (第十八師団凱旋) 久留米市祝賀会 小頭町の曳屋 久留米 広重文会堂発行 久留米市小頭町 写真 1
1776 アンソーファルマン式(俗称 徳川式) 飛行機全景并

ニ同式飛揚ノ光景(水天宮七百年祭記念勧業共進
会)

大正3 5 久留米 広重文会堂発行 久留米市 写真 1 水天宮七百年祭記念勧業共進会 実業協会
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1777 明治四十四年大演習 久留米下広川村御野立場 久留米 広重文会堂発行 写真 1
1778 萃香園の雪景色 (久留米市) 久留米 広重文会堂発行 久留米市櫛原町 写真 1
1779 萃香園の雪景色 (久留米市) 久留米 広重文会堂発行 久留米市櫛原町 写真 1
1780 桜の萃香園 久留米 広重文会堂発行 久留米市櫛原町 写真 1
1781 特別陸軍大演習司令部 作戦計画の光景 明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1782 (特別陸軍大演習) 機関銃隊ノ猛射 明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1783 (特別陸軍大演習) 歩兵の奮闘 明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1784 (特別陸軍大演習) 騎兵渡歩人馬粛々筑後川ノ流ヲ

渡ル
明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念

1785 (特別陸軍大演習) 砲兵陣地 明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1786 (特別陸軍大演習) 歩兵大部隊ノ突撃 明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1787 (特別陸軍大演習) 御野立所 大元帥陸下親シク統

監
ノ光景

明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念

1788 北軍砲兵前進 明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1789 大本営 明治44 11 久留米 久留米市城南町 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1790 十二軒屋附近歩兵射撃 明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1791 藤光高地北軍作戦計画 明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1792 明治四十四年十一月陸軍特別大演習実況一斉射

撃 (従軍撮影)
明治44 11 久留米 久留米市 写真 1

1793 明治四十四年十一月陸軍特別大演習実況将校公
評 (従軍撮影)

明治44 11 久留米 久留米市 写真 1

1794 明治四十四年十一月陸軍特別大演習実況砲撃 (従
軍撮影)

明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念

1795 南軍歩兵射撃 明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1796 北軍司令官川村大将前進 明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1797 水屋橋ノ北軍歩兵十四連隊 明治44 11 久留米 久留米市小森野町 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1798 北軍豆津渡河 明治44 11 久留米 久留米市 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1799 荒木村ニ於ケル北軍工兵十二大隊休憩 明治44 11 久留米 久留米市荒木町 写真 1 特別陸軍大演習紀念
1800 【封筒】 筑紫観世音寺絵葉書 観世音寺発行 封筒 (12) No.1801～1812まで
1801 筑紫観世音寺講堂 太宰府 観世音寺発行 太宰府市観世音寺 写真 1 当時ハ朝倉宮ニ崩御ナリシ斉明天皇ノ御追福ノ為メ天智天

皇創建
セサセ給ヒシ霊場ニシテ往昔ハ九州ニ島ノ僧政ヲ総菅セシ
巨刹タリ1802 弘仁時代 国宝(弘法大師ノ作ト云フ)　筑紫観世音

安置 吉祥天(御丈七尺二寸)
太宰府 観世音寺発行 太宰府市観世音寺 写真 1

1803 弘仁時代 国宝(弘法大師ノ作ト云フ)　筑紫観世音
寺安置 阿弥陀如来(御丈五尺五寸)

太宰府 観世音寺発行 太宰府市観世音寺 写真 1

1804 藤原時代国宝(大佛師 良俊･俊頼ノ作)　筑紫観世
音寺安置 聖観世音(御丈四尺五寸)

太宰府 観世音寺発行 太宰府市観世音寺 写真 1

1805 奈良朝時代 国宝　筑紫観世音寺安置 十一面観世
音(御丈一丈二尺)

太宰府 観世音寺発行 太宰府市観世音寺 写真 1

1806 弘仁時代 国宝(伝教大師ノ作ト云フ)　筑紫観世音
寺安置 大黒天(御丈五尺七寸)

太宰府 観世音寺発行 太宰府市観世音寺 写真 1

1807 藤原初期 国宝　筑紫観世音寺安置 増長天(四体ノ
内)御丈九尺

太宰府 観世音寺発行 太宰府市観世音寺 写真 1

1808 弘仁時代国宝　筑紫観世音寺安置 毘沙門天 (御丈
七尺)

太宰府 観世音寺発行 太宰府市観世音寺 写真 1

1809 藤原時代 国宝 (大仏師 明春作)　筑紫観世音寺安
置 馬頭観世音(御丈一丈八尺)

太宰府 観世音寺発行 太宰府市観世音寺 写真 1

1810 筑紫観世音寺蔵　舞楽面，陵王，納会利，国宝，鎌
倉時代

太宰府 観世音寺発行 太宰府市観世音寺 写真 1

1811 宋時代 国宝狛犬 筑紫観世音寺 太宰府 観世音寺発行 太宰府市観世音寺 写真 1
1812 唐時代 国宝 筑紫観世音寺蔵 天蓋光心 太宰府 観世音寺発行 太宰府市観世音寺 写真 1
1813 【封筒】 第29回史料展覧会記念　絵はがき 1989 東京 東京大学史料編纂所 封筒 (6) No.1814～1819まで
1814 絹本著色 益田元祥像 平成1 東京 東京大学史料編纂所 写真 1
1815 紙本著色 益田兼堯像 平成1 東京 東京大学史料編纂所 写真 1
1816 足利義満御判御教書 平成1 東京 東京大学史料編纂所 写真 1
1817 益田祥譲状 平成1 東京 東京大学史料編纂所 写真 1
1818 毛利元就一字書出 平成1 東京 東京大学史料編纂所 写真 1
1819 益田氏知行絵図 平成1 東京 東京大学史料編纂所 写真 1
1820 大嘗祭主基斎田 昭和3 福岡 脇山村奉賛会発行 福岡市早良区脇山 写真 1 知事の苗渡
1821 大嘗祭主基斎田 昭和3 福岡 脇山村奉賛会発行 福岡市早良区脇山 写真 1 早乙女の舞
1822 大嘗祭主基斎田 昭和3 福岡 脇山村奉賛会発行 福岡市早良区脇山 写真 1 耕牛一号
1823 大嘗祭主基斎田 昭和3 福岡 脇山村奉賛会発行 福岡市早良区脇山 写真 1 塩水撰
1824 大嘗祭主基斎田 昭和3 福岡 脇山村奉賛会発行 福岡市早良区脇山 写真 1 斎田全景
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1825 早良高等女学校 戦前 福岡市早良区 写真 1 講堂
1826 早良高等女学校 戦前 福岡市早良区 写真 1 裁縫室
1827 福岡県筑紫中学校 戦前 福岡市南区 写真 1 朝会
1828 福岡県筑紫中学校 戦前 写真 1 校舎大観
1829 日本赤十字社福岡支部 戦前 博多 大崎周水堂製 福岡市 写真 1 夏季保養所海水浴，少年赤十字団分列式
1830 日本赤十字社福岡支部 戦前 博多 大崎周水堂製 福岡市 写真 1 今津療養院，静臥室の一部
1831 福岡市簀子小学校 戦前 福岡市中央区 写真 1 理科室 作法室
1832 福岡市簀子小学校 戦前 福岡市中央区 写真 1 博多方面ヲ望ム西公園ヲ望ム廊下
1833 【封筒】 逓信博物館 昭和38 2 東京 逓信博物館発行 香文社 東京都千代田区富士見町 封筒 (4) No.1834～1837まで
1834 逓信博物館 昭和38 2 東京 逓信博物館発行 香文社 東京都千代田区富士見町 写真 1 逓信博物館の電話展示室と 電信電話機の今昔
1835 逓信博物館 昭和38 2 東京 逓信博物館発行 香文社 東京都千代田区富士見町 写真 1 逓信博物館の郵便切手展示室と郵便切手のいろいろ
1836 逓信博物館 昭和38 2 東京 逓信博物館発行 香文社 東京都千代田区富士見町 写真 1 坂野記念館展示室ほか
1837 逓信博物館 昭和38 2 東京 逓信博物館発行 香文社 東京都千代田区富士見町 写真 1 前島記念館展示室ほか
1838 【封筒】 宗像大社 宗像大社発行 宗像郡玄海町大字大島 封筒 (3) No.1839～1841まで
1839 宗像大社 宗像大社発行 宗像郡玄海町大字大島 写真 1 新装された境内
1840 宗像大社 宗像大社発行 宗像郡玄海町大字大島 写真 1 祈願殿
1841 宗像大社 宗像大社発行 宗像郡玄海町大字大島 写真 1 辺津宮本殿
1842 【封筒】 絵葉書　株式会社麻生商店 株式会社麻生商店 精版印刷株式会社 封筒 (6) No.1843～1848まで
1843 別府療養所　（株式会社麻生商店） 株式会社麻生商店 精版印刷株式会社 大分県別府市山水園 写真 1
1844 赤阪鉱業所坑口　（株式会社麻生商店） 株式会社麻生商店 精版印刷株式会社 福岡県嘉穂郡庄内村赤阪 写真 1
1845 吉隈鉱業所　（株式会社麻生商店） 株式会社麻生商店 精版印刷株式会社 福岡県嘉穂郡桂川村碓井 写真 1
1846 山内農場･温室　（株式会社麻生商店） 株式会社麻生商店 精版印刷株式会社 福岡県嘉穂郡飯塚町山内 写真 1
1847 芳雄上三緒鉱業所･其ノ二　（株式会社麻生商店） 株式会社麻生商店 精版印刷株式会社 福岡県嘉穂郡飯塚町上三緒 写真 1
1848 芳雄上三緒鉱業所･其ノ一　（株式会社麻生商店） 株式会社麻生商店 精版印刷株式会社 福岡県嘉穂郡飯塚町上三緒 写真 1
1849 （工兵十二大隊） 朝倉郡上寺架橋演習場陸軍廠舎

全景（其二）
天祐軒発行 福岡県朝倉郡 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35

1850 （工兵十二大隊） 朝倉郡上寺架橋演習場陸軍廠舎
全景（其二）

天祐軒発行 福岡県朝倉郡 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35

1851 （工兵十二大隊） 朝倉郡上寺架橋演習場陸軍廠舎
全景（其二）

天祐軒発行 福岡県朝倉郡 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35

1852 （工兵第十二大隊） 筑後川ニテ列柱橋植柱ノ景況
（其一）

天祐軒発行 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35

1853 （工兵第十二大隊） 筑後川ニテ鉄舟ノ漕艇（其二） 天祐軒発行 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1854 （工兵第十二大隊） 筑後川ニテ鉄舟ノ漕艇（其二） 天祐軒発行 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1855 （工兵第十二大隊） 筑後川ニテ鉄舟ノ漕艇（其二） 天祐軒発行 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1856 （工兵十二大隊） 朝倉郡上寺架橋演習場陸軍廠舎

全景（其一）
天祐軒発行 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35

1857 （工兵第十二大隊） 築営術実況 天祐軒発行 写真 1 「新年賀正」のスタンプあり。戸川（博）文書 No．149-1～35
1858 明治四十四年陸軍秋季大演習紀念 写真 1 第十八師団長大迫中将、第六師団長梅澤中将、第十二師

団長安東中将写真あり。戸川（博）文書 No．149-1～35
1859 〔明治44年陸軍秋季大演習紀念〕 写真 1 歩兵戦闘、気球隊、機関銃隊など場面写真有。戸川（博）文

書 No．149-1～35
1860 （福岡県庁） 県会議事堂車寄 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1861 （福岡県庁） 表車寄 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1862 （福岡県庁） 正面全景 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1863 （福岡県庁） 背面全景 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1864 （福岡県庁） 中央階上広間天井 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1865 （福岡県庁） 知事室 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1866 （福岡県庁） 県会議事堂 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1867 （福岡県庁） 中央階上広間 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1868 （福岡県庁） 階下広間 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1869 （福岡県庁） 表玄関 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1870 （福岡県庁） 知事応接 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1871 （福岡県庁） 県会議事堂 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1872 九州沖縄八県聯合共進会記念 福岡県協賛会発行 東京　はい原中村工場謹製 写真 1 共進会正門。戸川（博）文書 No．149-1～35
1873 九州沖縄八県聯合共進会記念 福岡県協賛会発行 東京　はい原中村工場謹製 写真 1 共進会会場。戸川（博）文書 No．149-1～35
1874 九州沖縄八県聯合共進会 （特許館） 写真 1 特許館、「九州沖縄八県聯合共進会紀念」スタンプあり。戸

川（博）文書 No．149-1～35
1875 筑前国早良郡草ヶ江高等校 博多筑紫堂発行 写真 1 「五郡重要物産品評会、教育品展覧会紀念明治42年2月早

良郡姪浜」スタンプあり。戸川（博）文書 No．149-1～35
1876 福岡県師範学校 福岡吉田絵葉書部発行 写真 1 「五郡重要物産品評会、教育品展覧会紀念明治42年2月早

良郡姪浜」スタンプあり福岡師範学校運動会紀念」スタンプ
あり。戸川（博）文書 No．149-1～35（文書箱の中にあり）
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1877 福岡師範学校運動会 福岡天真社製版 写真 1 「福岡県師範学校運動会紀念」スタンプあり。戸川（博）文書
No．149-1～35

1878 久留米明善中学校 （大本営行在所） 写真 1 陸軍特別大演習紀念。戸川（博）文書 No．149-1～35
1879 〔明治44年11月陸軍特別大演習記念〕 久留米市発行 東京図案印刷社謹製 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1880 〔明治44年11月陸軍特別大演習記念〕 久留米市発行 東京図案印刷社謹製 写真 1 行在所、統監部。戸川（博）文書 No．149-1～35
1881 （福岡）全国子供博覧会第一会場本館（No．2） 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1882 （福岡）全国子供博覧会第一会場本館（No．3） 写真 1 戸川（博）文書 No．149-1～35
1883 木村商店清酒醸造部並ニ洋酒食料品販売部 写真 1 早良郡田隈村戸川虎雄宛年賀 「賀正　元旦」とあり。戸川

（博）文書 No．149-1～35
1884 【封筒】 博多コトバ 封筒 (2) No.1885～1886まで
1885 魚屋と自転車 絵画 1
1886 寺詣りの帰り 絵画 1
1887 【封筒】 杷木名所絵はかき 杷木町　杉写真館発行 封筒 (6) No.1888～1893まで
1888 杷木町全景 杷木町　杉写真館発行 福岡県朝倉郡杷木町 写真 1
1889 杷木本町通り 杷木町　杉写真館発行 福岡県朝倉郡杷木町 写真 1
1890 杷木郊外原鶴温泉全景 杷木町　杉写真館発行 福岡県朝倉郡杷木町 写真 1
1891 昭和橋ヨリ筑後川ノ清流ヲ望ム 杷木町　杉写真館発行 福岡県朝倉郡杷木町 写真 1
1892 日本一ノ称アル筑後川大井堰 杷木町　杉写真館発行 福岡県朝倉郡杷木町 写真 1
1893 〔昭和橋〕 杷木町　杉写真館発行 福岡県朝倉郡杷木町 写真 1
1894 【封筒】 対馬水産物品評会第十一回紀念絵端書 封筒 (2) No.1895～1896まで。「千金丹」の切抜同封
1895 〔漁港〕 写真 1 「明治44年9月14日第十一回水産物品評会　対馬水産組

合」のスタンプあり
1896 〔対馬の地図・統計〕 写真 1 「明治44年9月14日第十一回水産物品評会　対馬水産組

合」のスタンプあり
1897 【封筒】 国民精神総動員絵葉書 （時局ポスター展作

品）
戦前 国民精神総動員中央聯盟発行 封筒 (3) No.1898～1900まで

1898 捧げよ感謝守れよ銃後　（時局ポスター展一等入 戦前 国民精神総動員中央聯盟発行 絵画 1
1899 一本の釘も粗末にするな　（時局ポスター展佳作） 戦前 国民精神総動員中央聯盟発行 絵画 1
1900 生活を簡素に （時局ポスター展作品） 戦前 国民精神総動員中央聯盟　行 絵画 1
1901 【封筒】 長崎県立対馬中学校十週年紀念絵葉書 大正4 三越呉服店謹製 封筒 (2) No.1902～1903まで。創立十週年記念、大正四年七月十五

日のスタンプあり
1902 〔長崎県立対馬中学校校舎と校長〕 大正4 三越呉服店謹製 長崎県下県郡厳原町今屋敷 写真 1 創立十週年記念、大正四年七月十五日のスタンプあり
1903 〔長崎県立対馬中学校教諭・石垣と鳥居〕 大正4 三越呉服店謹製 長崎県 写真 1 創立十週年記念、大正四年七月十五日のスタンプあり
1904 【封筒】 五島若松大漁曾根豊漁紀念 若松鰤飼付漁組合 封筒 (3) No.1905～1906まで
1905 若松鰤飼付漁組合根拠地ノ光景 若松鰤飼付漁組合 長崎県五島市 写真 1
1906 五島若松村土井浦港入船ノ光景 若松鰤飼付漁組合 長崎県五島市 写真 1
1907 ドヤ曾根ニ於ケル鰤釣船作業 若松鰤飼付漁組合 長崎県五島市 写真 1
1908 【封筒】 紀念絵葉書 長崎電気軌道株式会社 大阪石谷製 封筒 (3) No.1908～1911まで
1909 玉江橋 大正5 長崎電気軌道株式会社 大阪石谷印刷所印行 写真 1
1910 1 長崎駅 大正5 長崎電気軌道株式会社 大阪石谷印刷所印行 写真 1
1910 2 大波止場浜ノ景 大正5 長崎電気軌道株式会社 大阪石谷印刷所印行 写真 1
1911 1 長崎電鉄連絡船 長崎電気軌道株式会社 大阪石谷印刷所印行 写真 1 船車連絡記念
1911 2 長崎電鉄馬町車庫 長崎電気軌道株式会社 大阪石谷印刷所印行 写真 1 船車連絡記念
1912 東亜勧業博覧会　特許発明館 昭和2 福岡市西公園下大濠埋立地 写真 1 東亜勧業博覧会記念スタンプあり
1913 東亜勧業博覧会　本館全景 昭和2 福岡市西公園下大濠埋立地 写真 1 東亜勧業博覧会記念スタンプあり
1914 東亜勧業博覧会　朝鮮館 昭和2 福岡市西公園下大濠埋立地 写真 1 東亜勧業博覧会記念スタンプあり
1915 東亜勧業博覧会　満蒙参考館と台湾館 昭和2 福岡市西公園下大濠埋立地 写真 1 東亜勧業博覧会記念スタンプあり
1916 東亜勧業博覧会　御笠ウォーターシュート 昭和2 福岡市西公園下大濠埋立地 写真 1 東亜勧業博覧会記念スタンプあり
1917 東亜勧業博覧会　花電車 昭和2 福岡市内 写真 1 東亜勧業博覧会記念スタンプあり
1918 東亜勧業博覧会　特許発明館 昭和2 福岡市西公園下大濠埋立地 写真 1 カラー彩色
1919 東亜勧業博覧会　本館夜景 昭和2 福岡市主催東亜勧業博覧会協賛会

発行
東京図案印刷株式会社 福岡市西公園下大濠埋立地 写真 1

1920 櫛田神社附近の追山 福岡市博多区 写真 1 博多山笠
1921 〔飾り山〕　（上鰯町　一番山笠） 福岡市博多区 写真 1 博多山笠
1922 〔飾り山〕　（鏡町　二番山笠） 福岡市博多区 写真 1 博多山笠
1923 〔飾り山〕　（綱場町　五番山笠） 福岡市博多区 写真 1 博多山笠
1924 二川相近風韻絵葉書　其一 二川瀧三郎発行 書 1 君が代
1925 二川相近風韻絵葉書　其四　相近自画賛（今様）楠

公奮戦図
二川瀧三郎発行 画賛 1

1926 瓦斯のお台所 西部合同瓦斯株式会社 写真 1 西部合同瓦斯株式会社宣伝用。裏にガス台所の宣伝あり
1927 桶型ガス風呂 西部合同瓦斯株式会社 写真 1 西部合同瓦斯株式会社宣伝用。裏にガス風呂の宣伝あり
1928 浴場用瓦斯湯沸使用の実況 西部合同瓦斯株式会社 写真 1 西部合同瓦斯株式会社宣伝用。裏に浴室用ガス湯沸器の

宣伝あり
1929 博多　松葉屋呉服店　食堂 大正9か 福岡市東中洲 写真 1 松葉屋呉服店は大正12年1月の東中洲の大火で焼失
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1930 （博多）　松葉屋呉服店　四階食堂 大正9か 福岡市東中洲 写真 1 松葉屋呉服店は大正12年1月の東中洲の大火で焼失
1931 博多　松葉屋呉服店　二階 大正9か 福岡市東中洲 写真 1 松葉屋呉服店は大正12年1月の東中洲の大火で焼失
1932 （博多）　松葉屋呉服店　二階 大正9か 福岡市東中洲 写真 1 松葉屋呉服店は大正12年1月の東中洲の大火で焼失
1933 博多　松葉屋呉服店　貴賓殿 大正9か 福岡市東中洲 写真 1 松葉屋呉服店は大正12年1月の東中洲の大火で焼失
1934 博多　松葉屋呉服店　貴賓殿 大正9か 福岡市東中洲 写真 1 松葉屋呉服店は大正12年1月の東中洲の大火で焼失
1935 博多　松葉屋呉服店　階下 大正9か 福岡市東中洲 写真 1 松葉屋呉服店は大正12年1月の東中洲の大火で焼失
1936 福岡市　奥村黄花園　曽我十番切 福岡市 写真 1 菊人形
1937 福岡市　奥村黄花園　雪ノ曙忠臣鏡 福岡市 写真 1 菊人形
1938 福岡市　奥村黄花園　菅公筑紫ノ配所 福岡市 写真 1 菊人形
1939 福岡市　奥村黄花園　正門内花壇 福岡市 写真 1
1940 （新柳町納涼場大菊人形）清水仏前景清（浅野菊楽 福岡市中央区清川 写真 1 菊人形
1941 （新柳町納涼場大菊人形）芦屋道満大内山（浅野菊

楽園）
福岡市中央区清川 写真 1 菊人形

1942 （福岡名所） 小田部の藤 福岡市西公園下荒戸町　小田部氏邸内 写真 1
1943 （福岡名所） 小田部の藤 福岡市西公園下荒戸町　小田部氏邸内 写真 1
1944 （福岡名所） 小田部の藤 福岡市西公園下荒戸町　小田部氏邸内 写真 1
1945 博多名物松囃子 （どんたく） 写真 1
1946 博多名物松囃子 （どんたく） 写真 1
1947 博多名物松囃子 （どんたく） 写真 1
1948 殷賑を極める天神町通 福岡市中央区 写真 1 カラー彩色
1949 博多のセンター土居町通 福岡市 写真 1 カラー彩色
1950 那珂川の清流と水上公園 福岡市中央区 写真 1 カラー彩色
1951 西公園から博多市街展望 福岡市 写真 1 カラー彩色
1952 美はしき大濠公園の風光 福岡市中央区 写真 1 カラー彩色
1953 森厳を極む筥崎八幡宮 福岡市東区箱崎 写真 1 カラー彩色
1954 東公園日蓮上人銅像 福岡市博多区東公園 写真 1 カラー彩色
1955 筑前芥屋大門 神戸　光村印刷株式会社印行 福岡県糸島郡志摩町芥屋 写真 1
1956 筑前前原東公園 神戸　光村印刷株式会社印行 福岡県糸島郡前原町 写真 1
1957 神功皇后染鎧ノ井 （筑前染井） 神戸　光村印刷株式会社印行 福岡県糸島郡前原町染井 写真 1
1958 筑前深江鎮懐石八幡宮 神戸　光村印刷株式会社印行 福岡県糸島郡二丈町深江 写真 1
1959 筑前桜井神社ト二見浦 神戸　光村印刷株式会社印行 福岡県糸島郡志摩町 写真 1
1960 筑前野北牧場ト馬 神戸　光村印刷株式会社印行 福岡県糸島郡志摩町野北 写真 1
1961 筑前雷山大悲王院ト水門 神戸　光村印刷株式会社印行 福岡県糸島郡前原町雷山 写真 1
1962 筑前今津元寇ノ残塁 神戸　光村印刷株式会社印行 福岡県福岡市西区 写真 1
1963 筑前今宿海岸ノ筑紫富士 神戸　光村印刷株式会社印行 福岡市西区 写真 1 糸島郡志摩町を望む
1964 1 筑前唐泊港 神戸　光村印刷株式会社印行 福岡県福岡市西区唐泊 写真 1
1964 2 桂島 神戸　光村印刷株式会社印行 福岡県福岡市西区 写真 1
1964 3 机島 神戸　光村印刷株式会社印行 福岡県福岡市西区 写真 1
1965 福岡西公園ノ桜 福岡市中央区西公園 写真 1 「西公園紀念」のスタンプあり。使用済はがき
1966 福岡舞鶴城跡 福岡市中央区 写真 1
1967 福岡市電鉄開通式花電車 明治43 3 8 天泉堂　発行 福岡市 写真 1 福博電気軌道株式会社
1968 官幣大社香椎宮　御神木綾杉 福岡市東区香椎 写真 1 「香椎宮参拝紀念章」のスタンプあり
1969 （福岡名勝） 官幣中社筥崎宮楼門 福岡市東区箱崎 写真 1 使用済はがき
1970 （福岡百景） 東公園千代の松原 福岡市 写真 1
1971 （福岡百景） 官幣大社筥崎宮楼門 福岡市東区箱崎 写真 1 「筥崎宮参拝記念」のスタンプあり
1972 （福岡百景） 官幣大社筥崎宮 福岡市東区筥崎 写真 1 「筥崎宮参拝記念」のスタンプあり
1973 福岡営所 福岡吉田絵葉書部 写真 1
1974 〔今宿鉱泉場〕 写真 1 福岡市西区今宿青木か
1975 （福岡名所） 博多停車場 福岡市博多区 写真 1
1976 （福岡名所） 千代の松原の汽車 福岡市東区 写真 1
1977 （福岡名所） 福岡舞鶴城 福岡市中央区 写真 1
1978 （福岡名所） 官幣大社箱崎八幡宮楼門 福岡市東区箱崎 写真 1
1979 東公園元寇紀念碑（其一）　〔亀山上皇像〕 福岡市博多区東公園 写真 1
1980 （福博名所） 新築の福岡市庁 大正12 福岡市　因幡町 写真 1 使用済はがき
1981 西公園　海に突き出た荒津山の自然の姿 福岡市 写真 1
1982 〔汽船　珠丸（博多壱岐対馬釜山航路）〕 昭和5か 対馬商船株式会社 写真 1 進水式の様子か
1983 （福岡工業博覧会）満蒙館 大正9 福岡市西公園下の福岡築港埋立地（第2

会場）
写真 1

1984 1 熊本放送局演奏室 昭和3か 熊本市 写真 1 NHK熊本放送局の前身
1984 2 熊本放送局 （外観） 昭和3か 熊本市 写真 1 NHK熊本放送局の前身
1984 3 福岡演奏所 昭和3か 福岡市中央区天神（因幡町） 写真 1 NHK福岡放送局の前身
1985 糸島郡石崎乾田中ニテ統監閣下ノ講評 福岡県糸島郡二丈町石崎 写真 1
1986 官幣大社宗像神社鎮座地 （神郷田島） 福岡県宗像郡玄海町田島 写真 1 葉書二葉分を二つ折り
1987 平野国臣先生真績 西公園花廼屋　発行 写真 1
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1988 平野国臣先生真績 西公園花廼屋　発行 写真 1
1989 亀井南冥先生甘棠 写真 1
1990 管原道真公真筆 写真 1
1991 少女の友　絵はがき　早春 蕗谷虹兒（書） 絵画 写真 1
1992 〔詩画〕ゆく春の歌（其一） 絵画 写真 1
1993 〔詩画〕ゆく春の歌（其二） 絵画 写真 1
1994 〔詩画〕ゆく春の歌（其三） 絵画 写真 1
1995 〔詩画〕青い歌　一 絵画、楽譜つき、ゴンドラ歌の節 写真 1
1996 〔詩画〕ゴンドラの歌　第一集（訂正改版） 絵画、東京九段つるや書房版 写真 1
1997 〔詩画〕ゴンドラの歌　一（訂正改版） 絵画、東京九段つるや書房版 写真 1
1998 〔詩画〕ゴンドラの歌　二（訂正改版） 絵画、東京九段つるや書房版 写真 1
1999 〔詩画〕ゴンドラの歌　三（訂正改版） 絵画、東京九段つるや書房版 写真 1
2000 〔詩画〕ゴンドラの歌　四（訂正改版） 絵画、東京九段つるや書房版 写真 1

2001 {筑紫耶馬渓}釣垂橋
大正9 11

福岡県那珂川町市ノ瀬・五ヶ山
写真 1 平和紀念 青島 8.7.16、第壱回国勢調査紀念 青島大鮑島

9.10.1、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月
一日の印 。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2002
官幣大社香椎宮御神殿及拝殿 11 福岡県福岡市東区香椎 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月三日の

印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2003
筑前太宰府都府楼 大正9 11 福岡県太宰府市 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、平

和紀念 青島 8.7.16、第壱回国勢調査紀念 青島大鮑島
9.10.1の印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2004 〔筑前〕香椎宮綾杉 福岡県福岡市東区香椎 写真 1 印あり ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2005
（菅公遺跡）筑前天拝山 福岡県筑紫野市 写真 1 菅原道真が大宰府へ下る途中にこの山に登り、東天を遙拝

し、天皇に無実を訴えたという伝説がある。※木山氏所蔵絵
葉書写真版

2006 筑前太宰府神社菅公之御眞筆 寺田梅香軒発行 福岡県太宰府市太宰府1114 写真 1 印2つあり。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2007 （八女百景）八女公園稲荷 福島柴田寫眞館発行 福岡県八女市本町 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2008 大正博覧會第一會場 美人島旅行館 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2009
（八女百景）矢部川橋 柴田寫眞館発行 福岡県八女市・立花町 写真 1 八女市津の江と立花町山崎を結ぶ。※木山氏所蔵絵葉書

写真版
2010 （門司十ニ景）門司停車場 （門司） （猪野絵葉書書店発行） 福岡県北九州市門司区港町（旧門司港 写真 1 ピース番号158と同じシリーズヵ。※木山氏所蔵絵葉書写真
2011 （門司十ニ景）本町通り （門司） （猪野絵葉書書店発行） 福岡県北九州市門司区 写真 1 ピース番号158と同じシリーズヵ。※木山氏所蔵絵葉書写真
2012 （門司十ニ景）商船會社桟橋 （門司） （猪野絵葉書書店発行） 福岡県北九州市門司区 写真 1 ピース番号158と同じシリーズヵ。 ※木山氏所蔵絵葉書写真
2013 将軍梅 福岡県久留米市宮ノ陣町　宮ノ陣神社境 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2014 〔鳥居と参道〕 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2015
久留米市役所 福岡県久留米市城南町 写真 1 昭和4(1929)年に鉄筋コンクリート造りに改築された。※木山

氏所蔵絵葉書写真版

2016

（久留米名所）梅林寺の全景 大正9 11 久留米 久留米市今町廣重交會堂発行 福岡県久留米市京町209 写真 1 臨済宗妙心寺派。久留米藩初代有馬豊氏が福知山からの
移転に伴い、同地にあった瑞岩寺を移し、元和7年(1621)に
創建した。江戸時代は有馬家の菩提寺となった。明治神宮
鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の印。※木山
氏所蔵絵葉書写真版

2017 （久留米）梅林寺の遠景 福岡県久留米市京町209 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2018
中学明善校 福岡県久留米市城南町9－9 写真 1 校舎は明治35(1902）年竣工、正門は明治44(1911)年建造。

※木山氏所蔵絵葉書写真版

2019
(久留米名勝)國幣社高良神社 福岡県久留米市御井1－1 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の

印。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2020 (久留米名所)高良山御手洗橋 福岡県久留米市御井1－1 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2021

水天宮 福岡県久留米市瀬下町265 写真 1 祭神は安徳天皇・中宮徳子・二位尼平時子・天御中主神。
徳子に仕えた擦察使局伊勢が壇ノ浦で亡くなった安徳天皇
をはじめ、平家一門を弔い、住民に加持祈祷を行ったのが
始まりと伝えられる。境内に真木和泉守と同志を祀る真木神
社や、和泉守銅像などがある。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2022
(久留米名所)水天宮河畔の景 久留米 久留米市今町廣重交會堂発行 福岡県久留米市瀬下町265 写真 1 ピース番号176、177と同じシリーズヵ。※木山氏所蔵絵葉書

写真版
2023 (久留米名所)水天宮境内ヨリ泉州翁ノ銅像ヲ望ム 久留米 久留米市今町廣重交會堂発行 福岡県久留米市瀬下町265 写真 1 ピース番号177－7と同じ写真 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2024 (久留米名所)筑後川々畔梅林寺岩鼻の景 久留米 久留米市今町廣重交會堂発行 福岡県久留米市京町209 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2025
青島郵便局 (大正) 中華人民共和国山東省青島市 写真

絵
1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2026
青島所澤町青島郵便局前 大正10 中華人民共和国山東省青島市 写真 1 皇太子殿下御帰朝紀念 大正十年 青島の印、皇太子帰朝

紀念の壱銭五厘の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2027
□□□便局電話交換室 写真

絵
1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
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2028

台北郵便局 大正9 10 写真 1 第壱回国勢調査紀念 9.10.1、明治神宮鎮座紀念 大正九
年 青島大鮑島 十一月一日の印、第一回國勢調査紀念 大
正九年十月一日 大日本帝國郵便一銭五厘の切手あり。※
木山氏所蔵絵葉書写真版

2029
青島大港埠頭ニ於クル郵便物積卸ノ實況 中華人民共和国山東省青島市 写真

絵
1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2030
(6)(韓国)京城郵便局 大正9 11 3 大韓民国ソウル 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月三日の

印あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2031
(福岡百景)海の中道の海岸 福岡県福岡市東区箱崎・新宮町 写真 1 福岡市東区から糟屋郡新宮町に続く陸繋砂州。長さ12km、

幅0.5～2km。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2032 (福岡百景)箱崎八幡宮濱の御鳥居 福岡県福岡市東区箱崎 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2033
津屋崎療養院全景 福岡県福津市(旧津屋崎町) 写真 1 大正2(1913)年に渡半島海岸に開院した九州初のサナトリウ

ム。現在の北九州津屋崎病院。※木山氏所蔵絵葉書写真
版2034 (福博名所)名島海岸夕照 福岡県福岡市東区名島 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2035
(南畑發電所)鐡管ノ中央ヨリ洗水槽ヲ望ム 大正9 11 1 福岡県那珂川町 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の

印あり、南畑発電所は博多電気軌道株式会社が設立し、明
治44(1911)年に発電を開始。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2036
福岡市博多港の夕照(玄海の遥望) 大正元 7 31 福岡県福岡市沖浜町 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、福

岡ヵ 1.7.31の印あり、大正元年初日 七月三十日と書込みあ
り。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2037

〔東公園 西公園 福岡市街〕 大正9 11 1 福岡県福岡市 写真
絵

1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、陸
軍特別大演習紀念 大正五年十一月 福岡市、第壱回国勢
調査紀念 青島大鮑島　9.10.1の印、海岸と博多帯の絵。※
木山氏所蔵絵葉書写真版

2038

〔日章旗 旭日旗 切手〕 大正9 11 1 写真
絵

1 第壱回国勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、明治神宮鎮座
紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、平和紀念 青島
8.7.16の印、第一回国勢調査紀念 大正九年拾月一日 大日
本帝国郵便 一銭五厘、平和紀念 日本郵便 大正八年 壱
銭五厘の切手あり、日章旗と旭日旗、郵便切手14枚の絵
Max　Noessler,Bremenとあり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2039

通信事業創始五十年紀念 大正10 4 20 絵画 1 「明治四年の驛逓局」「創業時代始めて東西両京及大阪市
内に設けられたる郵便函と集配人」の絵、通信事業創始五
十年紀念 青島 大正十年四月二十日の印 郵便創始五十
年紀念 日本郵便 拾銭の切手あり。大正10年(1921)4月20
日に2040と2種1組10銭で発行された記念絵はがき。※木山
氏所蔵絵葉書写真版

2040

通信事業創始五十年紀念 大正10 4 20 絵画 1 「明治四年三月始めて四種の郵便切手を発行し同六年十
二月ニ種の葉書と四種の封皮とを発行す」の絵、通信事業
創始五十年紀念 青島 大正拾年四月二十日の印 郵便創
始五拾年紀念 日本郵便壱銭五厘 大正拾年四月の切手。
※木山氏所蔵絵葉書写真版

2041

築港完成後の博多湾 大正9 11 3 福岡県福岡市 手書
地図

1 東区・中央区・早良区・西区の一部を描く。九州沖縄物産共
進会で紹介された、博多港完成予想図。明治神宮鎮座紀
念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の印。※木山氏所蔵
絵葉書写真版

2042
（福岡名所）西公園の櫻花 CHERRY BLOSSOMS
AT NISHI PARK,FUKUOKA

福岡県福岡市中央区西公園 写真
（色付け）

1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2043
福岡博多市街地図 大正9 11 3 福岡県福岡市 1 東区・中央区・早良区の一部を描く。明治神宮鎮座紀念大

正九年 青島大鮑島 十一月三日の印。※木山氏所蔵絵葉
書写真版

2044
（福岡名所）西公園の櫻花 CHERRY BLOSSOME
AT NISHI PARK,FUKUOKA

写真
（色付け）

1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2045

黒田長成候 福岡西公園光雲神社 本殿 福岡県福岡市西公園 写真 1 祭神は黒田孝高・黒田長政。福岡藩6代藩主黒田継高が福
岡城内に、明和5年(1768)孝高と長政の神霊を祀ったのが
始まり。廃藩置県後、黒田家が東京へ移転する際に、旧藩
士の有志が小烏吉祥院跡へ移転を願出て、両祭神の法号
を一字ずつとって、社号を光雲神社とした。黒田長成は黒田
氏十三代で侯爵。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2046
福岡市街上空の陸軍々用飛行機 福岡県福岡市 写真 1 大正5(1916)年に陸軍大演習が行われた。写真右の建物

は、福岡県物産陳列場ヵ。2048と同じ写真。※木山氏所蔵
絵葉書写真版

2047 光雲神社遷宮式 （其四） 福岡県福岡市西公園 写真 1 明治40(1907)年に現在地に遷座。※木山氏所蔵絵葉書写

2048

福岡市街上空の陸軍々用飛行機 大正9 11 1 福岡県福岡市中央区 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、第
壱回国勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、大正五年陸軍□
□演習紀念 大本営内 5.11.5の印、壱銭五厘の切手あり。
※木山氏所蔵絵葉書写真版
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2049
（福岡百景）福岡県物産陳列場 Prodaucts an
Exhidition

福岡県福岡市中央区 写真 1 大正5(1916)年に竣工、旧福岡県庁の向かいにあった。※木
山氏所蔵絵葉書写真版

2050
福岡郵便局新築紀念 (大正九年十二月一日) 大正9 12 1 福岡県福岡市 写真 1 福岡橋口町の那珂川土手にあった福岡郵便局(現・福岡中

央郵便局)は大正9年(1920)に現在地(天神4丁目)近くへ移
転した。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2051 福岡郵便局(其貮) 窓口 FUKUOKA PCSI OFFICE 福岡県福岡市 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2052 久留米郵便局電信機械室 福岡県久留米市 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2053 久留米郵便局郵便現業室 福岡県久留米市 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2054 久留米郵便局電話復式開通紀念 福岡県久留米市 写真 1 電信機械室他2枚の写真。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2055 久留米郵便局電話復式開通紀念 福岡県久留米市 写真 1 電話交換室ヵ他2枚の写真。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2056

對馬厳原郵便局 長崎県対馬市 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、第
壱回国勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1の印、第一回国勢調
査紀念 大正九年十月一日 大日本帝国郵便一銭五厘の切
手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2057 関門聯合電話局員第一回遠足會 (橙廻) 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2058 (九州若松市) 若松郵便局 福岡県北九州市若松区 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2059 大阪中央電信局全景 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2060
(青島名所 佐賀町郵便局) 大正10 9 中華人民共和国山東省青島市 写真 1 皇太子殿下御帰朝紀念 大正十年 青島 九月□日の印、皇

太子殿下御帰朝紀念 日本郵便 四銭の切手あり。※木山氏
所蔵絵葉書写真版

2061

長崎縣庁 大正9 10 長崎県長崎市 写真 1 明治44(1911)年外浦町に完成。明治神宮鎮座紀念 大正九
年 青島大鮑島 十一月一日、第壱回国勢調査紀念 青島大
鮑島 9.10.1の印、第一回国勢調査紀念 大正九年十月一日
大日本帝国郵便一銭五厘の切手あり。※木山氏所蔵絵葉
書写真版

2062
海水浴場 長崎福田の濱 Sea-bathing of
Fukuda,Nagasaki

大正9 11 長崎県長崎市 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の
印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2063

平戸幸橋ニ於ケル英國大使ノ一行 An ambassador
plenipoten In Herato

長崎県平戸市岩の上町 写真 1 戸石川と鏡川が合流して平戸港に流れ込む河口に架かる
橋。寛文9年(1669)に建設され、元禄15年(1702）に石橋に
なった。別称オランダ橋。昭和53年(1978)年に国重文に指
定された。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2064
九州沖縄物産共進會 本館の内部 KYUSHU AND
OKINAWA PRODUCTS COMPETITIVE
EXHIBITION

大正7 写真 1 須崎裏の監獄署跡地や埋立地などで開催。※木山氏所蔵
絵葉書写真版

2065
長崎三菱造船所飽之浦工場百五十噸クレーン 150
TON GIANT CRANE AT AKUNOURA WORKS,
M.B.D. & E.W, NAGASAKI

長崎県長崎市 写真 1 「東洋第一」と書込み。クレーンは明治42年(1909)建設。※
木山氏所蔵絵葉書写真版

2066
長崎三菱造船所 The Mitsu Bishi
Dockyard,Nagasaki.

長崎県長崎市 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月三日の
印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2067

長崎県本河内水源池 Water-Work
Hongochi,Nagasaki.

大正9 11 長崎県長崎市 写真
色付け

1 本河内高部ダムは明治24年(1891)に完成した日本初の近
代ダム。第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、明治神
宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の印。※木
山氏所蔵絵葉書写真版

2068
長崎本河内水源地脱水の景 The View of Overfiow
Water-work Hongoch,Nagasai.

(大正)2 12 長崎県長崎市 写真 1 軍艦霧島進水紀念 長崎 2-12-1の印。※木山氏所蔵絵葉
書写真版

2069
長崎諏訪神事 本興善町奉納踊 浦島 URASHIMA
ODORI (DANCE), O-SUWA FESTIVAL.1913

大正2 長崎県長崎市上西山町 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2070
長崎清水寺 Kiyomizu Nagasaki. 長崎県長崎市鍛冶屋町 写真 1 真言宗霊雲寺派。元和9年(1623)に創建。※木山氏所蔵絵

葉書写真版

2071
對馬泉港 安部寫眞館発行 長崎県対馬市上対馬町 写真 1 對馬上島の北東端に位置する漁港。※木山氏所蔵絵葉書

写真版

2072
竹敷市街全景ノ壱 (明治)43 10 長崎県対馬市美津町 写真 1 日露戦争当時には竹敷港に海軍要港部が置かれた。和歌

一首書込みあり、□友倶楽部遠足會 43.10.16/17との印。
※木山氏所蔵絵葉書写真版

2073

對馬鷄知樽ヶ濱 TARUGA BEACH
KECHI,TSUSHIMA.

大正9 11 酒井文海堂発行 長崎県対馬市美津町 写真 1 第二次世界大戦前・戦中は要塞司令部と重砲兵連隊が置
かれた。「對馬/美野原」と書込みあり。厳原 43.8.9の消印、
第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 ９．１０．１、明治神宮鎮
座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の印、壱銭五厘
の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2074
竹敷市街全景ノ貮 (明治)43 10 長崎県対馬市美津町 写真 1 「秋秀御見舞ヲ兼テ/スタンプハ余ノ手制ニ候」と書込みあ

り。□友倶楽部遠足 43.10.16/17の印。※木山氏所蔵絵葉
書写真版

2075

厳原ヲ距ル二十五里西泊風景ノ内 捕鯨船出港中ノ
實景

大正9 11 弘報堂製 長崎県対馬市上対馬町 写真 1 對馬の北部東海岸、西泊湾の北に面する。平和紀念 青島
8.7.16、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、明治神
宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の印。※木
山氏所蔵絵葉書写真版
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2076
對馬農家の風俗 MANNER'S OF FERMER
TSUSHIMA.

大正9 11 長崎県対馬市 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月の印。※
木山氏所蔵絵葉書写真版

2077
伊萬里湾波瀬弁天島 BENTEN-JIMA,AN ISLANDS
IN THE IMARI GULF.

佐賀 伊萬里陶山寫眞館発行 長崎県北松浦郡福島町 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2078
唐津七ツ洞の奇岩 The Curious Rocks of
Nanatsudo. Karatsu.

佐賀県唐津市東松浦 写真 1 唐津市屋形石にある海食洞。七つ釜。玄界灘の荒波に玄武
岩が浸食されてできた。玄海国定公園に含まれ、国天然記
念物に指定されている。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2079
(松浦百景)松浦川の帰帆 FAMOUS PLACES AT
MATSUURA.

佐賀県 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2080
(唐津名勝)松浦橋 MATSURA BRIDGE,KARATSU. 佐賀県唐津市 写真 1 松浦川の川口附近に架かる佐賀県最長の橋。明治29年

(1896)建設、明治43年(1910)に洪水で流出し、明治45年
(1912)に赤レンガで再建された。※木山氏所蔵絵葉書写真
版

2081
唐津 松浦橋の遠景 VIEW OF MATSUURA
BRIDGE AT KARATSU.

佐賀県唐津市 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2082
岸岳炭坑一部 佐賀 唐津大手口山口寫眞館発行 佐賀県唐津市北波多村 写真 1 明治34年(1901)に三菱鉱業所の経営となる。昭和8年(1933)

閉山。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2083
(熊本百景) 本妙寺加藤清正公の御廟前 THE
HONMYOJI TEMPLE KUMAMOTO

熊本県熊本市花園 写真 1 日蓮宗。境内に加藤清正を祀る浄池廟がある。清正が父親
の追善のため天正13年(1585)に建立。※木山氏所蔵絵葉
書写真版

2084
(熊本百景) 江津湖の清流 VEW OF ETSU LAKE
KUMAMOTO

熊本県熊本市東区広木町 写真 1 現在は、水前寺・江津湖両公園として整備されている。※木
山氏所蔵絵葉書写真版

2085
行在所 THE EMPEROR'S PLACE SOJOURN 金文堂製 写真 1 明治神宮鎮座紀念 　大正九年 青島大鮑島 十一月三日の

印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2086
青島神社 THE TSINGTAU SHRINE 大正10 9 中華人民共和国山東省青島市 写真

色付け
1 皇太子殿下御帰朝紀念 大正十年 青島 九月の印。※木山

氏所蔵絵葉書写真版

2087
青島神社 全景 大正10 中華人民共和国山東省青島市 写真

色付け
1 皇太子殿下御帰朝紀念 大正十年 青島の印、皇太子殿下

御帰朝紀念 壱銭五厘の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写
真版

2088
青島 天文台ヨリ海軍桟橋ヲ望ム 大正9 11 博文堂発行 中華人民共和国山東省青島市 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、第

壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1の印、第一國勢調査
紀念 大正九年十月一日の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書
写真版

2089
青島守備軍司令部 The head quarters of
gurison.Chintau.

大正9 博文堂発行 中華人民共和国山東省青島市 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、第
壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1の印、第一國勢調査
紀念 大正九年十月一日の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書
写真版

2090
青島大和ホテル 大正10 中華人民共和国山東省青島市 写真 1 皇太子殿下御帰朝紀念 大正十年 青島の印、皇太子殿下

御帰朝紀念 壱銭五厘の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写
真版

2091
南満州鉄道株式会社本社 HEAD
OFFICE,S.M.R.CO., DAIREN.

大正9 11 中華人民共和国山東省青島市 写真 1 第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、明治神宮鎮座
紀念 大正九年 青島大鮑島　十一月一日の印、第一回國
勢調査紀念 大正九年の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写
真版

2092

青島舞鶴濱 Maizuru Beach,Tsingtao. 中華人民共和国山東省青島市 写真 1 第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、明治神宮鎮座
紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、皇太子殿下御帰
朝紀念 大正十年 青島 九月の印、第一回國勢調査紀念 大
正九年十月一日三銭五厘、皇太子殿下御帰朝紀念 壱銭
の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2093
山東省坊子守備隊兵営全景 THE BARRACKS OF
AN ARMY FANGTZU

中華人民共和国山東省青島市 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2094
濱南停車場 Tsi-ana sta/山東省鉄道旅客例社
Passenger-train,Santo Rallway.

中華人民共和国山東省青島市 写真
絵

1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2095
大港埠頭 Large Harbour./青島停車場 Tsingtao
Station.

中華人民共和国山東省青島市 写真
絵

1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2096
青島忠魂碑 War Memorial Monument,Taingtao./青
島海水浴場 Bathing Beach,Tsingtao.

中華人民共和国山東省青島市 写真
絵

1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2097
戦役紀念 東鷄冠山ニ於ケル砲煙中ノ突貫 Our
men charging enemy on East Keekwanshan.

写真
絵

1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2098 陸軍御用船 熊本丸 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2099

明治四十四年陸軍秋季大演習紀念 大正9 11 1 写真
絵

1 明治四十四年(1911)11月11日、陸軍特別大演習が久留米
市付近で行われた。第十八師団長大迫中将、第六師団長
梅澤中将、第十二師団長安東中将の写真。明治神宮鎮座
紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、第壱回國勢調査
紀念 青島大鮑島 9.10.1、明治四十四年特別大演習 行幸
記念の印あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版
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2100

明治四十四年陸軍秋季大演習紀念 大正9 11 1 写真
絵

1 大演習監督のため、明治天皇は11月10日久留米市に到着
し、大本営には県立中学明善校が当てられ、校舎の東南隅
に新築した建物が行在所となった。明治天皇、行在所久留
米明善中学校の写真。第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島
9.10.1、明治四十四年特別大演習  行幸紀念、明治神宮鎮
座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の印あり。※木
山氏所蔵絵葉書写真版

2101
明治四十四年陸軍秋季大演習紀念 明治44 写真

絵
1 南軍司令長官長谷川大将、軍司令官川村大将、南軍参謀

官大□少将、北軍参謀官蓮見少将の写真あり。明治四十四
年特別大演習行幸記念の印あり。※木山氏所蔵絵葉書写
真版

2102
明治四十四年陸軍秋季大演習紀念 明治44 写真

絵
1 中央審判官長元帥奥大将、審判官福嵜の写真あり。明治四

十四年特別大演習 行幸記念の印あり。※木山氏所蔵絵葉
書写真版

2103

筑後川之風景/陸軍特別大演習地図 写真
絵

1 平和紀念 青島 8．7.16、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島
大鮑島 十一月一日、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島
9.10.1、明治四十四年陸軍特別大演習紀念 久留米
44.11.15の印、壱銭五厘の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書
写真版

2104

(陸軍特別大演習實況) 演習地馬上之今上陛下 写真 1 大正五年陸軍特別大演習紀念 福岡 5.11.15の印2つ、大正
五年陸軍特別大演習紀念 大本営 5.11.15、明治神宮鎮座
紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、陸軍特別大演習
紀念 福岡 大正五年十一月、第壱回國勢調査紀念 青島大
鮑島 9.10.1の印、立太子紀念 壱銭五厘の切手あり。※木
山氏所蔵絵葉書写真版

2105

大演習 写真
絵

1 大正天皇と演習の写真。陸軍特別大演習紀念 福岡市 大
正五年十一月、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、
大正天皇陸軍特別大演習紀念 5.11.15の印、第一回國勢
調査紀念 大正九年十月一日 三銭、立太子祝紀念壱銭五
厘の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2106

(大正五年十一月) 陛下大本営御發輦ノ實況 大正5 11 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、第
一回國勢調査紀念 9.10.1、大正天皇陸軍特別大演習紀念
大本営 5.11.15の印、立太子祝紀念壱銭五厘の切手あり。
※木山氏所蔵絵葉書写真版

2107
畏クモ亀山上皇陛下ハ伊勢大廟へ勅使ヲ遣ハシ玉
體ヲ以テ國難ニ代ラント誓ハレ玉フ図

絵画 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の
印あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2108

大正天皇・皇后 写真
絵

1 第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、平和紀念 青島
8.7.16の印、第一回國勢調査紀念 大正九年十月一日 三
銭、平和紀念 大正八年 壱銭五厘の切手あり。※木山氏所
蔵絵葉書写真版

2109
第四回二科美術展覧會出品 道灌山 石井柏亭 絵画 1 「土田、寺田両氏へ宜敷しく願ます」と書込みあり。※木山氏

所蔵絵葉書写真版

2110
〔猫に障子〕 絵画 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月三日の

印あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2111
〔年賀状〕 大正11 1 1 木田直生 地図 1 サハリン周辺の手書き地図。「賀正 大正十一年一月元旦

北樺太ムヤイオ 第五十二野戦局 木田直生」とあり。※木山
氏所蔵絵葉書写真版

2112 東京大正博覧會出品 浴後 白瀧幾之助 絵画 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2113
〔猪図〕 (大正)１

１
1 絵画 1 猪が1頭描かれている。元山 44.10.の消印あり。※木山氏所

蔵絵葉書写真版

2114
〔年賀状〕 (大正11) 1 絵画 1 百人一首の札と、別の札から猪が飛び出している図。元山

11.1.1の消印他1つあり。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2115 〔風景写真〕 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2116

長門國豊浦郡狗留孫山 日露戦役紀念碑 山口県下関市豊田町 写真 1 狗留孫山は豊田町・東北町・豊浦町の境に位置し、中腹に
修善寺がある。「其の内御身御大切に、吉田様にも古賀様
にもどうぞ四六四九御傳下さい さよなら」と書込み、長門國
豊浦郡狗留孫山 参拝紀念の印あり。※木山氏所蔵絵葉書
写真版

2117
Ansicht von Tsinanfu 大正10 9 絵画 1 皇太子殿下御帰朝紀念 大正十年 青島 九月の印。※木山

氏所蔵絵葉書写真版

2118
〔小鳥三羽〕 大正10 絵画 1 「今じゃ雨立の方が恋しくなりました」と書込みあり。明治神

宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月の印。※木山氏
所蔵絵葉書写真版

2119
漢江の鉄橋 RAILWAY BRIDGE ON
HANKOW,COREA.

大韓民国 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2120
津浦鉄道沿線局阜孔子廟大成殿 The shrine of
Confucius,Chu-fu on the Tsin-Pu Rail Way./泰山南
天門 The Gate,Nan-tien-men,Mt.Tai-shan

大正10 写真
絵画

1 第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、平和紀念 青島
9.7.19、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月
一日の印あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版
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2121
(朝鮮名所)龍山京釜線漢江鉄橋 THE IRON
BRIDGE ON THE HAN BIVER YONG SAN

大韓民国 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2122 京城鐘路街遠望 SHORO 大韓民国 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2123
北韓清津東海岸の景 大正9 11 1 荒木竹風発行 大韓民国 写真 1 第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、明治神宮鎮座

紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の印、9.7.26の消
印、一銭五厘の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2124
韓國江原道春川市街全景(其二) The Shiunsen in
Kogen Corea.(The second)

大韓民国 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2125
清津港内税関付近之景 大正9 11 清津玉置支店発行 大韓民国 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、第

壱回國勢調査紀念 9.10.1、平和紀念 青島 8.7.16の印。※
木山氏所蔵絵葉書写真版

2126
〔風景写真〕 大韓民国 写真 1 「土人町一里余り」などの書込みあり。※木山氏所蔵絵葉書

写真版
2127 元山全景 其ノ二 WHOLE VIEW OF GENZAN NO 大韓民国 写真 1 「桟橋、陸地デス」などの書込み。※木山氏所蔵絵葉書写真

2128
元山全景 其ノ三 WHOLE VIEW OF GENZAN NO
3.

大韓民国 写真 1 「陸軍倉庫、守備隊兵舎税務局各有ルノデス」などの書込
み。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2129 元山全景 其ノ一 WHOLE VIEW OF GENZAN NO 大韓民国 写真 1 「税関」などの書込み。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2130 (朝鮮風俗) (145) 雑貨店 Miscellaneous goods 大韓民国 写真 1 男性3人と女性1人が写る。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2131 〔雉図〕 絵画 1 雌雄の雉の絵。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2132 〔女性像〕 写真 1 椅子に座った女性の写真。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2133
〔並木道〕 写真

絵画
1 並木道の風景写真。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2134
世界徒歩旅行者 大正9 11 写真

文章
1 1907年にオーストリアを出発し、徒歩でトルコやエジプトなど

を旅行したF.G.EDER.の写真と紹介文。明治神宮鎮座紀念
大正九年 青島大鮑島 十一月一日の印。※木山氏所蔵絵
葉書写真版

2135

報知新聞□□巡航博覧會紀念 大正9 11 写真
絵画

1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、報
知新聞巡航博覧會紀念 明治三十九年九十十一月 ろせつ
丸、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1の印。※木山
氏所蔵絵葉書写真版

2136

〔日本国旗と菊の花〕 大正9 11 絵画 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、第
壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、平和紀念 青島
9.7.19の印、平和紀念 大正八年 壱銭五厘の切手あり。※
木山氏所蔵絵葉書写真版

2137 〔八重桜の背景〕 絵画 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2138 〔年賀状〕 昭和4 絵画 1 「賀正 昭和己巳 新春」とあり。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2139 〔裸婦像〕 写真 1 「R GENNERT PARIS」とあり。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2140 〔女性像〕 写真 1 扇と筆を持った女性の写真。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2141 〔梅と童子図〕 絵画 1 漢詩あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2142
荒川五色櫻 THE ARAKAWA GOSHIKI CHEYERI 東京都 写真

色付け
1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月の印。※

木山氏所蔵絵葉書写真版

2143
Italian Garden of a Los Angels Home.Los
Angeles,Cal.

大正9 10 写真
色付け

1 第壱回國勲勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1他1つ印あり。
※木山氏所蔵絵葉書写真版

2144
〔明治天皇とアメリカ大統領〕 大正9 11 写真

絵画
1 明治神宮鎮座紀念 大正九年　青島大鮑島　十一月、第壱

回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、日米間海底電信直
通紀念、平和紀念青島 9.7.16の印。※木山氏所蔵絵葉書
写真版

2145

日米間海底電信直通紀念 大正９ 11 写真
絵画

1 明治神宮鎮座紀念 大正九年　青島大鮑島　十一月の印2
つ、平和紀念青島 9.7.16、日米間海底電信直通紀念、第
壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1の印。※木山氏所蔵
絵葉書写真版

2146

日本郵船株式会社西京丸 N.Y.K.S.S. "SAIKYO
MARU"

大正9 11 写真
絵画

1 日本郵船会社は、郵便汽船三菱会社と共同運輸会社が合
併して、明治18年(1885)に開業した。西京丸は会社設立後
最初の新造船として、グラスゴーで建造され、明治21年
(1888)に完成後、日本に回航した。明治神宮鎮座紀念 大正
九年　青島大鮑島　十一月の印、鎮座紀念 壱銭五厘の切
手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2147
日本郵船株式会社西京丸 N.Y.K.S.S. "SAIKYO
MARU"

写真
絵画

1 明治神宮鎮座紀念 大正九年　青島大鮑島　十一月一日の
印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2148
日本郵船株式会社西京丸 Nippon Yusen Kaisha
S.S. "SAIKIO MARU".

写真
絵画

1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の
印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2149

日本郵船株式会社西京丸 Nippon Yusen Kaisha
S.S. "SAIKIO MARU".

写真
絵画

1 第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、平和紀念 青島
8.7.16、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月
の印、平和紀念 大正八年 壱銭五厘の切手あり。※木山氏
所蔵絵葉書写真版

2150 東北本線雀の宮驛の事故現場 大正3 2 17 栃木県宇都宮市 写真 1 事故現場写真3カット。※木山氏所蔵絵葉書写真版
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2151
藤米楼 福丸太夫 ミエ子 下関 下関 富田撮影 山口県下関市稲荷町 写真 1 藤米楼は明治時代、下関市稲荷町にあった遊郭。撮影者の

富田は明治3年(1870)に写真館を開業した富田重範ヵ。※
木山氏所蔵絵葉書写真版

2152 遊楽亭 小町 藤米楼 小梅 下関 下関 富田撮影 山口県下関市 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2153
岡常 白梅 丸山 松勢　幕ノ内 君代 下関 下関 富田撮影 山口県下関市裏町 写真 1 幕の内は明治時代に下関市裏町にあった遊郭。※木山氏

所蔵絵葉書写真版
2154 福山楼 成駒太夫　ミエ子 下関 下関 富田撮影 山口県下関市 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2155
弁天楼 玉房太夫　三次 下関 下関 富田撮影 山口県下関市裏町 写真 1 弁天楼は明治時代に下関市浦町にあった遊郭。※木山氏

所蔵絵葉書写真版
2156 藤米楼 八重山太夫 三次 千代子 下関 下関 富田撮影 山口県下関市稲荷町 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2157 タツ子 梅千代 小高 近勇 下関 下関 富田撮影 山口県下関市 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2158 幕ノ内楼 花遊太夫 艶子 下関 下関 富田撮影 山口県下関市裏町 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2159
〔風景画〕 (大正)9 10 絵画 1 平和紀念 青島大鮑島 8.7.16、第壱回國勢調査紀念 青島

大鮑島 9.10.1、他1つ印あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2160 〔風景画〕 絵画 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2161 〔風景画〕 絵画 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2162 〔風景画〕 絵画 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2163

〔風景画〕 大正9 11 平田、高瀬 絵画 1 「暑気休暇を利用して久根田舎お遊」と書込み。明治神宮
鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の印、四十一
年七月二十三日の消印、1銭5厘の切手あり。※木山氏所蔵
絵葉書写真版

2164
〔風景画〕 大正9 11 絵画 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の

印。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2165 〔鶴のいる庭園〕 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
2166 〔庭園〕 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2167
青島旭後援櫻大路 Avenue of Cherry trees,Asahi
Park, Seito./青島海水浴場 The Bathing
Beach,Seito.

大正9 11 中華人民共和国山東省青島市 写真
絵画

1 第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、平和紀念 青島
9.7.19、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月
一日の印あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2168
青島イルチス山上ノ忠魂碑 大正10 9 中華人民共和国山東省青島市 写真

色付け
1 皇太子殿下御帰朝紀念 大正十年 青島の印、皇太子殿下

御帰朝紀念 参銭の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2169
金嶺鎮鐡山鐡牛 The Iron Ox on Mt. Tieh-
Shan,Chin-ling-Chen./溜川炭坑 Tzu-Chuan
Colliery.

大正9 中華人民共和国山東省青島市 写真
絵画

1 明治神宮鎮座紀念 大正九年　青島大鮑島　十一月、第壱
回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、平和紀念青島 9.7.16
の印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2170

(青島風景) 司令官々邸 View of Chintao. 大正9 11 中華人民共和国山東省青島市 写真
色付け

1 第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、明治神宮鎮座
紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月の一日印、第壱回國勢
調査紀念 大正九年十月一日 一銭五厘の切手あり。※木山
氏所蔵絵葉書写真版

2171
済南北関附近之風景 Uiew of Peikwan and vicinity
Tsinan.

大正9 11 中華人民共和国山東省青島市 写真 1 第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、明治神宮鎮座
紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月の印。※木山氏所蔵絵
葉書写真版

2172
青島市外九水 Chiu-shui,near Seito./嶁山頂上 The
Top of Mt.Lao-shan.

大正9 11 中華人民共和国山東省青島市 写真
絵画

1 平和紀念 青島 8.7.19、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島
大鮑島 十一月一日、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島
9.10.1の印あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2173

総督府治世八周年紀念 (大正)9 10 写真
絵画

1 黄海道□二裏三菱製鐵所全景、散炭炉、溶鉱炉の写真、
第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、平和紀念 青島
8.7.16他2つ印あり。壱銭五厘の切手あり。※木山氏所蔵絵
葉書写真版

2174
第壱回國勢調査 大正九年十月一日 大正9 10 絵画 1 第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、明治神宮鎮座

紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の印、第壱回國勢
調査紀念 三銭、鎮座紀念 三銭の切手あり。※木山氏所蔵
絵葉書写真版

2175
國勢調査申告書 大正9 11 文字 1 国勢調査の記入用紙。明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島

大鮑島 十一月一日、第壱回國勢調査紀念 三銭の切手あ
り。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2176
The New Rosslyn Hotel, Los Angeles, Cal. 大正9 11 アメリカ合衆国 写真

色付け
1 第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、平和紀念 青島

8.7.16、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月
の印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2177
Bathing Pavillion and Beach, Venice, Cal. 大正9 11 アメリカ合衆国 写真

色付け
1 平和紀念 青島 8.7.16、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島

9.10.1、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月
の印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2178
Hall of Records and County Court House, Los
Angeles

大正9 11 アメリカ合衆国 写真
色付け

1 第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、明治神宮鎮座
紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月の印。※木山氏所蔵絵
葉書写真版
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2179
皇太子殿下逓信省行啓紀念 大正9 10 写真

絵画
1 大正天皇御真影。第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島

9.10.1の印、第一回國勢調査紀念 三銭の切手あり。※木山
氏所蔵絵葉書写真版

2180

〔肖像写真三枚〕 大正9 11 写真
絵画

1 子供の写真3枚。皇太子殿下御帰朝紀念 大正十年 青島
九月、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、平和紀念
青島 8.7.16、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十
一月一日の印、皇太子殿下御帰朝紀念 拾銭、第一回國勢
調査紀念 一銭五厘の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真
版

2181
大禮記念 承明門ヨリ紫宸殿ノ儀ヲ望ム図 昭和3 絵画 1 大礼紀念 大阪 昭和三年の印、大礼紀念 三銭の切手あり。

昭和3年(1928)11月10日に2182と2種1組15銭で発行された
記念絵はがき。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2182
大禮記念 五節舞之図 昭和3 絵画 1 大礼紀念 大阪 昭和三年の印、大礼紀念 参銭の切手あり。

※木山氏所蔵絵葉書写真版

2183
朝鮮総督府始政紀念 大正9 絵画 1 神功皇后の肖像画あり。第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島

9.10.1、平和紀念 青島 8．7.16、明治神宮鎮座紀念 大正九
年 青島大鮑島 十一月一日の印。※木山氏所蔵絵葉書写
真版

2184

韓国皇帝陛下即位紀念 (大正)9 写真
絵画

1 純宗の肖像写真あり。統監更迭紀念 京城 42.7．10、皇太
子殿下韓国御渡航紀念 京城 40-10-16、韓国皇帝陛下即
位紀念 京城 明治四十年八月二十七日、朝鮮総督始政紀
念 京城 43.10．1、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9．
10.1、平和紀念 青島 8．7.16の印、壱銭の切手あり。※木山
氏所蔵絵葉書写真版

2185

〔絵画〕 絵画 1 明治三七年戦役海軍記念日 佐世保、平和紀念 青島
8.7.16、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月
一日、統監更迭紀念 京城 42.7.10、第壱回國勢調査紀念
青島大鮑島 9．10.1、朝鮮総督府始政紀念 京城 43.10．1
の印、壱銭五厘の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2186
〔肖像写真三枚〕 写真

絵画
1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、平

和紀念 青島 8.7.16、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島
9.10.1、他印1つ、切手1枚あり。※木山氏所蔵絵葉書写真
版

2187

朝鮮総督府始政八周年紀念 江原道洸浦官立綿羊
牧場

大正9 11 写真
絵画

1 「慶尚北道安東郡□共同販売□景」の写真。平和紀念 青
島 8.7.16、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一
月一日、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑 9.10.1の印。壱銭
五厘の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2188

朝鮮総督府始政八周年紀念 大正水利組合事業 大正9 11 写真
地図

1 「回軍山隊道及水路」「水源地取入口」の写真。平和紀念
青島 8.7.16、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十
一月一日、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9．10.1、朝
鮮総督府始政八周年紀念 清津 7.10.1の印、壱銭五厘の切
手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2189
泰山神/泰山中天門/泰山万千楼 大正9 11 中華人民共和国山東省泰安市 写真

絵画
1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日の

印、鎮座紀念 三銭の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真
版

2190

日韓通信事業合同五周年紀念 大正9 11 写真
絵画

1 「統監府通信監理局」「元通信院」の写真。日韓通信事業合
同五周年紀念、朝鮮総督府始政紀念 京城 43.10.1、平和
紀念 青島 8.7.16、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑
島 十一月一日、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1
の印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2191
□□名勝 錦帯橋 大正9 11 山口県岩国市今津町 写真 1 錦川にかかる。延宝元年(1673)に吉川広嘉が再建。以降補

修を繰り返す。明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島
十一月三日の印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2192

廣島饒津神社 NIGITSU SHRINE, HIROSHIMA. 広島県広島市東区二葉の里2丁目 写真 1 祭神は浅野長政・同夫人。天保6年(1835)に藩主浅野斉粛
が長政追孝のため建立。明治4年(1871)廃藩置県後、浅野
氏の東京移住に伴い、神霊は浅野邸へ移され、廃社となる
ことになったが、地元の懇請で翌5年(1872)復位。※木山氏
所蔵絵葉書写真版

2193
安藝厳島神社廻廊ヨリ大鳥居ヲ望ム The Corridor
＆Torii Itsukushimajinsha Aki

広島県宮島町 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版

2194
五穀神社 THE GOKOKI SHRINE,KURUME. 大正9 11 福岡県久留米市通外町58 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月三日の

印。※木山氏所蔵絵葉書写真版
2195 豊後新別府温泉場 養気泉 大分県別府市 写真 1 ※木山氏所蔵絵葉書写真版
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2196

戦役紀念 大山総司令官ノ奉天入城 Entry of
Marshal Oyama, Commander-in-chief,into Mukden.

大正9 10 中華人民共和国遼寧省瀋陽市 写真
絵画

1 「戦後の奉天停車場」の絵。第壱回國勢調査紀念 青島大
鮑島 9.10.1、平和紀念 青島 8.7.16、明治神宮鎮座紀念 大
正九年 青島大鮑島 十一月一日、明治三十八年戦役陸軍
凱旋観兵式紀念 39-4-30 鶏知の印。明治38年(1905)10月
15日に2200・2201と3種1組6銭で発行された記念絵はがき。
※木山氏所蔵絵葉書写真版

2197

〔陸軍司令官集合写真〕 大正9 10 写真
絵画

1 乃木希典、児玉源太郎、黒木為禎ら8名の集合写真。明治
神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、第壱回
國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、平和紀念 青島 8.7.01、
明治三十八年戦役陸軍凱旋観兵式紀念 39-4-30 鶏知の
印、大礼紀念 壱銭五厘、明治三十八年戦役凱観兵式紀念
壱銭五厘、平和紀念 大正八年 参銭の切手1枚あり。※木
山氏所蔵絵葉書写真版

2198

戦役紀念 水師営ニ於ケル彼我司令官ノ會見
Meeting of General Nogi and General Stessel at
Shuishibying

大正9 10 中華人民共和国遼寧省大連市旅順 絵画 1 「賀正 一月元旦」とあり。明治38年(1905)の乃木希典とス
テッセルの会見の絵。明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大
鮑島 十一月一日、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島
9.10.1、平和紀念 青島 8.7.16の印。明治38年(1905)10月15
日に2199・2202と3種1組6銭で発行された記念絵はがき。※
木山氏所蔵絵葉書写真版

2199

戦役紀念　沙河對陣中ノ冬営 Wintering of our
army near-theShako.

大正9 11 中華人民共和国河北省 写真
絵画

1 第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1、明治三十八年
戦役陸軍凱旋観兵式紀念 39-4-30 鶏知、平和紀念 青島
8.7.16、明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月
一日の印、壱銭五厘の切手あり。※木山氏所蔵絵葉書写真
版

2200

戦役紀念 西溝附近ニ於ケル雪中ノ砲戦 Artillery
duel in the snow near Hsikou.

大正9 11 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、第
壱回國勢調査紀念平和紀念 青島大鮑島 9.10.1、平和紀
念 青島 8.7.16、明治三十八年戦役陸軍凱旋観兵式紀念
39-4-30 鶏知の印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2201
戦役紀念 □□□歩兵戦 Our infantry fighting on
the river Hun./積雪樹上ノ我展望哨 Our look-out
erected on a snow-clad tree.

大正9 11 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、明
治三十八年戦役陸軍凱旋観兵式紀念 39-4-30 鶏知、平和
紀念 青島 8.7.16の印あり。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2202

戦役紀念 沙河會戦ニ於ケル砲撃 Our Artillery at
the Shaho battle.

大正9 11 中華人民共和国河北省 写真 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、平
和紀念 青島 8.7.16、第壱回國勢調査紀念 青島大鮑島
9.10.1、明治三十八年戦役陸軍凱旋観兵式紀念 39-4-30
鶏知の印の印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2203
肥後七瀧 大正9 11 熊本県上益城郡御船町 写真

色付け
1 御船川の上流七滝川に懸る滝。7段になって落下する。明

治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑 十一月一日の印。※
木山氏所蔵絵葉書写真版

2204
櫻嶋略図 大正9 11 鹿児島 鹿児島市紀念堂 鹿児島県鹿児島市 地図 1 明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島大鮑島 十一月一日、第

壱回國勢調査紀念 青島大鮑島 9.10.1の印あり。※木山氏
所蔵絵葉書写真版

2205

(鹿児島縣百景) 第七高等学校造士館 No,7 Higher
School at Kagoshima.

鹿児島県鹿児島市山下町 写真 1 薩摩藩の藩校。明治3年(1870)に本学校と改称し、廃藩によ
り廃止された後、変則中学校・鹿児島港、明治17年(1884)県
立中学造士館を経て、明治34年(1901)に政府へ移譲され、
第七高等学校造士館となった。※木山氏所蔵絵葉書写真
版

2206
(鹿児島史跡) 西郷南洲翁終焉之地 THE
NANSHUO-SHUYENNOCHI

鹿児島県鹿児島市城山町 写真 1 江戸時代には島津氏の居城、鶴丸城が置かれた。西南戦
争の際は薩摩軍の城郭として使われ、西郷隆盛の洞穴や終
焉の地など西南戦争の戦跡が残る。※木山氏所蔵絵葉書
写真版

2207
(鹿児島百景) 田浦街道並木(祇園の洲) VIEW OF
GIONNOSU KAGOSHIMA

鹿児島県鹿児島市祇園之洲町 写真 1 埋立地。島津斉彬が築き、薩英戦争で使われた砲台跡があ
る。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2208

(鹿児島名所) 磯 島津公爵邸庭園より櫻島噴煙を望
む

大正9 11 俣野絵葉書店発行 鹿児島県鹿児島市吉野町磯 写真 1 島津光久が万治年間に別館を構え、仙巌園と名付け、その
後も増築された。また、島津斉彬はここに集成館を設立し、
ガスの研究を行わせた。明治神宮鎮座紀念 大正九年 青島
大鮑島 十一月三日の印。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2209
(南隅大根占風景) 小根占川口 View of
Onejime,Kimotshki (三浦寫)

久永雑貨店発行 鹿児島県肝属郡錦江町・南大隅町 写真 1 雄川のことヵ。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2210
(東京百景) 九段靖国神社 The Yasukuni Shrine,
Kudan, Tokyo

東京都千代田区九段坂北3丁目 写真 1 明治12年(1879)招魂社を靖国神社と改める。※木山氏所蔵
絵葉書写真版

2211
大阪名所 萩の寺 延命橋 大阪府豊中市南桜塚1丁目 写真 1 曹洞宗仏日山。萩の名所として知られ、俗に萩の寺と呼ば

れる。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2212

(静岡名所) 静岡城址 Famous place of Shizuoka 静岡県静岡市駿府公園・追手町・城内
町・駿府町

写真 1 駿府城跡。明治4年(1871)の廃藩置県後、廃城となり、同23
年(1890)城払下げが決定、同29年(1954)静岡歩兵第三四連
隊の移転に伴い本丸の堀が埋め立てられた。第二次世界
大戦後は駿府公園となった。※木山氏所蔵絵葉書写真版

2213 篠山城 　THE SASAYAMA CASTEL KURUME 福岡県久留米市篠山町444 写真 1 久留米城址。※木山氏所蔵絵葉書写真版
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2214

姫路姫山公園の入口 Himeyama Park Himeji. 兵庫県姫路市 写真 1 姫山は姫路市の市街地中心部にある山で、山上に姫路城
がある。姫山を中心に江戸時代に形成されていた城下町・
武家屋敷地は、明治以後、大部分が軍用地となったが、ま
ず一部が大正元年(1912)に姫山公園として開放され、昭和3
年(1928)に姫路城が国史跡に、同27年(1952)には国特別史
跡に指定されたのを契機に、総合的な城郭公園化が計画さ
れ、全体としては姫路公園と呼ぶことにした。※木山氏所蔵
絵葉書写真版2215 記念 日本足袋株式会社 封筒 3 神代（秀）文書 No．23（文書箱の中にあり）

2216

上図 第一ゴム加工場  下図 第二ゴム加工場 福岡県久留米市洗町 写真 1 神代（秀）文書 No．23（文書箱の中にあり） 「製品種類 アサ
ヒ地下タビ アサヒタビ アサヒ靴 アサヒゴム靴」「日本足袋株
式会社 本社 久留米市洗町 支店 東京市下谷区西町三 大
阪市瓦町四丁目」とあり。

2217 日本足袋株式会社第一ミシン工場 福岡県久留米市洗町 写真 1 神代（秀）文書 No．23（文書箱の中にあり）

2218
日本足袋株式会社工場全景 福岡県久留米市洗町 写真

絵画
1 神代（秀）文書 No．23（文書箱の中にあり） 社長 石橋徳次

郎 専務取締役 石橋正二郎の写真あり。「日本最大 年産参
千万円 工員五千余人」とあり。

2219 主基祭殿記念絵端書 福岡 福岡県脇山村奉賛会発行 封筒 10 神代（秀）文書 No．24（文書箱の中にあり）

2220
大嘗祭主基斉田 後方ヨリ見タル神殿 昭和3 福岡 福岡県脇山村奉賛会発行 福岡県福岡市早良区脇山 写真 1 神代（秀）文書 No．24（文書箱の中にあり） 主基斉田 拝観

記念 昭和三年 脇山村奉賛会の印あり。

2221
大嘗祭主基斉田 全景 昭和3 福岡 福岡県脇山村奉賛会発行 福岡県福岡市早良区脇山 写真 1 神代（秀）文書 No．24（文書箱の中にあり） 主基斉田 拝観

記念 昭和三年 脇山村奉賛会の印あり。

2222
大嘗祭主基斉田 握舎 昭和3 福岡 福岡県脇山村奉賛会発行 福岡県福岡市早良区脇山 写真 1 神代（秀）文書 No．24（文書箱の中にあり） 主基斉田 拝観

記念 昭和三年 脇山村奉賛会の印あり。

2223
大嘗祭主基斉田 大田主石津氏ノ田鋤 昭和3 福岡 福岡県脇山村奉賛会発行 福岡県福岡市早良区脇山 写真 1 神代（秀）文書 No．24（文書箱の中にあり） 主基斉田 拝観

記念 昭和三年 脇山村奉賛会の印あり。

2224
大嘗祭主基斉田水取祭 昭和3 福岡 福岡県脇山村奉賛会発行 福岡県福岡市早良区脇山 写真 1 神代（秀）文書 No．24（文書箱の中にあり） 主基斉田 拝観

記念 昭和三年 脇山村奉賛会の印あり。

2225
大嘗祭主基斉田事務所 昭和3 福岡 福岡県脇山村奉賛会発行 福岡県福岡市早良区脇山 写真 1 神代（秀）文書 No．24（文書箱の中にあり） 主基斉田 拝観

記念 昭和三年 脇山村奉賛会の印あり。

2226
大嘗祭主基斉田 苗代 昭和3 福岡 福岡県脇山村奉賛会発行 福岡県福岡市早良区脇山 写真 1 神代（秀）文書 No．24（文書箱の中にあり） 主基斉田 拝観

記念 昭和三年 脇山村奉賛会の印あり。

2227
大嘗祭主基斉田ヨリ神殿ヲ望ム 昭和3 福岡 福岡県脇山村奉賛会発行 福岡県福岡市早良区脇山 写真 1 神代（秀）文書 No．24（文書箱の中にあり） 主基斉田 拝観

記念 昭和三年 脇山村奉賛会の印あり。

2228
大嘗祭主基斉田 神殿ヨリ斉田ヲ望ム 昭和3 福岡 福岡県脇山村奉賛会発行 福岡県福岡市早良区脇山 写真 1 神代（秀）文書 No．24（文書箱の中にあり） 主基斉田 拝観

記念 昭和三年 脇山村奉賛会の印あり。

2229
大嘗祭主基斉田 昭和3 福岡 福岡県脇山村奉賛会発行 福岡県福岡市早良区脇山 写真 1 神代（秀）文書 No．24（文書箱の中にあり） 主基斉田 拝観

記念 昭和三年 脇山村奉賛会の印あり。

46


