
1055　鳥居文書

表題 年 月 日 作成者　(差出人） 宛名 註記 形態 数量 備考

1 田畠并山坪附 文久元酉 12 川原宗左衛門名代本分
村譲主　源作（印）、受人
今村庄屋　達次（印）、右
同　本分村　良蔵（印）、右
同　忠蔵（印）

鳥居貞蔵殿　御名代　万
吉殿

長帳 1

2 七月廿一日高良社御祈祷ニ付詰合
矢加部氏ﾖﾘ忠告被致候儀惣代達
治側ニ罷在及承候儀ニ付書留帳

文久元酉 7 21 鳥居 佐々木氏宅の仲間衆参会へ欠席の件
につき矢加部氏より忠告

長帳 1

3 心得方相尋候口演頭書 文久2戊
（ママ）

5 25 鳥居貞蔵 善兵衛殿 善兵衛へ惣代勤め暇遣しの事ほか 長帳 1

4 庄屋令蔵申出候未同人心得方
件々可差詰荒増頭書

酉（近世後期
頃）

5 庄屋令蔵の不行跡につき取調べの件 長帳 1

5 内密教示書 卯（近代） 旧2 4 父 秀作殿 内田家再興の件、家政心得の件ほか 長帳 1

6 内田家之儀ニ付申談候頭書 天保5辰 8 内田家　親類中 内田家再興のため借財取調べほか 長帳 1
7 田畠坪付礼金調帳 安政4巳 2 長帳 1
8 北ノ原谷端田畠坪附帳 安政4巳 3 本分村譲主　拾五人

（印）、同村受人　忠助
（印）ほか5人

鳥居貞蔵様　御名代　万
吉殿

惣畝6反余譲渡につき 長帳 1

9 北原谷端田畠畝数坪付余米調帳 安政4巳 3 譲主次右衛門（印）ほか14
人、請人忠助（印）ほか5
人

鳥居貞蔵様　御名代　万
吉殿

長帳 1

10 鳥居貞蔵実子之儀ニ付諸書附写帳 安政5戊午 12 25 鳥居氏 内田一太郎実子へ同家を相続させる
ため鳥居貞蔵実子を高山大造の養子
とする件

長帳 1 表紙破損

11 御内々申上覚 辰（近世） 9 田本村庄屋　兵蔵、中駕
籠村聞次　豆生野村庄屋
林平

豆生野村・中駕籠村・田本村の隠商
売・御印棒札ほかにつき

長綴 1

12 操帰ニ付諸扣帳 明治28 7 23 鳥居 鳥居操御笠郡斎田耕陽へ嫁入りにつ
き宴席献立・招待者・費用など書上

長帳 1

13 福岡県会閉場式 明治15 県会議員　鳥居秀作 閉会挨拶 書綴 1
14 孝女白菊之伝 明治24 10 15 井上哲二郎作「孝女白菊之詩」ほか、

錦渓東洋寂堂にて写
小冊子 1 裏表紙墨書「錦郷学

人有」
15 鄙稿 明治29 5 15 斎田耕陽 漢詩など書上 書冊 1
16 〔戸籍謄本〕 明治35 7 19 福岡県久留米市戸籍吏

石田瑞穂（印）
鳥居家（戸主鳥居棄翼）につき 書綴 1

17 諸建白書　詩文官府稿 明治44 3 17 鳥居秀作 県会での建白書・建議書や詩文の下 書冊 1 表紙墨書「丘隅館
18 詩文余稿　雜 （明治43・44

頃）
鳥居秀作 詩文の下書 書冊 1 表紙墨書「丘隅館

蔵」
19 書籍台簿 明治44 2 6 鳥居 大正3年8月訂正 書冊 1
20 請願書 大正7 2 7 福岡県久留米市両替町

十番地　士族無職鳥居秀
内大臣侯爵松方正義閣
下

鹿児島征討之役従軍行詩ほか叡覧願
い、勅令第37号請願令の写あり

書綴 1 下書

21 〔覚書〕 （大正6頃） 鳥居・内藤両家祖先合祭の件、台湾
膨湖島訪問の件ほか

書綴 1

22 請願書 大正7 2 7 福岡県久留米市両替町
十番地　士族無職鳥居秀
作

内大臣侯爵松方正義閣
下

20と同内容 書冊 1

史料番号
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23 請願令写　請願書控 大正7 2 7 福岡県久留米市両替町
十番地　士族無職鳥居秀

内大臣侯爵松方正義閣
下

20と同内容 書冊 1

24 推敲 大正7 12 23 鳥居秀作 日記・手紙写など、同年5月4日まで 書冊 1
25 涙痕集 大正9 8 石橋為次 石橋為次長男死去につき 書冊 1 印刷
26 日記 大正9 8 23 鳥居丘隅〔秀作〕 同年12月28日まで 書冊 1
27 推敲 大正10 1 11 鳥居 日記・手紙写など、同年11月1日まで 書冊 1
28 辨末学之惑 （幕末維新期

頃）
熊沢蕃山・伊藤仁斎の学統につき 書綴 1

29 角田耕易求孝子詩 （近世近代） 鳥居丘隅草 書綴 1
30 覚 天保14卯 6 中村寿作（印） 貞蔵殿 中村新八様御仕立講掛金3口半引受

の事
継紙 1 包紙あり。包紙上書

「講証文　壱通　中村
寿作」

31 拝借金引当地方証文之事 天保15辰 2 借用主福光村　廉吉郎
（印）、右同　園次（印）、内
田貞蔵名代　喜平（印）、
築山立英名代　勝平
（印）、川原孫兵衛名代
兵作（印）、川原一兵衛名
代　態七（印）

富安善右衛門様　御名代
助右衛門殿

内田家借財につき田畑7町余引当に
て金250両拝借

継紙 1 内田貞蔵他2名の奥
書あり

32 〔往来手形〕 弘化2巳 2 27 有馬筑後守内　岸登（印） 所々　御番所 鳥居謙益後家伊勢参詣につき 竪紙 1 包紙あり。包紙上書
「往来　一通」

33 1 神鬮之意趣 弘化2巳 9 太宰府　執行坊（印） 内田貞蔵殿 富安家・内田家不折合につき占い 折紙 1 33-1～2包紙一括
33 2 鳥居主人年筮遇師之升 （幕末頃） 高山大造 新年の吉凶占い 継紙 1
34 借用証文之事 嘉永元申 12 本分村借主　真木養良

（印）、同村請人　久五郎
（印）

内田貞蔵様 金5両借用 継紙 1 包紙あり

35 拝借手形之事 嘉永3戌 12 拝借主小園名　文左衛門
（印）、受人同名　清右衛
門

内田御氏　御取次衆様 粟4斗につき 竪紙 1 包紙あり

36 拝借手形 嘉永4亥 2 拝借主小園名　吉太郎
（印）、受人同名　仁平

内田貞蔵様　御内 米2俵余借用 竪紙 1 包紙あり

37 永代譲渡証文之事 文久元酉 12 譲主　中嶋大助名代　儀
市（印）、請人本分村　磯
次（印）

鳥居貞蔵様　御名代　万
吉殿

山1ヶ所代金5両にて譲渡 継紙 1 包紙あり

38 1 永代譲渡地方証文之事 文久元酉 12 川原宗左衛門名代　本分
村譲主　源作（印）、受人
今村庄屋　達次（印）ほか

鳥居貞蔵殿　御名代　万
吉殿

田畑6反余、松山6ヶ所、母家1軒代金
165両にて譲渡。本分村庄屋大右衛
門ほか1名の奥書あり

継紙 1 38-1～2包紙一括

38 2 永代御譲渡証文之事 慶応2寅 6 今村分掛持中籠村　清助
（印）、請人中駕籠村　與
八（印）ほか2人

鳥居貞蔵様　御名代増蔵
様

山3ヶ所代金65両にて譲渡 継紙 1

39 永代譲渡証文之事 文久2戌 4 本分村中嶋譲主　森平
（印）、同村同所受人　市
兵衛（印）

鳥居貞蔵様御名代　万吉
殿

山1ヶ所代金1両にて譲渡 竪紙 1 包紙あり
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40 永代譲渡証文之事 文久3亥 12 松浦八右衛門名代　本分
村譲主　栄吉（印）、川原
宗左衛門名代　同村受人
源作（印）、同村受人　松
次郎（印）

鳥居貞蔵様　御名代　万
吉殿

田畑2反余代金95両余にて譲渡 継紙 1 包紙あり

41 永代譲渡山之事 文久3亥 8 譲り主本分村　田中　和助
（印）、受人同村同所　源
兵衛（印）、右同　甚平

鳥居貞蔵様御名代　万吉
殿

松山1ヶ所代金1両余にて譲渡 継紙 1 包紙あり

42 御請合申上極書之事 文久3亥 8 持主　本分村　利左衛門
（印）、受人　同村　源兵衛
（印）、右同　甚平（印）、右
同　和助（印）

鳥居貞蔵様　御名代　万
吉殿

下中原御抱地方東野方譲り受けにつ
き

継紙 1 包紙あり

43 永代譲渡証文事 文久3亥 12 川原宗左衛門名代　本分
村譲主　源作（印）、松浦
八郎右衛門名代　同村受
人　栄吉（印）、同村受人
松次郎（印）

鳥居貞蔵様　御名代　増
蔵殿

田畑1反余代金140両にて譲渡 継紙 1 包紙あり

44 永代譲渡地方之事 安政3辰 12 本分村譲主　佐吉（印）、
同村請人　寿吉（印）、右
同　林治（印）

鳥居貞蔵様　御名代万吉
殿

田畑3畝代金3両余にて譲渡 継紙 1 包紙あり

45 永代譲渡証文之事 安政3辰 12 譲主本分村　庄吉（印）、
請人同村　庄助（印）

鳥居貞蔵様　御名代万吉
殿

田3畝余代金3両余にて譲渡 切紙 1 包紙あり

46 永代譲渡証文之事 安政4巳 3 本分村譲主　次右衛門
（印）ほか14人、受人本分
村　忠助（印）ほか5人

鳥居貞蔵様　御名代　万
吉殿

田畑6反余代金100両余にて譲渡 継紙 1 包紙あり

47 永代譲渡証文之事 安政3辰 11 譲主本分村　政右衛門
（印）、受人下山　周助
（印）、右同本分村　嘉市
（印）

鳥居貞蔵様　御名代　万
吉殿

畑5畝余代金12両にて譲渡 継紙 1 包紙あり

48 1 弘化四年福光大庄屋内田貞蔵殿
御実子を貞蔵殿御養母ﾖﾘ貰受候儀
ニ付為後年差進シ置候一札

弘化4丁未 2 高山大造 内田貞蔵殿 内田貞蔵実子を高山大造養子とする
件につき、10参照

継紙 1 48-1～2包紙・紙縒
一括

48 2 添書之事 安政5戊午 12 25 鳥居貞蔵 貞蔵実子秀作の身分の件つき高山大
造へ年々扶持米送付の事ほか

継紙 1 包紙あり。包紙上書
に「鳥居貞蔵実子同
苗秀作身分之儀ニ付
別紙諸書付之添書
壱通入」とあり

49 永代譲渡証文之事 安政5午 4 本分村譲主　嘉七（印）、
同村受人　忠助（印）

鳥井様御名代　万吉殿 畑1畝余代金2両余にて譲渡 継紙 1 包紙あり

50 永代譲渡証文之事 安政3辰 12 本分村譲主　林治（印）、
同村受人　幸右衛門
（印）、右同　松次郎（印）

鳥居貞蔵様　御名代　万
吉殿

田1畝余代金2両にて譲渡 継紙 1 包紙あり

51 山譲渡証文之事 安政4巳 3 26 譲主　中嶋善右衛門
（印）、証拠人　松田屋磯

鳥居貞蔵様 私旅行につき松山1ヶ所譲渡 切紙 1 包紙あり

52 1 添書之事 安政5午 12 23 高山大造 鳥居貞蔵殿 貞蔵実子大造へ養子一件につき、10
参照

継紙 1 52-1～3包紙一括
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52 2 受取手形 安政5午 12 上妻郡　師松大庄屋　鳥
居貞蔵

厨彦右衛門殿 宗崎秀作より私養子に引越につき本
分村増人に書出の事

切紙 1 上書「正扣」

52 3 送手形 安政5午 12 高良山目代　厨彦右衛門
（印）

上妻郡師松　大庄屋　鳥
居貞蔵殿

宗崎秀作貞蔵より養子に引越につき
当山減人に書出の事

切紙 1 包紙あり

53 1 覚 午（安政5） 9 21 御造作ニ付御用掛庄屋銀
方　斗七（印）

鳥居貞蔵様 御表通御取建入用につき田畑2反7畝
余代金44両にて買入

切紙 1 包紙あり。53-1～2包
紙一括

53 2 申上覚 午（安政5） 8 9 御組村々庄屋 新屋敷囲仰付につき御表通地面御組
方分2反7畝余代金22両余など書上

継紙 1 包紙あり

54 地方添証文之事 安政6未 正 本分村大右衛門掛　甚蔵
（印）、同村受人　忠右衛
門（印）

鳥居貞蔵様　御名代　万
吉殿

御成之間前の私抱田1反余と御持抱
田畑と引替につき

切紙 1 包紙あり。54～58紙
縒一括

55 永代譲渡証文之事 安政6未 正 本分村　甚蔵（印）、同村
受人　忠右衛門（印）

鳥居貞蔵様　御名代万吉
殿

田1反余代金22両余にて譲渡 継紙 1 包紙あり

56 永代譲渡証文之事 安政6未 正 中島七右衛門名代　儀一
（印）、受人　兵蔵（印）

鳥居貞蔵殿　御名代　万
吉殿

田畑9畝余代金22両余にて譲渡 継紙 1

57 口上 （安政6） 正 30 中島七右衛門 鳥居貞蔵様 御成間御普請場所替地として私抱地
選定の儀大慶至極の事

継紙 1

58 覚 （安政6）未 正 晦日 中島七右衛門 鳥居貞蔵殿 金22両余受取 切紙 1
59 1 〔家屋平面図〕 （安政6） （正） 「神室」「書室」などあり 継紙 1 59-1～2包紙一括。

包紙上書「安政六巳
未年　家図入　正月
鳥居」。年月は包紙
上書より

59 2 〔家屋平面図〕 （安政6） （正） 「御成之間始表通家取立」に関する屋
敷平面図、「会所」あり

継紙 1

60 永代譲渡証文之事 安政7申 3 譲主本分村　加藤友吉名
代　佐八（印）、受人同村
斉吉（印）

鳥居貞蔵様御名代　万吉
殿

山1ヶ所代金2両余にて譲渡 継紙 1 包紙あり

61 永代譲渡証文之事 明治3午 閏10 譲主本分村　和蔵（印）、
受人同村侲　勝蔵（印）、
右同　周蔵（印）

鳥居貞蔵様　御名代　万
吉殿

田畑1反2畝余、柿木など代金70両に
て譲渡

継紙 1 包紙あり

62 榻本凡例 鳥居貞蔵 傷寒論などにつき 折本 1 包紙あり
63 永代譲渡証文之事 明治2巳 2 譲主本分村　周蔵（印）、

同村受人大橋　卯市
（印）、右同善谷屋　謙蔵

鳥居貞蔵様御名代鳥居
増蔵様

田畑2畝余代金25両にて譲渡 切紙 1 包紙あり

64 永代譲渡証文之事 明治2巳 2 譲主　本分村大橋　市蔵
（印）、受人同村　周蔵
（印）、右同　卯市（印）

鳥居貞蔵様　御名代　鳥
居増蔵様

田畑1反余代金85両にて譲渡 継紙 1 包紙あり

65 添証文之事 明治3午 閏10 譲主本分村　和蔵（印）、
同村受人侲　勝蔵（印）、
右同断　周蔵（印）

鳥居貞蔵様御名代万吉
殿、内藤増蔵様同喜兵衛
殿

田畑1反余代金70両にて譲渡 継紙 1 包紙あり
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66 1 〔戸籍謄本〕 明治38 10 16 福岡県久留米市戸籍吏
吉田惟清（印）

鳥居家（戸主鳥居棄翼）につき 書綴 1 66-1～3封筒一括。
封筒上書「明治三拾
八年十月拾六日付
鳥居家必用　戸籍謄
本入　明治四拾四年
六月七日調□鳥居
秀作」

66 2 分家届 明治40 久留米市戸籍吏吉田惟
清殿

本家鳥居棄翼家より鳥居秀作分家の
届

一紙 1

66 3 同意証書 明治40 鳥居秀作分家に同意 一紙 1
67 永代御譲渡証文之事 慶応2寅 6 譲主今村組頭　伊八

（印）、右同　孫七（印）、右
同　惣百姓中（印）、請人
同村　恵吉（印）、右同　又
右衛門（印）、本分村　磯
次（印）

鳥居貞蔵様　御名代　増
蔵様

松山1ヶ所代金2両にて譲渡 継紙 1

68 添証文之事 慶応2寅 6 譲主今村分中籠村　清助
（印）、同今村組頭　伊八
（印）、右同　孫七（印）、同
村　惣百姓中（印）、受人
本分村　磯次（印）、受人
同　謙蔵（印）、同今村庄
屋　達治（印）

鳥居貞蔵様　御名代増蔵
様

杉山・雑木山1ヶ所、山畑穂原1ヶ所代
金65両、松山1ヶ所代金2両にて譲渡

継紙 1 68、69包紙一括。包
紙上書「添証文壱通
并絵図相添　今村
中籠村」

69 覚 未（近世） 2 4 大橋　市蔵 鳥居貞蔵様　御名代　万
吉様

市蔵・周蔵より譲渡分の下作入立米・
余米書上

継紙 1 包紙あり。68と69の関
係不明。混入か

70 頭書 （近代） 旧8 9 順礼山伐荒の件、前田水防あぜ所より
不法切り崩しの件、家内悪病につき赤
痢病の規則の件ほか

継紙 1 包紙あり

71 1 覚 酉（近世） 12 19 川原宗左衛門（印） 鳥居貞蔵様 急入用につき持抱田畑山残らず譲
渡、その代金のうち25両受取

継紙 1 71-1～2包紙一括。
包紙上書「受取手形
壱通　川原宗左衛

71 2 覚 酉（近世） 12 22 川原宗左衛門（印） 鳥居貞蔵様 宝山田地山代金166両受取 切紙 1
72 1 覚 寅（近世） 6 28 中籠村　清助（印）、受人

本分村　磯次（印）、同　同
謙蔵（印）

鳥居貞蔵様　御名代増蔵
様

堂籠源蔵田・杉雑木山代65両のうち30
両受取

切紙 1 72-1～3包紙一括、
包紙上書「受取手形
壱通　中籠村清助」

72 2 覚 寅（近世） 7 28 本分　磯次 鳥居貞蔵様 今村より譲渡の松山代金2両受取 継紙 1
72 3 覚 寅（近世） 7 中籠村　清助（印）、受人

本分村　磯次（印）、同　同
謙蔵（印）

鳥居貞蔵様　御名代増蔵
様

堂籠杉山・雑木山、穂原山畑代金65
両のうち残金35両受取

切紙 1 包紙あり

73 〔堂籠杉山雑木山穂原山畑絵図〕 （近世） 切紙 1 包紙あり
74 〔包紙〕 （近世） 包紙上書「永代譲渡証文壱通　上妻

郡中篭村　清助」
包紙 1

75 1 〔書状〕 （近世） 8 15 執行坊　御亨（花押） 内田貞蔵様 養父・姉の事、貞蔵の別家につき占い
ほか

継紙 1 75-1～2包紙一括。
包紙上書「内田貞蔵
様　執行坊　貴答内

75 2 〔書状〕 （近代） 旧11 7 父 秀作 米値段の件、後妻人物評についてほ 継紙 1 75-1との関係不明
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76 〔書状〕 （近世） 12 26 中嶋大助 鳥居貞蔵様 別紙証文1通差上 継紙 1
77 〔書状〕 （近世近代） 8 15 鳥居秀作 御伯父様 母親の容体など 継紙 1 包紙あり。包紙上書

「くる目ニて　鳥居秀
作との　ふじ　母ﾖﾘ」

78 〔覚〕 子（近代） 6 15 鳥居貞蔵、妻みき、二男内藤（川原）
増蔵の戸籍改め

切紙 1

79 手覚 （近代） 旧5 15 父 秀作殿 婚礼・結納に関する事、家内病人の事
ほか

継紙 1 上書「旧五月十五日
出要書　諸君江問合
可申也」

80 1 〔書状〕 （明治）21 3 4 徳令 秋谷詞伯 八十御賀へ愚吟呈上の事、倶舎論の
一節についてほか

継紙 1 80-1～10封筒一括。
封筒上書「石門先生
書入　鳥居丘隅蔵」

80 2 〔書状〕 （明治20頃） 旧4 11 石門全 鳥居詞官（鳥居秀策） 秋谷の序文、五岳の詩などについて 切紙 1 封筒あり
80 3 〔漢詩〕 （明治20頃） 石門全 フクミツ　鳥居秀作様 鳥居丘隅病気を以て辞官につき 罫紙 1 封筒あり
80 4 〔書状〕 （明治20頃） 旧4 9 石門 鳥居詞官 約束の品送付につき御礼 切紙 1 封筒あり
80 5 〔書状〕 （明治20頃） 旧4 10 石門全 鳥居詞官 眼病快気次第御頼の品差出の事 切紙 1
80 6 〔漢詩〕 （明治20頃） 竹陽 □□ 詩題「倉子簡進秩賦贈」 切紙 1
80 7 〔漢詩〕 （明治20頃） 竹陽 継紙 1
80 8 〔漢詩〕 （明治20頃） 迀□作 竪紙 1
80 9 〔漢詩〕 （明治20頃） 鳥居丘隅（印） 切紙 1
80 10 〔漢詩〕 （明治20頃） 竹陽迀□作 短冊 1
81 〔書簡〕 （明治）34 9 1 母ﾖﾘ（東京芝愛宕下慈恵

医院内和田トワ）
鳥居秀作様、おきわ様（筑
後国久留米京町九州鉄
道前）

謙右衛門死後鎌倉引き払い、津田様
ほか世話により入院

継紙 1 封筒あり。年は封筒
消印より

82 1 〔書簡〕 （大正昭和）8 6 9 さだより（東京市芝区白金
三光町392伊藤さだ）

叔父上様（福岡県福岡市
福日新聞社内斎田耕陽）

5月より米人の会社で勤務の事、裁判
状況の事

切紙 1 82-1～2封筒一括。
年は封筒消印

82 2 〔書簡〕 （大正昭和）8 12 12 さだ 叔父上様、叔母上様 贈り物の御礼、東京生活の近況報告 継紙 1 年は封筒消印
83 1 口上 （明治）33 5 2 母ﾖﾘ おきわ殿 金1円送付の御礼 継紙 1 83-1～2封筒一括、

封筒上書「福岡県久
留米市京町九州鉄
道前運輸問屋城島
本店　鳥居秀作殿
千棄県安房郡健田
村瀬戸田村作次」。
年は封筒消印

83 2 口上 （明治）33 5 7 いちﾖﾘ おきわ様 金1円送付の御礼、御隠居様の近況 継紙 1 年は封筒消印
84 〔書簡〕 明治32 8 12 安房国安房郡健田村瀬

戸　堀江米吉
鳥居秀作殿（福岡県久留
米市京町九州鉄道前城
島本店）

御実母御逝去のお悔やみ 罫紙
（2枚）

1 封筒あり

85 1 〔書簡〕 （明治）32 4 13 謙吉（印）（安房国安房郡
健田村瀬戸和田謙吉）

秀作殿（福岡県久留米市
京町九州鉄道前城島本
店鳥居秀作）

養嗣子信栄について 継紙 1 85-1～2封筒一括。
年は封筒消印

85 2 〔書簡〕 （明治）32 4 13 母ﾖﾘ きわどのへ 金3円落手の事 切紙 1 年は封筒消印
86 〔書簡〕 （明治）26 3 12 千葉県下夷隅郡清海村

興津六々四番地　和田純
福岡県久留米市両替町
鳥居秀作殿

離別の親の病気看病の件 罫紙 1 封筒あり。年は封筒
消印
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87 口上 （明治）32 5 29 母ﾖﾘ（千棄県安房郡健田
村大字瀬戸　和田キミ）

おきわとの（福岡県久留米
市京町九州鉄道前城島
本店鳥居秀作様方鳥居キ
ワ）

信栄殿病気の看病について 切紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

88 〔書簡〕 （明治）34 7 12 鎌倉ニテ　和田きミ（相州
鎌倉丁乱橋来迎寺ニテ
和田きミﾖﾘ）

鳥居秀作殿（筑後国久留
米市京町）

津田様へ金10円御廻しの事、謙吉中
風の事ほか

継紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

89 〔書簡〕 （大正昭和）3 12 2 河村益三（山口県都濃郡
中須村）

鳥居先生（久留米市両替
町鳥居秀作先生）

父死去の際、玉吟など恵贈の御礼 継紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

90 〔書簡〕 （大正昭和）5 2 25 謙（市外白山　後藤謙） 鳥居賢契（市内両替町井
筒屋裡　鳥居秀作）

漢詩書上ほか 切紙 1 封筒あり。年月日は
封筒消印

91 〔書簡〕 （明治）32 8 27 母ﾖﾘ（千棄県安房郡健田
村瀬戸　和田きみ）

おきわ殿（福岡県久留米
市京町九州鉄道前城島
本店鳥居秀作殿内）

送金願い 継紙 1 封筒あり。年月日は
封筒消印

92 〔書簡〕 （明治）39 10 5 布岳（豊後佐伯　小栗布
岳）

丘隅先生（久留米市両替
町　鳥居秀作）

貴稿の感想・批評など書上 罫紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

93 〔書簡〕 （大正昭和）5 12 14 倉富勇三郎（東京赤坂区
丹後町1番地）

鳥居賢契（久留米市両替
町鳥居秀作）

詩の贈呈遅延の詫び 継紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

94 1 〔書簡〕 （大正）5 11 楓□ 丘隅先生 年齢問合せ 切紙 1 94-1～2は封筒一
括、封筒上書「久留
米市両替町　鳥居丘
隅先生　東京芝高輪
南町七　渡辺秋」

94 2 〔書簡〕 （大正）5 8 10 楓□ 鳥居老閣 漢詩1首笑覧願い 継紙 1
95 〔書簡〕 （明治）45 3 15 棄翼（三井郡上津荒木尋

常高等小学校内鳥居棄
翼）

御兄上様、御姉上様（福
岡市春吉2番丁斎田耕
陽）

箱崎宮・県庁など福岡市内見学の予
定について

継紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

96 〔書簡〕 （明治）26 1 22 和田謙吉（千葉県下夷隅
郡清海村興津664番地）

鳥居秀作殿（福岡県下久
留米市両替町）

姉様（秀作母か）の事、政党内閣の
事、玄洋社の事ほか

継紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

97 〔書簡〕 （明治）31 3 2 新妻敬五郎（京都油小路
仏光寺下）

鳥居詞伯（筑前国遠賀郡
若松町鳥居秀作）

破損修理のため、過日送付の染物返
却願い

継紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

98 〔書簡〕 （明治）24 7 25 館山町下町　和田純 福岡県久留米市両替町
鳥居秀作様

71才にて助けなきにつき援助願い 竪紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

99 〔書簡〕 （明治）33 8 31 母ﾖﾘ（千葉県安房郡健田
村瀬戸　田村作次）

秀作殿（福岡県久留米市
京町九州鉄道前運輸問
屋城島本店）

返事願い 継紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

100 〔書簡〕 （明治）33 2 28 母ﾖﾘ(安房郡健田村瀬戸
和田キミ）

秀作殿（福岡県久留米市
京町九州鉄道前運輸問
屋城島本店）

月々3円送金願い 継紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

101 口上 （明治）33 10 19 千葉県安房郡健田村瀬
戸　田村作次（和田キミ）

福岡県久留米市京町九
州鉄道前運輸問屋城島
本店　鳥居秀作殿

援助願い 継紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

102 〔書簡〕 （明治）26 1 26 和田謙吉（千葉県下夷隅
郡清海村興津）

鳥居秀作殿（福岡県下久
留米市両替町）

政府の挙動不常の事ほか 継紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

103 〔書簡〕 （明治）2□ 8 26 母ﾖﾘ（和田キミ、千葉県安
房郡健田村瀬戸　田村作
治）

秀作殿、きわとの（福岡県
久留米市京町九州鉄道
前運輸問屋城島本店）

手紙着き次第電信にて返事願いほか 継紙 1 前欠。封筒あり。年は
封筒消印
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104 1 口上 （明治）33 （和田キミ） （鳥居秀作） 送金の御礼、近況報告 切紙 1 104-1～5封筒一括。
封筒上書「福岡県久
留米市京町九州鉄
道前運輸問屋城島
本店　鳥居秀作殿
千葉県安房郡健田
村瀬戸　和田きみ」。
年は封筒消印

104 2 〔書簡〕 （明治）33 3 21 母ﾖﾘ（和田キミ） おきわとの 近況報告、援助願い 切紙 1 年は封筒消印
104 3 口上 （明治）33 （和田キミ） 近況報告、送金願い 継紙 1 年は封筒消印
104 4 〔書簡〕 （明治）33 （和田キミ） 近況報告 切紙 1 年は封筒消印
104 5 〔書簡〕 （明治）33 （和田キミ） 返事の件 切紙 1 年は封筒消印
105 1 〔書簡〕 （明治）20 6 3 母ﾖﾘ（和田キミ、茨城県牡

鹿郡渡ノ波駅　和田謙吉）
秀作殿（福岡県下筑後国
三潴郡福光村鳥居秀作）

秀作娘を謙吉養女にしたき事ほか 切紙 1 105-1～4包紙一括。
年は封筒消印

105 2 〔付箋〕 （明治）20 手紙送付願い 切紙 1 年は封筒消印
105 3 〔付箋〕 （明治）20 謙吉・純に手紙送付願いほか 切紙 1 年は封筒消印
105 4 〔付箋〕 （明治）20 宛先を謙吉に変更願い 切紙 1 年は封筒消印
106 〔書簡〕 （明治）25 12 23 母ﾖﾘ（和田キミ、千葉県下

夷隅郡総野村宿戸三百
六十四番地　和田純）

鳥居秀作殿（福岡県下久
留米市両替町）

国勢の状況を記し、自由党入党を奨
める

切紙
（2枚）

1 封筒あり。年は封筒
消印

107 〔書簡〕 （近代） 来川 丘隅先生 漢詩笑覧願い 継紙 1 封筒あり。封筒上書
「来川詩書入」

108 〔書簡〕 （近代） 旧10 19 父 秀作殿 実母東京に居る事、呼び寄せを許可
する事

切紙 1 封筒あり。封筒上書
「御尊父様ﾖﾘ東京ノ
実母呼下許可書入
鳥居秀作」

109 1 〔書簡〕 （大正7頃） 8 18 父ﾖﾘ 棄翼殿、美意殿 陸軍補充兵備入証など書類送付の
事、老父死後の相続の件ほか

罫紙
（4枚）

1 109-1～4封筒一括

109 2 口上書 （大正7頃） 家屋税金未納などにつき嫁伊藤イチ・
長女婿斎田耕陽を非難

罫紙 1

109 3 〔書簡〕 （大正7頃） 10 25 高取悦堂 鳥居尊台格下 持病再発につき詩作なども中絶の事、
訴訟事件につき原田氏より来状の事

罫紙 1

109 4 〔書簡〕 大正7 3 11 鳥居秀作 原田隆弘先生 拙者老後の世話の件、今般の訴訟事
件につき伊東イチ・斎田耕陽の行状に
ついて

罫紙
（3枚）

1

110 〔漢詩〕 （近代） （丘隅） 漢詩2首書上 切紙 1 封筒あり。封筒上書
「調雲集御韻詩　自
分ノ詩入　丘隅」

111 〔漢詩〕 大正4 11 10 草莽臣　鳥居秀作 天皇即位記念の漢詩 竪紙 1 封筒あり。封筒上書
「天長節即位詩　椿
山草書入　丘隅」

112 〔書簡〕 （近代） 徳令 鳥居御氏 書筆借覧ののち返却願い 切紙 1 封筒上書。封筒上書
「石門先生随筆書自
筆書状入」

8
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113 1 絶家再興願 明治22 11 川原増蔵、鳥居貞蔵 貞蔵二男増蔵、祖母里方内藤武吉跡
断絶につき姓氏相続願い、川原家は
増蔵倅貫之助相続

罫紙 1 113-1～4封筒一括、
封筒上書「家名再興
願」

113 2 御歎願申上覚 明治22 11 鳥居貞蔵、川原増蔵 貞蔵母里方断絶につき増蔵相続願い 罫紙 1
113 3 絶家再興願 明治22 11 川原増蔵、鳥居貞蔵 川村作摩殿 折紙 1 下書
113 4 絶家再興願 明治22 11 折紙 1 下書
114 〔書簡〕 （近代） 7 13 父 鳥居秀作殿 来迎院帰路に立寄りの件、易者・家相

取調人など紹介願い、薬湯入湯所へ
場所仮受けの件、借家賃高直につき
転居取調べの件ほか

継紙 1

115 〔書状〕 （近世後期） 12 27 新八 貞蔵様 福次へ金子遣しの事、「千代のとも」2
升代料2朱送り願い

継紙 1

116 〔書状〕 （近代） 8 20 三浦謙吉 原冨重右衛門様 姉病気の事、父死去の事 継紙 1 封筒あり。封筒上書
「鳥居秀作殿　要用
梁井三郎兵衛」。封
筒と本紙の関係不明

117 〔書状〕 （近代） 5 28 実母ﾖﾘ 鳥居秀作様 勇平へ金8両など貸金の取扱につい
て

継紙 1

118 〔書状〕 （近世） 新八 覚平様 仰聞の件承知の事 切紙 1
119 〔書状〕 （近世） 11 22 母ﾖﾘ おきみどの 諸品送付の礼、惣右衛門様子の事、

貞蔵様へ御礼の事
継紙 1

120 〔書状〕 （近世） 6 9 豊金 貞蔵様 金子差遣の事、武士の魂を借受につ
き受取差し出すべき事

継紙 1

121 〔書状〕 （近世） 6 10 母（城戸） おきみどの（内田内） 先日逗留の御礼、暑中見舞い 継紙 1 包紙あり。包紙上書
「内田内おきみとの
城戸母より　六月十
日久留米紅屋まて差

122 〔書簡〕 （近代） 12 24 藤井 丘隅鳥居先生 川江往信氏行橋町鉄道会社へ勤務の
事、詩文推敲の事

切紙 1

123 〔書簡〕 （明治）29 極月 9 謙（久留米市日吉町　後
藤謙）

鳥居雅契（遠賀郡若松町
弁財天通　鳥居秀作）

尊稿下問の件につき御詫びほか 継紙 1 封筒あり。年は封筒
消印

124 〔書状〕 （近世） 極月 8 富安卯太郎 鳥居貞蔵様 貞蔵出府につき面会願い 継紙 1
125 〔書簡〕 （近代） 11 23 藤井董一郎 鳥居秀作様 小倉西元朴氏訪問の御礼ほか 継紙 1
126 〔書簡〕 （明治初年） 7 26 藤本文太 鳥居貞蔵様 木屋村縺地一条の件 継紙 1
127 〔書状〕 （近世近代） 10 16 小木屋　民八 鳥居貞蔵様 詩抄・老子など書物の貸借の件、書物

目録あり
継紙 1 前欠

128 〔書状〕 （近世近代） 11 23 豊金 貞蔵様 保養中の事ほか 継紙 1
129 〔書状〕 （近世） 5 6 善次 貞蔵様 田代表士分・庄屋・百姓530人ほど対

州へ出陣、上より2000両差贈の事、洪
水にて浜町蔵穀類濡れの事

継紙 1 前欠

130 〔書状〕 （近世） 9 19 武右衛門 貞蔵様 御組号の唱言などにつき伺い 切紙 1
131 〔書状〕 （近世） 農業の苦労などについて、対州此節

の一件につき別書写取の事
継紙 1 後欠

132 〔書状〕 （近世） 尊公様御借財160両冨安氏振替の事 継紙 1 前後欠。端裏書「能
書又ハ特殊　保存」

9
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133 〔書簡〕 （明治）11 11 10 母ﾖﾘ（宮城県下牡鹿郡渡
ノ波南町405番地和田謙
吉内）

秀作殿（福岡県下久留米
武藤長作殿方ニ而鳥居秀
作）

私リウマチ発病の事、謙吉一家ととも
に安房国館山に滞留につき送金願い

竪紙 1 包紙ある。年は包紙
消印より

134 〔書状〕 （近世） 11 20 武右衛門 貞蔵様 冨安家へ地方貰い返しの件、福間武
左衛門につき上木佐木村斗一郎申し
出にて御頼談の件

継紙 1

135 〔書状〕 （近世） 11 8 高山 竹木願いの儀は願い捨てにされるよう
助言

継紙 1 後欠

136 〔書状〕 （近世近代） 8 5 御為（カ）より 御宿所 詩作の心得などについて 継紙 1 前欠
137 〔書状〕 （近世） 11 11 善次 貞蔵様 竹木願いの吟味滞りの件について 継紙 1 前欠
138 〔書状〕 （近世） 9 19 武右衛門 貞蔵様 私共役方を深く恨む者あるにつき用心

すべき事ほか
切紙 1

139 〔書状〕 （近世） 9 22 武右衛門 貞蔵様 組内質素の事、福光御縁談の事など 切紙 1
140 〔書状〕 （近世） 10 11 決断人 和蔵殿 秀作が徳令・下川辺何某より書物借用

一件につき
継紙 1 端裏書「十月十二日

和蔵へ遣し同人ﾖﾘ廉
太郎共へ遣候紙面」

141 〔書状〕 （近世） 2 2 鳥居秀作 今日の形勢にては国用など繁忙の
事、秋月叔父叔母の事ほか

継紙 1 案文

142 〔書状〕 （近世） 10 5 柴浦 浅松大農長 鹿子尾賢農長跡方の件 継紙 1
143 〔書状〕 （近世） 5 23 （花押） 御側御足軽の戸上及作の履歴など 継紙 1 上書「カキソヘ」
144 〔書状〕 （近世） 11 17 鳥居貞蔵 新八様 明日面会願い、朱書にて「正方」よりの

返答書あり
継紙 1

145 1 〔書簡〕 （明治大正
期）

1 25 鳥居貞蔵 斎田耕陽殿 勉学奨励の事、神書類見合せ願い、
秀作ほか転居の事

継紙 1 145-1～3同折

145 2 〔書簡〕 （明治大正 11 27 鳥居祖父 斎田耕陽殿 勉学奨励の事、書物送付の御礼 継紙 1
145 3 〔書簡〕 （明治大正 耕陽君 勉学奨励の事 切紙 1
146 〔書簡〕 （近代） 10 29 安房郡健田村瀬戸　堀江

米松
福岡県久留米市京町九
州鉄道前城島本店　鳥居
秀作殿内おきわとの

小生より御実母様へ通知の事 継紙 1

147 〔書状〕 巳（近世） 極月 4 田中義十郎 鳥居貞蔵様 組立替につき在居の面々肝煎の件 継紙 1 端裏書「巳十二月四
日田中義十郎ﾖﾘ之
紙面也」

148 〔書簡一括〕 （明治26頃） 母 鳥居秀作 娘貰受の件、病人看病の件ほか 綴・切
紙

1 綴1点（切紙3枚紐
綴）・切紙2枚

149 〔包紙〕 （幕末維新 包紙上書「殉国隊外公用文書記念 包紙 1 150～165の包紙
150 〔書状〕 （幕末維新

期）
10 18 内田廉太郎 御尊父様 内田家存続のための尽力感謝の事、

160両借用の事
切紙 1

151 〔達〕 （幕末維新 8 3 上田豊次郎御郡奉行拝命の事ほか 切紙 1
152 〔達〕 （幕末維新

期）
7 23 池田勘五左衛門 鳥居貞蔵様 15歳以上の男子年齢書出を軍務局へ

提出すべき事
切紙 1

153 〔達〕 （幕末維新
期）

7 29 殉国隊火入調練・角打稽古日程につ
き

切紙 1

154 〔書状〕 （幕末維新 4 16 川村作摩 鳥居貞蔵殿 殉国隊御用欠席の理由につき伺い 継紙 1
155 〔達〕 （幕末維新 6 13 川村作摩 鳥居貞蔵殿 大隊調練につき出役すべき事 切紙 1
156 〔覚〕 （幕末維新 8 20 里村槌衛 田中義十郎殿、鳥居貞蔵 殉国隊除隊希望者書上 継紙 1
157 〔達〕 （幕末維新 11 12 篠本羊八 鳥居貞蔵殿 下士准士組分の件につき 切紙 1

10
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158 〔達〕 （明治3） 閏10 10 山田新之丞 鳥居貞蔵殿 私儀民政局大属上下妻郡受持拝命の
事

切紙 1

159 〔達〕 （幕末維新 7 晦日 郡政方 鳥居貞蔵殿 別紙1通相渡し 切紙 1
160 〔達〕 （幕末維新

期）
6 29 川村作摩 鳥居貞蔵様 殉国隊の儀につき御役場へ出仕すべ

き事
切紙 1

161 〔達〕 （幕末維新 6 21 里村槌衛 鳥居貞蔵殿 私儀上下妻郡郡政副管受持拝命の事 切紙 1
162 覚 （幕末維新 2 2 大坂　書肆 上 書籍代銀45匁受取 継紙 1
163 〔書状〕 （幕末維新 旧6 19 良妻の心得 継紙 1
164 〔達〕 巳（明治2） 5 26 大庄屋役廃止、旧大庄屋に対し御徒

士並･5人扶持付与の事
切紙 1

165 〔達〕 （幕末維新
期）

12 19 飯田丈五郎 松延宗兵衛殿、鳥居貞蔵
殿

軍務局・伝達所からの達を通知、手
銃・拝借銃とも取調の事

継紙 1

166 1 〔書簡〕 （明治期頃） 2 27 鳥居貞蔵 江上玄良大先生 中村氏への詩、熊本旧菊池の臣・江
上玄良の功績など

継紙 1 166-1～3包紙一括

166 2 〔書簡〕 （明治期頃） 7 10 学問心得の事、高良山御御帯刀此方
宅へ持参りの事

継紙 1

166 3 〔記〕 （明治期頃） 山林2ヶ所面積・地租書上 切紙 1
167 旧藩ﾖﾘ三万円御貸下事件就御訊

問開申
明治10 7 26 旧師松組旧庄屋総代旧

本分村庄屋　平富進太
郎、右同旧田本村庄屋兼
年番庄屋　中島兵蔵

鳥居貞蔵殿 旧藩救荒手当金3万円の返納につい
て

書綴
（罫紙）

1 包紙あり。包紙上書
「先年三万年御下金
之末県庁官員ヨリ御
尋問之末元師松与
庄屋中ヨリ差出候書
面等入　丑七月　鳥

168 〔書簡〕 （明治期頃） 9 20 父 秀作殿 牛島氏へ御礼の事、古くより松下氏・
牛島氏により服薬の事ほか

継紙 1

169 〔書簡〕 （明治）30 末日 牛島謙蔵 鳥居秀作様 別紙病中作成の事ほか 継紙 1
170 〔書簡〕 （近代） 5 6 牛島 鳥居様 御傑作感服の事、後藤翁へも御見せ

下され度事ほか
切紙 1

171 〔書簡〕 （近代） きわﾖﾘ 母上さま ゑいのさん死去の件、金1円肴代とし
て差上ほか

書綴 1

172 〔書状〕 （近世） 11 14 竹木願いの件、産物方利益の件ほか 継紙 1
173 〔書簡〕 （近代） 6 16 栄乃ﾖﾘ 鳥居秀作様 面会及び縮緬など送付願い 罫紙 1
174 〔書簡〕 （近代） 母ﾖﾘ 鳥居秀作殿 此節板垣殿党派盛んになる事、娘兄

弟の写真未送付の件ほか
継紙 1

175 〔書簡〕 （近代） 秀作娘を貰いたきと謙吉申す事ほか 折紙 1
176 〔書簡〕 （近代） 11 26 作次 おきわ様 御隠居様御世話の事 継紙 1
177 〔書簡〕 （近代） 9 14 てい 御おぢ様 初次郎の事は既に夫婦共に話し居る

事ほか
切紙 1

178 〔書状〕 （近世） はゝﾖﾘ 鳥居貞蔵様 新年お祝いに対するお礼 切紙 1
179 申上証書之事 明治10丁丑 12 7 本人　内田廉太郎印、受

人　同苗道太郎印、右同
中島兵蔵印、右同　内田
常次印、右同　北村久蔵

御隠居　鳥居貞蔵様、当
主　鳥居秀作様、貞蔵様
御末子　川原増蔵様

借用金400円は鳥居家と無関係の事 継紙 1 写し

180 〔書簡〕 （近代） 旧5 19 父 秀作殿 昼弁当・人力車用意の件ほか 継紙 1
181 〔書簡〕 （近代） きう

の□
4 母ﾖﾘ 私病気悪しき事、小遣い難儀の事ほ

か
罫紙
（2枚）

1

11
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182 〔書簡〕 （近代） 細島殉難志士贈位・中村氏贈位の件
取調の事、南田内閣書記官長へ問い
合わせの事ほか

継紙
（2枚）

183 〔書簡〕 （近代） 9 6 堀江八郎、きみ 鳥居秀作殿 秀作実母病気の件 継紙 1
184 〔書簡〕 （近代） 6 12 いちﾖﾘ おきわ様 あなた様お便りに母上様お喜びの事 継紙 1
185 〔書簡〕 （近代） 3 28 母ﾖﾘ 秀作殿 藤右衛門久留米来訪の件、嫁・孫と同

道にて御出で願いほか
継紙 1 前欠

186 〔書簡〕 （近代） キワ 新たな妻をお迎えになればよい事ほ
か

切紙
（2枚）

1

187 口上 （近代） 母ﾖﾘ おきわとの 病気日増しに悪化の事、送金願いほ 継紙 1
188 〔書簡〕 （明治）10 1 鳥居秀作 御伯父様 酒造を止め転居せし事、伯父の帰郷

を待ち居る事ほか
継紙 1

189 〔書簡〕 （近代） 6 4 鳥居秀作 御尊父様 子供3人の試験成績の事ほか 罫紙 1 前欠。福光村外四ヶ
村戸長役場の罫紙使

190 〔書簡〕 （近代） かだ　はまﾖﾘ おいし様 みさお様来訪の事ほか 継紙 1
191 〔書状〕 （近世） 7 2 阿波守より船曳の事ほか 切紙 1

192 奉願覚 子（明治9） 6 15 （内藤増蔵） 川原増蔵内藤へ改姓願い 継紙 1 案文
193 〔書簡控〕 （明治期頃） 11 10 増蔵、母、鳥居謙吉あて書簡につき 罫紙

（4枚）
1

194 〔書簡案〕 （明治期頃） 1万3千両返済の件、母病気の事ほか 罫紙
(2枚）

1

195 〔漢詩〕 （近代） 鳥居丘隅 後符先生耳順祝い 罫紙 1
196 〔漢詩〕 （近代） 罫紙 1
197 賀新婚 （近代） 漢詩書上 罫紙 1
198 〔漢詩〕 （近代） 罫紙 1
199 〔書簡〕 （近代） 手紙参り嬉しき事、きわ看病の件ほか 継紙 1
200 明治四十一年かし金及余米差引記 明治41 10 19 斎田徳作 長帳 1
201 覚 辰（近世） 3 12 川口屋増次（印）（久留米

瀬下町）
福光　貞蔵様御使　喜兵
衛様

正金4両2朱預り 切紙 1

202 〔算用書上〕 明治39 4 6 区長筆墨料、区長・衛生組長・副組
長・小組長・使夫報酬代金6円余書上

切紙 1

203 御成間御床飾之図 （近世） 切紙 1 包紙あり。包紙上書
「御上御床飾之儀ニ
付青木先生之図　但
弐畳今之絵図入」

204 覚 （近世） 9 11 増次 貞蔵様（福光ニ而） 樟脳2挺引当にして正金4両2朱借入 切紙 1
205 申上覚 （近世） 2 御与村々庄屋 城下よりの里程書上 継紙 1 封筒あり。封筒上書

「御城下ヨリ師松與豊
後境迄里数附　巳二
月　鳥居貞蔵」

206 仁田原ヘ内々之事 （近代） 旧8 13 進太郎へ返書通達方の事、戸籍の
事、村規則の事ほか

継紙 1

207 御合盃之次第 辰（近世） 4 7 折紙 1 包紙あり。包紙上書
「辰四月七日婚礼式
ニ付青木氏ﾖﾘ書留

208 次丘隅君観演武韻傚其顰 （近代） 牛謙 丘隅詞兄 日本軍につき、漢文 継紙 1
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209 〔漢詩〕 （近代） 鳥居丘隅 詩題「題高山正之首像」 切紙 1
210 証書 明治8 1 川原鶴太郎親　川原喜三

郎、譲主　川原鶴太郎、仲
人　島庄助

鳥居貞蔵殿、内藤増蔵殿
御舎兄　鳥居秀作殿、御
親類兼御仲人　牟田覚八
殿

内藤増蔵が川原鶴太郎の養子となり、
家督相続株引譲につき、代価700円川
原受取の事

継紙 1

211 〔漢詩〕 （近代） 八十叟　竹浜迂禎拝稿 切紙 1
212 〔漢詩〕 （近代） 継紙 1
213 隠居養子并家督願 明治8 1 14 第一大区小五区三潴郡

夜明村千三百三拾五番
屋敷　川原鶴太郎

三潴県権令岡村義昌殿 内藤増蔵養子、家督相続の事 罫紙 1

214 〔名札〕 （近世） 師松大庄屋鳥居貞蔵の名札 切紙 51 封筒あり。封筒上書
「名札入」

215 〔書簡〕 明治38 東京　秋月新 先師淡尽先生50回祭典の事 罫紙 1 丘隅舘の罫紙使用
216 〔漢詩〕 （近代） 詩題「詩寒集上人賦一絶贈」ほか4首 罫紙 1
217 〔漢詩〕 （近代） 鳥居丘隅 詩題「賀天渕才人米寿」ほか 罫紙 3
218 丘隅先生畧譜 （明治大正

期）
罫紙
（2枚）

1 稿本。後欠

219 1 賽交梨　完 （明治14頃） 鴨涯酔逸辺無辺居士識 漢詩集 書冊 1 印刷。219-1～2封筒
一括

219 2 如露観 （明治14頃） 鴨涯酔逸辺無辺居士識 漢詩集 書冊 1 印刷
220 〔達〕 明治10 7 24 第五調所（印） 第五扱所 久留米支庁からの通達を通知、慶応3

年久留米藩3万円貸渡一件につき鳥
居貞蔵・矢加部清吾へ尋問の件

書綴 1

221 〔漢詩〕 （近代） 城洲 詩題「月下磨刀」ほか1首 継紙 1
222 〔漢詩〕 （近代） 牛謙 切紙 1
223 〔漢詩〕 大正4 11 10 皇帝御即位にて寿老へ金杯下賜につ

き
切紙 1

224 1 〔書簡〕 （近代） 3 20 枩濤 丘隅〔鳥居秀作〕雅兄 添削願い 切紙 1 224-1～2同折
224 2 〔落款〕 （近代） 屏山刀（印） 「丘隅」ほか 切紙 1
225 〔落款〕 辛巳（大正9） 屏山篆（印） 切紙 1
226 〔牛島謙蔵借用証文綴〕 明治24～32 牛島謙蔵 鳥居秀作 米・金借用証文6通の綴 綴 1 罫紙6枚紙縒綴
227 〔鳥居家法名等書上〕 （近代） 貞蔵ほか法名・卒年につき 罫紙 1

228 〔漢詩〕 （近世近代） 継紙 1
229 〔書簡〕 乙巳（明治 5 12 秋月新 詩文の批評ほか 切紙 1
230 〔漢詩〕 （近代） 詩題「故村上仏山先生贈位恩典謹 切紙 1
231 〔漢詩〕 （大正3頃） 真水石橋為次 詩題「次丘隅鳥居先生七十自寿韻」 切紙 1
232 〔漢詩〕 （近代） 耕岳（印） 切紙 1
233 教訓書 申（明治前

期）
7 9 父 鳥居秀作殿 副戸長へ就任につき教訓書上 書綴 1 包紙あり。包紙上書

「貞翁遺訓」。包紙に
は「賞状」（大正12年5
月10日、審査長伊東
祐彦ほか2名・第3回
赤ン坊会主催福岡日
日新聞社）を使用
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234 〔石門先生写真帖〕 （大正2頃） 真宗学師石門先生（諱徳令）につき写
真・法名書上など

一纏り 1 写真2枚・切紙2枚・
厚紙1枚・写真台帳あ
り。上書「石門先生写
真入　丘隅什」

235 久留米市街図 大正15 6 5 一紙 1 印刷
236 〔原稿依頼状〕 大正（5頃） 久留米市荘島町百十三

番地　川原如水、久留米
市京町四丁目　大津季四
郎、福岡市外養巴町　斎
田耕陽、嘉穂郡頴田村
池松弥寿雄、久留米市両
替町十番地　伊藤秀雄

鳥居秀作古希記念につき 一紙 4 印刷

237 〔書状〕 （近世近代） 良三様死去につき御悔み 切紙 1 後欠。端裏書「達筆
又ハ内客特別紀念保
存、又張混ニ適ス」

238 〔書状〕 （近世） 29 豊金 真章 士卒の急難救い度事ほか 切紙 1
239 1 〔書簡〕 （近代） 久し振り対面の件ほか 切紙 1 239-1～2同折
239 2 〔書簡〕 （近代） 待ち居る事ほか 切紙 1 前後欠
240 〔書簡〕 （近代） （母） 私病状の事、手紙の件ほか 切紙 1 後欠
241 〔書簡〕 （近代） （母） 扶助願いほか 切紙 1 前欠
242 〔和歌書上〕 （近世近代） 切紙 1 前欠
243 〔紙札〕 （近代） 上書「鳥居家古記（下部）」 紙札 1
244 〔書簡断簡〕 （近世近代） 鳥居様 宛名部分のみ 切紙 1 前欠
245 〔袋〕 安政4丁巳 2 袋上書「（前略）永代譲渡地方証文并

坪付帳入　附り安政五年八月九月両
度ニ庄屋中ﾖﾘ御成之間始表通り之儀
ニ付差出候（後略）」

袋 1

246 〔袋〕 安政5戊午 12 25 鳥居氏 袋上書「実子秀作身分之儀ニ付書附
入　但高山大増直筆入（後略）」

袋 1

247 〔袋〕 安政5戊午 12 25 鳥居氏 袋上書「鳥居貞蔵実子之儀ニ付諸書
附写入　但高山大造直筆入（後略）」

袋 1

248 〔包紙〕 （近世） 包紙上書「川口屋増次願手形入」 包紙 1
249 〔包紙〕 丑（明治期） 第7 26 包紙上書「鳥居貞蔵殿　第五扱所」 封筒 1
250 〔袋〕 亥（明治期） 旧3 鳥居 袋上書「八田初次郎書状留　但てい

分も有候（後略）」
袋 1

251 〔封筒〕 （明治）33 6 12 千葉県安房郡健田村瀬
戸　田村作次

福岡県久留米市京町九
州鉄道前運輸問屋城島
本店　鳥居秀作殿

封筒 1 年は消印

252 〔封筒〕 明治36 10 5 鳥居正書 封筒上書「御尊父様ノ自書ハ不分明
ナルモ自分ニ箴ノ為メニ座辺ニ被置
書ナルベシ（後略）」

封筒 1

253 〔封筒〕 （大正）5 8 11 東京芝高輪　渡辺秋 久留米市両替町　鳥居秀
作殿

封筒 1 年月日は消印

254 〔封筒〕 （大正）9 8 11 大分県日田郡日田町　広
瀬貞治

久留米市両替町　鳥居秀
作殿

封筒 1 年月日は消印

255 〔封筒〕 （近代） 去□拝山 中川国手先生 封筒上書「詩稿内具」 封筒 1
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256 〔封筒〕 （近代） 封筒上書「貞翁書類」 封筒 1 玉屋呉服店創立事
務所の封筒使用

257 〔断簡〕 （近世近代） 断簡 白紙1枚・紙縒3点
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