
1185 片田江資料

表題 年 月 日 作成者　(差出人） 宛名 註記 形態 数量 備考

1
〔葉書〕 〔昭和26〕 〔11〕 24 福岡県若松市外町一丁目

上野正作様方　豊沢歌幸
唐津市刀町　片田江病院先
生様

土産頂戴などの礼 葉書 1 年月は消印

2
〔葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 10 小倉市旭町一〇　越智方　矢

野津の子
唐津市刀町　片田江医院内
近松会事務所世話人御中

健康状態悪化に付、不参加の詫び 葉書 1 年月は消印

3
〔葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔11〕 佐世保市勝富町四二　秀島

みその
唐津市刀町　片田江様 19日に出演の申し込み 葉書 1 日付は消印

4
〔葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔14〕 嬉野町□□　井本須磨子 唐津市刀町　片田江病院　先

生へ
先般電話で話した〔出演者の〕氏名・演目
などの報告

葉書 1 日付は消印

5
〔葉書〕 〔昭和28〕 11 17 小倉市旭町十番地　越智若

竹
唐津市近松寺浄瑠璃会場
近松会事務所御中

近松会不参加の詫び 葉書 1 年は消印

6
〔葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 18 下関市長府江下三　田中春

一
唐津市刀町　片田江病院　片
田江先生

プログラム恵贈の礼 葉書 1 年月は消印

7
〔葉書〕 〔昭和28〕 11 13 宗像郡東郷町田熊　安部照

司
唐津市刀町　片田江病院内
近松会事ム所御中

19日に出演希望、演目・三味線・芸名など
の報告

葉書 1 年は消印

8
〔葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔8〕 別府市北浜五宮本荘　小野

伍郎
唐津市刀町片田江医院　片
田江先生

17日に訪問の知らせ 葉書 1 日付は消印

9
〔葉書〕 〔昭和28〕 11 14 長崎県御厨局区内星鹿　森

川雅玉
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所御中

師匠豊沢浦三郎体調不良のため御厨近
松会出演辞退

葉書 1 年は消印

10
〔葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔23〕 佐世保市勝富町四二　秀島

みその
唐津市刀町　片田江様 旅館手配などの礼 葉書 1 日付は消印

11
〔葉書〕 〔昭和28〕 11 10 八幡市栄町二丁目　稲田重

徳
唐津市刀町片田江病院　片
田江先生

19日に出演希望（八幡市黒崎町二丁目八
幡サイクル商会　山本里童）の依頼

葉書 1 年は消印

12
〔葉書〕 〔昭和28〕 11 25 小倉市到津屏賀坂　呰上九

州翁
佐賀県唐津市刀町片田江病
院　片田江錦様

土産頂戴などの礼 葉書 1 年は消印

13
〔葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔11〕 河野正洲 佐賀唐津市刀町　片田江種

雄様
19日に出演の知らせ 葉書 1 日付は消印

14
〔葉書〕 〔昭和28〕 〔12〕 〔1〕 宗像郡東郷町田熊　安部てる 唐津市刀町片田江病院　院

長様
近松会の礼 葉書 1 日付は消印

15
〔葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔15〕 新御厨町　近藤國若外連中 唐津市刀町片田江病院内

近松会事務所御中
師匠病気のため大会出演辞退 葉書 1 日付は消印

16
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 11 9 西松浦郡有田町　深川栄左

衛門・金氏嘉泉・家永喜代次
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込 葉書 1 年は消印

17
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔9〕 唐津市刀町片田江病院内

近松会事務所行
〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込、
河野正晴ほか3名

葉書 1 日付は消印

18
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔9〕 唐津市刀町片田江病院内

近松会事務所行
〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込、
林智恵子ほか3名

葉書 1 日付は消印

19
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔5〕 熊本県山鹿町洗心閣　西山

智恵
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への不参加の知ら
せ

葉書 1 日付は消印

20
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔6〕 佐世保市勝富町六五　松尾た

つみ
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への不参加の知ら
せ、喪中につき

葉書 1 日付は消印

21
〔返信葉書〕 昭和28 11 10 小倉市古船場町一五〇　松

田風月・同豊玉
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への不参加の知ら
せ

葉書 1

史料番号
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22
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 7 玉島村玉島　石崎藤三郎外

連中
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への不参加の知ら
せ、農繁につき

葉書 1 年月は消印

23
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔13〕 厳木町中島　山口セツ 唐津市刀町片田江病院内

近松会事務所行
〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込 葉書 1 日付は消印

24
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔6〕 福岡市地行西町三二　岡与

八郎
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込 葉書 1 日付は消印

25
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔8〕 相知町相知　大河内養雄 唐津市刀町片田江病院内

近松会事務所行
〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込 葉書 1 日付は消印

26
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔7〕 小倉市到津金鶏町　呰上九

州翁
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込 葉書 1 日付は消印

27
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔9〕 若松市山手通七丁目　黒坪

長人
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込 葉書 1 日付は消印

28
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 11 10 小倉市旭町十番地　越智宇

市
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込 葉書 1 年は消印

29
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔7〕 唐津市刀町片田江病院内

近松会事務所行
〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込、
丸山安次・浦恵

葉書 1 日付は消印

30
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔10〕 唐津市刀町片田江病院内

近松会事務所行
〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込、
秀島みその・寺田一昇

葉書 1 日付は消印

31
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔5〕 唐津市刀町片田江病院内

近松会事務所行
〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込、
稲田重徳・八重

葉書 1 日付は消印

32
〔返信葉書〕 〔11〕 〔6〕 福岡県遠賀郡香月町城ノ前

島内飛昇
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込 葉書 1 日付は消印

33
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔8〕 若松市外町　上野正介 唐津市刀町片田江病院内

近松会事務所行
〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込、
添田郁郎・上野正介

葉書 1 日付は消印

34
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔5〕 若松市　小田初音 唐津市刀町片田江病院内

近松会事務所行
〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込 葉書 1 日付は消印

35
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔12〕 佐賀市米屋町　江口一次 唐津市刀町片田江病院内

近松会事務所行
〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への不参加の知ら
せ

葉書 1 日付は消印

36

〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔10〕 福岡県筑紫郡春日町小倉保
安隊第四管区倶楽部雑餉隈
□□三七五番本店朝雲荘・久
留米市国分町八ツ枝保安隊
倶楽部支店ふるさと　野田康
雄

唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込 葉書 1 日付は消印

37
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔9〕 福岡県遠賀郡香月町胞衣田

山鹿香代
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込、
飯田浩平・山鹿香代

葉書 1 日付は消印

38

〔往復葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔3〕 片田江病院　唐津近松会事
務所

山口県下関市長府町　田中
春吉殿

近松翁追悼浄瑠璃会開催に付、出演演目
応募案内

葉書 1 日付は消印、肩書き
不十分居所不明のた
め差出人戻し

39
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔8〕 長崎市西山町二ノ一一九　廣

瀬寿雄
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への不参加の知ら
せ、清酒の仕入れ期の為多忙につき

葉書 1 日付は消印

40
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔8〕 八幡市前田紙屋町一丁目

古賀清一郎
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への不参加の知ら
せ、製鉄所起業祭につき

葉書 1 日付は消印
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41
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 11 9 福岡県筑紫郡二日市町旭町

安倍増夫
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込、
安倍我楽・富己子

葉書 1 年は消印

42
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 11 10 門司市桜町　増村魚水 唐津市刀町片田江病院内

近松会事務所行
〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への不参加の知ら
せ

葉書 1 年は消印

43
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 13 下関市長府江下三　田中春

一
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への不参加の知ら
せ

葉書 1 年月は消印

44
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔8〕 佐賀県嬉野町松鵑棲　井本

須磨子
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込、
井本須磨子・西田

葉書 1 日付は消印

45
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔6〕 佐世保市本島町光ヶ丘　松田

始
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込、
松田清寿・清香

葉書 1 日付は消印

46
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 11 小倉市香春口四丁目　春沢

筆助
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込、
越智若竹・大津常子・河原叶春

葉書 1 年月は消印

47
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 11 9 唐津市刀町片田江病院内

近松会事務所行
〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込、
渡辺みさ越・進藤伸治

葉書 1 年月は消印

48
〔返信葉書〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔12〕 八幡市祇園町二丁目　山岡

久代
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所行

〔近松翁追悼浄瑠璃会〕への出演申込、
渡辺みさ越・進藤伸治

葉書 1 月日は消印

49
〔礼状〕 昭和28 11 26 佐世保市勝富町六五番地

松尾菊枝
唐津市刀町片田江病院　片
田江先生

葬儀会葬の礼 印刷物 1 封筒あり

50

第六回素義自彊会成績表 昭和28 10 本部福岡県浮羽郡吉井町佐
藤千歳方・第六回事務所小倉
市旭町十番地越智若竹方
素義自彊会

印刷物 2

51

第七回素義自彊会成績表 昭和29 10 本部福岡県浮羽郡吉井町佐
藤千歳方・第七回事務所八幡
市祇園町二丁目山岡久美方
素義自彊会

印刷物 1

52
第八回西日本素義会成績表（於飯
塚市）

昭和31 4 八幡市白川町三丁目本部長
酒井錣　西日本素義会

印刷物 1

53
近松祭九州浄瑠璃大会〔プログラム〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔18〕 事務所唐津市刀町　片田江

病院
番組表
場所　唐津市近松寺

印刷物 9 日付は大会開催初日

54
〔書簡〕 11 11 御厨近松会 唐津近松会各位御中 近松翁追悼浄瑠璃会への出演申込、森川

稚玉ほか4名
継紙 1 封筒は90カ

55
〔書簡〕 全国素義会発起人代表　星

野金星
片田江錦様 全国素議会（別府）発足ならびに競演審査

会開催に付、協賛・援助の依頼
継紙 1 封筒は87カ

66と関連カ

56
〔書簡〕 唐津市西唐津松浦歯科医院

松浦栄蔵
市内刀町　片田江先生 婚礼祝儀の礼・近松会脱会について 便箋 4 封筒あり、65を同封カ

64と関連

57
〔書簡〕 11 18 福岡県筑紫郡二日市旭町（日

の丸炭礦株式会社）　安信我
楽

佐賀県唐津市刀町片田江病
院　片田江院長様

〔近松翁追悼〕浄瑠璃会出演日程変更の
依頼

便箋 2 封筒あり、差出・宛名
補足は封筒

58
入賞披露浄瑠璃大会番組 〔7〕 〔24〕 主催　亀の井愛子 場所　別府市竹瓦温泉階上広間 印刷物 2 日付は大会開催初日

59
全国素義第参回審査競演大会番組 〔昭和31〕 〔9〕 〔16〕 事務所別府市駅前北町　小

野伍郎
場所　別府市楠町元お多福大和テレビセ
ンター演舞場

印刷物 1 日付は大会開催初日
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60
全国素義第弐回審査競演大会番組 〔昭和30〕 〔10〕 〔2〕 事務所別府市駅前北町高等

温泉
場所　別府市楠町お多福演舞場 印刷物 2 日付は大会開催初日

61
全国素義第壱回審査競演会〔プログ
ラム〕

〔昭和29〕 〔9〕 〔24〕 主催別府市北町六ノ一　全国
素義会

番組表
場所　別府市楠町料亭お多福演舞場

印刷物 1 日付は大会開催初日

62

九州選抜浄瑠璃大会番組 〔5〕 〔2〕 主催者有田文楽会　深川榮
左ェ門・篠原英男・家永喜代
次其他一同

片田江様 場所　有田商工会議所 印刷物 1 日付は大会開催初日

63
岩本山石一世一代浄瑠璃大会〔プロ
グラム〕

〔昭和28〕 〔4〕 〔4〕 場所　唐津市新町正圓寺 印刷物 1 日付は大会開催初日

64
〔書簡〕 5 （唐津市西唐津松浦歯科医

院）　松浦栄蔵
片田江先生 近松会脱会の真意について 便箋 2 差出補足は松浦栄蔵

封筒は88カ、56と関
連

65
脱会届 昭和28 11 30 西唐津　松浦栄蔵 近松会会長　片田江種雄殿 便箋 1 56に同封のものか

66
要項 別府市北町六ノ一　全国素義

会
全国素義会 罫紙 1 55と関連カ

67
第七回西日本浄瑠璃審査競演大会
番組

〔昭和30〕 〔5〕 〔21〕 主催西日本素義会、本部 八
幡市白川町三丁目酒井錣方

片田江錦様 場所　八幡市中町福岡県婦人の家講堂 印刷物 1 日付は大会開催初日

68
第八回西日本浄瑠璃審査競演大会
番組

〔昭和31〕 〔4〕 〔21〕 主催西日本素義会、大会事
務所 飯塚市御幸町田中知久
史方

会場　飯塚市納祖八幡宮社務所 印刷物 1 日付は大会開催初日

69
第八回自彊会浄瑠璃審査競演大会
番組

〔昭和30〕 〔9〕 〔17〕 素義自彊会、事務所 中津市
仲町明石通り杉本喜蝶方

片田江様 会場　大分県中津市中津商工会議所講堂 印刷物 1 日付は大会開催初日

70
西島綱笑一世一代浄瑠璃大会番組 〔4〕 〔8〕 主催福岡市浄瑠璃会有志、

事務所 福岡市姪浜町宮前姪
場所　福岡市姪浜町禰讃寺 印刷物 1 日付は大会開催初日

71
入賞披露浄曲大会〔プログラム〕 〔昭和29〕 〔5〕 〔20〕 主催鶴澤宗吉門下・大分合同

新聞社・ラヂオ大分
番組表
場所　中津商工会議所

印刷物 1 日付は大会開催初日

72
近松祭九州浄るり大会 〔11〕 〔18〕 唐津近松会 広告ちらし 印刷物 30 日付は大会開催初日

73
領収証 昭和28 11 22 唐津市京町　於釜屋酒店 片田江病院様 清酒代 紙 1

74
郵便料金受領証 〔昭和28〕 〔11〕 〔16〕 唐津市　近松会殿 紙 1 日付は領収印

75
〔領収証〕 昭和28 11 12 〓（○京）鮮魚店 片田江様 魚代 紙 1

76
領収証 昭和28 11 17 唐津市本町一九一八　唐津

新聞社広告部
近松寺近松会 折込料800枚 紙 1

77
料金領収書 昭和28 11 24 唐津市　江戸ッ子すし 片田江病院様 すし代 紙 1

78
〔金銭書付〕 専用紙 2

79
推薦状 昭和29 7 全国素義会会長別府市長

脇鉄一
片田江錦殿 全国素義会理事 紙 1

80
素義自彊会第六回審査競演大会
〔プログラム〕

〔昭和28〕 〔10〕 〔23〕 事務所小倉市旭町越智若竹
方　素義自彊会

番組表
会場　小倉市鳥町四丁目西蓮寺

印刷物 1 日付は大会開催初日
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81
岡鳳車氏大関披露素人浄瑠璃大会
〔プログラム〕

〔昭和28〕 〔10〕 〔16〕 主催西日本義太夫会・事務所
福岡市春吉四番町河野病院
河野正洲

番組表
会場　福岡市社家町櫛田会館

印刷物 1 日付は大会開催初日

82
故秦綱喜追善浄瑠璃大会〔プログラ
ム〕

〔昭和31〕 〔6〕 〔4〕 施主秦帛代・主催広若会、事
務所 別府市流川通五豊沢広
若

番組表
場所　別府市竹瓦温泉演舞場

印刷物 1 日付は大会開催初日

83
全国素義第壱回採点表 〔昭和29〕 〔9〕 〔24〕 全国素議会　事務所 別府市

北町六ノ一星野金星
片田江錦様 場所　別府市楠本町お多福階上大広間 印刷

物綴
1 日付は審査会初日

84
全国素義第壱回採点表 〔昭和29〕 〔9〕 〔24〕 全国素議会　事務所 別府市

北町六ノ一星野金星
片田江広子様 場所　別府市楠本町お多福階上大広間 印刷

物綴
1 日付は審査会初日

85
〔西日本素義会採点表〕 片田江先生 印刷物綴 1 帳外れあり

86

第壱回九州素義名人会〔パンフレッ
ト〕

〔昭和30〕 〔11〕 〔7〕 主催九州素義名人会・福岡県
教育委員会、事務所 福岡市
地行西町三二岡鳳車方

演目紹介
場所　櫛田会館

冊   子
印刷物

1 日付は大会開催初日

87
〔封筒〕 〔昭和29〕 〔6〕 〔20〕 別府市北町六ノ一全国素義

審査会事務所　星野金星
唐津市田町（ママ）（片田江医院）
片田江錦様

封筒のみ 1 日付は消印
書簡は55カ

88
〔封筒〕 〔15〕 唐津市西唐津松浦歯科医院

松浦栄蔵
市内刀町　片田江院長様 封筒のみ 1 日付は消印

書簡は64カ

89
〔封筒〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔12〕 事務所小倉市旭町越智若竹

方　素義自彊会
唐津市小学校前　河内繁松
様

封筒のみ 1 日付は消印

90
〔封筒〕 〔昭和28〕 〔11〕 〔12〕 長崎県御厨局区内御厨浦田

口魚水方　御厨近松会
唐津市刀町片田江病院内
近松会事務所様

封筒のみ 1 日付は消印
書簡は54カ

91
〔封筒〕 〔昭和30〕 〔9〕 〔27〕 別府市駅前北町高等温泉星

野金星　全国素義会事務所
唐津市刀町　片田江種雄様 封筒のみ 1 日付は消印

92
〔封筒〕 〔昭和29〕 〔10〕 〔10〕 事務所別府市北町六ノ一　全

国素義会
唐津市刀町　片田江種雄様 封筒のみ 1 日付は消印

93
〔封筒〕 〔昭和31〕 〔9〕 〔8〕 別府市駅前北町高等温泉星

野金星　全国素義会事務所
唐津市刀町　片田江種雄様 封筒のみ 1 日付は消印

94
〔封筒〕 5 28 八幡市白川町三（酒井徳次郎

方）西日本素義会本部　本部
長酒井錣・栄町二丁目　稲田

唐津市刀町片田江病院　片
田江先生

封筒のみ 1

95
〔印鑑〕 近松会印 印鑑 1
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