
年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号

A 1 明治24年3月23日 阿部 河原林義雄 御依頼のキャハン新調仕上がる 2294

A 2 年月日未詳 阿部店 河原林義雄 袴仕立の件伺い 2225

A 3 明治25年1月1日 阿部直躬 河原林議長 新年挨拶及び府会採用御礼 2223

A 4 年未詳2月5日 阿部直躬 河原林議長 議事録決議録は製本の上直ちに差出 2223

A 5 年未詳4月4日 阿部直躬 河原林議長 府会事務俸給の件相談 2223

A 6 年未詳12月9日 阿部直[躬] 河原林議長 郡部議員への府会開設通知は郡部会書記にて御願 2225

A 7 年未詳12月15日 阿部直[躬] 河原林義雄 奥平増太郎の不敬の行為を陳謝 2217

A 8 明治24年11月14日 阿部信蔵 河原林義雄 金三十円請取証 2224

A 9 年未詳5月25日 油勝平 河安[河原林安左衛門] 種御入用の場合は御返事御願 2326

A 10 年未詳5月24日 油屋政之介 あぶらや伝吉 － 宛名のみ 2294

A 11 [安政5年]5月31日 油屋善右衛門（上世木村） 油屋安左衛門 菜種落札に付御約定の分引取り御願 2303

A 12 年月未詳8日 あい 河原林御旦那 礼状 2217

A 13 年月日未詳 あい 御旦那 会社に御越しの節御立寄り御願 2225

A 14 年月日未詳 あい 河原林御旦那 おめもじ御願 2219

A 15 年月日未詳 あい 河原林御旦那 お帰り前にお立寄り下されたし 2287

A 16 年月日未詳 あい 御旦那 御光来お待ちする 2219

A 17 年月日未詳 あい 河原林御旦那 寒中見舞い 2284

A 18 年月日未詳 阿以 御旦那様 礼状 2216

A 19 年月日未詳 あい 河原林御旦那 御光来お待ちする 2287

A 20 年月日未詳 あい 河原林 長々のご厚情御礼 2225

A 21 [明治23年]6月27日 愛国同盟倶楽部 河原林義雄 岸本氏より我倶楽部を罵嘲せる一書到来由って選挙上一致運動するは望外 2280

A 22 年未詳6月26日 明石店 藤村 品物御一覧の上売主と値段取決め当方に掛合下さるよう 2288

A 23 明治20年10月9日
明田嘉十郎（船枝村外四ケ
村戸長） 河原林義雄 大堰川授筏特別課税の件府庁にて前五ケ年の下付金調査御願 罫紙 2278

A 24 [明治4年]3月5日 秋比古 水口 引宛品の田地石高酒米金高取調の上御回答御願 2302

A 25 年未詳5月9日 秋田弥三郎 野尻 五郡懇親会出席者氏名通知御願 2284

A 26 年未詳3月14日 [雨森]菊太郎 中安[信三郎] 府会書記沢田氏採用の件は河原林議長に依頼されては如何 2225

A 27 年未詳12月17日 雨森菊太郎 河原林 岩田氏饗応の日程相談 2284

A 28 年未詳8月15日 安藤精軒 河原林義雄 － 巻末のみ 2217

A 29 年月日未詳 姉 おゆう 冬着のこと伺い 2285

A 30 年未詳6月7日 兄 松尾 三又木隠居より申越しの件伺い 2297

A 31 年月未詳22日 青木 河原林 上野氏と御条約の儀藤岡氏と面談に付一報 2307

A 32 年未詳10月11日 青野太郎 河原林義雄 別冊取調済みに付回送 2284

資料番号
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

A 33 明治22年7月21日 青山 河原林義雄 所得税調査委員当選の承諾請書差出依頼 罫紙 2278

A 34 年未詳4月30日 青山 河原林 過般御願いの内先ず五円だけ借用 2220

A 35 年未詳12月24日 青山 河原林 道路開鑿に御尽力を切望、就職先周旋依頼 2225

A 36 年月日未詳 青山 河原林 神吉村ほか二ケ村宿料書出し 2296

A 37 年未詳3月19日 青山充輝 河原林 南桑諸議案送付 2296

A 38 年未詳3月20日 青山充輝 河原林 別紙横田氏より書面到来に付徴収方伺い 2296

A 39 年未詳3月26日 庶務課（青山充輝） 河原林義雄 本郡内絵図面入用に付暫時返却御願 2285

A 40 年未詳11月23日 [青山]充輝 河原林 出亀見合わせる旨 2218

A 41 明治20年9月13日 青山経芳 河原林義雄 所得税調査委員及び補欠予備員選挙投票の件伺い 罫紙 2278

A 42 年未詳2月26日 青経[青山経芳] 木庭 猪肉代金河原林氏迄差出御願 2296

A 43 年未詳5月30日 青山経芳 河原林義雄、野尻岩次郎 別封役所へ到着につき伝送す（別封なし） 2221

A 44 年未詳7月25日 青山経芳 河原林義雄 所得税調査委員当選に付了諾御願 2218

A 45 年未詳7月28日 青山経芳 河原林義雄、野尻岩次郎 所得税調査会本月31日開催につき案内 2218

A 46 年月日未詳 青山経芳 河原林義雄 － 封筒のみ 2272

A 47 明治20年1月6日 新井毫 河原林義雄、野尻岩次郎 七言絶句一首 2216

A 48 [明治22年]3月27日 新井毫 河原林義雄 面談致したく来訪御願 2216

A 49 [明治23年]4月10日 新井毫 河原林義雄、野尻岩次郎 新国体運動上毛では七八分完成に付御地加勢に近々西下 2284

A 50 [明治23年]7月22日 丹岳[新井毫] [菱木]信興 公民会庚寅倶楽部に入会すべし、我公議会も臨時総会にて加入を決議 2284

A 51 [明治23年] [新井毫] － 新団体組織は如何、毛州は独立党の全勝 2284

A 52 [明治23年]月日未詳 [新井毫] －
東上の西垣虎吉氏より公友会組織の事情府会失敗を聞く、初軍の一敗は我良
民党の為愁うべきこと、衆議院の競争にむけ根台を確固とすべし 2216

A 53 [明治23年]月日未詳 [新井]毫 [河原林]義雄 徳富氏より新島先生危篤の来電あり 2284

A 54 年未詳2月13日 新井毫、新井佐壽計 河原林義雄 新井佐助逝去に付報告 封筒入り 2330

A 55 年未詳6月4日 新井毫 河原林義雄、野尻岩次郎
文庫金錦地よりは未だ回答無きの由、余り長引けば新嶋氏に不信生ずるに至る
べくゆえ尽力願う 2217

A 56 年未詳10月6日 新井毫 河原林義雄
上毛に於て来12日地方人士を集め前途の方向と平民主義の確立とを協議その
綱領を談合の予定、記念文庫は関東では好結果 2280

A 57 年未詳12月1日 新井毫、新島公義 － 今回の集会の模様諸新聞掲載に付御一覧御願 2330

A 58 年月未詳6日 新井[毫] 河原林、川面 御尋の義は本日下六点鐘にあり 2225

A 59 年月未詳20日 [新井]毫 河原林 京鶴鉄道の件小生も充分尽力す 2330

A 60 年月日未詳 新井毫 河原林義雄 － 封筒のみ 2330

A 61 年月日未詳 新井[毫] 河原林 先刻公義君より申上げの警察手続の件伺い 2279

A 62 年月日未詳 新井徹也 河原林義雄 小生新井毫親戚のものにて使役に雇入れ御願 2216

A 63 明治6年9月10日 荒木章蔵 河原林義雄 弊牛精製並会社之規則御恵投御願 2329
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

A 64 明治7年10月18日 荒木章三 河原林 新年挨拶、商い資金御周旋御願 2329

A 65 明治7年10月28日 荒木章造 河原林 参事殿御多用に付確報延引断り 2307

A 66 明治8年12月17日 荒木章造 河原林義雄 滋賀県出仕の義は年越になるに付それ迄食客御願 2329

A 67 明治9年1月25日 荒木章造 河原林義雄 上京の義暫時御見合せ御願、山論取扱人の件に付愚陳三件 2329

A 68 [明治3年]3月30日 浅田 兄貴 寺村送りの義四月改に付回付御願 2326

A 69 [明治4年]7月8日 浅田 川原林小源太[安左衛門] 永右衛門参上時の礼並金子借用の御願 2302

A 70 [明治8年]10月13日 朝田 河原林尊兄 家事改革事件御相談に付御入来御願 罫紙 2304

A 71 年未詳3月12日 朝田 河原林義雄 金借用の依頼 2225

A 72 年未詳4月13日 浅田 兄貴 初節句に付諸事相談 2326

A 73 [明治2年]12月12日 浅田栄作 河原林小源太 御舎弟の縁談一件 2313

A 74 年未詳3月4日 朝田[栄右衛門] 河原林義雄 起業公債利子立替の御願 2225

A 75 年未詳5月19日 朝田栄右衛門 河原林義雄 依頼の金額融通御願 2216

A 76 年未詳5月29日 朝田栄右衛門 河原林義雄 この度の止業に付起業公債返却猶予御願 2296

A 77 年未詳7月19日 朝田栄右衛門 河原林義雄 姉上様死去の悔やみ 2221

A 78 年未詳11月15日 朝田栄右衛門 河原林義雄 店方仕入金の件御願 2299

A 79 年未詳11月18日 朝田栄右衛門 河原林義雄 店仕入金困却に付御用立御願 2299

A 80 年未詳11月21日 朝田栄右衛門
河原林貴兄、同義雄、御家
族御中 小生負債皆済に付御安心下されたし 2299

A 81 年未詳11月24日 朝田栄右衛門 河原林義雄 懇書到着次第下坂御願 2299

A 82 年未詳12月11日 朝田栄右衛門 河原林義雄 過日御願に金額廻金御願 2299

A 83 年未詳12月5日 [朝田]栄右衛門 河原林義雄 仕入れ金御融通の御願 2299

A 84 年未詳2月7日 浅田悦次郎、川勝孫太郎 河原林義雄 板垣伯の招待へ尽力御願、南桑田郡においては不僥不屈にて運動いたす 2223

A 85 年月日未詳
浅田悦次郎ほか3名（懇親会
準備委員） 河原林義雄、野尻岩次郎 懇親会会費等種々協議いたしたく都合伺い 2223

A 86 [明治2年]12月26日 浅田五郎（田中村） 河原林従五位 祝言無事に相済に付御安心を 2313

A 87 年未詳1月24日 浅田五良 兄貴 金子借用の依頼 2326

A 88 年未詳正月27日 浅田五良 兄貴 先日御願いの金子岡部氏上京に付同人へ御渡し下されたし 2326

A 89 年未詳3月4日 浅田五良（田中村） 河原林従五位 金子借用の依頼 罫紙 2326

A 90 年未詳5月3日 浅田五郎 河原林芳[義]雄 約束の書物送付に付一報 2307

A 91 年未詳4月7日 朝田きみ － 山国行きのこと御願 2283

A 92 [明治5年]2月20日 浅田貞治（池尻村） 河原林小源太 油代残銀皆済の御願 2309

A 93 年未詳9月3日 浅田貞二 河原林安左衛門 桑苗思召しの価格にて譲渡に付一報 2299

A 94 明治25年2月18日 麻田鶴吉、浅田悦次郎 河原林義雄
今回の選挙は失敗いたすが将来の民党拡張のため同志懇親会を開設いたした
く御賛成を 2223
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

A 95 年未詳4月6日 朝日屋 河原林義雄 融通会社、材木会社へ粗茶送呈 2218

A 96 明治21年10月12日 朝香屋書店 藤野一雄 書籍代金送付の分内訳 罫紙 2281

A 97 [明治23年7月]3日 浅見 河原林 田中、石原、芦田、河原林の得票数通知 2280

A 98 [明治23年]7月6日 芦田新右衛門 河原林義雄、野尻岩次郎 過日の園部に於懇親会にて自由主義拡張の為丹波倶楽部設立を決議せり 2284

A 99 年月未詳17日 あし沢☐尾 河原林おすみ － 前欠 2285

A 100 年未詳3月13日 後宮力 河原林義雄 請負の注文木杉の値段、納期等一報 2216

A 101 年未詳3月15日 後宮力 河原林義雄 借用の株金返済延引に付詫び 2330

A 102 年未詳4月3日 後宮力 河原林義雄 杉良材買受けの件成約に付持主代人昨日上京 2280

A 103 年未詳6月18日 後宮力 河原林義雄 年季山一件北大堰川接続地の良材買受の意思確認 2280

A 104 年未詳6月29日 後宮力 河原林義雄 今回の山地出物に付実物調査いたしては如何 2287

A 105 年未詳4月30日 東喜郎右衛門 河原林義雄 野尻様、貴兄の御巡遊の節御立寄り無く残念 2287

B 1 年未詳3月23日 万春書房 河原林 書籍刊行に付御地方有志の方へ案内御願 2284

B 2 [明治2年]4月 弁事 － 供奉面々月手当の儀指示書 前欠 2293

B 3 年未詳11月4日 文平 河原林 該件明日か明後日中に引渡し御願、拙著進呈 2287

B 4 年未詳7月27日 文平（代） 河原林 事業資金融通御願 2217

B 5 年月日未詳 文次郎 河原林ひさ 覚（買物品代金） 2277

B 6 年未詳4月22日 文介（トリ村） 河原林安左衛門 油かす廻送御願 2326

B 7 年月未詳10日 旁冷 岡本 炭一件電報到来に付返答協議御願 2330

C 1 年未詳1月31日 茶光 其樵 二月並会は十日締切り十七日開巻 2291

C 2 年未詳3月9日 茶谷平太郎 河原林 ご注文品送付書 2330

C 3 年未詳4月11日 茶谷平太郎 河原林義雄 懇親会費書出しの件伺い 2221

C 4 年未詳4月11日 茶谷平太郎 河原林義雄 ご注文のかれい枚数、届け先住所伺い 2221

C 5 年未詳7月9日 父 内牧絹栄 御案じくださる病気も追々快方に向かう 2219

C 6 年未詳6月16日 ちよ 河原林義雄 今までのお引立て御礼 2216

C 7 [明治2年]12月 長兵衛 河原林 金子借用の依頼 2313

C 8 [明治2年]月未詳14日 庄屋　長兵衛 河原林和州 金子難渋に付拝借御願 2313

C 9 [明治8年]10月12日 長兵衛 河原林安左衛門、お初 婿入り日延引の御願 2304

C 10 年未詳2月17日 長兵衛 [河原林]義雄 先日御約定の儀御報知未だに付伺い 2299

C 11 年未詳3月7日 長兵衛 河原林義雄 先日御約定の義御願 2299

C 12 年未詳1月12日 丁子屋義助 [河原林]安左衛門 約定の元金及び利息差入れの依頼 2294

C 13 年未詳6月3日 丁子屋義助 忠治郎、安左衛門 銀方より返金申越しに付宜しく御願 2294

C 14 年未詳1月23日 中学校 川[河]原林義雄 別紙常議員宿所姓名送付 2280

C 15 年未詳8月1日 中学校事務所 川[河]原林義雄 本校教員送別会案内 2218
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

D 1 年未詳7月13日 大栄清左衛門 河原林安左衛門 金子御融通御願 2326

D 2 明治22年8月6日 第百十一国立銀行 河原林義雄 北桑融通会社貸越高相当に付貴殿預金へ付替の件連絡 罫紙 2278

D 3 明治22年10月10日 第百十一国立銀行 河原林義雄 当座貸越金日歩引上げ通知書 罫紙 2277

D 4 明治25年3月26日 第百十一国立銀行貸付掛 河原林義雄 貸付の千円誤って当座へ入金の旨連絡 罫紙 2281

D 5 年未詳4月28日 第百拾壱銀行割引掛 河原林義雄 整理公債証書ご入用に付本行所有分廻送 2330

D 6 年未詳5月11日 第百十一銀行当座預り掛 河原林義雄 小切手引替金回付 罫紙 2281

D 7 年未詳5月12日 第百十一銀行他店係 河原林義雄 北桑融通会社為替尻報告 2280

D 8 年未詳6月16日 第百十一銀行 河原林義雄 公債の価格一報 2225

D 9 年未詳12月16日 第一銀行 河原林 起業公債利息請求分金十六円五十銭支払い 2219

D 10 年月未詳15日 第一銀行 河原林 起業公債無記名証書送付に付記入の上御持参御願 2294

D 11 [明治24年]12月22日 第一国立銀行京都支店 河原林義雄 起業公債補足利札来年3月中旬着 2218

D 12 明治20年9月3日 第一部勧業課 嵯峨材木会社 本年以降毎半季事業の景況並決算書提出御願 用紙1枚 2275

D 13 年未詳9月13日 大黒屋書舗 河原林 法令全書二号から六号までは二、三日中に御届 2219

D 14 年未詳11月20日 大黒屋書舗 河原林 法令全書三十二は品切れ 罫紙 2275

D 15 年月日未詳 大黒屋書舗 河原林 法令全書配送 罫紙 2275

D 16 年未詳2月28日 大文字屋安兵衛 河原林安左衛門 金子借用依頼 2294

D 17 明治22年9月14日 第二部学務課 河原林義雄 尋常師範学校廿三年度俸給費協議に付来庁依頼 京都府罫紙 2277

D 18 年未詳1月8日 大理外 河其樵君 小向算用立会いたし度勘定立て御願 2294

D 19 年未詳3月10日 大理外 河其樵大人 先日御入来の節非礼の詫び、竹の子到来に付進上 2326

D 20 年未詳4月17日 第三組戸長役場 河原林義雄 河原林美次君より内談の事件会議開催につき帰村御願 2225

D 21 [安政5年] 大清 河安[河原林安左衛門] 山手勘定覚 2303

D 22 [安政5年]4月16日 大清 河原林安左衛門 芝居行の金子持参に付一報 2303

D 23 [安政5年]正月10日 大新 川原林安左衛門 金子借用御願 2303

D 24 年未詳3月5日 台内勇輔 河原林安左衛門 七両程借用御願 2326

D 25 [明治5年]6月28日 太蔵 伯父 完吾殿入来に付御光来御願 2309

D 26 [明治15年]4月 太政官 － 頒暦授時、弘暦者以外の取扱厳禁の告知 2217

D 27 [明治24年]11月7日 [田]艇吉 河原林 丹波会組織の節の御礼、府会議長当選祝い、明春の総理遊説の件 2221

D 28 [明治25年]1月19日 [田]艇吉 河原林義雄、野尻岩次郎 府下民党勝利にむけ板垣伯大阪遊説の序でに招待いたしては如何 2223

D 29 年未詳7月13日 田艇吉 河原林義雄 府下各郡諸君も拝眉を希望 前欠 2294

D 30 年未詳8月24日 田艇吉 河原林 右依頼旁ご相談（右部分欠） 前欠 2217

D 31 年未詳3月3日 堂本利左衛門 内牧絹栄 治太郎氏眼病に付内牧家との協議暫時御猶予御願 2294

D 32 年未詳7月15日 堂本利左衛門 河原林義雄 融通会社登記取消願書送付先の変更 2221

D 33 年未詳8月17日 堂本利左衛門 河原林 地券取消願書に調印御願 2225
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

D 34 [安政5年]1月29日 同店 河原林 丹佐より銀子返済督促に付御帰村御願 2303

E 1 年未詳4月18日 蛭児藤五郎 橘屋安兵衛 2294

E 2 [安政5年]3月 越後屋武助 [河原林]安左衛門 御用銀御返済の御願 2303

E 3 年未詳8月21日 江口丈右衛門（井戸） 河原林安左衛門 金弐拾円持参に付御請取御願 2299

E 4 [安政5年]6月26日 江口十三郎 河原林安左衛門 鳥坂山売券証文差出及び橋杭代銀借用に付御願 2303

E 5 [安政5年]7月3日 江口十三郎 河原林安左衛門 橋杭代御出銀の義伺い 2303

E 6 [安政5年]7月6日 江口十三郎 河原林安左衛門 橋杭代銀借用及び鳥坂山証文差出に付御願 2303

E 7 [明治8年]10月5日 江口新兵衛、岸安兵衛 河原林安左衛門 河原林おせい殿病気介抱人の儀相談に付御上京御願 2304

E 8 年未詳1月9日 栄助 川[河]原林御主人 年頭挨拶 2294

E 9 年未詳2月9日 栄助 川原林御主人 御話合いに一度御上京御願 2294

E 10 年未詳5月22日 栄助 河御主人 店卸の書付延引乍御一覧御願 2294

E 11 [明治4年]6月18日 栄右衛門 兄貴 金子融通の義御願 2302

E 12 [明治4年]7月8日 栄右衛門 兄貴 金子融通の義御願 2302

E 13 [明治5年]2月29日 栄右衛門 お初 三月中旬には参上、小児丸薬は野尻家来へ預託に付御入手下されたし 2309

E 14 [明治5年]3月3日 [栄右衛門] － 髪薬、小児丸薬野尻氏へ預託に付御入手御願 2309

E 15 年未詳7月19日 栄右衛門 河原林 姉貴様（義雄母）急病にて死去の悔やみ 2277

E 16 [明治4年]2月7日 遠藤善兵衛 河原林藤左衛門 御貸付の金子の義に付御談致したく御在宿御願 2302

E 17 [明治5年]4月11日 遠藤善兵衛 河原林安左衛門 金子返却に付督促状 2309

E 18 年未詳1月9日 円徳寺
河安左衛門[河原林安左衛
門] 勘定覚 2294

E 19 年未詳4月2日 円徳寺 河安[河原林安左衛門] 常照寺より依頼の金子急入用に付御願 2294

E 20 年未詳7月11日 円徳寺 河安[河原林安左衛門] 勘定書の利息御免除の義御願 2326

E 21 年未詳中夏25日 円徳寺 河原林安左衛門 貴家先祖母様年会通知 2294

F 1 年未詳10月29日 藤かめ店 河原林 ご注文のコート地価格一報 2287

F 2 明治25年2月3日 藤木寿次郎 河原林義雄 大津の有志者と自由日報を発刊 罫紙 2283

F 3 年未詳2月8日 藤木寿次郎（自由新報社） 河原林義雄 金員借用御願、自由新報第一号送付 2223

F 4 年未詳2月11日 藤木寿次郎 河原林義雄 拝借金依頼 原稿用紙 2283

F 5 年未詳6月23日 藤木寿次郎（平民社） 河原林義雄 雑誌罰金裁判費用入用に付社債申込 2279

F 6 年未詳7月5日 藤木寿次郎（平民社） 河原林義雄 書面にて依頼の社債金五か月分送金御願 2221

F 7 年未詳10月10日 藤木寿次郎 河原林義雄 至急送金御願 罫紙 2281

F 8 年未詳10月20日 藤木寿次郎 河原林義雄 社債残金拝受の御願 2225

F 9 年未詳11月9日 藤木寿次郎 河原林 社債金借用の御願 2225

F 10 年未詳12月23日 藤木寿次郎（平民新聞社） 河原林義雄 次号発刊資金融通御願 2276
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

F 11 年月未詳19日 藤木寿次郎 河原林 残金五円本日中に貸与御願 自由新報社罫紙使用 2223

F 12 年未詳3月29日 藤本活版場 梶原 尊書旨拝承 罫紙 2281

F 13 [明治3年]2月28日 藤本源次郎 河原林安左衛門 覚（鎌倉谷山林買得代） 2326

F 14 年未詳2月6日 藤本源次郎 河原林安左衛門 上黒田村鎌倉谷山年貢受取書回付御願 2294

F 15 年未詳3月28日 藤本源次郎（熊田村） 河原林安左衛門 山林証文使いの者へ回付御願 2326

F 16 年未詳6月4日 藤本源次郎 川原林安左衛門 鎌倉谷山林口永代売買の義上黒田村助左衛門より申出に付相談 2326

F 17 年未詳6月28日 藤本源次郎（中熊田村） 河原林安左衛門 鎌倉谷山境目違いの義に付米五石御持合いの程御願 2326

F 18 年未詳6月8日 藤村 河原林 縮緬値段一報 2225

F 19 年未詳7月7日 藤村 河原林義雄 藤岡氏より文にて申越しの件御勘考御願 2288

F 20 年未詳10月29日 藤村 河原林 富小路三条の貸家間取り 2284

F 21 明治7年6月24日 藤村治右衛門 河原林義雄 昼船にて下阪の処夜舟になるに付下値にて引合下されたし 2288

F 22 年未詳1月10日 藤村治右衛門 河義雄[河原林義雄] 大垣の茶商の義大口は見合せ、西陣との事件は取為替の義取決る 2288

F 23 年未詳1月27日 藤村治右衛門 河原林義雄 松尾氏への貸借残金催促に付差支えあらば御返事請う 2288

F 24 年未詳5月13日 藤村治右衛門 河原林義雄 豊岡表の儀如何、京都は松原より五条まで一町余りを焼失 2290

F 25 年未詳5月24日 藤村次右衛門 河原林 覚（金銭受取） 2288

F 26 年未詳6月22日 藤村治右衛門 河原林 別紙春木氏より返翰到来に付宜しく御取成下されたし 2288

F 27 年未詳6月23日 藤村次右衛門 河原林義雄 藤岡氏より電信到来 2288

F 28 年未詳6月28日 [藤村]治右衛門 河原林義雄 御婚礼祝い 2288

F 29 年未詳7月1日 藤村治右衛門 河義雄[河原林義雄] 覚（六月一日より廿一日迄金銭出入） 2288

F 30 年未詳7月30日 ふじむら治右衛門 河義雄[河原林義雄] 見山屋事件の義伺い 2288

F 31 年未詳9月15日 藤村治右衛門 河原林義雄 浪花支店より値段申し来る 2288

F 32 年未詳10月14日 藤村次右衛門 河原林義雄 脇差し刀道具の義松尾様如何の手段なるや伺い 2288

F 33 年未詳12月24日 [藤村]治右衛門 河原林義雄 松尾様へ文通あらば振向け下さるよう御願 2288

F 34 年月日未詳 藤村治右衛門 河原林義雄 電報 封筒のみ 2272

F 35 年月日未詳 藤村治右衛門 河原林義雄 電報 封筒のみ 2272

F 36 年月日未詳 [藤村]次右衛門 河原林義雄 別紙書面に御返状御願、福知山生糸事件は尽力す 2288

F 37 明治19年4月29日 藤村亀太郎 河原林 為替手形送付依頼 2285

F 38 明治19年8月1日 藤村亀太郎 河原林 預け金送付に付為替書付証送付御願 2279

F 39 年未詳3月7日 藤村亀太郎 河原林親君、兄君 石炭油相場価格通知 2299

F 40 年未詳3月18日 [藤村]亀太郎 河原林御君 石炭油相場価格通知 2299

F 41 年未詳4月13日 藤村亀太郎（六角富小路） 河原林 御注文の品買求めに付値段一報 2296

F 42 年未詳4月17日 藤村亀太郎 河原林初 益栄様の縁談話 2219

F 43 年未詳8月4日 [藤村]亀太郎 河原林 山口様御話の金子は未だ入手無きに付御承引を 2288
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

F 44 年未詳8月4日 [藤村]亀太郎 河原林親君 先日御願の金子武兵衛殿より入手に付御礼 2288

F 45 年未詳8月6日 藤村亀太郎 河原林御大人 ○印の義山市様お断りになる 2219

F 46 年未詳9月2日 藤村亀太郎（京都女学校） 河原林益江、藤野しめ 食料金納入御願 封筒入り 2272

F 47 年未詳9月4日 藤村亀太郎 河原林義雄 南条事件告発いたすが何の沙汰もなし故堀田氏紹介願う 2217

F 48 年未詳9月10日 藤村亀太郎 河原林兄君 金員の義御礼 2296

F 49 年未詳9月15日 [藤村]亀太郎 兄君 金子借用御礼、お秀様もらい受けの義宜しく御願 2288

F 50 年未詳9月25日 顔女太郎[亀太郎] 川原林[河原林] 浪花にて舶来仕立職業致す事等相談 2288

F 51 年未詳10月9日 [藤村]亀太郎 河原林兄 母かね参上の節の礼、先日御願の金子借用御願 2288

F 52 年未詳12月9日 藤村亀太郎 河原林初、益栄 久保田様へ金子貸借御願 2219

F 53 [明治2年] 藤野 河原林 山林売払代金両山割相分差引の上御渡下されたし 2313

F 54 [明治2年] 藤野 河原林 先刻依頼の義返事御願 2313

F 55 [明治2年]9月18日 [藤野] [河原林] 梅園家一条に付御詳談致したく至急御上京御願 2313

F 56 [明治2年]9月30日 [藤野] [河原林] 梅園家御勤の義返事御願 2313

F 57 [明治2年]10月6日 藤野 河原林 華族家家来に御舎弟出仕の義早々御返事御願 2313

F 58 [明治2年]11月20日 藤野 河原林 森脇よりの返書次第にては参殿に付右旨一報 2313

F 59 [明治2年]12月23日 藤野 河原林従五位 大悲山割受精算御一覧御願 2313

F 60 [明治4年] 藤野 河原林 薬調進に付服用方指示書き 2302

F 61 [明治4年] 藤野 河原林 煎じ薬回送に付一報 2302

F 62 年未詳3月17日 藤野 河原林 井戸より殿田までの川程略図差出御願 2225

F 63 年未詳4月17日 藤野 河原林 前川一件に付井戸へ出張の都合伺い 2296

F 64 年未詳5月23日 藤野 河原林 前田氏より依頼の義に付御光来御願 2280

F 65 年未詳8月18日 藤野 河原林 別紙金券引換え帰郡の節携帯御願 2225

F 66 年未詳9月26日 藤野、辻 河原林 寸田喜平次出校に付至急御出頭御願 2299

F 67 年未詳9月27日 藤野 河原林 亡一雄医師開業免許返上遅滞に付取計御願 罫紙 2277

F 68 年未詳10月17日 藤野 河原林義雄 原氏に面談に付万屋まで御来車御願 2225

F 69 年未詳11月5日 藤[野] 野尻 益栄さま縁談の件 2216

F 70 年未詳11月29日 藤野 河原林 井上一件角警部へ相談の結果報告 2280

F 71 年未詳12月11日 藤野 野尻 河原林氏一件はその後松永氏より報答なくが如何 罫紙 2277

F 72 年月日未詳 [藤野] － 内務大蔵の第九号達回送に付御勘考御願 朱書き 2281

F 73 年月日未詳 藤野 [河原林]義雄 過日の金延引の儀了承 2307

F 74 年月日未詳 藤野 河原林 一昨日の金件高木融通申出に付伺い 2296

F 75 年月日未詳 藤[野] 河原林 御令妹様縁談一件御芳答御願 2294

F 76 年月日未詳 藤野、河原林、青山 [郡村掛] 神武天皇丹波地方への止蹕の理由 2220
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

F 77 年月日未詳 藤野 河芳[河原林義雄] 『史記』返却の御願 2307

F 78 [安政5年] 藤野伍右衛門 河原林安左衛門 兵五郎殿へ十両融通御願 2303

F 79 [安政5年]4月6日 藤野五右衛門 河原林安左衛門 肴や源兵衛へ取替の肴代御回付御願 2303

F 80 [明治4年]3月24日 藤野彦七 河原林連 利滞金本日中に差遣御願 2302

F 81 [明治2年]10月22日 藤野斎 河原林従五位 梅園家へは明後日御目見えの都合に付左様御承引の程御願 2313

F 82 [明治2年]10月25日 藤野斎 河原林従五位 梅園家目見えの義明日午後早々御誘引御願 2313

F 83 [明治2年]11月9日 藤野斎 河原林連 職方への支払い等難渋に付貴方にて金策御願 2313

F 84 [明治2年]11月17日 藤野斎 河原林連 京都府集議会出張に付若代氏へ金子融通の義取計御願 2313

F 85 [明治3年]3月12日 藤野斎 河原林 御子息京着に付道中用度並頼氏月俸等御廻金御願 2326

F 86 [明治3年]3月25日 藤野斎 河原林従五位 諸陵寮へ願紙差出の義に付御面談御願 2326

F 87 [明治3年]3月29日 藤野斎 河原林従五位 神祇官より出頭要請に付下拙代人差遣す旨一報 2326

F 88 [明治4年] 藤野斎 河原林連 参会の節社司の儀御勘考下されたく御願 2302

F 89 [明治4年] 藤野斎 河原林連 宿預へ取解は難しく至急金子調達いたす他なし 2302

F 90 [明治4年] 藤野斎 河原林 礼状 2302

F 91 [明治4年]2月21日 藤野斎 河原林従五位 野尻氏より申越の義金子払底に付断り状 2302

F 92 [明治4年]4月26日 藤野斎 河原林 過日集会の模様松田へ差出に付別紙御一覧御願 2302

F 93 [明治4年]4月28日 藤野斎 河原林従五位 水口氏へは貴君様同意の旨申遣わしに付御含置き御願 2302

F 94 [明治4年]5月3日 藤野斎 河原林従五位 薬調進に付一報 2302

F 95 [明治4年]6月23日 藤野斎 河原林連 明日虫干集会に付御出勤御願 2302

F 96 [明治4年]7月29日 藤野斎 河原林 岩尾君への御廻金に付礼状 2302

F 97 [明治4年]10月24日 藤野斎 河原林義雄 今回の地方制度改正にあたり非職を拝任 2225

F 98 [明治4年]月未詳25日 [藤野]斎 河原林従五位 明朝馬路出張に付吉左衛門帳初編返却御願 2302

F 99 [明治4年]月未詳28日 藤野斎 河原林連 広河原村一条相談に付岩尾宅迄御光来御願 2302

F 100 [明治4年]月未詳29日 藤野斎 河原林連 桂の方不具合に付御融通の儀御心添えの程御願 2302

F 101 [明治5年] 藤野斎 河原林連 御光来御願 2309

F 102 [明治5年]正月5日 藤野斎 河連 郷借金返済の儀相談 2309

F 103 [明治5年]正月25日 藤野斎 河原林連 前夜御願の金件一条拝借依頼 2309

F 104 [明治5年]4月1日 藤野斎
河原林小源太、野尻彦七外
御連印中 御連印様打寄り岡本準太へ談判御願 2309

F 105 [明治5年]4月23日 藤野斎 河原林連 野尻氏へ昨冬より御願の金入金下さるよう御尽力御願 2309

F 106 [明治5年]4月28日 藤野斎 河原林連 社人持反別別紙の通り記載御願 2309

F 107 [明治5年]5月11日 藤野斎 河原林連[河原林安左衛門] 牧場社一条に付御面話御願 2309

F 108 [明治5年]6月10日 藤野斎 河原林小源太 牧牛会社開業に付辻氏と種々御相談御願 2309
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

F 109 [明治5年]月未詳13日 藤野斎 河連 戸籍帳下按持参に付認方宜しく御願 2309

F 110 [明治9年]3月29日 藤野斎 河原林義雄
朝場先生講会結講に付周旋方依頼、区中集会前戸長連にて前談に付御光来
御願 2329

F 111 [明治9年]7月1日 藤野斎 河原林義雄 製総（清掃カ）女拙宅分片付き次第差向けに付御承引を 2329

F 112 [明治9年]7月26日 藤野斎 河原林 本多一条御回答御願 2329

F 113 [明治9年]8月3日 藤野斎 河原林義雄 本多一件明朝五時迄に回答御願 2329

F 114 明治11年2月28日 藤野斎 河原林義雄 後金延引ながら本日持参 2292

F 115 明治12年8月11日 藤野斎 河原林義雄 神吉村小槻直七独発霍乱症類似症発病につき一報 2216

F 116 明治13年11月20日 藤野斎（北桑田郡長） 国重正文（京都府大書記官） 忌引に付青山充輝及び河原林義雄へ事務代理の件上申 罫紙 2278

F 117 明治13年4月19日 藤野斎 大田権七 書留郵便物受取証 切紙１枚 2220

F 118 明治19年6月2日 藤野斎（北桑田郡長） 河原林義雄 臨時府会郡部会開設通知 2285

F 119 明治21年3月25日 藤野斎 河原林義雄 常置委員当選祝い、伊藤一件御高配に奉謝 罫紙 2281

F 120 明治21年3月3日 藤野斎 河原林 社中御義捐及び廿年祭御有志の儀御願 2225

F 121 明治22年7月27日 藤野斎 河原林 講委員会日既に送付するが親戚請三百円調達困難の見込み 2218

F 122 明治24年1月21日 藤野斎 河原林義雄 友彦進退一件早速面接御訓示くだされ感謝 罫紙 2276

F 123 [明治24年] [藤野斎] [河原林義雄] 府会議長就任祝い、北垣国道氏へ碑面文字依頼の件 後欠 2217

F 124 年未詳1月12日 藤野斎 河原林義雄 御依頼致したし急件に付拝接御願 2287

F 125 年未詳1月27日 [藤野]斎 河原林 本日議会私用にて欠席 2221

F 126 年未詳2月1日 藤野斎 河原林 鞠川氏へ旅費支払いの件、廿年祭社中御供えの件ほか 2284

F 127 年未詳2月2日 藤野斎 河原林義雄 庄定一件前田氏地券持参に付書換手続御願 2221

F 128 年未詳2月10日 藤野斎 青山ほか 組会の議案下調、コレラ予防費調等は河原林君に依頼済 2225

F 129 年未詳2月17日 藤野斎 河原林 勘定書の金額本月中に皆済の処先方窮迫に付延引御願 2292

F 130 年未詳2月20日 藤野斎 河原林義雄 第三議員選挙当選祝い、酒造米買入代金八十五円借用御願 2287

F 131 年未詳2月20日 藤野斎 河原林 船井郡西光寺内に明治記念碑建立賛成者に貴名拝借依頼あり 2221

F 132 年未詳2月27日 藤野斎 河原林 先般より依頼の金拝借御願 2221

F 133 年未詳2月28日 藤野斎 河原林義雄 養生金借用の依頼 2296

F 134 年未詳2月28日 藤野斎 河原林義雄 金六十円貸与御願 2221

F 135 年未詳3月1日 藤野斎 河原林義雄 拝借金今回当選の講金にて精算御願 2221

F 136 年未詳3月3日 藤野[斎] 河原林義雄 本年1月の借用金会社投入につき別紙請取書差出 2221

F 137 年未詳3月4日 藤野斎 河原林義雄 河美氏よりの借金免除依頼に付 2225

F 138 年未詳3月11日 藤野斎 河原林義雄 過日の米価融通金本日会社へ返金 2287

F 139 年未詳3月13日 藤野斎 河原林 大人様病状伺い 2296
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

F 140 年未詳3月15日 [藤野]斎 絹枝 一両日中に石田氏に面会薬調製の上送付致す 2216

F 141 年未詳3月17日 [藤野]斎 河原林 第五期租税支払いにつき本月分給与廻金御願 2225

F 142 年未詳3月19日 藤野斎 今大路 御患者様の容体報告 2225

F 143 年未詳3月19日 藤野斎 河原林義雄 議員一項御気の毒ながら被撰消滅に付一報 2296

F 144 年未詳3月23日 藤野斎 河原林義雄 当庁不日引払いに付旅中精算の儀御願 2307

F 145 年未詳4月1日 藤野斎 河原林義雄 難件一条 2280

F 146 年未詳4月8日 藤野斎 河原林義雄 牛売却代金の件御賢慮下され度御願 2292

F 147 年未詳4月15日 [藤野]斎 河原林 体調不良の御様子に付趨参取止め 2287

F 148 年未詳4月26日 藤野斎 河原林 本日欠勤、一昨日の金件五十円調達いたすゆえ小僕差向け御願 2220

F 149 年未詳4月29日 藤野斎 河原林義雄 川岸氏卒業後山田氏宅へ寄宿につき用途金の件伺い 2216

F 150 年未詳5月1日 藤野[斎] 河原林 今朝書面の金持参す 2220

F 151 年未詳5月2日 藤野斎 河原林 東山左阿弥にて池田候歓迎の鳥取藩臣大懇親会開催に付出席依頼 2280

F 152 年未詳5月3日 藤野[斎] 河原林義雄 彼件に付若代老らとも今一夜御示談致したく御光来御願 2292

F 153 年未詳5月4日 藤野斎 河原林義雄 弥作並びに奥本へ御教示御願 2292

F 154 年未詳5月7日 藤野斎 河原林義雄 役場一件関係書類逓送 2225

F 155 年未詳5月8日 [藤野]斎 河原林 別紙奥本より到来に付奥本へ御面接御示教御願 2292

F 156 年未詳5月13日 藤野斎 河原林老大人 左手麻痺一度半井先生に診察を受けられては如何 2219

F 157 年未詳5月21日 藤野斎 河原林 愚老御蔭にて日々快途に向かう、辻氏の裁判宜敷御斡旋御願 2280

F 158 年未詳5月21日 藤野斎 松田 川本善七へ当方の酒造道具類周旋御願 2225

F 159 年未詳5月23日 藤野斎 辻 明日の懇親会河原林、野尻氏は欠席 2221

F 160 年未詳5月30日 藤野斎 河原林安左衛門 植付も始まるゆえ6月中旬には澄子お帰し下されたし 2219

F 161 年未詳5月31日 藤野斎 河原林 結講仕法書部数日報社へ報知御願 2218

F 162 年未詳6月9日 藤野斎 河原林 本日欠勤につき農務掛より照会の調査差出御願 2221

F 163 年未詳6月20日 藤野斎 河原林義雄 貴君、野尻、河益氏ら内談の本講取結手続の件で相談御願 2217

F 164 年未詳6月22日 藤野斎
河原林芳[義]雄、水口十五
位外諸君 田原貫一郎義京都にて雇上げに付暫時糊口金融通御願 2307

F 165 年未詳7月2日 藤野斎 河原林 先日の礼に鮎呈上 2217

F 166 年未詳7月2日 藤野斎 河原林 今回の一大事件大阪にて伊藤氏と掛合いに付辻氏に同道を依頼 2284

F 167 年未詳7月4日 [藤野]斎 河原林 金子拝借の御願 2225

F 168 年未詳7月9日 藤野斎 河原林 戦死者遺族天機伺いの成否伺いほか 2225

F 169 年未詳7月9日 藤野斎 河原林 拝借金此の儘拝借の義御願 前欠 2294

F 170 年未詳7月9日 藤野斎 河原林義雄 鉄道用材買入価格の指示、煙草事件按書差出に付関係者へ差廻御願 2307

F 171 年未詳7月10日 藤野斎 河原林義雄 鉄道用材買入の儀一先御見合せ御願 2307
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

F 172 年未詳7月15日 藤野斎 辻 拙子分頭金の内二百五十円落手御願 2284

F 173 年未詳7月17日 藤野斎 河原林義雄 手形の件急談に付瀧井氏との約定書持参にて御光来御願 2292

F 174 年未詳7月18日 藤野斎 河原林義雄 天機奉拝人選定の件 2225

F 175 年未詳7月24日 藤野斎 河原林義雄 辻氏上京後何の報道もなし、執行迫るゆえ心痛す 2221

F 176 年未詳8月朔日 藤野斎 河原林 豚息の酒癖につき相談 2225

F 177 年未詳8月5日 藤野斎 河原林義雄 川勝氏辞職につき徴兵参事員ご昇進の祝い、講総本会設置の件ほか 2218

F 178 年未詳8月13日 藤野[斎] 河原林義雄 一雄病状報告、来る16日講終結会開催につき終結方法調査御願 2218

F 179 年未詳8月16日 藤野斎 河原林義雄 腐敗酒変製焼酎製造の義検査未済に付取計御願 2281

F 180 年未詳8月16日 藤野斎 河原林義雄 戸長並に郡衙決算在京取調に係員差出の件、花火施行来る五日頃施行に決定 2225

F 181 年未詳8月17日 藤野斎 河原林太翁 お孝様ご逝去悔やみ 2221

F 182 年未詳8月18日 藤野斎 河原林義雄 戸長並に郡衙決算取調の結果委細伺い 2225

F 183 年未詳8月19日 藤野斎 河原林芳[義]雄 依頼の金件安否御回報御願 2292

F 184 年未詳8月20日 藤野斎 河原林 御令妹逝去御悔み 2216

F 185 年未詳8月21日 藤野斎 河原林義雄 借用金返済 2217

F 186 年未詳8月22日 藤野斎 河原林義雄、鳥居照勝 金員借用に付証書に各員の名前記載御調印の上御回送御願 2292

F 187 年未詳8月23日 藤野[斎] 河原林 野息病気につき五円程融通御願 2225

F 188 年未詳8月26日 藤野斎 河原林親子 金子借用の件依頼者より督促に付御融通御願、御服用薬調進 2292

F 189 年未詳8月30日 藤野斎 河原林義雄 借入金の内金八十五円返済 2216

F 190 年未詳8月31日 藤野斎 河原林 借金返却猶予の御願、大人の薬調剤に付御試用を 2292

F 191 年未詳9月1日 藤野斎 河原林義雄 河忠様講金を以って取り次ぎの口不足分精算の御願 2219

F 192 年未詳9月2日 藤野[斎] 河原林 貴方の勘定表不足金返進 2219

F 193 年未詳9月2日 藤野斎 河原林 一雄病にて両3日持ちかねる様子 2221

F 194 年未詳9月3日 藤野斎 河原林 薬料、御菓子料の礼 2217

F 195 年未詳9月5日 藤野斎 河原林義雄 菜結婚の件で明日貴兄へ相談のところ牧半氏妻死去にて帰郷ゆえ後日に 2220

F 196 年未詳9月7日 藤野斎、辻啓太郎 河芳雄[河原林義雄] 広河原山勘定差迫りに付金子御高配の程御願 2307

F 197 年未詳9月9日 藤野斎 河原林 郷士調査記載に付御高論拝承 2292

F 198 年未詳9月12日 藤野斎 河原林義雄 郷士調下按一覧の上御回送御願 2292

F 199 年未詳9月15日 藤野斎 河原林義雄 愚息病中の御保護厚謝、相続講金員入手に付証書回付 2287

F 200 年未詳9月20日 [藤野]斎 河原林 洋薬御試用の件石田氏へ依頼 2218

F 201 年未詳9月20日 藤野斎 河原林義雄 御大人御病状悪しきに付御帰館下されたし 2330

F 202 年未詳9月20日 藤野斎 河原林 前太氏保管金済方に付宜しく取纒め御願 2221

F 203 年未詳9月22日 藤野斎 河原林 宮村行きの御供一両日御見合下され度御願 2292
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

F 204 年未詳9月27日 藤野斎 河原林義雄 建碑の費用援助の御願 2216

F 205 年未詳9月29日 藤野斎 河原林芳[義]雄 牧場の加藤氏より金子借用申出の儀断り御願 2307

F 206 年未詳10月18日 藤野斎 河原林 御患者の病状伺い 2280

F 207 年未詳10月19日 藤野斎 河原林久 亡一雄五十日祭典臨席依頼 2280

F 208 年未詳10月22日 藤野斎 河原林義雄、河原林美次 天機伺に出京の処御両君へも御宣下あるに付御越し下されたし 2292

F 209 年未詳10月27日 藤野斎 河原林 河美氏山林代金の儀勘定書一覧の上宜しくご判断を 2221

F 210 年未詳11月2日 藤野斎 河原林 廿年祭紅桃寄付の件依頼 2284

F 211 年未詳11月12日 藤野斎 河原林 紅桃御調整の御礼 2225

F 212 年未詳11月20日 藤野斎 京都府徴兵事務官 徴兵事務官代理上申書 罫紙 2278

F 213 年未詳11月20日 藤野斎 本郡両書記官 忌引届並代理上申書不備の箇所再調整に付差出し 罫紙 2278

F 214 年未詳11月20日 藤野斎（郡長） 河原林、青山（郡書記） 母死去に付忌引届並代理上申徴兵事務官等の書面取計御願 罫紙 2278

F 215 年未詳11月25日 藤野斎 河原林 起業公債弐百円の口望みの人へ確認の上御回答御願 2292

F 216 年未詳11月26日 藤野斎 河原林義雄 杉浦家の籾磨機購入の件は謝絶御願 2284

F 217 年未詳11月29日 藤野斎 河原林 金件の義京都より融通の確答得る 2296

F 218 年未詳12月3日 藤野斎 河原林 郡区合一土木費のこと配慮御願 前欠 2218

F 219 年未詳12月7日 藤野斎 河原林 建碑文字の義野尻氏とも御協議御願 2294

F 220 年未詳12月7日 藤野斎 河原林、辻 伊藤一蔵の儀につき招喚あり、吉田正功を代理人として派遣 2216

F 221 年未詳12月10日 藤野斎 河原林初 益栄様縁談の件 2219

F 222 年未詳12月11日 藤野斎 河原林 [返済]猶予御願 前欠 2221

F 223 年未詳12月13日 藤野斎 河原林義雄 金子借用の依頼 罫紙 2292

F 224 年未詳12月18日 藤野斎 河原林 河美次一身上につき御尊慮御礼 2225

F 225 年未詳12月19日 藤野斎 河原林 杉浦家一件下村を除く村々戸数に応じ器械を引請価金を差出すことに示談 2221

F 226 年未詳12月20日 藤野斎 河原林 会社済方及家政上の事に付御相談御願 2280

F 227 年未詳12月20日 藤野斎、西栄吉郎 河原林、野尻 西氏一件府会より御帰館後協議に付御願 2225

F 228 年未詳12月22日 藤野斎 河原林義雄 杉浦家請願の器械購入に付村々集会の協議結果等報告 2284

F 229 年未詳12月23日 藤野斎 河原林義雄 返金遅延の詫び、来る18日本家集会に付都合伺い 2292

F 230 年月未詳11日 [藤野]斎 河原林義雄 郷士調査の件御回報御礼 2292

F 231 年月未詳13日 藤野[斎] 河義雄[河原林義雄] 郷士一条下書き御高覧御願 2292

F 232 年月未詳16日 [藤野]斎 [河原林]義雄 郡衙に備付の寒温計当分借用御願 2218

F 233 年月未詳18日 藤野斎 河原林 聯合会議員制限の件詳細承知 2296

F 234 年月未詳22日 [藤野]斎 河原林義雄 御申越し件並河美氏依頼の件は磯部氏御用立を了承 2292

F 235 年月未詳22日 [藤野]斎 河芳[河原林義雄] 筆借用の依頼 2307

F 236 年月日未詳 [藤野斎] － 保栄講掛金落手 後欠 2221
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

F 237 年月日未詳 [藤野]斎 河芳雄[河原林義雄] 下拙帰村に付御来駕御願 2307

F 238 年月日未詳 [藤野斎] － 寛治への貸付金会社にて借用に付御承引御願 後欠 2221

F 239 年月日未詳 [藤野]斎 芳雄[河原林義雄] 昨日御申越しの集会の儀伺い 2307

F 240 年月日未詳 藤野斎 河原林義雄 別書差出延引の詫び 2292

F 241 年月日未詳 藤野斎 河原林大人 常勝寺一件井戸連中へも示談置き下され度御願 2292

F 242 年月日未詳 [藤野斎] － 恩金返済延引の詫び 後欠 2221

F 243 年月日未詳 藤野斎 河原林先哲 衛生吏新任の布告に付愚考提示 2296

F 244 年月日未詳 [藤野]斎 河原林 役所人事案 2296

F 245 年月日未詳 藤野斎 河原林義雄 招魂祭廿年祀の供物の件依頼 2282

F 246 年月日未詳 [藤野斎] － 本年の用幣苦戦ゆえ援幣を着手、本多一件金差回し延引詫び 2292

F 247 年月日未詳 藤野斎 河原林義雄 本多一件並牛勘定尻片付に付御来車御願 2292

F 248 年月日未詳 藤野斎 河原林義雄 山家の口弐百円ならば御周旋致せるに付御承引を 2292

F 249 年月日未詳 [藤野]斎 河芳雄[河原林義雄] 証書持参に付御落手御願 2307

F 250 年月日未詳 [藤野斎] － 杉浦家籾蒔器械買捌の件 2218

F 251 年月日未詳 [藤野]斎 河芳雄[河原林義雄] 金子御入用ならば愚策致すに付御返事御願 2307

F 252 年月日未詳 [藤野]斎 河原林義雄 今朝の金件青山氏手許金にて周旋御願 2225

F 253 年月日未詳 藤野斎 河原林義雄 使いの者へ回付の金は牧野より他借に付両三日中に返金御願 2329

F 254 年月日未詳 藤野斎 河原林 庄定次郎氏比賀江村所有地券状差し入れ 2221

F 255 年月日未詳 藤野斎 河原林 濃州発行の人足五名明日出発の義委細了承 2221

F 256 年月日未詳 [藤野斎] － 書中の件明日には成否回答す 2220

F 257 年月日未詳 [藤野]斎 河原林義雄 － 封筒のみ 2220

F 258 年月日未詳 [藤野]斎 河原林義雄 即刻御入用か否伺い 2220

F 259 年月日未詳 [藤野]斎 － 美次氏出京起業につき尊兄には元金位のところ御願 2221

F 260 年未詳1月22日 藤野治良 河原林義雄 一身上の事に付相談依頼 2284

F 261 年未詳3月29日 藤野治良 河原林 小生進退につき相談御願 2276

F 262 年未詳4月22日 [藤野]治郎 河原林 一身上のこと相談 2280

F 263 年未詳4月23日 藤野治良 河原林 当年の委託茶量別紙の通りに付回答致し置く 2287

F 264 年未詳9月18日 藤野治良 河原林義雄 草木上京の上は同氏へ金子十円融通御願 2276

F 265 年未詳11月4日 藤野治良 河原林義雄 岐阜裁判所転勤に付金子廿円ほど借用御願 2277

F 266 年未詳12月4日 藤野治良 河原林義雄、野尻岩次郎 井上氏引受の件断わり 2284

F 267 年月日未詳 藤野治郎 河原林 先日依頼の件伺い 2225

F 268 年月日未詳 [藤野]治良 河原林義雄 拝借の金子返済延引の断り 2278

F 269 年月日未詳 藤野治良 河原林 製茶直輸一件予約申込者等報告 2216
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

F 270 年未詳5月15日 藤野十五位 河原林芳造 御実家より伝声に付会津屋利兵衛方迄御光来御願 2307

F 271 年月日未詳 藤野かね 河原林初 結構な品御送付御礼 2285

F 272 明治19年4月23日 藤野一雄 河原林義雄 先日依頼の一件様子伺い 2285

F 273 明治19年4月30日 藤野一雄 河原林 河美氏へ玄米融通の件 2285

F 274 明治19年6月13日 藤野一雄 河原林義雄 還暦祝い、柏原村川本善七公売落札につき融通会社にて金借用希望 2216

F 275 明治19年8月20日 藤野一雄 河原林大兄 令息様の止下痢剤調合 2216

F 276 明治19年9月7日 藤野一雄 河原林義雄 貴兄の名義にて野尻君へ壱百円来る二月迄借用御願 2216

F 277 明治19年11月20日 藤野一雄 河原林義雄 八十円周旋御願 2225

F 278 明治20年7月31日 藤野一雄 河原林義雄 所得金高届書書式詳細伺い 2221

F 279 明治20年9月2日 藤野一雄 河原林義雄 前年来よりの借用金利子持参遅延の断わり 2221

F 280 年未詳3月18日 藤野一雄 河原林義雄 御用あらば今夕御来車御願 2284

F 281 年未詳4月28日 藤野一雄 河原林義雄 療病院にて当直医の補医勤務の件相談 2295

F 282 年未詳7月30日 藤野一雄 河原林 田原先生御所持の所得税則拝借御願 罫紙 2281

F 283 年未詳8月22日 藤野一雄 河原林義雄 胃病見舞い及び十五円借用依頼 封筒入り 2272

F 284 年未詳9月23日 藤野一雄 河原林義雄 尊大人の御容体伺い 封筒入り 2272

F 285 年未詳10月6日 藤野一雄 河原林義雄 別紙の書籍御購入の御願 2221

F 286 [安政5年]18日 藤縫[藤野縫殿助] 河原林安左衛門 編笠の雨きり油入用に付回送御願 2303

F 287 [明治2年]7月12日 藤野近江 河原林和州 飛脚差遣しに付廻金御願 2313

F 288 年未詳4月26日 藤野近江（辻村） 河原林大和守[安左衛門] 過日の一件備前様植付後本家集会にて確論に付御了承を 2301

F 289 [明治2年]8月9日 藤野清穆 河原林 寺谷氏御殿より謹慎仰付けられの義に付御殿へ掛合い下され度御願 2313

F 290 [明治2年]8月14日 藤野清穆 河原林 広河原一件書記に水口舎弟周旋御願、鎌倉山林買取の義周旋御願ほか 2313

F 291 年未詳9月8日 藤野卓爾
河原林義雄、河原林美次、
前田太左衛門 亡父一年祭案内状 2287

F 292 年未詳3月26日 藤野友彦 河原林義雄 小生身上につき相談方々帰郷 2217

F 293 年未詳7月22日 藤野友彦 河原林義雄 刈谷氏回復の目途もあるが油断出来ざる様子 2218

F 294 年未詳3月8日 藤野内 河原林初 澄子出産兆候に付一報 2296

F 295 [明治9年]7月21日 藤岡 河原林 拙者生活の目途の義相談に付御出京御願 2329

F 296 [明治9年]8月4日 藤岡 河原林 至急御登京下され国事御指揮御願 2329

F 297 年未詳6月17日 ふじおか 河原林 嶋印口の儀支配人へ面談に付一報 2307

F 298 年未詳6月18日 ふじおか 河原林 四五十円御周旋御願、公債書の値段の義了承 2307

F 299 年未詳7月19日 藤岡 河原林 豊岡県物産の儀当月中には好都合の沙汰ある模様 2307

F 300 年月未詳8日 ふじおか 河原林 十一日頃上京に付御拝顔御願 2307

F 301 年月日未詳 藤岡 河原林 生糸規則回送 2307
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

F 302 年未詳6月17日 藤岡寿一郎 河原林義雄 － 封筒のみ 2272

F 303 年未詳7月2日 藤岡寿一郎 藤村 旧公債売買の儀打合せ 2307

F 304 年未詳9月2日 藤岡寿一郎 河原林 困却に付五円借用御願 2290

F 305 年未詳8月28日 藤岡寿一郎 河原林 困却に付至急御配意御願 2290

F 306 年未詳2月23日 藤宇（西京） 河原林 書出し 2296

F 307 年未詳4月14日 藤原 河原林大和守 貴家様御代呂敷送付に付一報 2301

F 308 年未詳8月28日 藤[岡]寿一郎 河原林義雄 高利及び手数料にても宜しく先方に御示談御願 2290

F 309 年未詳11月27日 藤岡寿一郎 河原林義雄 至急御示談に付御高来御願 2307

F 310 [明治2年]7月27日 藤原勝三郎 河原林大和守 両掛一荷仕立置き下さるよう御願 2313

F 311 年未詳5月4日 藤原勝三郎 河原林大和守 諸払方の義宜しく御願 2301

F 312 年月日未詳 藤屋崎右衛門 河原林安左衛門 掛残御支払い御願 2326

F 313 明治20年5月14日 府会常置委員詰所 河原林義雄 衛生委員3名選出依頼通達 罫紙 2275

F 314 明治20年5月14日 府会常置委員詰所 河原林義雄 衛生委員3名選出依頼通達 郡部常置委員罫紙 2275

F 315 年未詳8月1日 深沢浩一 河原林義雄 転宿一報 2225

F 316 年月日未詳 深沢浩一 河原林義雄 毛州の出来事（公議会のこと等）通信 2284

F 317 明治22年8月18日
吹上専太郎（北桑田郡黒田
村村長） 佐野正敬（京都府技手） 黒田村字鶴野橋梁西橋台加工届 京都府罫紙 2277

F 318 年未詳11月20日
吹上専太郎（平岩米次郎代
理） 河原林 金七十五円返却に付手形回付御願 罫紙 2295

F 319 年未詳2月1日 福田弼、同純一 河原林義雄 亡母一周忌法要案内 2224

F 320 [安政5年]2月8日 福田理兵衛 河原林安左衛門 散乱の諸木引請売捌に付値段一報御願 2303

F 321 [安政5年]2月10日 福田理兵衛 河原林安左衛門 決算の義取掛かりに付御入来御願 2303

F 322 年月日未詳 福井 河原林 地価取調所に採用の件依頼 2279

F 323 年未詳2月25日 福井公 河原林義雄 過般御願いの件結果伺い 2225

F 324 年月未詳11日 福井公 河原林議長 今回府会費用別紙の通り各自へ請求に付御認印御願 2330

F 325 年月日未詳 福井公 河原林 嵯峨材木会社簿記採用の件伺い 2225

F 326 [明治23年]5月7日
福井矢之輔、大槻理三郎、
芦田新右衛門 河原林義雄

芦田、田中氏ら公民会員は天田郡人より衆議院議員一名を候補者として挙げる
つもりゆえ同郡は一致して運動するは困難 2216

F 327 年未詳8月1日 福井矢之輔 河原林義雄 金子拝借の再願 2280

F 328 年月日未詳 福治郎（北原店） 河原林安左衛門 焼鮎拝受に付御礼 2326

F 329 [明治2年]月未詳21日 福村 河小弥太 山口氏御誂物の儀伺い 2305

F 330 年未詳11月8日 福村 河原林大先生 嘉田君御不要の品頂戴に付御願 2291

F 331 [明治8年]11月7日 福村長兵衛 河原林 白紬一反入札に付早速に持参 2304
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

F 332 年未詳1月2日 福村長兵衛 河原林義雄 新年挨拶、父上の見舞い 封筒入り 2272

F 333 年未詳1月2日 福村長兵衛 河原林義雄 年始挨拶 2296

F 334 年未詳2月16日 福村長兵衛 御老主 御病気後の様子伺い 2296

F 335 年未詳7月16日 福村長兵衛 河原林御当主 御老親様病気見舞い、貴君御官務様子伺い 2296

F 336 年未詳5月31日 福長[福村長兵衛] よし尾[河原林義雄] 御病人容態悪きに付至急御出京御願 2299

F 337 年未詳11月20日 福村長兵衛 河原林義雄 御父上様御本復祝い 2299

F 338 明治20年7月8日 福村直太郎 河原林義雄 襖張替えに付入用品調達御願 2277

F 339 明治19年11月19日 福村徳治 河原林 結婚の報告 罫紙 2278

F 340 [明治21年]7月28日 古沢滋
河原林義雄、田中源太郎、
田宮勇、野尻岩次郎 井上伯再入閣の主眼は地方自治の基礎を立てる事にあり 2284

F 341 年月日未詳
古谷新作（山口県）、目黒貞
治（秋田県） 小早川彦六 非地価修正に関する善後策協議に付委員御参集御願 罫紙 2330

G 1 [明治8年]12月13日 学校詰 河原林安左衛門、美次 山地売買の儀保証書作成に付券番等伺い 2304

G 2 明治13年8月30日 学務課 北桑田郡役所 小学補助金配布高変更に付通知 罫紙 2281

G 3 明治13年8月14日 学務課給仕 河原林 出頭依頼 2225

G 4 明治23年3月 祇園館 芝居演目（籠釣瓶花街酔醒九幕） 2277

G 5 年未詳6月12日 五兵衛（野添村） 河原林安左衛門 油株譲渡の義に付年番同伴にて参上 2294

G 6 年未詳寅正月11日 五ケ村(代筆横田) 河原林安左衛門 河忠様御出役の節辻村常八等の印形御持参下さるよう取計御願 2294

G 7 [明治2年]12月20日 五ヶ村惣代庄屋長兵衛 水口、河原林 久美浜縣御役所より達書（借入金返済、戸籍社籍調）弐通到来に付取成し御願 2313

G 8 年未詳2月18日 護王神社保栄講 河原林義雄 保栄講掛金差出御願 2287

G 9 年未詳1月19日 五良 兄貴 荷物の義三島郷浜付にて取計御願 2326

G 10 年未詳5月3日 五郎 河原林 糧料御送付に付御礼 2326

G 11 年月未詳 五郎 河原林 岡部彦助殿縁談一件 2326

G 12 年月日未詳 ごぞんじ 河原林ゆう 父母様御機嫌伺い、手間入りの巾着御礼 2219

G 13 年月日未詳 ごぞんじ 河原林 およねさん方にて万事依頼事御聞き取り下されたし 2225

G 14 年月日未詳 愚妹 河原林姉上 母上一年祭の日程伺い 2285

G 15 年月日未詳 愚妹 御貴姉 荷物到着一報及び東京での生活の様子 2284

G 16 明治21年3月17日 郡部常置委員詰所 河原林義雄 常置委員会開催通知 罫紙 2275

G 17 年未詳1月13日 郡部会事務所 河原林 郡部会議録事御検閲済であらば回付御願 2287

G 18 年未詳12月16日 郡部会書記 河原林義雄、野尻岩次郎 村上、松井両氏の会費受取に付伺い 2287

G 19 年未詳12月21日 郡部会書記 河原林副議長 別紙請求書検閲御願 2287

G 20 年月未詳21日 郡部会書記 河原林副議長 本日の協議メンバー（府会、市部会、郡部会）一報 2216

G 21 年月未詳25日 郡部会書記 河原林義雄 録事検閲の義御願 2287
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

G 22 [明治4年]2月14日 行事鳥居村下村 草木新次郎他各村名主中 八ケ参会相勤めに付出席御願 2302

G 23 [慶応3年]12月7日 行正 縫殿介[藤野斎] 職原鈔未入手に付断り状 2306

G 24 [明治元年]6月 行政官 － 行政官達[写]（商律取設、行幸の御神事に付） 2293

H 1 [安政5年] 萩屋市左衛門（御定宿） 川原林安左衛門 御村方様御講参りの節は御休泊御願 2303

H 2 [安政5年]3月19日 母 河原林安左衛門 参宮の儀伺い 2303

H 3 年未詳2月3日 母 河原林安左衛門 橘兵への利足銀に付伺い 2294

H 4 年未詳2月7日 母 おはつ 毎々の文感謝、皆々無事にてお安心を 2285

H 5 年未詳3月5日 母 河安左衛門 勘定書出来次第安兵衛に持参させる旨 2294

H 6 年未詳4月21日 は々 安左衛門 福市脇差遣わし下されたく御願 2294

H 7 年未詳5月20日 はは 安左衛門 相場の儀お返事御願 2294

H 8 年未詳5月20日 はは 河原林安左衛門 高倉より返済の金子重蔵へ廻金の件伺い 2294

H 9 年未詳6月2日 母 河原林安左衛門 買先への支払い延引に付相談 2294

H 10 年未詳6月9日 はは 河原林安左衛門 店のこと相談に付お返事お待ちする 2294

H 11 年月日未詳 母 河原林信造 入営後御病気の由心痛いたす 2287

H 12 年月日未詳 母 河原林義雄 おゆうへお前様手元より御回金御願 2221

H 13 年月日未詳 はは 河原林安左衛門 重蔵金子の儀至急返事請う 2294

H 14 年月日未詳 は々 安左衛門 えびす屋より申越しの義一報 2294

H 15 年月日未詳 母 芳雄 益栄上京の件ほか 罫紙 2281

H 16 年月日未詳 母 ます栄 － 前欠 2285

H 17 年月日未詳 母 益永 けいこ三味の件依頼 2285

H 18 年月日未詳 母 益永 好物の餅御送付の礼 2285

H 19 年月日未詳 母 [益栄] 半季ばかり辛抱して女紅場勤めされる事奨める 2285

H 20 年月日未詳 母 河原林義雄 信蔵のこと伺い、富永上京す 2225

H 21 年月日未詳 母 河原林信造 初めての勤めは如何、益永も女紅場の女教師勤め決まる 2287

H 22 年月日未詳 母 河義雄 廻り年に付八幡様へ御参詣を 2294

H 23 年月日未詳 母 益永 歳暮の礼 2285

H 24 年月未詳28日 はは [河原林]安左衛門 金弐十両、油五升請取覚 2326

H 25 年未詳3月18日 浜岡光哲 河原林義雄 祇園中村楼にて文部省杉浦氏農商務省平賀氏と会食に付御光来御願 2280

H 26 [明治23年]12月19日 羽室嘉右衛門、大槻理三郎 河原林義雄 立憲自由党加盟申込書送付一報 2216

H 27 [明治23年]月日未詳 羽室[嘉右衛門] 河原林 公友会員の一行と題する原稿は今朝無隠子氏へ送付 京都日報原稿用紙 2219

H 28 年未詳2月1日 羽室嘉右衛門 河原林義雄、野尻岩次郎
板垣伯招待の義打合せに3日出京のところ差支え出来に付片岡氏より詳細拝承
御願 2223

H 29 [明治4年]5月16日 羽田喜兵衛（周山） 河原林安左衛門 御蔵米の義御問合せに付返書 2302
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

H 30 年未詳12月16日 半右衛門 伊東、河原林 親族中の用事にて本日の宴席は欠礼 2280

H 31 年未詳4月21日 播本孝良 河原 金庫出荷一報 2217

H 32 年未詳3月31日 長谷川嘉兵衛 河原林義雄 山林買求めの儀先方病気に付断わり 2291

H 33 年未詳8月29日 橋爪直三、二木三右衛門 河原林 諸小払入用に付金子借用御願 2294

H 34 [安政5年] 橋本賀二 河原林安左衛門 地頭所へ申込の儀不具合に付相談御願 2303

H 35 年未詳5月10日 畠磯五郎（上黒田村） 河原林安左衛門 先日御頼の金子下黒田村平四郎殿へ御渡し御願 2326

H 36 [明治5年]3月26日 畑佐兵衛
河原林小源太、藤野斎、辻
彦市外御連印中 来る四月二日に御政府へ済状差上げの約束に付済片御願 2309

H 37 年未詳4月7日 畠宗三郎 河原林義雄 予てよりの一件に付面会御願 2280

H 38 年未詳4月16日 畠宗三郎 野尻岩次郎 義雄氏山林当方買受人へ売却下さるよう周旋御願 2218

H 39 年未詳4月25日 畠宗三郎 河原林義雄 御所有の灰屋谷山林当方に買求希望人あり 2216

H 40 年未詳1月18日 波多野愛之輔 河原林 御郡辻村藤野氏上京区役所採用の件伺い 2225

H 41 年未詳1月23日 [波多野]愛之輔 河原林 別紙郵書の通りにて暫時確定致しかねる 2282

H 42 年未詳6月20日 服部嘉十郎 河原林、野尻、梶原 板垣伯京地招待の件に付面談御願 2284

H 43 年未詳10月15日 服部嘉十[郎] 梶原革也 別紙電報到着然るべき返電御願 2280

H 44 年月未詳17日 服部嘉十郎 梶原革也ほか 稲垣氏巡回の目的は東京本部規模改良 2284

H 45 年未詳12月4日 初津 河原林 御申越しの時間に伺う 2219

H 46 [明治2年] はつ 河原林小弥太 綿入れ仕立に付送付 2305

H 47 [明治2年]3月5日 はつ 河小弥多 御東行の御供御出立に付道中無事祈願 2305

H 48 年月日未詳 [初] [益栄] 五円ほど送付御願 2285

H 49 年月日未詳 はつ ますえ 西京のおちえさん女紅場手伝い依頼の件に付返事御願 2285

H 50 年月日未詳 はつ 御老人、お久 迎えの人足御願 2221

H 51 明治17年2月2日 初田利兵衛 河原林義雄 明3日北桑融通会社へ出社御願 封筒入り 2272

H 52 明治20年8月30日 初田利兵衛 河原林義雄 玄米代金送付 2221

H 53 明治21年4月24日 初田利兵衛 － 現金残高、銀行借越金ほか勘定書 2221

H 54 明治21年8月24日 初田利兵衛、溝口畔右衛門 河原林義雄 北桑融通会社24日取調金額報告 罫紙 2275

H 55 明治21年9月1日 初田利兵衛 河原林義雄 加地谷氏抵当の手続いたすまで貸与は無用 前欠 2216

H 56 明治21年10月30日 初田利兵衛 河原林義雄 脇山氏へお尋ねの帳簿印紙買入の件 2221

H 57 明治21年12月18日 初田利兵衛、今大路源美 河原林義雄 商工銀行小切手、通帳、現金回付 2221

H 58 明治21年12月26日 初田利兵衛 河原林義雄 葛野郡役所より吉田正理氏に係る税金の件で照会あるに付処理御願 2221

H 59 明治21年12月7日 初田利兵衛、今大路源美 河原林義雄 田宮中氏への貸金小切手にて差出し 2216

H 60 明治22年2月15日 初田[利兵衛] 河原林義雄 比賀江村杢之助より依頼の金五百円につき伺い 2221

H 61 明治22年3月7日 初田利兵衛 河原林義雄 総会日程、場所等相談 2221
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

H 62 明治22年3月8日 初田利兵衛 河原林義雄 目下の商工銀行への貸方金額報告 2216

H 63 明治22年5月18日 初田利兵衛 河原林義雄 第百十一銀行小切手調印御願 2287

H 64 明治22年7月4日 初田利兵衛 河原林義雄 第百十一、商工両銀行への振込金額報告 2280

H 65 明治22年8月23日 初田利兵衛 河原林義雄 野上氏へ第百十一銀行小切手付与御願 2280

H 66 明治22年10月2日 初田利兵衛、梶谷寛二郎 河原林義雄 船井郡八木町丁子屋にて席開会につき御来車御願 前欠 2225

H 67 明治23年8月2日 初田利兵衛 河原林義雄 山林立木北桑田北大井川筋一件探索の結果一報 2216

H 68 明治23年10月19日 初田利兵衛 河原林義雄 第百十一銀行、商工銀行借り方金一報 罫紙 2275

H 69 明治23年10月23日 初田利兵衛 河原林義雄 桴筏相場の件に付各営業人らとの集会に参集御願 嵯峨材木会社罫紙 2277

H 70 明治23年12月13日 初田利兵衛（支店詰監事） 河原林義雄 日報社貸金別紙の通り元利返済請求御願 2219

H 71 [明治23年]12月26日 初田利兵衛 河原林義雄 日下部事件24年2月日限にて山林地所共売却登記の予定 2287

H 72 [明治24年]4月26日 初田利兵衛 河原林義雄 千本筋買主よりの仕切期限変更申出の件報告 2225

H 73 明治24年8月31日 初田利兵衛 河原林社長 二千五百六十八円のうち貴君分支給返却あとはそのまま借入 2217

H 74 明治24年8月31日 初田利兵衛 河原林義雄 好田治郎三郎氏への貸金の件ほか事務連絡 2217

H 75 明治25年2月21日 初田利兵衛 河原林義雄 宇長子山売買一件 2224

H 76 明治25年2月25日 初田利兵衛 河原林義雄 江口谷杉立木代金取敢えず二十五円持参 2224

H 77 明治25年3月14日 初田利兵衛 河原林義雄 長子松山売却の件回答伺い 2225

H 78 明治25年3月17日 初田利兵衛 河原林 字松林立木買捌の義につき御手代卯吉様に面会御願 2224

H 79 年未詳1月9日 初田利兵衛 河原林義雄 森氏の依頼金員会社金庫不調につき取計御願 2216

H 80 年未詳1月18日 初田利兵衛 河原林義雄 芝居の席確保す 2280

H 81 年未詳2月4日 初田利兵衛 河原林義雄 筏売却に付手付金回送 2285

H 82 年未詳2月15日 初田利兵衛 河原林義雄 一昨日の件にて本日推参都合如何 2285

H 83 年未詳2月18日 初田利兵衛 河原林義雄 御書簡の三項回答 2280

H 84 年未詳2月19日 初田利兵衛、梶谷官二郎 松本己之助、長谷川小十郎 材木特別課税解除一件につき八木村丁子屋での集会費の件伺い 2225

H 85 年未詳2月25日 初田[利兵衛] 河原林義雄 約束手形弐千円持参御願 2216

H 86 年未詳2月26日 初田利兵衛 河原林義雄 筏共同費木の義取消しの建議書御高覧御願 2296

H 87 年未詳2月27日 初田利兵衛 河原林義雄 伊助殿仕切金の義外諸事連絡 2285

H 88 年未詳2月27日 初田利兵衛 河原林義雄 貸与金一件 封筒入り 2272

H 89 年未詳2月28日 初田利兵衛 河原林義雄 筏売却代金、杉苗代金の件等報告 2285

H 90 年未詳3月1日 初田利兵衛 河原林義雄 河新への材木抵当貸与金の件見合わせ御願 2225

H 91 年未詳3月3日 初田利兵衛 河原林義雄 出入決算に付御出社御願 2285

H 92 年未詳3月4日 初田[利兵衛] 材木会社当直 病快方に向う 2280

H 93 年未詳3月4日 初田[利兵衛] 嵯峨材木会社 筏売却値段ほか伺い 2280

H 94 年未詳3月5日 初田利兵衛 河原林義雄 郡役所へ納付金の件並材木会社総会出席の件御願 2330
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

H 95 年未詳3月11日 初田利兵衛 河原林義雄 第百十一銀行、商工銀行当座預け金記簿御願 2221

H 96 年未詳3月16日 初田利兵衛 河原林義雄 日下部氏より地所買戻しの件至急処理御願 2221

H 97 年未詳3月23日 初田[利兵衛] 河原林 借用依頼の件照会 2285

H 98 年未詳3月23日 初田利兵衛 融通会社 上黒田村畠善助より依頼の借用金及び抵当山林に付照会 2285

H 99 年未詳3月24日 初田[利兵衛] 河原林義雄 日下部庄次郎氏へ取組金子の件報告ほか 2330

H 100 年未詳3月25日 初田利兵衛 河原林義雄 商工銀行約束手形25日引替期日ゆえ取計御願 2221

H 101 年未詳3月30日 初田利兵衛 河原林義雄、辻啓太郎 御申し越しの義三十一日にて御願 2285

H 102 年未詳4月6日 初田利兵衛 河原林義雄、辻啓太郎 森林調査の義伺い 2285

H 103 年未詳4月6日 初田利兵衛 河原林義雄 償債講集会の日程調整御願 2285

H 104 年未詳4月7日 初田利兵衛 河原林義雄 登記手続きにつき御願いの事項 2221

H 105 年未詳4月12日 初田利兵衛 河原林義雄 証拠金割戻し延引断り 2224

H 106 年未詳4月15日 初田利兵衛 河原林義雄 森岡幸三郎氏材木会社雇入れにつき勘考御願 2216

H 107 年未詳4月21日 初田利兵衛 河原林義雄 第百十一銀行、商工銀行当座金額報告 2221

H 108 年未詳4月22日 初田利兵衛 河原林義雄 出水の為保津渓中五箇所ほど破損に付府庁へ修繕願提出 2221

H 109 年未詳4月24日 初田利平 河原林義雄 今日御出会の都合伺い 封筒入り 2272

H 110 年未詳4月24日 初田利兵衛 河原林義雄 金調困難に付繰替金暫時工夫御願 2299

H 111 年未詳4月30日 初田利兵衛 河原林義雄 雇入れ人の件河崎勇助へ依頼、本日伐木検査あり 2221

H 112 年未詳5月2日 初田利兵衛 河原林義雄 当座振込金預け先の件三井銀行へ連絡御願 2221

H 113 年未詳5月7日 初田利兵衛 河原林義雄 償債講勘定は明日着手に付都合如何 2285

H 114 年未詳5月7日 初田利兵衛 河原林義雄 日本運輸会社常理店より照会の箇条報告 2221

H 115 年未詳6月1日 初田利兵衛 河原林義雄 流行病にて入院の処28日無事退院 2285

H 116 年未詳6月14日 初田利兵衛 河原林義雄 明日帰丹に付藤野家一件御意見あらば拝承 2287

H 117 年未詳6月17日 初田利兵衛 河原林義雄 山国村役場収入役以下三名選挙の件、木材仕切り金取組の件 2284

H 118 年未詳5月20日 初田利兵衛 河原林義雄 当座約束口近々借越しに付取計御願 2284

H 119 年未詳5月20日 初田利兵衛 河原林義雄、野尻岩次郎 村長及び助役選挙会出欠の模様伺い 2280

H 120 年未詳6月23日 初田[利兵衛] 河原林義雄 新平助六宅での取調の件河仙氏へ依託 2285

H 121 年未詳6月26日 初田利兵衛 河原林義雄 地内新平民取調の上藤野氏へ回答に付一報 2285

H 122 年未詳7月15日 初田利兵衛 北桑融通会社 六月三十日付入金額報告 2217

H 123 年未詳7月16日 初田利兵衛 河原林義雄 商工銀行根抵当地券状価格取り調べの結果報告 2221

H 124 年未詳7月16日 初田利兵衛 河原林義雄 西栄吉氏他一名より借金の依頼あり 2217

H 125 年未詳7月20日 初田利兵衛 河原林義雄 本郡所得税調査委員会は病気の為欠席 2216

H 126 年未詳7月21日 初田利兵衛 河原林義雄 支店より貸付金の件伺い 前欠 2217

H 127 年未詳7月22日 初田[利兵衛] 河原林社長 貸金処理の相談 2217
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H 128 年未詳7月30日 初田利兵衛 河原林 談示義につき拝眉御願 2217

H 129 年未詳8月8日 初田利兵衛 河原林義雄 上野平左衛門増抵当の件取調依頼 2218

H 130 年未詳8月9日 初田利兵衛 河原林義雄 融通会社一條並金融都合に付ご相談申したく面談御願 2219

H 131 年未詳8月10日 初田利兵衛 河原林義雄 材木会社金銭出入り報告 2284

H 132 年未詳8月18日 初田利兵衛 河原林義雄 材木抵当分の貸与金額調査報告 2218

H 133 年未詳8月24日 初田利兵衛 河原林義雄 材木会社決算取調結果報告 2280

H 134 年未詳8月24日 初田[利兵衛] 社長 第百十一銀行小切手十五枚調査依頼 2218

H 135 年未詳8月25日 初田[利兵衛] 河原林義雄 約束手形五千円明26日現金受取御願 2217

H 136 年未詳8月25日 初田利兵衛 河原林義雄 第百十一銀行小切手使いへ御願 2218

H 137 年未詳8月25日 初田[利兵衛] 河原林義雄 事務連絡 2217

H 138 年未詳8月29日 初田利兵衛 河原林御宅 玄米渡し先及び価格伺い 2221

H 139 年未詳8月31日 初田利兵衛 河原林義雄 本社よりの送金預け先銀行、金額等伺い 2217

H 140 年未詳8月31日 初田[利兵衛] 社長 金庫残金僅少につき貸金本店にて用意御願 2217

H 141 年未詳9月4日 初田利兵衛 河原林義雄 井上哲雄氏の金件別紙割符書の通り 2216

H 142 年未詳9月5日 初田利兵衛 河原林義雄 浜岡一条書類逓送に付取計御願 罫紙 2295

H 143 年未詳9月6日 初田利兵衛 河原林義雄 金員預け方都合伺い 2217

H 144 年未詳9月6日 初田利兵衛 河原林義雄 小生普請木材の件につき諸事相談 2217

H 145 年未詳9月13日 初田利兵衛 河原林義雄 材木会社総会開催期日に付伺い 2330

H 146 年未詳9月14日 初田利兵衛 河原林義雄 20日総会の書面本日投函、考課状は一両日中に持参 2287

H 147 年未詳9月30日 初田利兵衛 河原林義雄 材木値段書 2221

H 148 年未詳10月10日 初田利兵衛 河原林義雄 野口氏へ売渡の材木会社株券に調印御願 2284

H 149 年未詳10月21日 初田利兵衛 河原林義雄 当座預金払底に付引替方取計御願 2287

H 150 年未詳10月23日 初田利兵衛 河原林義雄 御融通金の利子三ケ月分差出御願 2291

H 151 年未詳10月27日 初田利兵衛 河原林義雄 井口氏より借用証書送付に付本社にて保管 2285

H 152 年未詳10月29日 初田利兵衛（寺山町地弓） 河原林完吾 兼て河原林御本家に依頼の義周旋御願 2295

H 153 年未詳11月29日 初田[利兵衛] 河原林義雄 融通会社金庫調べ委細報告 2216

H 154 年未詳12月11日 初田利兵衛 河原林義雄 加地谷氏への貸金及び抵当の件報告 2219

H 155 年未詳12月22日 初田利兵衛 河原林義雄 長谷川、高橋依頼金一件 2217

H 156 年月日未詳 初田[利兵衛] － 株券入金金額 2225

H 157 年月日未詳 初田[利兵衛] 河原林 奥村氏止宿への通知有無照会御願 二伸のみ 2225

H 158 年月日未詳 初田[利兵衛] － 西新次貸金の件一報 2294

H 159 年月日未詳 初田利兵衛 河原林義雄 － 宛名のみ 2284

H 160 年月日未詳 初田[利兵衛] 河原林 商事会社云々に付本府より指令あり 2276
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H 161 年未詳3月2日 初田仙太郎 河原林義雄 玄米買入者当村は樋口虎吉他2名 2216

H 162 年未詳7月6日 林喜平次 河原林義雄 二日の同行は無理 罫紙 2275

H 163 [慶応3年]12月7日 林又太郎 水口市之丞 江戸へ為替差出に付残金の儀返事御願 2306

H 164 [明治8年]11月30日 林善造 河原林安左衛門 過日郵便にて御尋ねの儀御返答伺い 2304

H 165 [明治25年]1月11日
早田秀次郎、森国太郎（本
按村） 河原林義雄 第二回衆議院選挙候補者選定に付面会依頼 2283

H 166 年月未詳5日 平某 河原林義造 御光来御待ちする 2307

H 167 明治13年7月22日 平次郎 河原林義雄 約定の金本月30日までにはご郵送御願 2225

H 168 年未詳11月9日 平次郎、擠兵衛、弥三郎 河原林義雄 豊岡県の物産振興の義相談に付上京御願 2297

H 169 明治20年2月25日 平吉 河原林ご隠居 覚（金銭出入書付） 2277

H 170 明治22年6月14日 比賀家太郎 河原林義雄 証書金額半額貸与御願 2284

H 171 明治22年8月8日 比賀家太郎 河原林義雄 杉山買入金貸与御願 2218

H 172 明治23年4月27日 比賀家太郎 河原林義雄 二百五十円借用依頼 2280

H 173 明治19年4月13日 比賀江村外連合戸長役場 河原林義雄 伐木願一通、図面差出御願 封筒入り 2272

H 174 明治20年10月6日 比賀江村戸長役場
河原林義雄、河原林岡麿、
野尻岩次郎 投票用紙来る13日迄に郡役所まで差出御願 罫紙 2278

H 175 明治21年12月1日 比賀江村外七ケ村戸長役場 河原林義雄 別紙当選状送付 罫紙 2281

H 176 明治22年1月28日 比賀江村外七ケ村戸長役場 河原林義雄 北桑田郡周山村外聯合臨時会開設通達 2277

H 177 明治22年6月28日 比賀江村外七ケ村戸長役場 河原林義雄 所得税調査委員選挙当選状請書提出御願 罫紙 2281

H 178 年未詳6月20日 比賀江村他七村戸長役場 河原林義雄 別紙各地願送付 2219

H 179 年月日未詳
比賀江村外七ケ村聯合戸長
役場 河原林義雄 全郡聯合村会議員選挙投票依頼 回章 2272

H 180 [明治2年]9月26日 比鷹 和州[河原林] 紋手本及び寸法指示書 2313

H 181 明治21年1月16日 東辻清光 河原林義雄 伏見倶楽部における評決の模様御報知御願 2282

H 182 年未詳2月20日 東辻清光 河原林義雄 修正の書面御回送御願 罫紙 2281

H 183 年未詳2月18日 樋口文助 河原林義雄 株金五円持参 2280

H 184 年未詳4月1日 樋口文助 河原林義雄 昨年取次の金子及び利子金先方へ返却に付一報 2299

H 185 年未詳7月24日 樋口文助（京） 河原林義雄 金額の義先方不廻りに付二百円にて御承引御願 2299

H 186 年未詳8月26日 樋口文助 河原林義雄 尊君より返却の金子河美氏へ廻金の約定に付取計御願 2299

H 187 年未詳10月23日 樋口文助 河原林 書面の義承知に付証書差出御願 2299

H 188 年未詳7月18日 彦三郎（中地村） 河原林安左衛門 儀右衛門様山代金拝借の義証文差入延引に付断り状 2326

H 189 年月日未詳 平井 野上 木材入用記 2221

H 190 年月日未詳 平井鹿[之助] 河原林 北桑へ侵入せし敵党の提灯持ちは井尻良、井尻平、馬淵の三名 2283
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H 191 年未詳10月29日 平井弥助 － 米旧器械代価二十五円、納期は来月中旬 2221

H 192 [安政5年]7月2日 平岡左内 河原林安左衛門 結構の品御恵贈に付礼状 2303

H 193 年未詳2月28日 広河原村役人 御惣代　小源太、安左衛門 郷参会の義有無に付返事御願 2301

H 194 年月日未詳
広水由之(玉蔵院寓本部派
出員） 河原林義雄 先般御入社に付社票送達 2280

H 195 明治23年2月24日
広瀬源三郎（大学創立事務
所） 河原林義雄 故川勝光之助の相続人御承知あらば一報御願

同志社大学事務所用
箋 2330

H 196 年未詳10月18日 久武勇之助 河原林 診察料拝受の旨一報 2287

H 197 明治20年9月24日 菱木信興 河原林義雄 融通会社加入金京都貴寓へ持参に付一報 2330

H 198 [明治22年]6月6日 菱木信興 河原林 廣野村長束又左衛門氏交話会委員選任につき近日委員会開催の旨通知御願 2218

H 199 [明治22年]7月1日 菱木、梶原 河原林義雄、野尻岩二郎 政況視察の模様報告（民友社に徳富湯浅らを訪問、為誰館の内情のこと等） 2330

H 200 [明治23年]2月24日 菱木信興 河原林 鹿鳴会名称変更良民で纏りつかぬものか明案御考えくだされたし 2280

H 201 [明治23年]4月20日 菱木信興 河原林義雄 新井氏来京両丹地方巡廻の委曲拝承 2218

H 202 [明治23年]6月18日 菱木信興 河原林 小生公友会脱会を決心す 2219

H 203 [明治23年]10月7日 菱木信興 河原林義雄 日報社廃刊に付保証金払戻しの件 2280

H 204 [明治24年]1月10日 菱木信興 河原林義雄 非地価修正運動の件委細奥氏と協議御願 2216

H 205 [明治24年]1月27日 菱木信興 河原林（北桑融通会社） 明日地価取調所集会は欠席 2223

H 206 [明治24年]2月22日 菱木信興 河原林義雄 交話会近傍全員集会の打合せ都合伺い 2216

H 207 年未詳1月11日 菱木信興 河原林義雄 御来京の由後刻拝眉 2223

H 208 [明治24年]1月13日 菱木信興
河原林義雄、奥繁三郎、寺
田計之助 非地価修正の事情不案内に付議会傍聴にて委細了承 2287

H 209 年未詳1月14日 菱木信興 河原林 16日の観劇参加者5名 2280

H 210 年未詳1月15日 菱木信興 河原林義雄 中団体及び旧交話会への寄付の件 2284

H 211 年未詳1月23日 菱木信興 河原林義雄 本日借用金送金手形にて返金 2330

H 212 年未詳1月24日 菱木信興 河原林義雄 南山地方出張につき二十六日午後出京 2223

H 213 年未詳1月28日 菱木信興 河原林 御繰合御来店御願 2284

H 214 年未詳1月30日 菱木信興 河原林 木村氏開業の贈品送付 2224

H 215 年未詳1月31日 菱木信興、河原林義雄 谷紀百 日報事件のこと伺いたし 2217

H 216 年未詳2月1日 菱木信興 河原林義雄 奥氏より八幡行きの件何等沙汰無し 2223

H 217 年未詳2月2日 菱木信興 河原林義雄 荒井亳本月中旬帰東の予定ゆえ四日夕刻伊東氏、貴兄らと会合を希望 2216

H 218 年未詳2月6日 菱木信興 河原林義雄 米買付け金一千五百円銀行手形にて使いへ回付御願 2280

H 219 年未詳2月22日 菱木信興 河原林義雄 寺田、冨野堤防土木工事一件 2284
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H 220 年未詳2月23日 菱木信興 河原林義雄 先日借用の壱千五百円取敢えず百円丈返却 2221

H 221 年未詳2月24日 菱木信興 河原林 借用の金子本日返金 2280

H 222 [明治23年]2月25日 菱木信興 河原林義雄 安田氏の起草主意書にて脱会派も異議なし 2280

H 223 年未詳2月27日 菱木信興 河原林義雄 雇人一件は近々返答 2225

H 224 年未詳3月7日 菱木信興 河原林義雄 京都日報郵送先別紙の通り 2280

H 225 年未詳3月8日 菱木信興 河原林 親族の賀川、貴兄に拝眉を希望 2280

H 226 年未詳3月8日 菱木信興 河原林義雄 監獄費の義願書呈出せば本署で詮議する故明朝差出致す筈 2216

H 227 年未詳3月9日 菱木信興 河原林 別封六角富小路東三木半へお届け御願 2221

H 228 年未詳3月12日 菱木信興 河原林 北桑融通会社株式代金五百円本月16日午後差出 2225

H 229 年未詳3月13日 菱木信興 河原林義雄、野尻岩次郎 15日の開会は午前十時に変更ゆえ梶原氏にも通知御願 2221

H 230 年未詳3月16日 菱木信興 河原林義雄 下痢にて参館致せず 2225

H 231 年未詳3月17日 菱木信興 河原林義雄 壱千六百九十円の内本日は四百九十円返済 2225

H 232 年未詳3月18日 菱木信興 河原林義雄 日報事件御配慮御礼、借用金返却延引断わり 2224

H 233 年未詳3月23日 菱木信興 山本佐兵衛 明日二十四日は出宿 2221

H 234 年未詳3月26日 菱木信興 河原林義雄 拝借の金員返却に付受書御願 2280

H 235 年未詳3月30日 菱木[信興] 河原林 昨夜預託の紙入持参御願 2225

H 236 年未詳4月2日 菱木信興 河原林義雄 二千円借用依頼、伊東氏昨日東京より帰伏 2284

H 237 年未詳4月11日 菱木信興 河原林 中島信行氏六日来京十五日まで滞在ゆえ大兄も出京下されたし 2221

H 238 年未詳4月19日 菱木信興 河原林 借用金返済猶予の依頼 2287

H 239 年未詳4月24日 菱木信興 河原林義雄 本日二千円返済のところ商工都合にて一千四百円丈返却 2216

H 240 年未詳4月29日 菱木信興 河原林義雄 予め依頼の金件都合つかぬ由他にて工夫付かぬか 2221

H 241 年未詳5月20日 菱木信興 河原林義雄 証書手続一昨日来の病にて延引詫び 2280

H 242 年未詳6月3日 菱木信興 河原林義雄 夕刻宿へ拝趨 2217

H 243 年未詳6月4日 菱木信興 河原林 起業公債は売却、百三十銀行よりの受取証並残金は上林氏へ委託 2280

H 244 年未詳6月4日 [菱木]信興 [河原林]義雄 起業公債五百円売却致し度に付御周旋御願 2330

H 245 年未詳6月5日 菱木信興 河原林義雄 日報社公債一条然るべき措置御願 2216

H 246 年未詳7月10日 菱木信興 河原林義雄 五六千円借用依頼 罫紙 2279

H 247 年未詳7月24日 菱木信興 河原林 北桑融通会社本年上半期配当金受取書送付延引の断わり 2221

H 248 年未詳7月28日 菱木信興 河原林 御用の趣通報御願 2218

H 249 年未詳7月31日 菱木信興 河原林義雄 約束手形の内壱千五百円本日為換券を以って郵送 2280

H 250 年未詳8月23日 菱木信興（私立伏見銀行） 河原林義雄（北桑融通会社） 明後25日の入金の都合により融通可能やも 2221

H 251 年未詳8月26日 菱木信興 河原林義雄 元利金三千九十円受取置御願 2330
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H 252 年未詳8月31日 菱木信興 河原林義雄 第百十一銀行小切手八百円昨夜到着 2217

H 253 年未詳9月10日 菱木信興 河原林 融通会社株式四十株壱千十五円にて買求め御願、ご令室病気見舞い 2219

H 254 年未詳9月17日 菱木信興 河原林義雄 梶原氏今夕帰京、滞京中に面談下されたし 2216

H 255 年未詳9月18日 菱木信興 河原林義雄 本日は来人の為欠席、旧交友会経費の件宜しく 2216

H 256 年未詳10月4日 菱木信興 河原林 至急協議いたしたき事項あり 2225

H 257 年未詳10月14日 菱木信興 河原林義雄 建白書奉呈の義本日出願のところ遅延御了承を 2280

H 258 年未詳10月24日 菱木信興 苅谷静 通帳調査に本月中必要に付伊東氏3月4、5日頃まで在京予定 2284

H 259 年未詳10月29日 菱木信興 河原林 八百円借用依頼 2284

H 260 年未詳10月30日 菱木信興 河原林 昨日依頼の拝借金回付御願 2280

H 261 年未詳11月14日 菱木信興 河原林義雄 金千五百円借用御願、証書後日調整 2217

H 262 年未詳11月24日 菱木信興 河原林義雄 三百円別紙手形にて返却、残額は府会へ持参 2225

H 263 年未詳11月30日 菱木信興 河原林義雄 彼の委員会場所時刻一報御願 2225

H 264 年未詳12月3日 菱木信興 河原林 諮問案調査委員選定の場合は久世郡委員に御願 2225

H 265 年未詳12月13日 菱木信興 河原林義雄 午後早々拝趨 2225

H 266 年未詳12月16日 菱木信興 河原林 金壱千円借用依頼 2287

H 267 年未詳12月16日 菱木信興 刈谷 過日御依頼の件に付本日午後来伏御願 2287

H 268 年未詳12月17日 菱木信興 河原林 壱千円借用の御都合如何 2287

H 269 年未詳12月18日 菱木信興 河原林義雄（北桑融通会社） 返済金猶予の御願 2217

H 270 年未詳12月20日 菱木信興 河原林義雄 日報保証金分担一件に付伺い 2287

H 271 [明治24年]12月21日 菱木信興 河原林義雄
伏見宇治にて回金のところ岐阜名古屋地方震災の影響にて予定の十分の一も
入金を得ず 2217

H 272 年未詳12月21日 菱木信興 河原林 本日山林一条協議は風邪にて欠礼 2287

H 273 年未詳12月24日 菱木信興 河原林 明日の日報社会合時刻一報御願 2287

H 274 年未詳12月25日 菱木信興 河原林義雄 日報社集会結果並府庁の模様拝致したし 2284

H 275 年未詳12月27日 菱木信興 河原林 昨夜の酩酊詫び 2216

H 276 年月日未詳 菱木信興 河原林義雄 過日依頼の金融通の御願、借用中の千五百円は来月1日まで延借 2219

H 277 年月日未詳 菱木信興 河原林義雄 － 前欠、宛名のみ 2217

H 278 年未詳3月8日 人見小弥太、同七之助
河原林小源太、河原林庄五
郎 銀子入用に付融通御願 2301

H 279 年未詳4月29 人見小弥太 河原林小源太 百二十両落手に付受書差出 2301

H 280 年月未詳18日 北鵑 其樵 米払底に付御配慮御願 2291

H 281 明治24年7月16日 北部役場員 河原林義雄 羽田宿到着一報 鉛筆書き 2279
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H 282 明治12年7月26日 北桑郡衙門 河原林義雄 地方税上納に付用箱の鍵使いへ回付御願 2296

H 283 [明治16年]1月17日 北桑自由懇親会開設委員 河原林、野尻 懇親会委員周山慈昭寺にて会同に付来臨御願 罫紙 2295

H 284 明治25年1月31日 北桑青年会有志者 河原林義雄
第五選挙区衆議院臨時選挙準備の件、府会議員選挙今回は野尻氏再選に奔
走 罫紙 2283

H 285 明治17年6月 北桑融通会社 河原林 別紙勘定書送付 封筒入り 2272

H 286 明治19年2月2日 北桑融通会社 河原林益三 公債証書五百円京三条の草木方へ回送御願 2285

H 287 明治21年2月19日 北桑融通会社 社長、監事 第百十一銀行より筏税金分借りに付金五百円差入れ御願 罫紙 2278

H 288 明治22年2月28日 北桑融通会社 － 野尻氏よりの請取り金本支店出入へ記入御願 2280

H 289 明治22年4月16日 北桑融通会社 河原林義雄 金弐拾円廻金、請求書明日持参御願 2219

H 290 明治22年4月21日 北桑融通会社 嵯峨支店 地方税上納金第一銀行へ納付御願 罫紙 2277

H 291 明治22年7月10日 北桑融通会社 河原林益三ほか 本月14日定式株主総会開催案内 2216

H 292 明治23年7月9日 北桑融通会社
野上政右衛門、河原林おひ
さ 定式株主総会開設通知 2330

H 293 明治23年11月18日 北桑融通会社 河原林、野尻 別紙証書切替に付調印の上郡役所へ返送御願 罫紙 2275

H 294 明治23年12月18日 北桑融通会社 社長、監事 商法施行にあたり京都府内務部長からの諸通達連絡 2278

H 295 明治24年5月14日 北桑融通会社 河原林 兼て依頼の金員使いの者へ回付御願 罫紙 2281

H 296 明治24年7月20日 北桑融通会社 河原林社長 別紙の通り初田氏より通知に付先方へ掛け合御願 北桑融通会社罫紙 2279

H 297 明治24年12月10日 北桑融通会社 河原林 五十円券三枚送付御願 罫紙 2281

H 298 明治25年2月2日 北桑融通会社 河原林 考課状回付御願 罫紙 2283

H 299 明治25年2月8日 北桑融通会社 河原林社長 証書用紙払底につき調整御願 2223

H 300 年未詳3月11日 北桑融通会社 河原林 藤村亀太郎氏の株式八通送付 罫紙 2281

H 301 年未詳5月2日 北桑融通会社 河原林義雄 諸事御用向は善五郎の方へ御願 罫紙 2275

H 302 年未詳5月14日 北桑融通会社 河原林社長 経費外の為換方命令書下付に付印鑑調整御願 罫紙 2277

H 303 年未詳6月11日 北桑融通会社 河原林社長 周山警察署経費ほか預かりに付公債証百円御送付御願 罫紙 2278

H 304 年未詳7月7日 北桑融通会社 今大路源美 融通会社小切手、手形用紙ほか送付 2225

H 305 年未詳12月5日 北桑融通会社 河原林義雄、牧国太郎 登記法改正につき証書写し入用奥書に調印御願 罫紙 2275

H 306 年未詳12月14日 北桑融通会社 河原林 公債証五拾円券三通送付 罫紙 2275

H 307 明治21年10月30日 北桑融通会社嵯峨支店 商工銀行 金五百円当座振込済みの通知 2221

H 308 明治21年12月4日 北桑融通会社嵯峨支店 牧国太郎 金四百円請取証 2225

H 309 明治22年4月30日 北桑融通会社 嵯峨支店 郡役所へ上納の笠峠土木費手形引替金送付御願 罫紙 2281

H 310 明治22年6月15日 北桑融通会社嵯峨支店 河原林義雄 別紙請求書分請取方御願 2218

H 311 明治23年6月23日 北桑融通会社嵯峨支店 河原林義雄 溝口氏へ現金送付の依頼 2216

H 312 明治23年9月16日 北桑融通会社嵯峨支店 河原林義雄 商工小切手第220号送付 2219
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H 313 明治23年12月13日 北桑融通会社嵯峨支店 京都日報社 嵯峨支店勘定書（22年9月より） 2219

H 314 明治20年11月19日 北桑融通会社主簿 河原林社長、野尻監事 佐伯助次郎氏へ旧地券返却 2216

H 315 明治24年7月14日 北桑融通会社主簿（溝口） 河原林社長 貸金勘定報告 2217

H 316 年未詳4月30日 北桑融通会社主簿 河原林義雄 第一国立銀行約定書調印の上送付御願 罫紙 2281

H 317 年未詳12月2日 本多邦和
藤野斎、河原林安左衛門、
鳥居専学 帯刀御贈米の儀代理の者差向けに付一報 2296

H 318 [明治2年]7月13日 本多帯刀 河原林大和守[安左衛門] 自葬祭並宗門の義伺い 2313

H 319 年未詳6月20日 本多帯刀 社司、名主 暑中見舞い 2301

H 320 年月日未詳 本多譲 林義雄[河原林義雄] 洋学勉学に立志 2307

H 321 明治13年5月5日 本郷(京都府使部) 北桑田郡役所 土木掛宛紙包受領証 2220

H 322 年未詳3月30日 堀五郎兵衛 河原林 覚（ラムネ代金） 2280

H 323 年未詳2月25日 奉迎送残務事務所 常置委員詰所書記 郡部議員諸氏の有志金通知に係る雑費金回送 2216

I 1 年未詳10月15日 伊 藤野 明16日原氏と面会に御来駕御願 2225

I 2 明治24年7月21日 市原能之助
河原林義雄（本郡地価取調
委員） 地価取調書回付 2217

I 3 年未詳7月21日 市原雲介 田原 請取覚 2307

I 4 年未詳4月7日 市次郎 河原林安左衛門 御所様御梨御殿より出火大火に付材木調達御願 2294

I 5 年未詳4月11日 市次郎 河原林御主人 材木火事見舞いの義片付きに付一報 2294

I 6 年未詳4月24日 市次郎 河御主君[河原林] 藤嘉殿より金子借用の約定成立の旨一報 2326

I 7 年未詳6月20日 市次郎 河原林御主人 畑友右衛門殿手付銀延引に付一報 2294

I 8 年月日未詳 市次郎 河御主人 明日早朝出京に付一報 2294

I 9 年月日未詳 市次郎 河原林 非番願い 2294

I 10 年月日未詳 市次郎 河御主人 五ケ村入用金子借用は大野村庄五郎ほか四名の印形入用に付申入御願 2292

I 11 [明治2年]7月29日 一瀬次兵衛（小野郷中村） 西善五郎、御子息 貸金返済の督促状 2313

I 12 年月未詳21日 家又 澄子 益枝（栄）様高木才造へ引き合わせの件 2219

I 13 年未詳9月2日 井口 川[河]原林 山手残金持参に付御落手御願 2299

I 14 [明治8年]8月16日 井口松之助 河原林安左衛門 灰屋山手出金に付請求 罫紙 2304

I 15 年未詳6月22日 井口宇兵衛 河原林小源太 御勘定書取調本日持参に付宜しく御願 2301

I 16 明治21年9月6日 伊原 河原林義雄 電報（水野スケより）回送 京都府罫紙 2277

I 17 年未詳10月12日 池田春苗 河原林義雄 当県官員登傭に付通達 2307

I 18 年未詳10月13日 池田春苗 河原林義雄 県官員入用に付面談請う 2307

I 19 年未詳6月8日 生田健蔵 河原林義雄 西氏より使い帰り次第訪問いたす旨 2216

I 20 年未詳6月12日 生田健蔵 河原林義雄 西氏渡し金受取証所在不明に付指示請う 2330
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I 21 年未詳7月18日 生田健三 河原林義雄 過日十三四日頃落着のはず通知なきが如何 2221

I 22 明治21年2月21日 今、中、河、吉 西垣 丹後一円の旧株排斥に斡旋御願 2216

I 23 [明治3年]6月19日 今木十三郎 河原林小源太 金子不廻りに付当季の融通の義断り状 2326

I 24 明治10年6月22日
今木重三郎、大宅牧太郎
（井戸村常照寺世話掛） 川原林安左衛門 本山普請諸勘定の儀示談に付御光来御願 2299

I 25 年未詳11月22日
今木重三郎、大宅牧太郎
（井戸） 河原林安左衛門 明日常照寺へ出頭の件 2299

I 26 明治15年8月20日 今木邦之助（井戸村） 河原林義雄 旧薩州木場に係る山林見付金の義二十五日に協議に付御了知御願 罫紙 2295

I 27 明治19年3月18日 今木邦之助 河原林義雄、辻啓太郎 白岩山林実地調査日付委員諸君と打合せの上決定御願 2285

I 28 明治24年10月8日 今木邦之助 河原林義雄 臨時村会開催通知 罫紙 2279

I 29 明治25年1月15日 今木邦之助 河原林義雄 全郡聯合村会開設の通達 山国村役場罫紙 2283

I 30 年未詳3月28日 今木邦之助 河原林義雄、辻啓太郎 白石山林実地調査期日通知御願 2285

I 31 年未詳10月27日 今木邦之助 河原林 拙宅土蔵建築に付御所有山林の石材を所望いたしたく御願 2287

I 32 年月日未詳
今木邦之助、井花安兵衛、
西利次 河原林義雄 大阪での懇親会に出席御願 2221

I 33 明治27年3月4日 今村忠平 河原林義雄 当選祝い 2330

I 34 年未詳1月14日 今村忠平 伊東、河原林 諸郡府議の宿所及び参集の時刻一報、弊郡の調印簿は今少し揃わず 2216

I 35 年未詳1月10日 今村忠平 河原林義雄 杉丸太品出しに付嵯峨会社において代価記入御願 2280

I 36 年未詳2月14日 今村忠平 河原林義雄 彼の印刷物清書の日も近づく故各郡へ照会御願 2216

I 37 年未詳2月22日 今村忠平 河原林義雄 別紙の通り喜多川氏より申越しに付打寄りの場所御通報御願 2284

I 38 年未詳2月27日 今村忠平 河原林義雄 一月本署へ差出の答申書の件で相談御願 2221

I 39 年未詳2月28日 今村忠平 河原林義雄 封筒のみ 2330

I 40 年未詳2月28日 今村忠平 河原林義雄 野尻氏では山城、愛宕郡その他西[丹]波へも誘（遊）説を計画 2216

I 41 年未詳3月19日 今村忠平 河原林義雄、野尻岩次郎 離別会宴会費負担の件断り状 2284

I 42 年未詳12月1日 今村[忠平] 河原林 別紙届書差出依頼 2330

I 43 年未詳12月17日 今村[忠平] 河原林 昨日依頼の木材都合如何 2287

I 44 明治19年6月26日 今大路源美 河原林信蔵 蠶繭紙お使いへ回付 2285

I 45 明治19年9月4日 [今大路]源美 河原林義雄 御約束の金件に係る書面別紙の通り（別紙なし） 2216

I 46 明治19年10月17日 [今大路]源美 河原林義雄 本村共有金借用証書野尻氏へ差出 2276

I 47 明治19年10月19日 今大路源美 河原林義雄 郡衙での奉職の件御配慮の程御願 2284

I 48 明治19年10月24日 [今大路]源美 河原林義雄 新郡長赴任引渡し無事終了、小生再任の件依頼くだされ奉謝 罫紙 2281

I 49 明治19年10月30日 [今大路]源美 河原林義雄 郡役所収支係に雇入れに付貴兄御厚配に奉謝 2279

I 50 明治20年2月2日 今大路源美 河原林義雄 就職御周旋御願 2284
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I 51 明治20年5月17日 今大路源美 河原林義雄 支店現金僅少に付商工銀行より引出しに付小切手に押印御願 2284

I 52 明治20年6月15日 [今大路]源美 河原林義雄 役所解雇相成る故兼て御願の職周旋御願 2276

I 53 明治20年6月17日 [今大路]源美 河原林義雄 材木会社への雇入に付御尽力感謝、郡役所解傭に付何時にても就職可能 罫紙 2281

I 54 明治20年7月4日 [今大路]源美 河原林義雄 材木会社小使へ北小路藤次郎任用の依頼 2225

I 55 明治20年7月14日 今大路源美 河原林義雄 看板、算盤、北桑融通会社烙印等未到着に付督促 罫紙 2275

I 56 明治20年7月23日 [今大路]源美 河原林義雄 株券記入及び根帳記入の件連絡 罫紙 2281

I 57 明治20年10月1日 今大路源美 野上真之允 河原林氏荷物別紙目録の通りに付請取御願 罫紙 2281

I 58 明治20年10月25日 今大路源美 河原林義雄 河益君大阪へ販売方出張の資金送付 2216

I 59 明治20年11月1日 今大路源美 河原林義雄 加地氏よりの依頼に付小切手に捺印の上差出御願 2284

I 60 明治21年4月25日 今大路源美 河原林義雄 当支店金庫払底に付送金御願 2280

I 61 明治21年6月11日 今大路源美 河原林義雄 別紙書面到着に付回送 2280

I 62 明治21年7月14日 今大路源美 河原林義雄 小切手引替その他の件に付拝面御願 2282

I 63 明治21年7月24日 今大路源美 野尻岩次郎 株払込者氏名一報（神吉村分） 2221

I 64 明治21年7月28日 今大路源美 河原林義雄 多富四郎兵衛よりの金員借用依頼一件ほか諸事伺い 罫紙 2277

I 65 明治21年8月29日 今大路源美 河原林義雄 領収証送付 2221

I 66 明治21年11月1日 今大路源美 伊東嘉助 河原林義雄氏よりの書面包壱個送付 2221

I 67 明治21年11月10日 今大路源美 河原林義雄 今朝貴兄へ小切手差出すが不在にて持帰りに付一報 2221

I 68 明治21年11月11日 今大路源美 河原林義雄 田宮氏宛の商工銀行小切手振出日付の件確認 罫紙 2281

I 69 明治21年11月14日 今大路源美 河原林義雄 本社より送金依頼の件指図御願 罫紙 2281

I 70 明治21年11月16日 今大路源美 河原林義雄 本社送金の件、牧国太郎氏小切手引替の件ほか諸連絡 罫紙 2281

I 71 明治21年11月30日 今大路源美 河原林義雄 公債証書及びと現金十円逓送 罫紙 2275

I 72 明治21年12月4日 今大路源美 河原林義雄 第百十一銀行より受取の割引利子金領に付伺い 罫紙 2281

I 73 明治21年12月22日 今大路源美 河原林義雄 融通会社金庫払底に付取計御願 罫紙 2281

I 74 明治22年1月1日 今大路源美 河原林義雄 年頭祝詞 2294

I 75 明治22年3月23日 今大路源美 河原林義雄 商工銀行割出手形引替日限明後日につき両銀行の当座模様報告 2221

I 76 明治22年5月8日 今大路源美 河原林義雄 第百十一銀行仮証書残の有無取調結果報告 罫紙 2278

I 77 明治22年5月30日 今大路源美 河原林義雄 商工銀行、百十一銀行借越金一報 2284

I 78 明治22年6月14日 今大路源美 河原林義雄 割引手形引換金現金にて回付 2280

I 79 明治22年11月9日 今大路源美 河原林義雄 臨川寺浜鼎杭撤去の件役場へ催促御願 罫紙 2275

I 80 明治22年12月7日 今大路源美 河原林義雄 商工銀行、第百十一銀行銀行尻報告 2280

I 81 明治22年12月27日 今大路源美 河原林義雄 第百十一銀行借越になるに付出社時に二百円程御携帯御願 2287

I 82 明治23年2月6日 今大路源美 河原林義雄 商工及び第百十一銀行尻報告 2287

I 83 明治23年3月5日 今大路源美 河原林義雄 客月実際報告表調整に付捺印御願 2280
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I 84 明治23年4月24日 今大路源美 河原林義雄 製糸会社割引手形ほか差出 2216

I 85 明治23年5月6日 今大路源美 河原林義雄 降雨にて増水桴筏流木につき警察署へも保護方依頼 2219

I 86 明治23年10月12日 今大路源美 河原林義雄 病気見舞い及び両銀行借方勘定報告 2278

I 87 明治23年11月28日 今大路源美 河原林義雄 山上市太郎氏借用金の件両銀行預け金僅少につき取計御願 2219

I 88 明治23年11月28日 今大路源美 河原林義雄 煙草会社及び柏家商会貸金勘定書送付 罫紙 2275

I 89 明治23年12月2日 今大路源美 河原林義雄 北桑融通会社半月分報告書編纂に付諸事伺い 北桑融通会社罫紙 2277

I 90 明治23年12月4日 今大路源美 河原林義雄 商工銀行、第百十一銀行勘定報告 2219

I 91 明治24年5月6日 今大路源美 河原林義雄 融通会社支店貸金本年8月迄未返済見込み分取調延引の断わり 2225

I 92 明治24年6月2日 今大路源美 河原林義雄 村田寿之助氏へ証書返却御願 2217

I 93 明治25年3月19日 今大路源美 河原林義雄 三井銀行小切手用紙送付 2225

I 94 年未詳1月6日 今大路源補 河原林義雄 倅出仕に付御教示の程宜敷御願 2296

I 95 年未詳1月7日 今大路源美 河原林義雄 商工銀行、第百十一銀行勘定報告 2216

I 96 年未詳2月3日 今大路源美 河原林義雄 三井、商工、第百十一銀行貸方借方勘定報告 2224

I 97 年未詳3月3日 今大路源美 河原林 会社用務諸連絡 2280

I 98 年未詳3月4日 今大路源美 河原林義雄 商工銀行及び第百十一銀行尻報告 2287

I 99 年未詳3月9日 [今大路]源美 河原林義雄 病人の症状一報 2225

I 100 年未詳3月24日 今大路源美 河原林義雄 筏代金は三井、第百十一銀行より引出 2225

I 101 年未詳4月8日 今大路源美 河原林義雄 諸銀行勘定尻報告ほか 罫紙 2283

I 102 年未詳4月22日 今大路源美 河原林義雄 商工銀行通および小切手綴落手 2221

I 103 年未詳4月23日 今大路源美 河原林義雄 栗源氏への筏代金商工小切手に押印御願 2216

I 104 年未詳5月8日 今大路源美 河原林義雄 就職先周旋御願 前欠 2280

I 105 年未詳5月12日 今大路源美 河原林義雄 別紙召集状回送、帰社延引の詫び 2280

I 106 年未詳5月15日 今大路源美 河原林義雄 別紙商工小切手に押印御願 2280

I 107 年未詳5月31日 今大路源美 河原林義雄 三井銀行、百十一銀行当座尻ほか事務連絡 2294

I 108 年未詳7月3日 [今大路]源美 河原林義雄 藤野斎氏より依頼の美濃山一件入用金の件報告 2216

I 109 年未詳7月4日 今大路源美 河原林義雄 報告参考書調整製表の処貸借に差が生じる 罫紙 2275

I 110 年未詳7月23日 今大路源美 河原林義雄 梶谷氏への貸金の分商工小切手に押印御願 2216

I 111 年未詳7月26日 [今大路]源美 河原林義雄 株券申込取消し日限明日27日として申込人へ葉書送付 2221

I 112 年未詳7月28日 今大路源美 河原林義雄 株券払込未済者の模様照会御願 2221

I 113 年未詳7月29日 今大路源美 河原林義雄 前半季収入利子帳簿処理の件相談 2217

I 114 年未詳7月30日 [今大路]源美 河原林義雄 御令閨さま出産祝い 2219

I 115 年未詳8月8日 今大路源美 河原林義雄 勧業課へ差出す報告書原紙に押印御願 2280

I 116 年未詳8月10日 今大路源美 河原林安左衛門 小生過日来肺気症を発病ゆえ亡妻の一周年延期 2221
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I 117 年未詳8月30日 [今大路]源美 河原林義雄 初田氏持ち帰りの商工及び第百十一銀行小切手使用方伺い 2287

I 118 年未詳8月30日 [今大路]源美 河原林義雄 久野荘太郎氏への貸金は現金を希望に付取計御願 2287

I 119 年未詳8月31日 [今大路]源美 河原林義雄 父上病気見舞い、小生諸事情により生活困窮ゆえ社よりの給料増給取計御願 2219

I 120 年未詳8月31日 今大路源美 河原林義雄 湯浅喜之輔氏、安威儀兵衛氏よりの金員借用申し出の件報告 2217

I 121 年未詳9月5日 今大路源美 河原林義雄 社務景況報告 前欠 2275

I 122 年未詳9月7日 今大路源美 河原林益三 加地敬太郎氏より木材買入金借用依頼に付伺い 2287

I 123 年未詳10月1日 [今大路]源美 河原林 引越しにつき種々御配慮御礼 2225

I 124 年未詳10月8日 [今大路]源美 河原林御隠居御夫婦 霊前御備並墓参に義雄様御参上に付御礼 2299

I 125 年未詳10月8日 [今大路]源美 [河原林]義雄 供物並墓参に付御礼 2299

I 126 年未詳10月9日 今大路源美 河原林益三 加地氏への貸与金の件、材木会社雇人の件伺い 2280

I 127 年未詳10月12日 今大路源美 河原林義雄 久野氏貸金勘定書別紙の通り 2217

I 128 年未詳10月14日 今大路源美 河原林義雄 長谷川嘉兵衛氏貸金証書所在に付伺い 2287

I 129 年未詳10月20日 今大路源美 河原林義雄 商工銀行小切手差出に付調印御願 2287

I 130 年未詳11月10日 今大路源美 河原林 本日商工銀行へ三百五十九円余振込む 前欠 2219

I 131 年未詳11月30日 [今大路]源美 河原林義雄 第百十一国立銀行宛商工銀行振出小切手回付に付御措置御願 2280

I 132 年未詳12月4日 今大路源美 河原林義雄 公債証書売却代金の名称調整必要あらば御教示を御願 2221

I 133 年未詳12月5日 今大路源美 河原林義雄 第百十一銀行仮領収書差出、客月の割引手形引替の件伺い 2287

I 134 年未詳12月12日 今大路源美 河原林義雄 井辻氏割引手形ほか書類一括差出 2225

I 135 年月日未詳 [今小路]源美 河原林ご隠居御夫婦 縫死去の一報 2291

I 136 年月日未詳 [今大路源美] － 商工、第百十一、三井各銀行貸金控 2225

I 137 [明治8年]10月13日 今大路 河原林 神祭に付種々御恵贈御礼 2304

I 138 年未詳6月19日 今大路、河原林勘三郎 河原林義雄 後用向き済み次第御光来御願 2282

I 139 年月日未詳 [今大路] － 商工銀行振込金額、第百十一銀行貸金額報告 2216

I 140 [明治8年]10月17日 [今大路]源補 河原林大老 廿日より参館に付一報 2304

I 141 [明治8年]10月25日 [今大路]源補、源美 河原林 過日参邸大滞留に付御礼 2304

I 142 [明治8年]11月14日 今大路源補 河原林安左衛門 倅儀御慶事参上に付礼状 罫紙 2304

I 143 年未詳2月20日 [今大路]源補
[河原林]安左衛門、河原林
義雄 倅の儀宜しく御願 2296

I 144 年未詳9月7日 [今大路]源補 河原林義雄 倅6日より登京お宅からの一封持参す 2221

I 145 [安政5年]2月20日 井本善次郎（下黒田村） 河原林安左衛門 嵯峨表に御越しの日限御通知御願 2303

I 146 年月日未詳 妹 ます江 下宿の件冬休みに相談御願 2285

I 147 年未詳5月17日 乾 河原林 猟銃、火薬納品目録 2216

I 148 [明治23年]2月15日 稲葉宅蔵 河原林義雄 衆議院選挙迫るが加佐郡では河瀬秀治氏を持出す動きあり 2216
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I 149 明治22年5月2日 稲波益太郎、比賀家太郎 河原林義雄、野尻岩次郎 本月5日製糸社創立株主総会開催通知 罫紙 2276

I 150 明治23年4月28日 稲波益太郎 河原林義雄、辻啓太郎 本年度春蚕発生の節は養蚕従事の者派遣御願 2280

I 151 明治23年5月23日 稲波益太郎、比賀宗太郎 河原林義雄 恩借金依頼の件如何、証書抵当の方も御指示御願 罫紙 2277

I 152 年未詳3月27日
稲波益太郎、比賀家太郎、
佐伯止才 河原林義雄 製糸原料買入の金子借用依頼 2278

I 153 年未詳4月27日 稲波益太郎 河原林義雄 比賀より依頼の金本月融通御願 2216

I 154 年未詳5月13日 稲波益太郎 河原林義雄 春蚕一眠につき明日午後引き取り御願 2216

I 155 年未詳7月19日 稲波益太郎 河原林義雄 御母堂死去悔やみ 2221

I 156 [明治5年]4月6日 稲田弥兵衛 鳥居、河原林 御道具御政府へ御届の義委細報告 2309

I 157 [明治5年]4月21日 稲田弥兵衛 河原林小源太、鳥居 金子済方の義返事御願 2309

I 158 明治22年11月4日 稲垣示 河原林義雄、菱木信興 種々御協議申上げたき処病気治療中にて遺憾の至り 2280

I 159 年未詳8月25日 稲原源助 － 中飯四人分領収書 2280

I 160 明治20年8月29日 稲内官次郎 嵯峨材木会社 申込の株取消し願 罫紙 2276

I 161 明治12年12月 稲内利兵衛 郡書記官 山田蔵之助徴兵年令簿記載事項伺書 罫紙 2275

I 162 年未詳4月30日 井上 河原林義雄 おまつ借用金の件宜しく御願 2221

I 163 年未詳7月16日 井上 河原林義雄 借用金督促に付五円拝借御願 2284

I 164 年月日未詳 井上 河原林義雄 菓子鉢ほか諸道具八円にて引取り御願 2221

I 165 年月日未詳 [井上] － 改心致すに付今後も御厚情宜しく御願 2225

I 166 年月日未詳 井上 河原林義雄、野尻岩次郎 金子御回送の礼状 2284

I 167 [明治4年] 井上調合所 河原林小源太 眼洗薬一瓶送付に付一報 2302

I 168 年月日未詳 井上調合所 油屋御店喜助 酒一斗送付御願 2307

I 169 年月日未詳 井上調合所 河原林 御薬用法書 2307

I 170 年未詳28日 井上重斗 河原林安左衛門 市次郎氏より聴取の義双方違約に付御了承の程 2326

I 171 [明治4年] 井上省吾 河大人 薬調合に付送付 2302

I 172 年未詳1月25日 井[上]省五 河原林義雄 薬謝御礼 2307

I 173 年未詳7月31日 井上省吾 河原林義雄 薬謝御恵贈に付御礼 2329

I 174 年月日未詳 井上省吾 河原林義雄 耳痛の薬調剤に付廻送 2329

I 175 年月日未詳 井上省吾 河原林義雄 耳痛薬調剤に付服用法一報 2329

I 176 年月日未詳 井上省吾 河原林義雄 薪木入用に付御周旋御願 2329

I 177 年月日未詳 井上省吾 河原林義雄 薬処方に付服用法一報 2329

I 178 年月日未詳 井上省吾 河原林 御母上様往診の義了承 2329

I 179 明治21年3月14日 井上哲雄 河原林義雄 手形金回付御願 2278

I 180 年未詳1月22日 井上哲雄 河原林義雄 借用金の消費証書送付に付取調べ御願 2284
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I 181 年未詳2月15日 井上哲雄、ふみ 河原林義雄 この度の事に付謝罪 2225

I 182 年未詳2月24日 井上哲雄 河原林義雄 腐敗したる精神を洗浄し目的達するゆえ既往の罪お赦しの程 罫紙 2278

I 183 年未詳3月9日 井上哲雄 河原林義雄 金員借用依頼 2280

I 184 年未詳3月10日 井上哲雄 河原林義雄 － 宛名のみ 2280

I 185 年未詳3月12日 井上哲雄 河原林義雄 事実述べお断りに参上すべく候得共何卒ご容赦御願 2216

I 186 年未詳3月30日 井上哲雄 河原林義雄 質物払戻し御願 2278

I 187 年未詳4月21日 井上哲雄 河原林義雄 示談一件宜しく取計御願 2221

I 188 年未詳5月2日 井上哲雄 河原林義雄 佐伯一件御教訓預かり度御願 罫紙 2278

I 189 年未詳6月9日 井上哲雄 河原林義雄 金子借用依頼 2280

I 190 年未詳6月16日 井上哲雄 河原林義雄 佐伯氏へ二ヶ月間金拾円貸与御願 2216

I 191 年月日未詳 井上哲雄 河原林義雄 筆記物送達御願 追伸のみ 2276

I 192 年月日未詳 井上哲雄 河原林義雄、野尻岩次郎 負債主よりの請求にて困却 罫紙 2281

I 193 年月日未詳 井上哲雄 河原林義雄 入質の一部出質につき金員貸与御願 前欠 2219

I 194 年月日未詳 井上哲雄 河原林義雄 おまつ返却につき勘定金借用御願 2221

I 195 年月日未詳 井上哲雄 河原林義雄 病気全快まで借金返済猶予御願 罫紙 2276

I 196 年月日未詳 井上哲雄 河原林義雄 金十円拝借依頼 罫紙 2276

I 197 年未詳12月5日 井上哲雄 河原林義雄 － 本文不鮮明 2272

I 198 年未詳12月9日 井上哲雄 河原林義雄、野尻岩次郎 宿料誠に困却に付御援助御願 2284

I 199 [安政5年]3月4日 いせ屋長兵衛 河原林 金子の儀都合御願 2303

I 200 [安政5年]4月8日 伊勢屋長兵衛 油屋兄 儀兵衛代参の処無事帰国に付一報 2303

I 201 年未詳12月17日 石田 － 21日の北桑全町村連合会にて道路土木開墾の件審議に付出席御願 2216

I 202 年未詳9月6日 石田律三 河原林先覚 御令妹、御令閨様病の薬進呈 2216

I 203 年未詳12月28日 石田律三 河原林 金融逼迫につき金十五円拝借御願 2218

I 204 明治21年12月17日 石田真平（北桑田郡長） － 北桑田郡八十五ケ村聯合臨時村会開設通知（若狭小浜道路開鑿工事費の件） 印刷物 2281

I 205 明治22年7月27日 石田真平（北桑田郡長） 河原林義雄 所得税調査委員会開設通知 罫紙 2278

I 206 明治23年7月2日 石田真平 河原林義雄 所得税調査委員会開催通知 罫紙 2275

I 207 明治23年8月1日 石田真平 河原林義雄 所得税等級金額達書 印刷物 2275

I 208 明治23年9月3日 石田真平 河原林義雄 臨時郡部会開会通知（郡部土木費収支追加予算の件） 印刷物 2278

I 209 明治23年10月24日 石田真平 河原林義雄 臨時府会郡部会開会通知（監獄費、高等女学校費収支追加予算の件） 印刷物 2278

I 210 明治23年11月15日 石田真平 辻啓太郎
商法施行期切迫に付商事会社及び商人へ責務権限のこと指導致すべく府知事
より訓示あり 罫紙 2278

I 211 明治24年2月4日 石田真平（北桑田郡長） 河原林義雄 臨時郡部会開会通知（町村土木補助費諸達書、掲示諸費等の件） 2279

I 212 明治24年6月3日 石田真平（北桑田郡長） － 選挙権及び被選挙権を有する者郡内一般へ告示の通達 罫紙 2279
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I 213 明治24年7月16日 石田真平（北桑田郡長） 河原林義雄 所得税調査委員会開会通知 罫紙 2279

I 214 年未詳1月21日 [石田]真平 河原林義雄 道路開鑿本年度は鷹峰より着手が正当なるが栗生峠加えることに付御意見拝聴 2284

I 215 年未詳7月25日 石田真平 河原林義雄
御地巡回の節の礼、小野村三寸勾配以下にて新道開墾の見込みたつに付拝眉
御願 2216

I 216 年未詳8月6日 石田真平 河原林義雄 小浜街道廿年度開墾工事竣工祝いの小宴案内 2216

I 217 年未詳12月11日 [石田]真平 河原林、野尻 来る十六日神楽坂改修の為全郡聯合開設につき来会御願 2219

I 218 年月未詳9日 [石田]真平 野尻 木屋町大嘉楼にて田中氏と面会河原林氏同伴参上御願 2216

I 219 年未詳10月30日 石田薬室 河原林 水薬のほか丸薬調製 2280

I 220 年未詳6月10日 石井常蔵 河原林 早々に嵯峨へ伺う積りが延引 罫紙 2278

I 221 明治25年3月18日 石川三良介 河原林義雄 退職届け然るべく取計御願 2221

I 222 年月日未詳 石川三良介 河原林義雄 面談都合伺い 罫紙 2223

I 223 [明治22年]4月19日 石木 河原林 上林君の論説「疏水工事と宇治郡民」について私見 2218

I 224 [明治23年]6月9日 石木 可水先生 別紙須知青年会よりの文章掲載の件照会 京都日報原稿 2284

I 225 [明治23年]10月9日 石木 河原林義雄 日報社の瓦解の時に備え予防策必要 2276

I 226 年未詳1月9日 石木 河原林義雄 昨秋の野尻氏同伴での御東上の節拝眉叶わず遺憾 2216

I 227 年未詳1月30日 石木 河原林 野尻氏より糧食を得、配慮の段奉謝 2280

I 228 年未詳3月21日 石木 河原林 原稿起案の為新聞一葉拝借御願 京都日報原稿用紙 2287

I 229 年未詳3月31日 石木 河原林義雄 この烟管河原林益三氏へ返却御願 2280

I 230 年未詳4月3日 石木 河原林 主筆一人の失敗は公友会全体に波及 2280

I 231 年未詳4月5日 石木 河原林 新聞改良後も今だ夜出しの手筈整わず 2218

I 232 年未詳4月6日 石木 河原林 いつ頃まで御在京の予定か 2218

I 233 年未詳4月8日 石木 河原林 病気見舞い、編輯課員に能川招聘 2218

I 234 年未詳4月15日 石木 河原林先生 編輯課員の整理問題など社内混雑の模様一報 2216

I 235 年未詳4月17日 石木 河原林 日報社内異分子整理一件 2218

I 236 年未詳4月29日 石木 可水先生 五六七の三か月分の保護金一度に御願 2280

I 237 年未詳6月1日 石木 可水先生 七月分の保護費前借の御願 2280

I 238 年未詳6月6日 石木 可水先生 別紙の人物（新聞配達希望者）庶務課へ通知御願 京都日報原稿用紙 2216

I 239 年未詳6月19日 石木 可水先生 拙文御覧請う 京都日報原稿用紙 2216

I 240 年未詳7月5日 石木 可水先生 新聞編集、探訪、職工三団体合同し本日迄継続 2280

I 241 年未詳7月7日 石木 可水先生 日報社経費立替の依頼 2284

I 242 年未詳7月11日 石木 可水先生 先方は独立に新聞起すか、我日報社と合同するか勘考中 2216

I 243 年未詳７月24日 石木 可水先生 御来京の節拝顔願う 2217

I 244 年未詳7月27日 石木 可水先生 豚児東上に付拝顔御願 2287
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I 245 年未詳8月9日 石木 可水先生 小生の身上につき北村、岡崎氏へご書状差出御願 2218

I 246 年未詳8月18日 石木 可水先生 奈良行きに付金十五円拝借御願 2294

I 247 年未詳8月20日 石木 可水 中村藤林両人も遂に他へ転ずることを決意 2287

I 248 年未詳9月23日 石木 河原林 小生未着用の着物御買上御願 罫紙 2275

I 249 年未詳9月29日 石木 可水先生 例の品不要につき御買上御願 2276

I 250 年未詳10月9日 石木 野尻岩次郎 債主より苦情申したてに備え予備に帳簿整頓必要 2219

I 251 年未詳10月12日 石木 河原林 十五日開会の発起人中に貴兄の名を見つけ遺憾 2287

I 252 年未詳10月14日 石木 河原林 貴地方への再遊を切望 2287

I 253 年未詳10月15日 石木 河原林 小生西遊に際し帰宅へ居候御願 2287

I 254 年未詳10月23日 石木 [河原林義雄] 西遊の志望達するよう御取り扱いくだされ度御願 2277

I 255 年未詳11月5日 [石木] 可水老兄 京都日報紙名改題、販路拡大の件など新聞維持策 2287

I 256 年月未詳9日 石木 材木会社 別紙河原林氏まで至急御届御願 2280

I 257 年月未詳13日 石木 可水先生 嵯峨へ御出向の日伺い 2280

I 258 年月未詳16日 石木 河原林義雄 改革私按は別紙の通り（別紙なし） 2216

I 259 年月未詳21日 石木 可水先生 各府県衆議院選挙者姓名取調の件一報 2216

I 260 年月未詳23日 石木 河原林 編輯局取締りの人配置の件 京都日報原稿用紙 2280

I 261 年月未詳28日 石木 河原林 例の御願の一事は月末決戦の弾丸に供したく配慮御願 2219

I 262 年月日未詳 [石木] － 京都日報社務は敵党に放任し編集の実権を梶原氏に託しては如何 京都日報原稿用紙 2278

I 263 [明治23年] [石木] － 日報社の編集方針（公友会との関わり方）に関しての案 京都日報原稿用紙 2216

I 264 年月日未詳 [石木] － 雑感 罫紙 2275

I 265 年月日未詳 [石木] － 本月分糊口明細報告 2280

I 266 年月日未詳 石木 － 寄稿書き直しの件 罫紙 2275

I 267 年月日未詳 [石木] － 新聞休刊を避けるため何なりともいたす覚悟 後欠 2284

I 268 年月日未詳 [石木] － 編集課員更迭一件 2218

I 269 年未詳1月4日 石木居士 河原林 販路受託の事、職工監督の事、印刷引受のこと注意せば新聞の維持も可能 2280

I 270 年未詳2月26日 石木居士 河原林 保護金前借御願 2287

I 271 年未詳3月6日 石木居士 河原林 保護金不足に付御願 京都日報原稿用紙 2330

I 272 年未詳4月13日 石木居士 河原林 梶原、上林ら編輯課員の内情 2218

I 273 年未詳4月29日 石木居士 河原林 御病気の由御自愛祈る 2219

I 274 年未詳5月16日 石木居士 － 日報社改革私按 罫紙 2275

I 275 年未詳5月18日 石木居士 河原林義雄 新聞社編輯分離問題 2277

I 276 年未詳5月21日 石木居士 可水先生 新聞社改革私按実施の場合百円以上の利益でる計算 2277

I 277 年未詳5月27日 石木居士 野尻 日報社事務改革問題 罫紙 2275
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I 278 年未詳5月30日 石木居士 河原林、野尻 日報社の経済改革問題 罫紙 2275

I 279 年未詳6月3日 石木居士 河原林、野尻 日報社印刷部門分離問題 罫紙 2275

I 280 年未詳6月6日 石木居士 可水先生 御保護金三か月分一度に拝受の義御願 2216

I 281 年未詳6月9日 石木居士 可水先生 京都日報廃刊の件に付拝面の上御協議御願 京都日報原稿用紙 2284

I 282 年未詳6月9日 石木居士 可水先生 日報廃刊の届けせず休刊の届けにて取計下されたし 罫紙 2279

I 283 年未詳6月21日 石木居士 可水先生 同氏明日より出社執筆に致すに付左様御承知御願 罫紙 2275

I 284 年未詳8月2日 石木居士 可水先生 新聞の売高別紙の通り減少、今度は改題の必要を決議 2218

I 285 年未詳8月4日 石木居士 可水先生 令妹様病気見舞い、小室氏への依頼状差出の確認 2216

I 286 年未詳8月5日 石木居士 河原林 木村與三郎へは樋口文助の名義にて三四百円限り貸与されては如何 2216

I 287 年未詳8月9日 石木居士 可水先生 日報社社員今後の件相談 2219

I 288 年未詳7月20日 石木居士 可水 昨夜の一件坂本則美に面会、日報の題名改につき検討 2216

I 289 年未詳7月30日 石木居士 可水先生 貴兄日報の主権者にならずば小生ら退社の覚悟 2284

I 290 年未詳8月13日 石木居士 可水先生 貴兄の通知あらば駆けつけ微力を尽くす所存 2287

I 291 年未詳8月17日 石木居士 可水先生 新聞社退社後の進退決定す 2287

I 292 年未詳10月17日 石木居士 河原林義雄 西遊の件御回答お待ちする 2277

I 293 年未詳10月22日 石木居士 河原林義雄 今春来の過失を償いたくよろしき方針ご教示御願 2217

I 294 年未詳10月27日 石木居士 河原林 明日の午前十時に参上 2287

I 295 年未詳10月28日 石木居士 河原林義雄 小生着京は廿日頃の予定、新聞事業の存亡善後策御熟考のほど 2277

I 296 年未詳11月11日 石木居士 河原林義雄 新聞維持の御考案、京摂日報への改題も如何なものか 2277

I 297 年未詳11月23日 石木居士 可水先生 28日当地出発29日頃貴寓を来訪の予定 2280

I 298 年未詳12月19日 石木居士 河原林義雄 食費小遣いを稼ぐ方便見つかるまで貴家にて厄介になりたしが如何 2280

I 299 年月未詳7日 石木居士 可水先生 葉書封入を失念 2218

I 300 年月未詳14日 石木居士 河原林 明日中に転寓の予定 京都日報原稿用紙 2287

I 301 年月未詳27日 石木居士 河原林 二ヶ月分の保護金今般は一時に支給御願 罫紙 2277

I 302 年月日未詳 石木居士 河原林 － 宛名のみ 2284

I 303 年未詳7月21日 石井正矢 河原林義雄 北桑教育会規約一部拝呈 2219

I 304 年未詳7月22日 石丸正 河原林 結婚報告 2225

I 305 年月日未詳 石丸正 － 石丸正送籍届け 2284

I 306 年月未詳21日 石み 河原林 土産の御礼 2276

I 307 明治22年6月17日 石浦[栄吉] 河原林義雄 嵯峨材木会社計算方書記採用の義御願 2216

I 308 明治21年11月21日 石浦栄吉 河原林義雄 嵯峨材木会社採用の件御再考御願 2279

I 309 [明治5年]3月26日 石束市郎兵衛 河原林安左衛門 兼て御取組の一条御埒明の義御願 2309

I 310 [明治8年]8月23日 石束市郎兵衛 河原林小源太 木場一条御取計御願 2304
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I 311 年未詳2月17日 石束[市郎兵衛] 河原林義雄、安左衛門 ご尊父へ依頼の拝借金如何 2216

I 312 年未詳11月8日 石束市郎兵衛 河原林義雄 貸金元金だけでも返却御願 封筒入り 2272

I 313 年月未詳25日 石束市郎兵衛 河原林安左衛門 全快祝いの礼 2291

I 314 明治24年7月16日 磯部（弓削村） 河原林義雄 地価修正相談会欠席通知 罫紙 2279

I 315 年月日未詳 磯川 河原林 第五選挙区の近況御報道御願 2283

I 316 年未詳10月17日 磯本又右衛門 河原林義雄 約束手形持参に付交換御願 2287

I 317 年月日未詳 いと 旦那様 来訪請う 2298

I 318 年月日未詳 [糸] － － 後欠 2298

I 319 年月未詳20日 伊東 河原林 今晩田中半氏の訪問は来客にて取りやめ 2280

I 320 明治23年3月11日 伊東嘉助 河原林義雄 北桑融通会社へ過日の拝借金返済旨一報 2287

I 321 年未詳5月10日 伊東嘉助 河原林義雄 御還暦御鐘餅つきに手伝い方々参館 2285

I 322 年未詳10月26日 伊東嘉助 河原林義雄 藤野様御一統様若狭での賄方の件了承 封筒入り 2272

I 323 年未詳12月28日 伊東嘉助 河原林義雄 拝借金千本中久保方へ返金す 2221

I 324 [明治23年]1月26日 伊東熊夫 河原林義雄、菱木信興 大槻理三郎、羽室、西川義延の入党届落手 2284

I 325 [明治23年]3月30日 伊東熊夫 河原林義雄 趣意書規約の印刷完成多数の者へ配布御願 2221

I 326 [明治23年]9月15日 伊東熊夫、大倉並蔵 河原林義雄、西川義延 公友会設立の際公義会良民倶楽部等との提携につき経費分担の件伺い 2219

I 327 [明治23年]12月3日 伊東熊夫

西川義延、河原林義雄、野
尻岩次郎、菱木信興、谷紀
百、奥繁三郎 政党相立の関係、弁護士法、郡区分合案に関する略報 2219

I 328 [明治23年]12月5日 伊東熊夫 河原林義雄 私設鉄道買上の件は本会では採用困難の見込み 2217

I 329 明治24年1月1日 伊東熊夫 菱木信興
地価修正となれば丹波三郡の山間地の地価上昇へ必至、非地価修正集会の設
置を提案 2216

I 330 明治27年3月7日 伊東熊夫 河原林義雄 衆議院選挙当選祝い 封筒入り 2330

I 331 年未詳1月30日 伊東熊夫 河原林義雄 借用金員返却延引の断わり 2280

I 332 年未詳1月31日 伊東熊夫 河原林義雄 加佐郡分も相楽船井と同様にて直に岩田氏へ御照会下されたし 2280

I 333 年未詳2月3日 伊東熊夫 河原林義雄 小生本日午後東上該地の模様通報致すが当地も諸般模様変化あれば通信請う 2216

I 334 年未詳2月4日 伊東熊夫 河原林義雄
6日加茂村にて民党有志家懇親会か談話会開催致し度貴君及び中村栄助君の
出津御願 2223

I 335 年未詳2月21日 伊東熊夫 川勝光之助、河原林義雄 東京での地方制度法規に関する会合の模様一報 2225

I 336 年未詳3月16日 伊東熊夫 河原林義雄 新井毫氏入用につき五百円借用御願 2221

I 337 年未詳4月4日 伊東熊夫 河原林義雄 明日伏見へ御拝駕御願 2218

I 338 年未詳4月26日 伊東[熊夫] 河原林 長谷川家に係る約定に関し立会いを要す場合は伏見寓居に一報御願 2221

I 339 年未詳4月29日 伊東熊夫 河原林義雄 六百円ばかり入用につき借用御願 2221
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I 340 年未詳5月11日 伊東熊夫 河原林義雄 去日来御巡回の結果拝承致したく小生も十日ほどで帰省 2280

I 341 年未詳5月24日 伊東熊夫 河原林義雄 出願地の模様及び出来形承りたく御帰京は幾日頃 2225

I 342 年未詳6月10日 伊東熊夫 河原林義雄 雨森菊太郎氏亡母葬儀には不参 罫紙 2276

I 343 年未詳8月6日 伊東熊夫 河原林義雄
東京よりの来電によれば集会条例に制せられ進歩党の聯合は勿論三党合同も
成さざる由実況察知する為東上す 2219

I 344 年未詳8月10日 伊東[熊夫] 河原林 ご相談あるゆえ銀行までお越し下されたし 2221

I 345 年未詳8月12日 伊東熊夫 西川義延、河原林義雄 本日午前中出京は困難今晩か明朝に相談御願 2219

I 346 年未詳8月13日 伊東熊夫 河原林義雄 急の要件にて出庁前に松吉方へ御立寄り御願 罫紙 2275

I 347 年未詳8月16日 伊東熊夫 河原林、西川 只今本部へ到着宿所へ内談に伺いたく都合如何 罫紙 2275

I 348 年未詳11月20日 伊東熊夫
西川義延、堀田康人、河原
林義雄、森田重民

先日の出立の際は雨中見送り御礼、議長候補者選出の電報「議長選定」は「一」
なる暗号にて送付 2219

I 349 [明治23年]11月25日 伊東熊夫 河原林義雄 中村栄助、石原半の公民会加入等本年の議会内情報告 2225

I 350 年未詳12月21日 伊東熊夫 河原林義雄 補助道路変更の儀開陳の積りが年内は不参に付断り 封筒入り 2330

I 351 年月日未詳 伊東熊夫 河原林義雄 百五十円丈一両日中に持参 2284

I 352 年月日未詳 伊東熊夫 河原林義雄 東上前に一度面会を希望
京都府下茶業組合取
締所用箋 2275

I 353 年未詳4月1日 大工　伊右衛門 会社 大工手間賃書出 折紙 2282

I 354 年未詳5月9日 伊右衛門（大布施村） 河原林安左衛門 山林買受の義御願 2294

I 355 [安政5年]4月23日 岩井庄吉 油屋安左衛門 近々の内下丹に付御引立ての程御願 2303

I 356 年未詳2月1日 岩次郎 河原林義雄 村方共有金の利子逓送に付尊君より回付御願 2294

I 357 年未詳2月28日 岩本民三 河原林 第二十一年度通常村費精算書 2221

I 358 年未詳10月17日 岩本民三 河原林義雄 御所有地小野内谷旧字を日下部山材木引通りにつき許可御願 2217

I 359 年月未詳5日 岩雄 ☐☐尊大人 無体の詫び 2307

I 360 年未詳12月27日 岩佐木次郎 河原林義雄 府会書記へ雇入れ御願 2221

I 361 明治21年1月11日 岩田誼太郎 伊東熊夫 減租一件弊郡では同士見つからず 2225

I 362 [安政5年]4月4日 伊左衛門 油屋安左衛門 参宮酒迎惣振舞い青物買物の義伺い 2303

J 1 [安政5年]4月朔日 増村　仁兵衛他10名 河原林安左衛門 弓会興行に付案内 2303

J 2 年未詳5月25日 尋常中学校 川[河]原林義雄 本校規則落丁につき差替え御願 2218

J 3 年未詳6月24日 尋常中学校 河原林義雄 証書授与式の件で来校御願 2217

J 4 年未詳3月1日 甚助 旦那 相場報告 2294

J 5 年未詳5月23日 甚助（店） 御旦那 早々の御上京御待ちする 2294

J 6 年月日未詳 実作(カ） 短歌一首（河原林作） 2279

J 7 年未詳4月6日 次助 河原林 御注文の反物値段一報 2301

J 8 [安政5年]2月8日 治右衛門 河原林安左衛門 三条材木大井に紛失に付一報 2303
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J 9 年未詳5月3日 鳥居村庄屋　治右衛門 河原林安左衛門 御約定の金子使いの者へ御願 2326

J 10 年未詳6月14日 鳥居村庄屋　治右衛門 河原林 米代銀不足分使いの者へ御願 2326

J 11 年未詳9月20日 次右衛門 河義雄[河原林義雄] 脇差小道具請出しの義伺い 2329

J 12 年未詳2月2日 自由党事務所 河原林義雄、西川義延 板垣総理巡遊日割 2223

J 13 年未詳2月3日 自由党幹事 － 総理巡回の節貴地での公開演説入場券有権者及び党員に付与 2283

J 14 年未詳7月15日 尋常中学校 川[河]原林義雄 卒業証書授与式来校御願 2218

J 15 [安政5年]1月21日 常照寺 河原林安左衛門 岩倉家講勘定に付請取御願 2303

J 16 [安政5年]11月11日 常照寺 河原林安左衛門 大年忌方金子六両御用達御願 2303

J 17 年未詳3月2日 常照寺 河原林安左衛門 当月十二日曇華院宮御講に付金一両弐分御願 2294

J 18 年未詳3月26日 常照寺 河原林安左衛門 五両は外にて才覚に付残り五両来月朔日迄に差遣し御願 2294

J 19 年未詳3月27日 常照寺 河原林安左衛門 依頼の金子使いへ御願 2294

J 20 年未詳6月8日 常照寺 河原林安左衛門 山し入れの義宗旨寄合の節夫々へ通達御願 2294

J 21 年未詳6月8日 常照寺 河原林安左衛門 境内立木入札の件取計御願 2294

J 22 年未詳6月26日 常照寺 河原林安左衛門 山林引当の義相談に付御入来御願 2326

J 23 年月未詳25日 常照寺 河原林安左衛門 田中伊左衛門氏より申入れの義返事伺い 2326

J 24 年月日未詳 常照寺執事 河原林義雄 周山警察署大野氏夕刻まで帰山なき故お待ちなきよう 2287

J 25 [安政5年]4月1日 常照寺納所 河原林安左衛門 金子借用の依頼 2303

J 26 [明治3年]3月5日 常照寺納所 河原林安左衛門 覚（金弐両落手に付） 2326

J 27 [明治3年]7月14日 常照寺納所 河[原林]安左衛門 岩倉家講金 2326

K 1 [安政5年]3月27日 [河原林]安兵衛 河原林兄貴 持家売買値段に付御相談御光来御願 2303

K 2 年未詳1月4日 門吉能佐 岡本久太郎 年賀状 封筒入り 2272

K 3 年未詳4月4日 海部次郎（自由新聞社） 河原林義雄、野尻岩次郎 我社の一大紛擾事件 2225

K 4 年未詳10月16日 加地敬太郎 今大路源美（北桑融通会社） 木材仕込み金借用依頼 2287

K 5 年未詳9月30日 加地敬史 河原林義雄 会社建家の件請負致したく御願 2285

K 6 明治20年12月16日 梶谷寛次郎 嵯峨材木会社社長 補助員の件未だ調査中に付代人を遣わす 2284

K 7 明治22年8月6日 梶谷寛二郎 河原林義雄 山手金借用御願 2218

K 8 明治22年8月12日 梶谷寛二郎 河原林義雄 得意先より仕入金借用依頼申し越しに付融通御願 2218

K 9 明治22年10月15日 梶谷寛二郎 河原林義雄 融通会社抵当山林買捌に付報告 罫紙 2277

K 10 明治22年10月15日 梶谷寛二郎 河原林義雄 封書包紙 2277

K 11 明治23年7月19日 梶谷寛二郎 河原林（北桑融通会社） 融通会社よりの貸借金元金完済、今夏も買入、仕入金融通御願 2216

K 12 明治23年7月19日 梶谷寛二郎 河原林 公友会総会開設の件相談 2216

K 13 明治23年8月18日 梶谷寛二郎 河原林義雄 御病人の見舞い、木材資本金拝借願い 2218

K 14 年未詳2月13日 梶谷寛二郎 河原林義雄 今大路氏尊父死去一報 2217
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K 15 年未詳2月27日 梶谷寛二郎 河原林 猪タン送付 2294

K 16 年未詳3月27日 梶谷寛二郎 河原林義雄 材木会社書記採用の件 2216

K 17 年未詳7月20日 梶谷寛二郎 河原林義雄 御尊母様死去御悔やみ 2225

K 18 年未詳10月14日 梶谷寛二郎 河原林義雄 材木会社村勤の件ほか御相談に付面会請う 2287

K 19 年未詳12月11日 梶谷寛次郎 河原林義雄 先月借用の金筏浜着致さぬゆえ返済猶予を御願 2284

K 20 年未詳12月25日 梶谷寛二郎（上弓削村） 河原林義雄、野尻岩次郎 粗品呈上 2277

K 21 年未詳12月31日 梶谷[寛二郎] 河原林 本秋よりの干水にて初筏延引返金は二月になるやも 2224

K 22 年月未詳9日 梶谷[寛二郎] 河原林 本日十時より当社集会に付出社御願 2287

K 23 年月日未詳 梶谷[寛二郎] 河原林 材木会社流木の件埒明く 2280

K 24 年月未詳27日 梶原圓水 野尻 伊藤君より来月の常議会前に談合につき出京願う 京都日報原稿用紙 2216

K 25 明治21年12月24日 梶原革也 河原林義雄、伊藤熊夫 有志金名簿差出 2277

K 26 [明治23年]8月10日 梶原[革也] 河原林義雄 庚寅倶楽部会加盟の件 2284

K 27 [明治23年]月未詳11日 梶原[革也] 河原林 伊東、正木氏についての協議確定せず、朝尾氏公民会を退会 2280

K 28 [明治23年]月未詳24日 梶原[革也] 河原林
第五区の形勢面白からず、貴下の進退は公友会全体に影響し我党命孤に関す
る処ゆえ指揮くだされたし

京都日報原稿用
紙 2216

K 29 [明治23年]月未詳28日 梶原[革也] 河原林 天田、何鹿の戦況 2284

K 30 年未詳3月14日 梶原革也 河原林義雄 協議事項あるに付京都日報社まで来社御願 2277

K 31 年未詳4月30日 梶原[革也] 河原林 融通会社規則返却 2284

K 32 年未詳7月10日 梶原革也 河原林義雄 朝尾氏貴兄と面会を希望 2280

K 33 年未詳7月31日 梶原[革也] 河原林義雄 運漕店開店につき六百円程貸与御願 2217

K 34 [明治23年]10月28日 梶原革也 河原林義雄 新井毫氏廣島の帰途京都へ立寄り公友会諸氏と打合せの予定 2284

K 35 年未詳12月29日 梶原革也 河原林 拝借の金本年中に都合つかぬ場合は利子だけでも返済 2280

K 36 年月未詳4日 梶原[革也] 河原林 公民会新誌他にて調達 2280

K 37 年月未詳5日 梶原[革也] 河原林 大至急協議願いたく御帰宅次第御一報を 2287

K 38 年月未詳8日 梶原[革也] 菱木[信興] 諸大人の会合期日河原林氏らと協議御願 2280

K 39 年月未詳8日 梶原[革也] 河原林 別紙只今到着に付出京御願 2280

K 40 年月未詳8日 梶原[革也] 河原林 日報社への取替金一報 2287

K 41 年月未詳10日 梶原革也 河原林義雄 新聞発行届書雛形片山氏より借用の件 2280

K 42 年月未詳12日 梶原[革也] 河原林 伊東君の選挙区第三区から第五区に変更 2216

K 43 年月未詳15日 梶原[革也]（公民会事務所） 河原林、野尻 伏見菱木宅迄御来車御願 2330

K 44 年月未詳18日 梶原[革也] 河原林 此度の改革この際断固たる処分必要 2216

K 45 年月未詳18日 梶原[革也] 河原林 調印用紙御買求めの上郵送御願 2330

K 46 年月未詳23日 梶原[革也] 河原林 明後日迄二十円御都合御願 2330
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K 47 年月未詳30日 梶原[革也] 河原林 当社借用金の都合伺い 2294

K 48 年月未詳30日 梶原[革也] 河原林、野尻 和田氏来京に付御来遊お待ちする 2277

K 49 年月未詳31日 梶原[革也] 河原林 当社不足金掛金集まらぬゆえ廻金できず 2218

K 50 年月日未詳 梶原[革也] 河原林 小室信夫氏より面会の要請あるゆえ御出京御願 2280

K 51 年未詳9月17日 蝸角 河其樵 順仁風舎月並詠草昨日出草、開巻には不参 2299

K 52 年未詳5月3日 蝸角 河芳雄[河原林義雄] 田原先生の揮毫再願 2307

K 53 年月未詳23日 蝸角 河原林其樵 不参に付断り状 2299

K 54 年月日未詳 蝸角 － 詠草 2307

K 55 年未詳10月5日 角田嘉兵衛（新烏丸） 河原林 御注文の品納期一報 2296

K 56 [明治5年]4月22日 亀岡出庁
河原林小源太、浮舟沢右衛
門 絞油器械寸法書及び税金持参の上出庁御願 2309

K 57 [明治8年]11月8日 亀太郎（麩屋町） 河原林親君、兄君 母長々参上に付御礼 2304

K 58 [明治8年]11月26日 亀太郎 河原林親君 末吉町の家買取の金子御用立てに付御礼 2304

K 59 [明治9年]1月14日 亀太郎 河原林大君、兄君 新年挨拶 2304

K 60 [明治9年]1月14日 亀太郎 河原林安左衛門 借用金返済延引に付断り状 2304

K 61 [明治9年]6月14日 亀太郎 河原林親君、兄君 職業の義御周旋御願 2329

K 62 [明治9年]8月13日 亀太郎（六角富小路） 兄君 親君様御上京の節御願の義依頼に付二十四日頃国元へ参上 2329

K 63 年未詳1月7日 亀太郎（カ） 兄上 年賀の品送付、神事は残念ながら不参 2225

K 64 年未詳2月21日 亀太郎 河原林御母子、益永 信造殿のこと河原林忠二郎様へも報告下されたし 2277

K 65 年未詳8月25日 亀太郎 河原林親、兄 末吉町の家買取値段に付兄君様と御相談御願 2304

K 66 年未詳10月19日 亀太郎 河原林 服延引の断り及びミシン金借用の依頼 2329

K 67 年月日未詳 かめ[亀太郎] 河原林 まんと仕立代金一報 2329

K 68 年未詳1月22日 紙屋勝之介（井戸村） 油屋安左衛門 油代銀延引分持参 2294

K 69 年月未詳16日 [金森]通倫 新島[襄] 御申越しの義今日の処は差支えなし 2330

K 70 [明治5年]7月7日 上林 河原林 御約定の米の内弐石先に入差に付御廻送御願 2309

K 71 年月日未詳 上林嫌三郎 辻啓太郎 新道路の義は残念ながら御断念を 罫紙 2278

K 72 年月日未詳 上林嫌三郎 辻啓太郎 新道建設の義全廃は残念 2278

K 73 年未詳2月19日 かね 河原林御旦那 宿替えの義相談御願 2285

K 74 年未詳5月28日 か[ね] 御旦那 小川へはおはつ様と御相談の上返事御願 2285

K 75 年未詳6月25日 かね 御旦那 金子借用御願 2296

K 76 年未詳9月13日 かね 河原林御旦那 金子の義御願 2296

K 77 年未詳9月15日 神戸 河原林 前川五郎左衛門へ差入れの証書写し及び関係書類回付御願 2297

K 78 年未詳9月15日 かね 河原林御旦那、義雄 金子の義御礼 2288
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K 79 年未詳9月29日 かね 若旦那 御願いの三両藤野様より拝受 封筒入り 2272

K 80 年未詳5月22日 金子勘兵衛 河原林 分家の件相談 2221

K 81 年月日未詳 加納亀太郎 河原林義雄 板垣伯着京一報 2284

K 82 明治22年9月16日 関西有志懇親会事務所 河原林義雄 委員会開催案内（決算に付） 2277

K 83 [明治22年]9月9日 関西有志懇親会事務所 交話会事務所 金十円出金の約束に付本日中に送金御願 2280

K 84 [明治4年]正月27日 勘三郎 河原林村司 長々の金子借用御礼 2302

K 85 [明治4年]7月14日 勘三郎 河原林小源太 米代金拝借に付御願 2302

K 86 年未詳2月1日 勘三郎 河原林 御光来お待ちする 2224

K 87 年未詳6月11日 勘三郎 河原林 馬路役所へ差出に付金子融通御願 2326

K 88 年月未詳 勘三郎 河原林小源太 黒鍬日用賃回付御願 2326

K 89 年未詳10月14日 苅谷 白木 別紙大野村河原林氏へ御届御願 2287

K 90 年月未詳16日 苅谷 白木 別紙河原林氏へ御届御願 2330

K 91 明治20年5月9日 加佐郡役所庶務課
河原林義雄（京都府常置委
員） 別封回送 罫紙 2276

K 92 年未詳8月1日 加舎五郎助 河原林民 過日の縁談お父上始御一同に御相談の上御回答御願 2221

K 93 年未詳8月29日 加舎五郎助 河原林義雄 参館の都合伺い 2280

K 94 年未詳8月29日 加舎五郎助 河原林益蔵[三] 河原林義雄氏妹子縁談の件御高配の程御願 2280

K 95 年未詳2月17日 加島屋平五郎 長文輔 錨鎖売捌の儀引受に付値段等報告 2307

K 96 明治22年6月2日 柏家商会 河原林義雄宅行き風呂敷包等預り証 2280

K 97 [明治2年]2月10日 柏屋嘉兵衛 河原林安左衛門 先日御願の金子使いのへ回付御願 2313

K 98 明治23年5月6日 春日和助
河原林義雄、菱木信興、新
井毫 斯民会の現状 罫紙 2275

K 99 年未詳8月12日 春日和助 河原林
峰山の有志者私塾設立にあたり旧京都日報社社員鈴木氏招聘同氏の詳細伺い
たし 2217

K 100 年未詳6月11日 可水 河原林信造 河忠宅まで御光来請う 2285

K 101 明治21年8月24日 嘉助 河原林義雄 今大路お幸様死去悔やみ 2225

K 102 年未詳7月27日 嘉助 河原林義雄 暴風見舞い 2282

K 103 年未詳10月7日 嘉助 河原林義雄 神事入用肴来る9日持参 2217

K 104 年未詳正月25日 片岡 水口右門、河原林安左衛門 山立木の事書付差出御願 2326

K 105 明治23年7月5日 片岡健之助 河原林義雄、野尻岩次郎
候補の儀も反対者の勝利に帰し実に遺憾、園部に於いて懇親会開き斯主義を
拡張する目的をもって一団体を組織する議を決せり 2218

K 106 明治27年3月7日 片岡健之助 河原林義雄 総選挙当選の謝状差出先の氏名住所一報 封筒入り 2330

K 107 年未詳2月1日 片岡健之助 河原林義雄、野尻岩次郎 板垣伯招待の義本郡よりは出京致さずゆえ貴君ら取計御願 2223
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K 108 年月日未詳
片岡健之助、大槻理三郎、
芦田新右衛門 河原林義雄、野尻岩次郎 丹波五郡自由主義者有志懇親会開催通知 2276

K 109 [安政5年]7月5日 片岡主鈴 河原林安左衛門 常照寺一条御由緒柄の義御遠忌に付御願 2303

K 110 [安政5年]7月8日 片岡主鈴 河原林安左衛門 金三両借用の依頼 2303

K 111 年未詳正月20日 片岡主鈴 水口右門、河原林安左衛門 御講御断りに付金差出の義申入れ 2326

K 112 明治22年3月24日 片山正中（京都府庶務課） 河原林義雄 吉井宮内次官に面会の為出頭御願 2277

K 113 年未詳6月25日 片山正中 河原林義雄 杣夫の義配慮御礼、人夫賃のこと等報告 2216

K 114 年月日未詳 片山正中（庶務課） 河原林義雄、野尻岩次郎 知事殿面談に付知事邸まで出向御願 2280

K 115 明治21年6月28日 桂警察署長 河原林義雄 署屋新築落成移転式執行に付臨席依頼 2280

K 116 明治24年10月 桂憲友 河原林義雄 議長候補辞退勧告書 罫紙 2281

K 117 明治23年7月25日 葛野郡嵯峨村役場 嵯峨材木会社 三徳杭取除の件照会 役場罫紙 2278

K 118 年未詳11月24日 川寒生 河原林信造 帰営後の機嫌伺い 2285

K 119 [明治22年]10月1日 川勝（船井郡本荘村） 河原林 去る12日の交話会委員集会の模様一報御願 2280

K 120 明治44年9月7日 川勝謙吉 河原林孝太郎 御老人様（義雄）ご逝去の悔やみ 封筒入り 2272

K 121 明治23年6月9日
川勝孫太郎(愛国同盟倶楽
部) 河原林義雄

衆議院議員選挙候補として野尻、河原林両氏に当倶楽部より勧告書呈出に付
拝眉御願 2216

K 122 [明治19年]10月17日 川勝光之助 河原林義雄 商工銀行開業式案内 2225

K 123 年未詳2月13日 川勝光之助 河原林義雄 貴君再選の祝い、南山堤防工事の詳細は拝眉の上 2285

K 124 年未詳3月24日 川勝光之助 河原林義雄 別紙書面貴君宛ゆえ回送す 2221

K 125 年未詳4月22日 川勝光之助 河原林 倉庫株式仮請書一葉回付す 2221

K 126 年未詳4月27日 川勝光之助 河原林義雄 安武氏所有山林至急取調の上代価書京都寓所まで報知御願 封筒入り 2272

K 127 年未詳5月20日 川勝光之助 河原林 留田氏へ出頭の儀は明後日致す旨断わり 2280

K 128 年未詳5月24日 [川勝]光之助 河原林、野尻 鉄道株式会社発起人加入の件伺い 2284

K 129 年未詳8月2日 川勝光之助 河原林義雄 三原技手より別紙到来に付回送 2287

K 130 年未詳8月15日 川勝光之助 河原林義雄 京都宮津間車道補助金の件で臨時府会開会 2221

K 131 年未詳8月20日 川勝光之助 河原林義雄 本年の御地旱魃の模様伺い、府庁の改革、郡衙の改正の件で拝眉御願 2216

K 132 年未詳9月14日 川勝光之助 －
函館より陸路青森、岩手、宮城を視察、学校監獄土木等のこと調査詳細は帰京
後 2217

K 133 年月未詳14日 川勝光之助 河原林義雄 貴兄御東上延引の義了承 2280

K 134 年月日未詳 川勝光之助 河原林義雄 株券の義問合せの結果報知 2218

K 135 明治23年6月25日 川勝真一郎 河原林義雄 今般の国会議員選挙貴君の当選を祈念 罫紙 2275

K 136 明治19年4月21日 川北藤右衛門
林喜平次、河崎千代吉ほか3
名 新地券上納証 罫紙 2275
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K 137 年未詳3月21日 河村清七 河原林義雄、伊東熊夫 当社株式募集申込用紙送付 罫紙 2278

K 138 明治15年5月3日 河村俊治郎 河原林義雄、野尻岩次郎 城山氏御地回遊の予定に付懇親会開催準備御願 2330

K 139 [明治2年]2月15日 河原林（長藩） 河原林小弥太（因藩） 羅紗半袴並三寸羽織御借用に付御願 2305

K 140 [明治22年]6月8日 河原林 野尻 本日の交話会幹事会伊東氏よりの通牒有無確認 2218

K 141 年未詳1月27日 河原林 大島甲子郎 封筒のみ 2330

K 142 年未詳2月16日 河原林 藤村 老中氏の来訪確認 2225

K 143 年未詳3月17日 河原林 河原林益三 久野庄太郎氏への貸金一件回答 2225

K 144 年未詳6月11日 河原林 尾崎 別封勧業課の人に送達御願 2216

K 145 年未詳7月4日 河原林、野尻 西川 面会の都合伺い 2280

K 146 年未詳8月8日 河原林 河原林義雄 父死去の知らせ 2218

K 147 年未詳8月24日 河原林 野尻 安政条約書松永氏借用依頼に付御貸与御願 2330

K 148 年未詳9月27日 河原林 日下部 明日八時より建仁寺正伝院での会合に出席御願 2294

K 149 年未詳10月17日 河原林 藤野、辻、河益 腹痛に付出向できぬゆえ御三名にて概略談話御願 2280

K 150 年未詳10月21日 河原林 竹内 津川数馬京着後行方不明に付一報 前欠 2293

K 151 年月未詳31日 河原林 山口[俊一] 党報号外貴郡分三十部送付 2223

K 152 年月日未詳 河原林 － 今朝御申し出の件断わり状 罫紙 2275

K 153 年月日未詳 河原林 ご主人 下衣一枚送付旨 2216

K 154 年月日未詳 河原林 青山郡書記 郡長より進達の書面問題点報告 2218

K 155 年月日未詳 河原林 － 戸長役場臨時雇人給料に関する通達 後欠 2225

K 156 年月日未詳 河原林 野尻 党報号外北桑分三十部送付 2223

K 157 年月未詳6日 [河原林]栄次 河原林和州 おさき殿御所持の藪御譲渡御願 2301

K 158 [明治2年]3月10日 河原林栄吉 河原林小源太 田地下作へ預託の義取計御願 2301

K 159 明治20年8月9日 河原林益三 河原林義雄ほか2名 筏方取締選挙投票書差出し御願 2221

K 160 明治20年12月22日 河原林益三 河原林義雄、野尻岩次郎 御書面の通り金百円持参 2280

K 161 明治21年10月25日 河原林益三 河原林義雄 大広谷堺論の条一入ご厚意を受け大謝 2221

K 162 明治22年1月21日 [河原林]益三 河原林義雄 先日依頼の金件に付本日登京のところ急病にて日延 2280

K 163 明治22年11月25日 河原林益三 河原林社長 当座備金僅少に付貸金の件は謝絶くだされし 2287

K 164 明治24年2月17日 河原林益三 河原林義雄（融通会社社長） 当季金子入用に付八百円ほど御手当御願 2221

K 165 明治24年2月27日 河原林益三 河原林義雄 小生大阪行の仕切書等回付御願 2221

K 166 明治23年10月15日 河原林益三 河原林義雄 手形振込金の依頼 2294

K 167 年未詳1月4日 河原林益三 河原林義雄 金百円暫時借用御願 2285

K 168 年未詳1月7日 河原林益三 河原林義雄 本日の会議木材維持の件審議に付来臨御願 2276
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K 169 年未詳1月12日 河原林益三 河原林義雄 松林山手初田氏より買取下されたし 2224

K 170 年未詳1月15日 河原林益三 河原林義雄 百十一銀行小切残余無き故調金御願 2217

K 171 年未詳1月19日 河原林益三 河原林義雄 久野氏よりの仕込金壱百五十円借用依頼取計御願 2224

K 172 年未詳1月23日 河原林益三 河原林義雄 愚妻病にて登京延引につき諸事連絡 2221

K 173 年未詳2月7日 河原林益三 河原林義雄 主簿より差立ての公債証回付 2285

K 174 年未詳2月25日 河原林益三 河原林義雄 桂橋用材落札者及び落札価格一報 2216

K 175 年未詳2月27日 河原林益三 河原林義雄 仮受証手交につき来る3月の材木会社総会の節本証と引換え御願 2221

K 176 年未詳2月28日 河原林益三 河原林義雄 大江六三郎への貸金万一小生にて差支えの節は貸与御願 2221

K 177 年未詳2月28日 河原林益三 河原林義雄 別紙勘定入御覧御願 2216

K 178 年未詳3月6日 河原林益三 河原林義雄 観月橋用材今より買入に着手、主任は後宮氏とする 2280

K 179 年未詳3月14日 河原林益三 河原林、野尻 本月16日三条万甚まで御光来請う 2285

K 180 年未詳3月14日 河原林益三 河原林義雄、野尻岩次郎 西新三郎、井戸今木邨之助の松椴杉買受につき山手金借用の義熟考御願 2216

K 181 年未詳3月16日 河原林益三 河原林社長 久野荘太郎氏よりの四百五十円借用依頼につき伺い 2221

K 182 年未詳4月2日 河原林益三 河原林義雄 三郡聯合会の開催日は未定、協一校聯合会は8日開会の予定 2280

K 183 年未詳4月9日 河原林益三 河原林義雄 観月橋の義に付御意見は尤も、桂橋見積は本日持参 2280

K 184 年未詳4月10日 河原林益三 河原林義雄 山林の義後宮氏交換を主張さるが事実は川勝氏へ売渡し済み 2224

K 185 年未詳4月24日 河原林益三 河原林義雄 伏見観月橋用材代金決算に付支払の残金持帰り御願 2280

K 186 年未詳5月13日 河原林益三 河原林 昨夕到着の別紙回送 2225

K 187 年未詳5月14日 河原林益三 河原林義雄 仕切金7月まで延期の件に付各営業人より苦情申立ある 罫紙 2278

K 188 年未詳5月24日 河原林益三 河原林 室捨吉山林皆済の日限に付五百五十円借用御願 2224

K 189 年未詳5月29日 河原林益三 河原林義雄 周山西内氏の借金勘定書回付御願 2225

K 190 年未詳5月30日 河原林益三 河原林義雄 山林買請の儀相談 2225

K 191 年未詳6月4日 河原林益三 河原林義雄 醍醐寺山林払下げ一件につき其筋へ問合せ御願 2216

K 192 年未詳6月5日 河原林益三 河原林義雄 本夕面会御願 2224

K 193 年未詳6月21日 [河原林]益三 河原林義雄 借用の利息金本月取纏め仕切金にて受取御願 2218

K 194 年未詳6月30日 河原林益三 河原林義雄 湯浅氏舎弟金子借用依頼の件取計御願 2287

K 195 年未詳7月5日 河原林益三 河原林義雄 松林立木入札払い病気にて欠席するゆえ取計御願 2221

K 196 年未詳8月6日 河原林益三 河原林義雄 遠方よりの来人にて出社延引 2221

K 197 年未詳8月14日 河原林益三 河原林義雄 本期山手金借用依頼者一報 2287

K 198 年未詳9月19日 河原林益三 河原林義雄 梶谷氏より依頼の金壱百円23日までに貸与御願 2216

K 199 年未詳9月24日 河原林益三 河原林義雄 煙草会社への貸出金一覧の上取計御願 2287

K 200 年未詳9月27日 河原林益三 河原林義雄 商工銀行より当座預金貸越の日歩引上げの通知あり 2330

K 201 年未詳9月29日 [河原林]益三 河原林義雄 保津村水害補助金割当の件 2280
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K 202 年未詳9月30日 河原林益三 河原林 取締役に当選するが辞退 2280

K 203 年未詳9月30日 河原林益三 河原林 材木会社の社印欠損に付調達御願 2280

K 204 年未詳10月26日 河原林益三 河原林義雄 西新次氏依頼の金件金庫払底に付取計御願 2294

K 205 年未詳11月2日 河原林益三 河原林義雄 出社延引に付事務連絡 2280

K 206 年未詳11月5日 河原林益三 河原林義雄 船井郡湯浅氏より二百円借用依頼に付相談 2287

K 207 年未詳11月20日 河原林益三 河原林義雄 宮崎県庁にて県知事らと国産木炭振起の件で懇談 罫紙 2277

K 208 年未詳11月21日 河原林益三 河原林義雄 宮崎新事業計画（炭生産）の件報告 2277

K 209 年未詳11月23日 河原林益三 河原林義雄 田中氏より日下部氏事件につき内儀の依頼あり 2225

K 210 年未詳11月30日 河原林益三 河原林義雄 第百十一銀行へ割引取替金差出期限に付商工銀行小切手にて返金御願 2287

K 211 年未詳11月30日 河原林益三 河原林義雄 井崎松之助氏より鼻木下落に付買受の依頼あり 2287

K 212 年未詳12月1日 河原林益三、加地敬史 河原林義雄 上弓削四郎兵衛より依頼の金子融通会社にて貸与御願 2225

K 213 年未詳12月4日 河原林益三 河原林義雄 組合規約書印形は前のままにて取敢えず差出し御願 2219

K 214 年未詳12月10日 河原林益三 河原林義雄 控書により人員取調本府へ上申御願 2330

K 215 年未詳12月21日 河原林益三 河原林社長 小林清次郎竹林買受人へ壱百円貸与御願 2217

K 216 年未詳12月22日 河原林益三 河原林義雄 田中氏来社日下部氏への貸金の件依頼に付取り計らい御願 2217

K 217 年未詳12月29日 河原林益三 河原林義雄 電燈会社用材引合価格、寸法記載 2221

K 218 年月日未詳 河原林益三 河原林義雄 手元金払底に付御請取り金御廻金御願 2285

K 219 年月日未詳 河原林益三 河原林義雄 岡田、大藪、後宮氏らへの貸金の件 嵯峨材木会社罫紙 2275

K 220 年月日未詳 河原林益三 河原林義雄 大阪植田氏との松角材取引の件 嵯峨材木会社罫紙 2275

K 221 年月日未詳 河益[河原林益三] 河義[河原林義雄] 改年の諸事等商議いたしたく24日出社御願 2280

K 222 年月日未詳 河原林益三 河原林義雄 小谷氏より金員借用依頼につき貸与御願 2218

K 223 年月日未詳 河原林益三 河原林義雄 公債証暫時預り置くが都合如何 2285

K 224 年月日未詳 河原林益三 河原林義雄 西新次氏より依頼の金に付貸与御願 2287

K 225 年月日未詳 河原林益三 河原林義雄 高橋氏より依頼の二千円山国地方山林を抵当に貸与しては如何 2217

K 226 年月日未詳
河原林益三（材木会社支配
人） 河原林義雄、初田 筏販売方につき小生案提示 2217

K 227 年月日未詳 河原林益三 河原林義雄 約束手形印捺の件に付伺い 2287

K 228 年月日未詳 河原林益三 河原林義雄 兼て申し上置き件に付本日丹徳方へ来車御願 2225

K 229 年月未詳31日 河原林栄喜蔵（益三） 河原林義雄 今夕酒席催しに付御来駕御願 2329

K 230 [明治2年]12月5日 河原林五郎 河原林連 割木炭屋への支払の金子回付御願 2313

K 231 [明治2年]12月7日 河原林五郎 河原林従五位 久美浜県出張所西隣出火に付藤野氏へ見舞い御願 2313

K 232 年未詳9月25日 河原林五郎 河原林芳造 2307

K 233 年未詳11月14日 河原林五良 河原林芳造 伏原御殿より借用の金子帰京次第返却に付御前へ返答御願 2307
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K 234 年月日未詳 河原林母 内牧絹栄 初子御出産に付準備品等伺い 罫紙 2281

K 235 年未詳4月23日 [河原林]はつ(代筆） [河原林]安左衛門 佐藤様仰せの義は二十五日より出立に付繰合御願 2294

K 236 年月日未詳 [河原林初] [河原林義雄] 病人様子報告 後欠 2219

K 237 年月日未詳 [河原林初] [河原林義雄] 父上先月末より肺気症に罹り足御不自由の様子 2219

K 238 年月日未詳 河原林初 初田お民 金子拝借承引の礼、返済は四五ヶ月末に 2216

K 239 [明治4年] [河原林]兵助 河原林小源太 融通金の義藤野様への断り御願 2302

K 240 [明治5年]7月7日 [河原林]兵輔 河原林小源太 山手金融通御願 2309

K 241 明治14年2月26日 河原林兵輔 河原林義雄 吉田講金弐拾五円送付に付落手御願 2296

K 242 年月日未詳 河原林平三郎、まさ、こと 河原林叔父、お久 餅の御礼 2221

K 243 [慶応3年]12月11日 河原林彦次郎 河原林庄五郎 筏川下げ川続書差上げに付取計御願 2306

K 244 明治21年11月22日 河原林広 河原林伯父様 家督相続の件 ペン書 2282

K 245 年月日未詳 河原林廣 河原林伯母様 拝借の金員返済 2216

K 246 年月日未詳 河原林廣 河原林巌 病気快方に向かうゆえ御心配に及ばす 2219

K 247 年未詳1月20日 [河原林]久 河原林 先日入用の品亀吉へ托す 2224

K 248 年未詳2月6日 [河原林]久 河原林御主人 比賀江村役場の書面回送 2224

K 249 年未詳3月22日 [河原林]久 河原林御主人 着物送付 2225

K 250 年未詳4月14日 河原林久 河原林御主人 象三近々上京 2217

K 251 年未詳4月20日 河原林ひさ 河原林義雄 品物誂えの依頼 2284

K 252 年未詳5月3日 [河原林]ひさ 河原林御主人 買物依頼 2216

K 253 年未詳6月15日 [河原林]ひさ 河原林母 父上様ご病状伺い 2291

K 254 年未詳6月27日 [河原林]久 河原林御主人 藤村御老母へお見舞いの品送付御願 2287

K 255 年未詳9月16日 [河原林]久 河原林御主人 父上脚気再発、好物の品送付下されたし 2287

K 256 年未詳10月24日 [河原林]久 河原林御主人 下女の件相談 前欠 2217

K 257 年未詳10月30日 [河原林]久 河原林御主人 先日送付の羽織不都合お許しを 2221

K 258 年未詳11月5日 [河原林]久 河原林御主人 御申越しの品送付 2225

K 259 年未詳11月6日 [河原林]久 河原林御主人 ねまき送付に付一報 2330

K 260 年未詳11月17日 [河原林]久 河原林御主人 子供に木筆、画紙等購入御願 2280

K 261 年未詳11月17日 [河原林]ひさ 河原林益永 藤野貴姉様ご安産の報告 2285

K 262 年未詳12月2日 [河原林]久 河原林御主人 至急の用事一報 前欠 2219

K 263 年未詳12月14日 [河原林]久 河原林御主人 小作大方納付済み、下駄ほか購入を御願 2287

K 264 年未詳12月24日 [河原林]久 河原林御主人 父上の布団購入御願 2284

K 265 年月日未詳 [河原林]久 河原林御主人 宅の両病人共悪しき方なく御安心下されたし 前欠 2219

K 266 年月日未詳 [河原林久] [河原林義雄] 西洋靴購入の御願 2225
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K 267 年月日未詳 [河原林]久 河原林御主人 子供の病状孝太郎氏へ相談御願 2225

K 268 年月日未詳 [河原林]久 河原林御主人 所得税納入の件相談 2225

K 269 年月日未詳 河原林久 河原林義雄 京都の宅決定次第通知御願 2284

K 270 年月日未詳 [河原林]久 河原林御主人 着物送付 2225

K 271 年月日未詳 河原林久 河原林御主人 藤野おすみ様ご子息赤十字社へ入社希望に付取計御願 2217

K 272 年月日未詳 [河原林]久 御主人 東京行きの荷物差出 2294

K 273 年月日未詳 [河原林]久 河原林おゆう 女学校の様子等伺い 2285

K 274 年月日未詳 [河原林]久 河原林義雄 木綿の綿入れ送付 2278

K 275 年月日未詳 [河原林]久 御主人 深田様よりの来書転送 2221

K 276 年月日未詳 [河原林]久 河原林御主人 治療法孝太郎氏へお尋ねくだされたし 2287

K 277 [明治2年]9月19日 [河原林]巌 河原林小弥太 快刀長々借用に付御礼 2305

K 278 [明治2年]12月7日 河原林巖 河原林従五位 比賀江村溝口畔右衛門殿より借り金返済延引申出に付伺い 2313

K 279 [明治3年]3月5日
河原林巖矩雪（京薩州木場
より） 河原林従五位 若代氏御認めの口状書を以って本日諸陳へ罷り出 2326

K 280 [明治5年]3月7日 [河原林]巌 御伯父上 義之助殿御買取の家暫時借用御願 2309

K 281 [明治3年]3月11日
河原林巖、西山彦市、河原
林貢 河原林連 御賢息様帰京祝い 2326

K 282 [明治5年]7月7日 [河原林]巌 尊大人 上世木へ使い差遣しに付一報 2309

K 283 [明治8年]10月22日 原いはお[河原林巌] 南河尊大人 本日御手伝参上の処出校に付断り状 2304

K 284 [明治9年]5月17日 [河原林]巖 河原林義雄 靴墨、刷毛拝借御願 2329

K 285 明治20年1月16日 [河原林]巌 南雄[河原林義雄] 信三氏の諸悪事報告 2218

K 286 明治20年8月25日 [河原林]巌 河原林義雄 貴兄の御意見拝聴致したし 2281

K 287 明治21年11月11日 河原林巌 河原林義雄 － 前欠 2221

K 288 明治22年9月7日 河原林巌 河原林義雄 藤野雄氏の死去哀悼、小塩村上野氏より雑木山炭木買受の申出ある 2280

K 289 明治22年9月18日 河原林巌 河原林義雄 庄太叔父会葬へは亡父忌明祭に付代人遣わす 2287

K 290 明治23年4月30日 河原林巌 河原林義雄 拙宅養子一件鳥居村田中氏次男貰い受ける事に決定 2219

K 291 年未詳1月18日 河原林巌 河原林義雄 山田先生云々の義は巨細承諾 2285

K 292 年未詳1月25日 河原林巌 河原林義雄 金二円程借用御願 2285

K 293 年未詳1月27日 河原林巌 河原林義雄 返済金持参 2285

K 294 年未詳2月19日 河原林巌 河原林義雄 平屋鹿之介と御妹子の結婚の件 2280

K 295 年未詳2月20日 [河原林]巌 河原林義雄 御舎弟へ貴君より御説諭御願 2218

K 296 年未詳3月3日 河原林巌 河原林 本日拝趨の処明日に 2285

K 297 年未詳3月7日 [河原林]巌 河原林義雄 仕法銀に係る証書の件伺い 2285
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K 298 年未詳3月10日 河原林巖 河原林義雄 御妹子縁談一件 2330

K 299 年未詳4月22日 [河原林]巌 雄稚兄[河原林義雄] 杉財買得の件井口より依頼あり 2296

K 300 年未詳4月26日 [河原林]巌 河原林 堤谷伐木川出に付御所有地通行許可願出 2280

K 301 年未詳5月10日 河原林巌 河原林義雄 産婆学校への願書娘、御妹子の分二通送付 2280

K 302 年未詳5月11日 河原林巌 原義雄[河原林義雄] 貴兄婚姻の儀相談に付御帰宅御願 2307

K 303 年未詳5月18日 河原林巌 河原林義雄 ますえ殿縁談相手方委細 2287

K 304 年未詳5月19日 河原林巌 河原林義雄 養子引取りの義来る26日になる 2219

K 305 [明治23年]6月27日 河原林巌 河原林義雄 衆議院議員選挙激励 2287

K 306 [明治23年]7月10日 河原林巌 河原林義雄 衆議院選挙落選は遺憾、病児入院の件報告 2287

K 307 年未詳7月5日 河原林巌 河原林義雄 尊大人御病気に付御帰郷御願 2307

K 308 年未詳7月6日 [河原林]巌 南河尊大人[河原林義雄] 先方不融通に付拝借金延引の依頼承引御願 2296

K 309 年未詳8月12日 河原林巌、藤野一雄 河原林義雄 今大路お幸殿死去一報 2221

K 310 年未詳8月30日 [河原林]巌 河原林義雄 酒、生鮎、鯖等金額（祭礼準備品カ） 2280

K 311 年未詳9月3日 [河原林]巌 河原林義雄 小学校則に付巨細面談請う 2307

K 312 年未詳9月24日 北河巌[河原林巖] 南河御令閨 『筆算教授本』巻の二返却御願 2299

K 313 年未詳9月30日 河原林巌 河原林 益栄さま結婚に付諸事御相談 2287

K 314 年未詳11月11日 [河原林]巌 原義雄[河原林義雄] 田原先生御入来に付御来駕御願 2307

K 315 年未詳11月29日 [河原林]巌 河原林義雄 吉田貢蔵より依頼の件回答御願 2284

K 316 年未詳12月21日 河[原林]巌 河原林益三 チンカ山一件伺い 2296

K 317 年未詳12月23日 河原林巌 河原林義雄 娘ひろ義病状報告 2280

K 318 年月未詳15日 [河原林巌] 河原林義雄 当日出席者氏名一報 2287

K 319 年月未詳29日 北[河]原[林]巖 南[河]原[林]貴兄 兵助無頼女の事件愚考に付添削御願 2296

K 320 年月日未詳 [河原林]巖 河原林義雄 令娘検査期日通知 2285

K 321 年月日未詳 [河原林]巖 義尊兄[河原林義雄] 家券粗図面御一覧の上間違いあらば御教諭御願 2329

K 322 年月日未詳 [河原林]巌 河原林義雄 灰屋梨の木口道下永代分売却価格の件伺い 2285

K 323 年月日未詳 河原林巌 － 病女の状態悪化に付入院の件相談 2287

K 324 年月日未詳 [河原林]巖 南河雄[河原林義雄] 分家の義は貴兄御帰村迄御待ちする故宜しく御願 2329

K 325 [明治4年]2月10日 河原[林]亀太郎 河原林親人、御家内中 母大病にて金子入用に付借用御願 2302

K 326 [明治8年]11月16日 河[原林]亀太郎 河原林兄 ミシンの金御用立て御願 2304

K 327 [明治2年]12月7日 河原林寛五 河原林従五位 全快次第上京に付御容赦御願 2313

K 328 [明治4年] 河原林寛五 河原林村司 社司勘定参会の出欠伺い 2302

K 329 [明治4年]正月22日 河原林寛五 河原林従五位 田原村和久田らへ返済方申入れに付一報 2302

K 330 [明治4年]7月19日 河原林寛五 河原林村司 人官一条勘定に付下拙控書御持参御願 2302
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K 331 [明治5年]月未詳9日 河原林寛吾 河原林村司 和久田氏金件引合に付勘定書御認め置下されたし 2309

K 332 年未詳正月5日 [河原林]完五 河原林連 高田での御参会差控えに付一報 2326

K 333 年未詳4月2日 河原林寛五 河原林義雄、野尻岩次郎 平祖父谷川造の柴山買得相談に付御来駕御願 2299

K 334 [明治4年]2月14日 河原林勘三郎 河原林連 役替の儀取決めに付御光来御願 2302

K 335 [明治4年]5月4日 [河原林]勘三郎 河原林小源太 宇治阿方様へ願神参詣に付金子拝借御願 2302

K 336 年未詳4月20日 河原林勘三郎 河原林義雄 金子五十円持参ゆえ御請取を 2220

K 337 年未詳4月27日 [河原林]勘三郎 河原林義雄 不都合に付五円だけ融通 2299

K 338 年未詳4月27日 河原林勘三郎 河原林義雄 金子の儀手廻り不足に付断り状 2299

K 339 年未詳7月29日 河原林勘三郎 河原林義雄 杉山林売却の儀日下部氏は見込みなし 2219

K 340 年未詳8月8日 河原林勘三郎 河原林義雄 山林の儀は万事河益様へお話置くだされ 2221

K 341 年未詳8月28日 河原林勘三郎 河原林義雄 洪水見舞い、山手金の件はお断り 2221

K 342 年未詳8月30日 河原林勘三郎 河原林義雄 岩谷山手金の件御願 2272

K 343 年未詳9月10日 河原林勘三郎 河原林義雄 金子の儀急入用なら井戸村井口茂氏へ申越し下されたし 2299

K 344 年未詳12月19日 河原林勘三郎 河原林義雄 金子入用出来に付五円融通御願 2299

K 345 年未詳1月11日 [河原林]恵次郎
河安左衛門[河原林安左衛
門] 金子十両程御廻金御願 2294

K 346 年未詳4月23日 河原林恵次郎 河原林小源太 杉浦様より銀御預りに付立会勘定御願 2301

K 347 年月未詳6日 [河原林]恵次郎 河[原林]喜間太 御面談に付御入来御願 2307

K 348 年未詳9月5日 河原林小源太 川正親[河原林正親] 金子明日御殿より拝受に付持参、出立は八日に決定す 2307

K 349 年未詳10月21日 河原林小源太 守山（伏原御殿にて） 津川数馬殿見当りの節は竹内君へ御報知御願 2293

K 350 [明治20年]月不詳27日 [河原林]孝太郎 河原林 医学校月謝金借用の依頼 2225

K 351 年未詳1月15日 河原林孝太郎 河原林義雄 医学校入塾に付諸費用のこと等報告 2296

K 352 年未詳2月10日 [河原林]孝太郎 河原林 月謝金三円都合御願 2216

K 353 年未詳2月17日 [河原林]孝太郎 河原林 先日依頼の金子二円回送御願 2284

K 354 年未詳2月17日 [河原林]孝太郎 益栄 薬服用方一報 2287

K 355 年未詳4月29日 [河原林]孝太郎 河原林義雄 書面の件病院にて聞き合せ本日中に返事いたす 2216

K 356 年未詳5月27日 [河原林]孝太郎 河原林 当地に悪病流行御地の模様如何 2285

K 357 年未詳8月5日 河原林孝太郎 河原林義雄 広島旅だより、所持金僅少ゆえ送付御願 封筒入り 2272

K 358 年未詳8月13日 [河原林]孝太郎 益栄 服薬方法指示 前欠 2287

K 359 年未詳9月19日 [河原林]孝太郎 河原林益栄 御大人病気お見舞い 2221

K 360 年未詳9月22日 [河原林]孝太郎 河原林義雄 阿部信蔵氏の病気手当に付帰宅延引 2282

K 361 年未詳10月22日 [河原林]孝太郎 河原林義雄 御賢妹病気診察に帰国のところ怪我にて参館できぬ旨の断わり 2287

K 362 年未詳11月2日 [河原林]孝太郎 本家姉上 絹栄様病気見舞い 2280
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K 363 年未詳12月6日 [河原林]孝太郎 河原林 佐藤氏依頼の金件如何 2225

K 364 年月未詳5日 [河原林]孝太郎 河原林尊兄 ご病気延引の由健胃剤調薬いたすゆえ御服用を 2221

K 365 年月未詳19日 [河原林]孝太郎 本家尊兄 融通会社の借用金今回は利子のみにて御願 2294

K 366 年月未詳20日 [河原林]孝太郎 本家姉上様 ご病人へ膏薬ほか薬呈上 2221

K 367 年月未詳22日 [河原林]孝太郎 本家姉上 薬品送付旨 2217

K 368 年月未詳27日 [河原林]孝太郎 本家尊兄 本日十五円送付に付父へ御届御願 2294

K 369 年月未詳27日 [河原林]孝太郎 河原林 隠居方米不作に付一石借用御願 2285

K 370 年月未詳27日 [河原林]孝太郎 河原林義雄 父への送金延引につき金二十五円一時融通御願 2217

K 371 年月未詳29日 [河原林]孝太郎 兄上 交換金廻送 2287

K 372 年月未詳30日 [河原林]孝太郎 河原林 融通会社の利子は十九銭に付取計御願 2280

K 373 年月未詳31日 [河原林]孝太郎 河原林 薬品送付旨一報 2294

K 374 年月日未詳 [河原林]孝太郎 河原林義雄 融通会社関係金小生分は明晩持参 2287

K 375 年月日未詳 [河原林]孝太郎 河原林義雄 医学校での様子 罫紙 2281

K 376 年月日未詳 河原林孝太郎 本家賢兄 時候見舞ならびに近況一報 2296

K 377 年月日未詳 [河原林]孝太郎 河原林 書面にてお聞き合せの件小銀貨取交ぜ二十円程あり 2287

K 378 年未詳10月21日 [河原林]小弥太 河原林芳造 無事西京着一報、津川数馬行方不明に付探索の儀御願 2307

K 379 年未詳正月9日 同[河原林]小弥太 河原林大和守 改年挨拶 2301

K 380 年未詳10月19日 [河原林]熊次郎（大野村） 河原林 家鵯送付延引の断り 2307

K 381 [明治2年]10月21日 [河原林]矩雪 河原林従五位 小刀国飛脚にて御旅宿まで取寄御願 2313

K 382 [明治3年]4月23日 [河原林]万治 河原林安左衛門 米の義右値段にて御買取下さるよう御願 2326

K 383 明治22年4月28日 河原林ますえ 京都府産婆教習所 産婆教習所入所願 罫紙 2278

K 384 年未詳6月1日 河原林益栄 河原林義雄 おひで様より預りの品兄上様へ回付御願 2278

K 385 年未詳11月11日 河原林益枝 河原林老人 蛸薬師の菓子屋にて懐中善哉買求め御願 2221

K 386 年未詳12月4日 河原林ます江 河原林御老父 月俸学資金及び小遣い入用に付御願 2296

K 387 年月日未詳 河原林ますえ 姉 産婆学校入学のこと相談 2216

K 388 年月日未詳 河原林ます江 御父上 ご機嫌伺い 2216

K 389 [明治2年]12月27日 河原林貢 河原林従五位 借用金子返却延引に付詫び状 2313

K 390 [明治4年]3月17日 河原林貢 河原林連 五人会開催に付御光来御願 2302

K 391 [明治4年]7月14日 河原林貢 河原林連 伊助殿より借用の金子不融通に付御尊家より返納御願 2302

K 392 年未詳初春23日 河原林貢 河原林 明日推参に付一報 2326

K 393 年未詳初春25日 [河原林]貢 [河原林] 水口様より依頼の金子未調達に付その旨御伝言御願 2326

K 394 明治23年9月26日 河原林岡麿（山国村助役） 河原林義雄 神楽坂開鑿に付村会議員より議員互選の投票依頼 罫紙 2279

K 395 明治24年2月12日 [河原林]岡麿 河原林義雄 多賀氏に面会の件上京の日時伺い 2217
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K 396 年未詳1月27日 河原林岡麿 河原林義雄 別紙の件貴家より戸長役場へ御回答御願 2219

K 397 年未詳8月23日 河原林岡麿 河原林義雄、野尻岩次郎 谷口及び尻戸両橋梁修繕費山国村負担の件に付村会開会出席御願 罫紙 2278

K 398 年未詳8月30日 [河原林]岡麿 河原林義雄 貴家分保栄講掛金一報 2294

K 399 年未詳2月28日 河原林老人 河原林義雄 勘三郎氏へ金五十円貸与御願 2216

K 400 年未詳7月28日 河原林老人 河よしお[河原林義雄] 医師容体書急便にて差出の程御願 2291

K 401 年未詳11月16日 河原林老人 河原林義雄 山芋送付 罫紙 2275

K 402 年月日未詳 [河原林]羅以 御父上、お久 絹の代金借用御願 2280

K 403 年未詳10月12日 河原林せい親類中 河原林安左衛門 せい大病に付御登京御願 2304

K 404 [明治4年]3月21日 河原林精三郎 河原林 河藤殿内蔵之儀相談に付今夕か明朝推参 2302

K 405 [明治2年]10月12日 河原林精三 河原林従五位 藤野氏よりの書簡到来に付持参 2313

K 406 年未詳12月6日 河原林品吉 河原林義雄 御陰にて無罪の判決民事も勝訴に付報告 2280

K 407 年未詳12月19日 [河原林]新次 河原林 知井年期山は十中八九買取の見込 2280

K 408 明治19年11月5日 河原林新次郎 河原林義雄 弊宅負債の件解決す、字井水山代価三拾八円にて御願いできぬか 罫紙 2275

K 409 明治19年4月3日 河原林新次郎 河原林義雄ほか3名 相続講日時通知 2285

K 410 明治20年3月20日 河原林新次郎 河原林義雄 山林の義梅忠町草木氏へ御示談御願 2280

K 411 明治20年6月1日 [河原林]新次郎 河原林義雄 借用金依頼 2216

K 412 明治22年8月7日 河原林新次郎、田中藤吉 北桑融通会社 拝借金申込書（材木資本金） 罫紙 2277

K 413 年未詳1月21日 河原林新次郎 河原林義雄 杉皮組合中より代金請求方小生に催促あるに付取計宜しく 2219

K 414 年未詳2月7日 河原林新次郎 河原林義雄 杉皮代金借用の御願 2285

K 415 年未詳2月21日 河原林新次郎 河原林義雄 協一有志講当り金返金猶予の依頼 2287

K 416 年未詳2月28日 河原林新次郎 河原林義雄 比賀江村元次郎より金子貸与依頼に付取計御願 2277

K 417 年未詳3月1日 河原林新次郎 河原林義雄 利子金持参延引の断わり 2225

K 418 年未詳5月9日 河原林新次郎 河原林信蔵 借金依頼の断わり状 2285

K 419 年未詳7月10日 河原林新次郎 河原林信蔵 兵書御送付に付礼状 2285

K 420 年未詳8月18日 河原林新次郎 河原林義雄 昨年の拝借金返済猶予の依頼 2287

K 421 年未詳8月26日 河原林新次郎 河原林義雄 協一校有志講落札金山手金入用に付融通御願 2218

K 422 年未詳9月9日 河原林新次郎 河原林義雄 株券十枚だけでも小生に御任し下されたく御願 2219

K 423 年未詳9月16日 河原林新次郎 河原林義雄 田原氏他株券買受価格の件 2219

K 424 年未詳10月12日 河原林新次郎
河原林義雄、河原林岡麿、
河原林益三、野尻岩次郎 租武谷川作人足一人差向けの依頼 2287

K 425 年未詳11月5日 [河原林]新次郎 河原林信蔵 御入営祝い 2285

K 426 年未詳12月9日 河原林新次郎 樋口文助 河義氏寄付田地登記手続きの件に付報告 2287

K 427 年月日未詳 河原林新次郎 河原林義雄 道路付替目論見調整の件で拝眉御願 2216
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K 428 明治17年3月20日 河原林信蔵 河原林義雄 野営に付四円ばかり拝借御願 封筒入り 2272

K 429 年未詳4月19日 [河原林]信蔵（大津より） 川原林義雄 当年の野営も無事奉務 封筒入り 2272

K 430 年未詳10月30日 河原林信蔵 河原林義雄 陸軍少将野外演習等検閲の模様一報 2295

K 431 年月日未詳 河原林信蔵 河原林御家内 伏見営所に勤務地決定 罫紙 2295

K 432 [明治2年] 河原林庄五郎 谷口慶次郎 目録（結納品カ） 2313

K 433 明治2年11月 河原林庄五郎 谷口慶次郎 親類書 2313

K 434 [明治2年]11月26日 河原林庄五郎 河原林大和守 おゆう縁談の義来月迄延日御願 2313

K 435 [明治3年]4月7日 河原林庄五郎 河原林従五位 恵次郎方婚礼の手伝不参に付断り状 2326

K 436 年未詳5月16日 河原林庄五郎、民部 河原林正親 東京無事到着の御一報に安堵す 2307

K 437 [明治2年]11月15日 河原林庄五郎、巌 河原林正親 頼先生へ御入塾大慶の至り 2307

K 438 年未詳7月6日 河原林宗十郎、栄吉 河原林芳[義]雄 御尊父病気見舞い 2307

K 439 年未詳6月14日 河原林宗十郎、忠次郎 河原林芳助 無事東京御着の由、国本御本家一同無事に付御安心を 2307

K 440 明治18年4月5日 河原林多賀 河原林絹永 藤野しめ様ご逝去に哀悼 封筒入り 2272

K 441 年月日未詳 河原林宅 御主人 米代価初田氏より九十円受領 2280

K 442 年未詳8月 河原林てる 益栄 絹江姉様病快方に向かう、おゆう姉様男子出産される、 2287

K 443 年未詳11月7日 河原林照 融通会社 金子預け証 2217

K 444 明治24年 河原林富栄、河原林てる
河原一郎（京都府高等女学
校） 京都府高等女学校和服裁縫科入学願 罫紙 2279

K 445 年未詳5月10日 河原林大和守[安左衛門] 河原林小源太 東京出帳先へ金札送付の旨ほか諸事報告 2298

K 446 [明治9年]1月17日 河原林安左衛門 － 松尾弥三郎殿入来に付手透次第御帰宅御願 2329

K 447 [明治9年]5月9日 河原林安左衛門 河原林義雄 京都での用件未片付に付林氏の婚礼貴方にて御勤下されたし 2329

K 448 [明治19年]3月14日 河原林安左衛門 河原林義雄 切付写 2330

K 449 明治20年9月12日 河原林安左衛門 河原林義雄 馬場谷山林新道開設の約定書の件相談 2285

K 450 年未詳2月11日 [河原林]安左衛門 河原林義雄 川居輪之助書面の引当山林の義につき益三氏に相談の上取計御願 2216

K 451 年未詳2月19日 河原林安左衛門 河原林義雄 石束長四郎よりの書面（借金申出）取計宜しく 2216

K 452 年未詳4月27日 河原林安左衛門 河原林義雄 戸長役場より信蔵へ予備役召集状到来に付連絡御願 2284

K 453 年未詳5月2日 河原林安左衛門 河原林義雄 石炭油並に大蝋燭ほか武平へ御願 2288

K 454 年未詳7月16日 河原林安左衛門 ます江 本月分月俸送付の旨一報 2285

K 455 年未詳7月19日 河原林安左衛門 竹谷与兵衛 大八木おこの殿介添人より申出の義相談 2299

K 456 年未詳9月8日 河原林安左衛門 河原林義雄 蒸木、株木の山手金分受取り会社へ差入れに付一報 2287

K 457 年未詳9月15日 老人[河原林安左衛門] 河原林義雄 大阪表の金件皆済成るよう懸合い下されたし 2291

K 458 年未詳9月16日 河原林安左衛門 河原林義雄 前川の件調談に付金差遣わす旨御申越しに付一先百八十三円差遣わす 2291

K 459 年未詳9月18日 河原林安左衛門 河原林義雄 藤野氏より金三十円受領、頼先生へお礼の鮎児ウルカ当年は皆済 2291
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K 460 年未詳9月31日 河原林安左衛門 河原林義雄 樋口氏入来に付切替証書へ調印致し置く、利子不足金有るに付御承引を 2291

K 461 年未詳10月23日 [河原林]安左衛門 河原林美次 貴家御売払い米価格伺い 2296

K 462 [明治5年]4月28日 河原林美次 河原林連 日雇子一両日御貸し下されたし 2309

K 463 [明治8年]8月13日 [河原林]美次 河原林 金子借用の依頼 2304

K 464 [明治8年]8月19日 河原林美次 河原林 金子借用の儀再願 2304

K 465 [明治8年]8月20日 [河原林]美次 河原林 従五位河田下丹に付煎茶道具借用御願 2304

K 466 [明治9年]5月21日 [河原林]美次 河原林義雄 [戸長集会]出席依頼 2329

K 467 [明治9年]6月5日 [河原林]美次 河原林義雄 御出校御願 2329

K 468 [明治9年]8月5日 [河原林]美次 河原林義雄 御拝借の本返納御礼 2329

K 469 [明治9年]8月13日 [河原林]美次 河原林義雄 御本長々借用に付御礼 2329

K 470 明治10年9月9日 河原林美次 河原林 家内持病に付明日の上京見合 2291

K 471 明治11年1月16日 河原林美次 河原林義雄 － 宛名のみ 2291

K 472 明治14年2月11日 河原林美次 河原林義雄 別紙精算書御覧の上御一統様へ相談御願 2296

K 473 明治15年5月7日 河原林美次 河原林義雄 臨時諮詢会欠席一報 罫紙 2295

K 474 明治15年5月10日 河原林美次 河原林義雄 松太郎様より立増普請の木材取寄の義依頼 罫紙 2295

K 475 明治15年10月22日 河原林美次 河原林義雄 山国招魂場検査の為本府係官出張に付社中集会出席御願 2295

K 476 明治19年4月17日 河原林美次 河原林義雄 田租第五期納税延引の詫び 2285

K 477 年未詳2月26日 河原林美次 河原林義雄 村講本日午後二時開催 2225

K 478 年未詳2月27日 河原林美次 河原林義雄 米相場は別紙、村相場小作の儀は十二円に確定 2296

K 479 年未詳3月2日 河原林美次 河原林義雄 辻村藤野よりの弐百五十円の証文と盛樹堂講の通回付 罫紙 2275

K 480 年未詳3月28日 河原林美次 河原林義雄 金四十円持参残金は近々の内返納 2296

K 481 年未詳5月極日 河原林美次 河原林 別書の義延引に付詫び 罫紙 2295

K 482 年未詳7月5日 [河原林]美次 河原林義雄 米一石五斗借用依頼 罫紙 2283

K 483 年未詳7月18日 河原林美次 河原林御老人 蚕種秋子本日弓削稲波氏より断りの書面来る 2221

K 484 年未詳7月20日 河原林美次 河原林義雄 ご注文の『要録彙纂掲令録』購入延引の断わり 2291

K 485 年未詳7月25日 河原林美次 河原林義雄 金子入用に付融通御願 罫紙 2295

K 486 年未詳8月14日 河原林美次 河原林尊大人 一円札五枚回送に付落手御願 2296

K 487 年未詳8月22日 河原林美次 河原林大兄 先日相談一件に付井戸村初田氏の返事伺い 2291

K 488 年未詳8月24日 河原林美次 河原林義雄 藤野氏借用金貴君分百円持参に付受領御願 2291

K 489 年未詳8月25日 河原林美次 河原林兄 初田氏より証書持参にて元利返納申し出に付伺い 2291

K 490 年未詳9月2日 [河原林]美次 河原林義雄 借用金延納の依頼 2225

K 491 年未詳9月3日 河原林美次 南河家[南　河原林] 狩衣借用御願 2291

K 492 年未詳9月5日 河原林美次 河原林義雄 拝借金本日協一校総代会議終了後に持参 封筒入り 2272
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K 493 年未詳9月14日 河原林美次 河原林 牛の荷鞍借用御願 2291

K 494 年未詳9月21日 河原林美次 河原林義雄 明朝御登京の旨承わりの処小生25日迄は上京できず 2291

K 495 年未詳10月7日 河原林美次 河原林義雄 米穀買捌の件 封筒入り 2272

K 496 年未詳10月20日 河原林美次 河原林義雄 辻繁構仕法書作成の依頼 2291

K 497 年未詳10月22日 河原林美次 河原林義雄 牧氏残金皆済次第持参の旨一報 罫紙 2295

K 498 年未詳11月14日 河原林美次 河原林義雄 医師雇入れ（上賀茂山脇氏）の件に付内談御願 2216

K 499 年未詳11月20日 河原林美次 河原林義雄 奥筋への金五十円程融通御願 罫紙 2295

K 500 年未詳11月20日 [河原林]美次、岩雄 原芳雄[河原林義雄] 兼ての件示談に付河貢宅まで御高来御願 2307

K 501 年未詳12月14日 河原林美次 河原林義雄 金拾円ばかり借用御願 封筒入り 2272

K 502 年未詳12月19日 河原林美次 河原林義雄 夕飯後御相談に伺う旨 2280

K 503 年未詳12月29日 河原林美次 河原林義雄 愚妻病気にて藤野宅へは出頭できかねるゆえ取り計らい御願 封筒入り 2272

K 504 年月日未詳 [河原林]美次 河原林義雄 御不要のガラスあれば回付御願 2329

K 505 年月日未詳 河原林美次 河原林義雄 － 宛名のみ 2291

K 506 [明治4年] [河原林]義雄 尊大人 藤野氏への引替参の不要に付返送 2302

K 507 [明治5年] 河原林義雄 河原林尊大人 通俗三国志借用御願 2309

K 508 [明治5年] [河原林]義雄 河尊大人 学校節句に開校 2309

K 509 [明治5年]2月晦日 河原林義雄 河原林尊大人 宛名のみ 前欠 2309

K 510 [明治5年]5月5日 河原林義雄 尊大人 牧場社社名も決まり伝習の願書も呈出、拙飯料御送付御願 2309

K 511 [明治5年]5月5日 河原林義雄 田原[正績] 会社一件諸方探索致すが暫時御見合せる方得策 2309

K 512 [明治5年]5月6日 河原林義雄（京都より） 河尊大人 拙机の中の金子御調べの上取置き下されたし 2309

K 513 [明治5年]5月11日 河原林義雄（牧牛社） 河原林安左衛門 牧牛会社製法伝習願近々許容の見込に付一報 2309

K 514 [明治5年]5月12日 河原林義雄 河原林尊大人 新町本社無人に付御上京御願 2309

K 515 [明治5年]5月22日 倅[河原林義雄]（会社より） 尊大人[河原林安左衛門] 御買求め但馬の牛暫時分社にて御留置き御願 2309

K 516 [明治5年]6月2日 河原林義雄 藤野伯父、河原林大人 干酪（チーズ）製造を伝習に付御賞味下されたし 2309

K 517 [明治5年]6月7日 河原林義雄 尊大人[河原林安左衛門] 購入牛の儀、牛乳伝習の儀相談に付上京御願 2309

K 518 [明治5年]6月晦日 河原林義雄 尊大人 中審勇丸京都へ引取りに付雑費借用御願 2309

K 519 [明治5年]7月1日 倅[河原林義雄] 尊大人[河原林安左衛門] 山国分社基立金の儀及び大阪屠牛場建設の儀報告 2309

K 520 [明治8年]9月10日 河原林義雄 河原林 亀太郎同道にて帰村に付一報 2304

K 521 明治9年1月9日 河原林義雄 荒木 昨年丈量標的持を拝命日々泥田中を奔走するが何時にても上京致す旨 2329

K 522 [明治9年]4月22日 河原林義雄 辻啓太郎 田原先生細君の義相談 2329

K 523 [明治11年]2月5日 河原林義雄 野上真之允（芹生村戸長） 勘定書送付に付御引請分渋滞無く廻金御願 2291

K 524 明治11年8月26日 河原林義雄 初田利兵衛 借用金証書 2296

K 525 明治12年2月23日 河原林義雄 藤野斎 勘定覚 2296
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K 526 明治13年11月13日 河原林義雄 当直 別紙然るべく取計御願 2296

K 527 明治15年9月20日 河原林義雄（府会議員） － 旅費滞在日当領収証 罫紙 2295

K 528 明治15年11月14日 河原林義雄、藤野斎
辻村、中江村、比賀江村ほ
か2村 旧領主杉浦正勝殿当地巡遊に付名主惣代及村惣代として挨拶に御越し御願 罫紙 2295

K 529 明治19年3月20日 河原林義雄 田中直三 上野石蔵借用証書および抵当地券預かり証 2285

K 530 明治19年8月14日 河原林義雄 京都商工銀行創立事務所 株式引受証 罫紙 2275

K 531 明治20年1月12日 河原林義雄 明田嘉十郎 貴郡配当処分に必要なる図面および書類の件回答 罫紙 2278

K 532 明治20年7月 河原林義雄 北垣国道 忌引届け（母ハツ死亡に付） 罫紙 2281

K 533 明治20年7月6日 河原林義雄 今大路源美 焼印至急調達を依頼 罫紙 2281

K 534 明治20年7月11日 河原林義雄
辻啓太郎（比賀江村外七ケ
村戸長） 吉田ハツ死亡届 切紙 2277

K 535 明治20年7月11日 河原林義雄
辻啓太郎（比賀江村外七ケ
村戸長） 実母吉田ハツ死亡届（下書き） 切紙 2277

K 536 明治20年9月14日 河原林義雄 青山経芳 所得税調査委員選挙人互選の件了承 罫紙 2276

K 537 明治21年8月17日 河原林義雄
上京警察署烏丸押小路巡査
派出所 革銭入れ他紛失物届 2278

K 538 明治21年8月27日 河原林義雄 坂本理事 知友広島県より疏水工事見学に上京に付巡路教示御願 郡部常置委員罫紙 2277

K 539 明治21年11月5日
河原林義雄（嵯峨材木会社
社長） － 委任状（土地家屋登記願出に係る事） 2277

K 540 明治22年3月1日 河原林義雄 野尻岩次郎 前年度利息金精算の件 2217

K 541 明治22年3月2日 河原林義雄 比賀江支社 仕訳書 2218

K 542 [明治22年]8月30日 河原林義雄 梶原革也 浜岡光哲氏より条約改正につき至急協議の申し出あり 2218

K 543 [明治23年]2月6日 河原林義雄 小松九郎右衛門、松本砂 旧生民会合併事件に付御意見御尤も、我交話会の方針陳述 2330

K 544 [明治23年]6月5日 河原林義雄 松村傳之助 公友会常議員開設につき出京の節京極受楽亭へ御足労御願 2216

K 545 [明治23年]6月18日 河原林義雄 野尻岩次郎 船井郡谷紀百氏に大見氏奔走方を依頼 2216

K 546 [明治23年]6月25日 河原林義雄 野尻岩次郎、梶原革也 四郡有志家会合し一致運動の契約をした以上これに従うよし外なし 2219

K 547 [明治23年]7月4日 河原林義雄 尊大人 天田、何鹿郡に謀反人有りて田中、石原の勝利となる 2280

K 548 [明治23年]7月26日 河原林義雄
安田益太郎、岡崎省吾、正
木安左衛門 公友会常議員会開催案内（庚寅倶楽部入会手続の件） 2280

K 549 [明治23年]9月9日 河原林義雄 田中半之丞 丹波会本月24,5日頃西京または園部にて集会予定 2217

K 550 [明治23年]12月28日 河原林義雄 菱木 有朋館規約印刷出来上りに付奥氏へ配布御願 2294

K 551 [明治23年]月日未詳 河原林義雄 －
公友会常議員菱木信興、群馬公義会新井毫両丹地方政況視察日程各位へ報
知御願 下書き 2219
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K 552 明治24年1月14日 河原林義雄 阿部信蔵 預り金勘定書 2224

K 553 明治24年4月13日 河原林義雄、野尻岩次郎
田宮勇、垂水新太郎、菱木
信興 － 宛名のみ 2281

K 554 明治24年5月20日 河原林義雄 石田真平 所得税調査委員選挙人届 罫紙 2281

K 555 明治24年6月25日 河原林義雄 京都商工銀行 当座預金勘定利息受取証 2217

K 556 明治24年8月4日 河原林義雄 阿部信蔵 金弐拾円仮証 2224

K 557 明治24年8月6日 河原林義雄 藤村亀太郎 金七十円預り証 罫紙 2283

K 558 明治24年12月10日 河原林義雄、野尻岩次郎 山国村役場
北桑庶務掛より郡農会委員会開設通知、北桑収支係より全郡組合会出席に係る
実費請求来る 2217

K 559 [明治25年]1月29日 河原林義雄 早田秀次郎、森國太郎
船井郡須知に於ける党予撰会の結果小生候補者として承認されるにつき懇親会
開設致したく合意御願 2223

K 560 年未詳1月9日 河原林義雄 おひさ[河原林久] 今夜周山に泊まり明日帰宅 2287

K 561 年未詳1月15日 河原林義雄、伊東熊夫 岡本、藤木林、東辻 予めお含みの件につき伏見へ出向御願 2225

K 562 年未詳1月17日 河原林義雄 大志万総右衛門 各位の御意見伺いたく御来車御願 2225

K 563 年未詳1月18日 河原林義雄 河原林益三 後宮氏の相談然るべき取計御願 2223

K 564 年未詳1月19日 河原林義雄 河原林信造 日清の談判如何にては解隊不確かに付衣類の新調は慎重に 2330

K 565 年未詳1月25日 河原林義雄 尾崎 岩佐担当の府会決議録訂正は同氏退職に付鍬本へ委託 2224

K 566 年未詳2月6日 河原林義雄 辻重義 本日面会御願 2224

K 567 年未詳2月10日 河原林義雄、野尻岩次郎 山本佐兵衛、菱木信興 明日の丹波行き前に運動上の打合せ致したく参集御願 2225

K 568 年未詳2月15日 河原林義雄 河原林益三 柳屋まで御出向下されたし 2280

K 569 年未詳2月19日 河原林義雄 阿部信造 面会の都合伺い 2224

K 570 年未詳2月23日 河原林義雄 尾崎潔濯 去19日決議の桂橋の梁目論見帳送付御願 2216

K 571 年未詳3月6日 河原林義雄 尊大人 雑木山岩谷売却の件 2216

K 572 年未詳3月8日 [河原林]義雄 [菱木]信興 来人につき追って趨参 2287

K 573 年未詳3月10日 河原林義雄 草木商店 京都商工銀行株券売却の依頼 2225

K 574 年未詳3月25日 主人[河原林義雄] おひさ 益栄身上のこと巌氏と相談のうえ取計宜しく 2217

K 575 年未詳3月29日 河原林義雄 伊東熊夫 伝染病予防費一件臨時常置委員会開催の連絡 2225

K 576 年未詳4月5日 河原林義雄 野尻岩次郎 煙草買捌所の人入来伺い 2218

K 577 年未詳4月11日 河原林義雄 茶谷 松かれい三拾枚程御届け下されたし 罫紙 2276

K 578 年未詳4月17日 河原林義雄 久、益栄 益栄上京の日通知御願 2221

K 579 年未詳4月18日 河原林義雄 初田利兵衛 船井郡加地敬輔氏より申込の人雇入れの件相談 2216

K 580 年未詳4月21日 河原林義雄 川面喜助 明日貴店へ大阪より金庫到着一両日預置き下されたし 2217

K 581 年未詳4月24日 河原林義雄、野尻岩次郎 川面文之進、安田耕平ほか 北桑夏期懇親会準備委員会の結果伺い 罫紙 2330

58



年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

K 582 年未詳4月28日 河原林義雄 岡田武一郎 今朝は不在にて失敬、唯今帰宅ゆえ御来車御願 2221

K 583 年未詳4月30日 主人[河原林義雄] 久 親人の看病小児の世話宜しく御願 2217

K 584 年未詳4月30日 河原林義雄 河原林信造 野営行軍中の負傷にて出費云々の事情伺い 2287

K 585 年未詳5月2日 河原林義雄 松本已之助 大堰川流筏閉鎖期限に至るが出水に付沿川諸村へは川延の義詮議御願 2218

K 586 年未詳5月7日 よしお[河原林義雄] 母上 羽織の紐購入御願 2277

K 587 年未詳5月11日 河原林義雄 林庄三郎、河原林巌ほか6名 亡母五年祭案内 2221

K 588 年未詳5月11日 河原林義雄 留守宅 おゆう縁談一件 2287

K 589 年未詳5月11日 河原林義雄
藤野卓尓、田原正績、野尻
貞次郎 亡母五年祭案内 2225

K 590 年未詳5月18日 河原林義雄 郡部常置委員 本日久美浜到着、当地の現状及道路河川補助の事随分予想外のことあり 2216

K 591 年未詳5月26日 [河原林]義雄 御両親 御機嫌よく御滞京のよし然るに小生上京の用に付一人だけ御帰宅御願 2219

K 592 年未詳5月29日 [河原林義雄] [河原林]益三 拙者より回付の勘定書の通り出金いたす旨初田氏へ通知御願 2221

K 593 年未詳6月2日 [河原林]義雄 [河原林]久 小児ら本日入校の処来月より夏期休暇に付中筋北尾方へ預託す 2294

K 594 年未詳6月10日 河原林義雄 野尻岩次郎 材木会社株主総会欠席一報 2284

K 595 年未詳6月19日 [河原林]義雄 留守宅 衆議院選挙前にて多忙につき帰宅延引 2219

K 596 年未詳6月19日 河原林義雄 藤原九一郎、源作 材木会社定款及び総会決議要領書回送に付御一覧御願 2284

K 597 年未詳6月21日 河原林義雄
西山栄三郎、辻敬太郎、橋
本源兵衛 小生帰宅迄に嵯峨迄御越し下されたし 2280

K 598 年未詳6月23日 河原林義雄
河原林家寿老外留守宅御一
統 病人義半井先生の診察受け快方に向かう故御安心を 2291

K 599 [明治23年]6月28日 河原林[義雄] 大貝[武布] 南桑に対する件は中止に付御配慮御礼 2330

K 600 年未詳6月29日 [河原林]義雄 信造 入営後書状頂戴の処去月より不在に付返事延引 2330

K 601 年未詳7月7日 河原林義雄 大人 病状伺い、本多一条示談不行届に付上裁となる、 2285

K 602 年未詳7月22日 河原林義雄 高橋佐兵衛 当春御買求の馬場谷立木代金約定に付御持参御願 2299

K 603 年未詳7月31日 河原林義雄 河原林尊大人 敦賀廻りにて宮津へ出張来月十日帰京の予定 2221

K 604 年未詳8月3日 [河原林]義雄 野尻岩二[次]郎 拙家開拓に係る畔鍬の諸勘定御繰替金下され度宜しく御願 2291

K 605 年未詳8月3日 [河原林]義雄 久 畔鍬への勘定等指示 2291

K 606 年未詳8月7日 [河原林]義雄 河原林久 帰宅予定一報 2291

K 607 年未詳8月10日 河原林義雄 吉田叔父、恵太 亡母忌明け案内 2221

K 608 年未詳8月10日 河原林義雄 魚谷貴舗 大堰川鮎五十尾調達御願 2221

K 609 年未詳8月18日 [河原林]義雄 藤野 花火広告の件及び岡本春暉のこと了承 2225

K 610 年未詳8月19日 河原林義雄 初田利兵衛 材木商人へ貸与の件内談に付御来車御願 2280
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K 611 年未詳8月19日 河原林義雄 松永恒久 御面談の都合伺い 2284

K 612 年未詳8月22日 河原林義雄 久 27日に融通会社の集会開催につき一度帰宅の予定 2221

K 613 年未詳8月24日 河原林義雄 留守宅 嵯峨の用事にて帰宅延引、山手立の儀は別封にて河巌に依頼す 2221

K 614 年未詳8月27日 河原林義雄
井口松之助、牧小八郎、溝
口畔右衛門 玄米代金私宅へ支払い御願 2218

K 615 年未詳8月27日 河原林義雄 河原林勘三郎 村方役割勘定取調べのうえ精算 2218

K 616 年未詳9月1日 河原林義雄 北桑融通会社 田中九兵衛山手銀六百円貸与依頼に付取計御願 2219

K 617 年未詳9月11日 河原林義雄 河原林大人 小川組和久田氏割賦金滞りに付京都裁判所へ出訴の件報告 2291

K 618 年未詳9月14日 主人[河原林義雄] おひさ 京都は小児脳膜炎大流行につき小児らの保護願う 前欠 2217

K 619 年未詳9月15日 [河原林]義雄 大人 前川の事件四百五十円にて約定成立に付16日中に金子廻金御願 2291

K 620 年未詳9月17日 河原林義雄 留守宅大人 臨時郡部会開催などで本月中は帰宅できず 2221

K 621 年未詳10月30日 河原林義雄 願耑田先生 「史記評林列伝」の不足巻辻氏へ貸与の筈に付確認御願 2220

K 622 年未詳11月7日 河原林義雄 留守宅 内牧長左衛門家世話人との示談内容（絹栄身上の件）報告 2280

K 623 年未詳11月20日 河原林義雄
野尻岩次郎、野上真之允、
河原林美次 区務所残務取掛に付御出頭の都合伺い 2291

K 624 年未詳11月20日 河原林義雄 [河原林]久 小作米持参状況伺い 2294

K 625 年未詳11月20日 [河原林]よしお 河原林御両親 藤野斎殿持ち来る益栄の縁談話相談 2219

K 626 年未詳11月20日 [河原林]義雄 熊夫 親戚来訪に付午後より参遇 2280

K 627 年未詳11月21日 [河原林]義雄 [河原林]久 小作米今年は成るべく現米にて御取立下されたし 2287

K 628 年未詳11月22日 河原林義雄 田宮勇、菱木信興 島尾氏との面会時間一報 2225

K 629 年未詳11月29日 河原林義雄 城山静一 御話の一件に付午後三時頃止宿に参上 2330

K 630 年未詳11月30日 河原林[義雄] 岡本直吉 煎茶箱使いの者へ御渡し下されたし 2284

K 631 年未詳12月5日 よしお[河原林義雄] 久 第三期田租十五円上納御願 2217

K 632 年未詳12月13日 [河原林]よしお 御母堂 益栄縁談断りの経過報告 2219

K 633 年未詳12月22日 河原林義雄 雨森菊太郎 府会残務取計御願 2217

K 634 年未詳12月24日 河原林義雄 久 象三病気の由十分に養生せよ 2217

K 635 年未詳12月28日 河原林義雄 嵯峨支店 中久保伊助氏より約束手形金返済に付貴店へ差向け致す 2330

K 636 年月未詳20日 [河原林]義雄 尊大人 宅より御送付の金落手本日前川で証書と引換えの約定 2291

K 637 年月未詳31日 河原林義雄 山口俊一 号外三十部添えとあり 封筒のみ 2330

K 638 年月日未詳 河原林義雄 留守宅 野尻氏と同行にて東京へ二週間程東上 2221

K 639 年月日未詳 河原林義雄 － 河原林信蔵結婚願い 2280

K 640 年月日未詳 [河原林義雄] － 板垣伯西下につき園部にて懇親会開催 2224

K 641 年月日未詳 河原林義雄 田原 襖面揮毫御願 2216
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K 642 年月日未詳 [河原林義雄] － 板垣総理巡遊日割 2224

K 643 年月日未詳 河原林義雄
野尻岩次郎、野上真之允、
河原林美次 別紙明細書の金額区中勘定掛より廻送に付請取証差出御願 2291

K 644 年月日未詳 [河原林義雄] －
今回の選挙は不結果に終わるが今後も尽力す、選挙者並有志者の慰労会来月
初旬まで延期御願 後欠 2223

K 645 年月日未詳 よし越[河原林義雄] 坪井喜介 生鯛あらば多賀輪之助方へ御届御願 2299

K 646 年月日未詳 河原林義雄 ご両親 今便にて送付の品（金、炭俵等）一報 2285

K 647 年未詳2月3日 河原林義恒 河原林正親 下拙上京に付御父上様への御伝言の儀伺い 2307

K 648 年月日未詳 [河原林]ゆう 御姉上様 父上姉上の御機嫌伺い、先日の礼 2221

K 649 年未詳2月7日 川面 河原林 書面請取証差し入れ 2225

K 650 年未詳10月27日 川面 河原林 郵便切手代並仕立賃落手 2225

K 651 [明治8年]10月24日 川面文之進 河原林尊大君 油粕送付延引の断り及び金子借用依頼 2304

K 652 [明治8年]12月7日 川面文之進 河原林安左衛門 粕粉四十貫持参に付請取御願 2304

K 653 [明治9年]3月11日 川面文之進（周山） 河原林 油絞り蒸釜並桶暫時借用御願 2329

K 654 [明治11年]3月9日 川面文之進 河原林義雄 記 2299

K 655 明治11年10月 川面文之進 河原林義雄 書上 2299

K 656 明治23年4月14日 川面文之進 河原林義雄 北桑独立に係る答申書今朝提出写しは貴君へ郵送 2284

K 657 明治23年6月2日
川面文之進、野尻岩次郎、
河原林義雄 吉川義道 貸金金一万円の抵当預証 罫紙 2279

K 658 年未詳1月2日 川面文之進 河原林義雄 御高案伺いたく近日中来訪 前欠 2224

K 659 年未詳1月13日 川面文之進 河原林義雄 牧千束店の概算書拝見、第一銀行入金額報告は一両日猶予御願 2224

K 660 年未詳1月13日 川面文之進 河原林義雄 村長新年宴会にて緊急問題協議につき各村へ通達御願 2224

K 661 年未詳1月24日 川面文之進 河原林義雄 郵便為替規則抄録送付 2296

K 662 年未詳2月8日 川面文之進 河原林義雄 本郡公会堂建設に係る委員会開催につき出席御願 2221

K 663 年未詳2月17日 川面文之進 河原林 法律書簡単なものあらば拝借御願 2291

K 664 年未詳3月11日 川面文之進 河原林 義雄様帰宅の確認 2224

K 665 年未詳4月3日 [川面]文之進 河原林御隠居 桑接穂進上 2217

K 666 年未詳4月6日 川面文之進 河原林義雄 谷氏太田氏らに面会北桑懇親会二十日に決定 2218

K 667 年未詳4月9日 川面文之進 河原林義雄 牧国太郎帰村千束店へ立寄りの筈が発熱にて延引 2224

K 668 年未詳4月18日 川面文之進 河原林義雄、野尻岩次郎 懇親会来る20日午後一時より慈服寺にて開会 2280

K 669 年未詳4月30日 川面文之進 河原林義雄 阪地の用向き延引につき本日参上過日の金件宜しく御願 2225

K 670 年未詳5月3日 川面文之進 河原林義雄 別紙書面到着融通会社の事ゆえ回送す 2221

K 671 年未詳5月21日 [川面]文之進 河原林 倶楽部懇親会御配慮御礼、千束煙草店の恩借金は牧氏へ督促中 2221
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K 672 年未詳6月5日 川面文之進 河原林義雄 煉化石製造の件に付井上方で種々示談 2279

K 673 年未詳7月12日 川面文之進 野尻岩次郎 議員選挙投票一件代言人の周旋により起訴を免れることになった旨一報 2216

K 674 年未詳7月21日 川面文之進 河原林信造 桑葉不足あれば当方に不用分あり 2277

K 675 年未詳8月6日 川面文之進 河原林義雄 牧国太郎氏烟草売捌所の金員入用につき弐百円貸与 2218

K 676 年未詳10月8日 川面文之進 河原林義雄 千束店資金欠乏につき三百円融通会社渡りの手形使いへ御願 2217

K 677 年未詳10月25日 川面文之進 河原林義雄 御賢父へ送付の郵便切手代金支払い御願 2216

K 678 年未詳12月17日 川面文之進 河原林義雄 牧国太郎借財の件で牧磯五郎、宇之助両人へ照会御願 2217

K 679 年未詳12月30日 川面文之進 河原林義雄、野尻岩次郎 郡役所内での一大懇親会開催につき協議事項など伺い 2216

K 680 年月未詳11日 川面文之進 河原林義雄 大堰川堤防地方税補助の件で出張に付帰省次第参上 2217

K 681 年未詳4月15日 川面英水 河原林其樵 詠草差出に付取計御願、開巻日伺い 2299

K 682 年未詳10月2日 かよ 礼状 2218

K 683 年未詳11月23日 一男 河原林 愚父着京の節は御配慮宜しく御願 2330

K 684 年未詳9月8日 一雄 河原林母上 お久様出産祝い及び兄上様病気見舞い 2285

K 685 年未詳10月1日 一雄 久 辻村善三郎講は不慥なるものに付御注意を 2282

K 686 [明治4年]3月9日 恵右衛門（五郎改名） 兄貴 万一日延になる場合は御返事下され度御願 前欠 2302

K 687 年未詳9月 経済監 河原林時雄（義雄カ） 八、九月分俸差出御願 2307

K 688 年未詳5月13日 木庭新助 河原林義雄 拝借の紙幣返却につき抵当の耕地件及び山地券返付御願 2220

K 689 年未詳4月晦日 吉（カ） 河安[河原林安左衛門] 依頼事一件に付来山御願 2326

K 690 [明治3年]2月15日 吉兵衛（下黒田） [河原林]小源太 巳年山手銀借用の依頼 2326

K 691 [明治2年]9月吉日 来田監物大夫 河原林大和守 嘉例祈祷御祓大麻並来暦進呈 木版 2313

K 692 年未詳6月6日 喜兵衛(河井あぶらや店) 河原林安左衛門、伊左衛門 御注文の筵本日送付、種かます拝借御願 2294

K 693 年未詳6月15日 喜兵衛
油屋安左衛門、御店伊左衛
門 辛子、種値段下落に付御引合下されたく御願 2294

K 694 年未詳11月9日 きく 河原林御旦那 礼状 2219

K 695 年月日未詳 菊田 山田源衛 電報 封筒のみ 2272

K 696 年未詳3月24日 菊屋平兵衛 河原林安左衛門 北鵑様御注文の摺物御届に付代金飛脚へ御願 2299

K 697 年未詳4月8日 きみ － ご立腹の由お許しを 2283

K 698 年未詳5月24日 公諦 河原林正親 山科氏の御周旋により伏原家へ仕官に付一報 2307

K 699 年月日未詳 木邨 河原林義雄 支払いの金五十円ほど都合御願 2280

K 700 明治22年2月19日 木邨吉郎（京都日報社理事） 樋口文助 京都日報株金領収仮書 2277

K 701 年未詳2月29日 木村久三郎 河原林勘三郎 木の株お立会いの上取調べ御願 前欠 2220

K 702 年月未詳20日 木邨与三郎 川[河]原林義雄 日報社総会の始末につき御意見伺いたく西村楼にてお待ちする 2219

K 703 年未詳12月27日 紀成常喜 川勝、河原崎 郡役所経費定率表書記員数取出法に付伺い 2280
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K 704 年未詳3月18日 近仁 河原林安之丞 藍急入用に付御送付御願 2299

K 705 年未詳1月12日 絹栄 煙草屋おかめ様 小児らと実家河原林義雄宅へ帰宅に付京都での厚情奉謝 2294

K 706 年月日未詳 絹栄 兄上 借用金子返済猶予御願 2278

K 707 年月日未詳 絹栄 兄上 おひろの事心配に付お越し下されたし 2280

K 708 年月日未詳 愚妹[絹栄] 河原林 脚気病長引く、煙草店開店資金は半額は内牧家へ依頼の予定、 2218

K 709 年月日未詳 絹永 河原林姉上 年頭の挨拶 2219

K 710 年月日未詳 絹栄 河原林姉上 お手紙並日用品御送付の御礼 2221

K 711 年月日未詳 きぬ江 ます江 病気見舞い 2216

K 712 年月日未詳 絹栄 姉上 おひろ殿産婆学校入学の証人の件承諾 2280

K 713 年月日未詳 絹子 河原林御母堂 御鏡其の他種々御歳暮の御礼 2219

K 714 年月日未詳 絹子 河原林ゆう 益栄姉上西京女学校へご入学祝い 2219

K 715 年月日未詳 絹子 河原林御姉上 鏡餅の御礼 2219

K 716 年月日未詳 絹子 兄上 金子借用願い 2277

K 717 年月日未詳 絹子 河原林ゆう 山国のこと思い出し悲しきことばかりゆえお前様からの手紙に涙す 前欠 2219

K 718 [明治4年]7月9日 金蔵（下黒田村） 河原林安左衛門 金子持参延日の断り状 2302

K 719 [明治23年]1月8日 岸本治三郎 河原林義雄、野尻岩次郎 政府解散の模様芦田候補にするは不同意貴兄を候補に 2223

K 720 [明治23年]5月22日 岸本治三郎
河原林義雄、野尻岩次郎、
川面文之進 本日の御盛挙参上のところ他務にて欠礼、一層の御団結を 2221

K 721 [明治23年]6月4日 岸本治三郎 河原林義雄
川勝孫太郎氏の話によれば昨3日園部にて谷、田中等諸氏会合候補者は河原
林氏を出す事になった模様 2216

K 722 [明治23年]6月5日 岸本治三郎 河原林義雄、野尻岩次郎
今回の選挙二員の内一名は貴兄を得たく同友愛国二団体にて二百五十は獲得
の見込 2284

K 723 [明治23年]6月9日 岸本治三郎 河原林義雄 船井倶楽部懇親会に列席、その後天田公党派の芦田を訪問 2216

K 724 [明治23年]6月24日 岸本治三郎 河原林 羽室氏は敢て大兄の領地は害せざりとの事 2280

K 725 [明治23年]7月4日夕 岸本治三郎 河原林義雄、野尻岩次郎
船井南桑両郡は反覆無限にして愛国倶楽部、同友会に斡旋周到するが野生も
船井各村南桑7,8村へ巡説す 2217

K 726 [明治23年]8月10日 岸本治三郎 河原林義雄 第五区選挙の失敗は自由主義の未熟とはいえ遺憾にて主義拡張の為御賢慮を 2283

K 727 [明治23年]月未詳18日 岸本治三郎 河原林、野尻
貴会も立憲自由党に御加盟のこと実に壮快、十月綾部での第一懇親会には諸
政社結合し丹波表の御一結を 2216

K 728 [明治23年]月未詳27日 [岸本]治三郎 河原林 社交倶楽部設置につき面話御願 2223

K 729 年月未詳30日 岸本治三郎 河原林義雄 曽我部、薭田野、本梅の諸部落での獲得票数見込み等報告 2280

K 730 年未詳3月14日 岸本治三郎 河原林、羽室、野尻 帰国旅費借用来る十八日までに御願 2221

K 731 年未詳3月15日 岸本治三郎 河原林、羽室 小生来る三十日を以って帰国に付野尻氏より依頼の事件取計御願 2221
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K 732 年未詳4月22日 岸本治三郎 河原林義雄 別紙組織の雑誌発行につき祝文投稿の依頼 2225

K 733 年未詳12月21日 喜助 御主人、御家内中 炭高値に付湯屋買入人無き故御承知の程 2299

K 734 年未詳5月13日 喜助 若旦那 お秀様借金の件伺い 2290

K 735 明治20年1月6日 北垣国道 河原林義雄 臨時郡部常置委員会開催通知 京都府罫紙 2278

K 736 明治20年1月13日 北垣国道 川勝光之助 府会常置委員会流会通知 罫紙 2281

K 737 明治20年1月13日 北垣国道 河原林義雄 府会常置委員会開催通知 罫紙 2276

K 738 明治20年1月26日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会常置委員会開催通知 京都府罫紙使用 2275

K 739 明治20年2月3日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会及び郡部常置委員会通知 2276

K 740 明治20年2月24日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会郡部常置委員会開催通知 罫紙 2276

K 741 明治20年3月3日 北垣国道 河原林義雄 府会常置委員会開催通知 罫紙 2276

K 742 明治20年4月27日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会常置委員会開催通知 京都府罫紙 2281

K 743 明治20年5月23日 北垣国道 河原林義雄 府会郡部会常置委員会開催通知 京都府罫紙 2278

K 744 明治20年6月3日 北垣国道 河原林義雄 府会郡部会常置委員会開会通知 罫紙 2276

K 745 明治20年7月2日 北垣国道 河原林義雄 臨時郡部常置委員会開催通知 京都府罫紙使用 2275

K 746 明治20年7月11日 北垣国道 伊東熊夫 臨時郡部常置委員会開催通知 京都府罫紙 2275

K 747 明治20年9月22日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会常置委員会開催通知 京都府罫紙 2281

K 748 明治20年11月2日 北垣国道 河原林義雄 臨時郡部常置委員会開催通知 罫紙 2276

K 749 明治21年1月23日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会常置委員会開催通知 罫紙 2281

K 750 明治21年2月3日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会常置委員会開催通知 罫紙 2276

K 751 明治21年2月3日 北垣国道 河原林義雄 臨時郡部常置委員会開催通知 罫紙 2281

K 752 明治21年2月8日 北垣国道 河原林義雄 郡部常置委員会流会通知 罫紙 2281

K 753 明治21年3月30日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会常置委員会開催通知 罫紙 2281

K 754 明治21年4月23日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会常置委員会開催通知 罫紙 2281

K 755 明治21年5月18日 北垣国道 河原林義雄 郡部常置委員会流会通知 罫紙 2276

K 756 明治21年5月23日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会常置委員会開催通知 罫紙 2278

K 757 明治21年6月27日 北垣国道 河原林義雄 郡部常置員会開催通知 京都府罫紙 2278

K 758 明治21年8月6日 北垣国道 河原林義雄 臨時郡部常置委員諮問会開催通知 罫紙 2275

K 759 明治21年8月23日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会及び郡部常置委員諮問会開催通知 罫紙 2275

K 760 明治21年9月8日 北垣国道 河原林義雄 郡部常置委員諮問会流会通知 京都府罫紙 2277

K 761 明治21年9月18日 北垣国道 河原林義雄 郡部常置委員諮問会開催通知 京都府罫紙 2277

K 762 明治21年9月20日 北垣国道 河原林義雄 郡部常置委員諮問会開会通知 罫紙 2281

K 763 明治21年9月21日 北垣国道 河原林義雄 郡部常置委員諮問会開催通知 京都府罫紙 2277

K 764 明治21年11月8日 北垣国道 河原林義雄 郡部常置委員諮問会流会通知 京都府罫紙 2277
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K 765 明治21年11月17日 北垣国道 河原林義雄 常置委員会流会通知 罫紙 2275

K 766 明治22年1月12日 北垣国道 河原林義雄 郡部常置委員諮問会流会通知 京都府罫紙 2277

K 767 明治22年1月18日 北垣国道 河原林義雄 郡部常置委員諮問会流会通知 京都府罫紙 2277

K 768 明治22年1月22日 北垣国道 河原林義雄 府会常置委員諮問会開催通知 京都府罫紙 2277

K 769 明治22年2月22日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会常置委員諮問会開催通知 京都府罫紙 2277

K 770 明治22年2月26日 北垣国道 河原林義雄 常置委員諮問会開催通知 京都府罫紙 2277

K 771 明治22年3月1日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会常置委員諮問会開催通知 罫紙 2281

K 772 明治22年3月13日 北垣国道 河原林義雄 府会常置委員諮問会開催通知 京都府罫紙 2277

K 773 明治22年4月2日 北垣国道 河原林義雄 臨時郡部常置委員諮問会開催通知 京都府罫紙 2277

K 774 明治22年4月29日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会常置委員会開催通知 罫紙 2275

K 775 明治22年5月3日 北垣国道 河原林義雄 府会常置委員会開会通知 罫紙 2281

K 776 明治22年5月18日 北垣国道 河原林義雄 郡部常置委員諮問会流会通知 京都府罫紙 2277

K 777 明治22年5月30日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会常置委員会開催通知 罫紙 2276

K 778 明治22年6月13日 北垣国道 河原林義雄 府会常置委員会流会通知 罫紙 2276

K 779 明治22年9月18日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会常置委員諮問会開催通知 京都府罫紙 2277

K 780 明治22年9月21日 北垣国道 河原林義雄 諮問会開会通知 京都府罫紙 2277

K 781 明治22年10月12日 北垣国道 河原林義雄 府会常置委員諮問会開会通知 京都府罫紙 2277

K 782 明治22年10月28日 北垣国道 河原林義雄 郡部常置委員会開催通知 京都府罫紙 2277

K 783 明治22年11月8日 北垣国道 河原林義雄 郡部常置委員諮問会流会通知 京都府罫紙 2278

K 784 明治23年1月13日 北垣国道 河原林義雄 府会常置委員会延会通知 京都府罫紙 2277

K 785 明治23年3月3日 北垣国道 河原林義雄 臨時府会及び郡部常置委員諮問会開催通知 京都府罫紙 2277

K 786 明治23年3月20日 北垣国道 河原林義雄 臨時常置委員会開催通知 京都府罫紙 2277

K 787 明治24年12月28日 北垣国道、三井高朗 河原林義雄 明廿五年年賀会案内 2279

K 788 明治27年3月4日 北原政次郎 河原林[義雄] 衆議院当選祝い 2330

K 789 [明治3年]正月17日 北小路勝右衛門 河原林小源太 御上納銀不足の分御持参御願 2326

K 790 年未詳5月4日 北小路勝右衛門 河原林小源太 馬路役所督促に付上納不足金使いの者へ御願 2326

K 791 年未詳5月5日
北勝[北小路勝右衛門]（辻
村） 河原林小源太 貴家様より差遣の御上納金未請取に付伺い 罫紙 2326

K 792 明治13年8月12日 北桑田郡役所 河原林義雄 貯金の支消法、貯蔵方按起稿御勘考の上差出御願 罫紙 2281

K 793 明治13年8月23日 北桑田郡役所 河原林義雄 兼て示談の補助金帰郡の節御携帯御願 藤野の印あり 2281

K 794 明治19年1月9日 北桑田郡役所勧業掛 河原林義雄 本郡製茶米国輸出に付郡中製茶家招集の件了承 北桑田郡役所罫紙使用 2275

K 795 明治20年4月6日 北桑田郡役所 比賀江村連合役場 河原林義雄氏へ議員当選状の請書至急差出の通知御願 2221

K 796 明治23年1月24日 北桑田郡役所庶務課係 河原林義雄 農商工臨時雑報は殖産社発行『農工商』に掲載 罫紙 2275
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K 797 明治23年1月24日 北桑田郡役所庶務係 河原林義雄 勧業課発行の農工商臨時雑報は以後殖産社『農工商』に掲載 罫紙 2275

K 798 年未詳3月23日 北桑田郡役所 河原林義雄 明日午前礼服着用にて出頭御願 2294

K 799 年未詳4月19日 北桑田郡役所庶務係 河原林義雄 南部製茶業者に出庁依頼の通達参る 2285

K 800 年未詳4月23日 北桑田郡役所庶務掛 河原林義雄 本郡製茶直輸委託数量
京都府北桑田郡役所罫
紙 2277

K 801 年未詳6月12日 北桑田郡役所庶務係 河原林義雄 明治元年より十四年迄の布達要約送付旨一報 罫紙 2295

K 802 年未詳8月16日 北桑田郡役所 河原林郡書記 水旱罹災返納金出納課へ差回し御願 罫紙 2281

K 803 年未詳8月17日 北桑田郡役所 河原林 区長交代の件稟議の結果御回報御願 2225

K 804 年月日未詳 北桑田郡役所 河原林義雄 － 封筒のみ 2272

K 805 年月日未詳 北桑田郡役所 河原林益三 － 封筒のみ 2272

K 806 明治24年4月24日 北桑田高等小学校 河原林義雄 卒業証書授与式臨席依頼 罫紙 2281

K 807 明治13年3月27日 北桑田郡第五組戸長役場 河原林義雄 地方税取調の件諸商業取締小島新八が出頭 罫紙 2281

K 808 明治15年4月28日
北桑田郡第二自由懇親会委
員 牧政次郎ほか10名 北桑田郡自由懇親会第二次会開催案内及び議事一報 罫紙 2295

K 809 明治14年10月28日 北桑田郡第三組戸長役場 河原林義雄 信蔵氏徴兵人別表記載事項調査依頼 罫紙 2295

K 810 明治18年3月8日
北桑田郡比賀江村外七ケ村
戸長役場 河原林義雄 伐木願は図面添付にて差出のこと 2287

K 811 明治19年3月10日 北桑田郡比賀江村戸長役場 河原林信蔵 歩兵予備軍操練復習期日通知書 2285

K 812 明治20年7月6日
北桑田郡比賀江村外七ヶ村
戸長役場 河原林義雄 臨時聯合村会開催通知（尋常小学校教育補助費更正につき） 罫紙 2275

K 813 明治21年12月18日
北桑田郡比賀江村外七ケ村
戸長役場 河原林義雄 別紙の通り告示送付 罫紙 2281

K 814 年未詳3月15日
北桑田郡比賀江聯合戸長役
場 河原林信蔵 操練復習入営期日通達 2285

K 815 年月日未詳
北桑田郡比賀江村外七ケ村
戸長役場 河嵜勇助ほか11名 営業標牌役場まで差出御願 罫紙 2275

K 816 年未詳5月15日
北桑田郡小塩村外二ケ村戸
長役場 河原林義雄 地税金誤算にて賦課に付調整 罫紙 2275

K 817 年未詳7月27日 北桑田郡黒田村役場 河原林義雄、野尻岩次郎 別紙取調書送付 2279

K 818 年未詳8月18日 北桑田郡書記[河原林] 北桑田郡役所 戸長改選の件主務課へ問合せの結果報告ほか 2225

K 819 年未詳5月29日 北村三治 河原林 先日は酩酊失敬の段陳謝 2217

K 820 明治23年1月1日 北尾栄太郎 河原林 過日の礼状 2280

K 821 年未詳5月11日 北尾栄太郎 河原林 御母上年会は病気にて欠礼 2221

K 822 年未詳5月26日 北尾栄太郎 河原林 ますえ御厄介になるが宜しく 2280
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K 823 年未詳7月5日 北尾栄[太郎] 河原林久 おじいさまより依頼の品延引の断わり 2280

K 824 年未詳7月25日 喫豆 可水先生 新聞社の病根を切断の上は販路拡張の策も種々あり 2280

K 825 年月未詳28日 喫豆 河原林 嵯峨へ御出での節拙寓へ御立寄り下されたし 2287

K 826 年月日未詳 小あい 御旦那 手紙届き次第お返事下されたし 2225

K 827 年月日未詳 小あい 御旦那様 ご機嫌伺い 2221

K 828 [明治2年]12月22日 小林十郎（喜間太） 河原林従五位 歳暮の品進呈 2313

K 829 年未詳5月2日 小林十郎（喜間太事） 河原林従五位 およね殿御披露の品々頂戴に付御礼 2326

K 830 [明治3年]5月20日 小林重造 河原林安左衛門 粗品進呈 2326

K 831 年未詳5月20日 小林重造 河原林安左衛門 京地出張所資金不廻りに付御融通御願 2326

K 832 年未詳10月17日
小林九右衛門、戸田（カ）永
次郎 河原林 金子十両寅年よりの元利出金御願 2299

K 833 明治27年3月7日 小林重治郎 河原林義雄 当選祝い 2330

K 834 年未詳11月26日 小林すが 河原林 還暦祝い 2285

K 835 年未詳12月11日 小林時亮 河原林義雄 材木代価通知書の件で出頭御願 2217

K 836 年未詳12月16日 小林時亮 河原林 材木会社伺書記載の上差回し御願 2217

K 837 明治25年1月10日 小林吉明 河原林義雄 結婚式臨席御願 2224

K 838 年未詳4月9日 [小林]吉明 河原林義雄 小生結婚の際は遠路御来駕御礼 2224

K 839 年未詳9月23日 小林吉明 河原林義雄 叔父様のご病状伺い 2221

K 840 年未詳9月25日 小林吉明 河原林義雄 叔父様病気見舞い 2287

K 841 [明治8年] 戸長[野上] 河原林義雄、河原林美次 去七年の異状地帳簿御持参御願 罫紙 2329

K 842 [明治8年]9月15日 戸長 河原林 家券並家券本紙回送に付券番家番記載御願 2304

K 843 [明治8年]9月25日 戸長 河原林巌 家券下調帳入用に付持参御願 2304

K 844 明治9年1月19日 戸長　野上 河原林義雄 初納金の儀官より御沙汰有り次第持参御願 2304

K 845 [明治9年]1月20日 戸長 河原林義雄 河原林理之助殿未進金及び初納金納付に付御願 2304

K 846 [明治9年]月未詳25日 戸長 河原林義雄 合区の村々収穫の義取調に付結果御聞き取り御願 2329

K 847 年月未詳13日 戸長[野上政右エ門] 河原林義雄 地位等級検査人御派出に付下調書類持参にて御出校御願 罫紙 2329

K 848 年月未詳15日 戸長 河原林安左衛門 貴君長女請籍の儀持参御願 2304

K 849 [明治5年]8月14日 戸長之助 河原林小源太 山林目付掛の分未入に付入金次第持参 2309

K 850 明治19年4月27日 戸長役場 河原林義雄、野尻岩次郎 北桑田全郡聯合村会開設通知 戸長役場罫紙 2285

K 851 明治20年10月4日 [戸長役場]収支係 比賀江村戸長役場 所得税調査委員補欠選挙無効に付投票用紙再配布御願 罫紙 2278

K 852 明治20年7月2日 戸長役場 河原林義雄 当選状送付に付請書差出御願 罫紙 2281

K 853 [明治2年]3月30日 小源太（御茅輪役人） 兄貴、姉 道中無事にて23日東京着馬場先御門内松平下総守屋敷に下宿す 2301
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K 854 明治24年12月28日 小泉福蔵 河原林義雄
議員解散にて現政府と民党の勝敗決すべき好機到来、今回の選挙当地は大兄
を第一に推すことに同志希望 2223

K 855 明治25年2月21日 小泉福蔵 河原林義雄 今回の選挙は予想外の結果、主義拡張の方法を講ずること必要 2223

K 856 年未詳2月13日 小泉福蔵 仁木文字太 羽室亀太郎より預かりの自由党宣言書使いへ回付御願 2223

K 857 年月未詳15日 児島定七 河原林義雄 当選の際は蠶業奨励請願にご賛成御願 2223

K 858 明治12年10月10日 小嶋新八 北桑田郡役所 うるか送付一報 2216

K 859 年月日未詳 小けし 河原林 御礼の品ご賞味下されたし 2216

K 860 明治23年1月27日 小松九郎右衛門ほか9名 河原林義雄（交話会幹事） 西川派との合併は異議あり、会名変更は不服なし 2284

K 861 [明治23年]7月20日 小松九郎右衛門 河原林義雄、野尻岩次郎 府下候補の結果第五区公民派の当選は遺憾 罫紙 2279

K 862 年未詳3月24日 小松九郎右衛門 河原林義雄 西垣も着京に付今夕面談御願 2279

K 863 年月日未詳 小松九郎右衛門 河原林 野尻氏来臨につき御来車御願 2218

K 864 明治23年11月23日 小森彦太郎 河原林義雄 嵯峨会社退職届 罫紙 2275

K 865 明治24年1月1日 小森彦太郎 河原林義雄 病気全快ゆえ今春は材木会社へ勤務の件御願 罫紙 2276

K 866 年未詳2月13日 小森彦太郎、湯浅喜之輔 河原林義雄 先日お問合せの木材見積金額回答 罫紙 2281

K 867 年未詳4月12日 小永井天橋 河原林義雄 京都にて絵入日刊新聞発行の計画ある由委細拝承御願 2221

K 868 年月日未詳 小さん 河原林 京都日報第八十号新報欄内の口論云々につき 2219

K 869 明治21年5月25日
小塩均一郎（北桑田郡高等
小学校長）

河原林義雄、河原林兵助、
河原林岡磨呂 御令妹、御息女始業時間の厳守御願 2221

K 870 年未詳9月24日 越山元之介 河原林義雄 菱木、奥氏らと談合の上職の周旋御願 2217

K 871 年月日未詳 [小谷] － 南ケ谷ノ内タカ谷山林地価 罫紙 2277

K 872 年月日未詳 小谷政次郎 河原林義雄 黒田村山林及び杉価格 罫紙 2277

K 873 年未詳寅2月17日 こと 安左衛門 亀蔵、幸八への御厚情奉謝 2294

K 874 年未詳12月12日 小富信一郎 河原林 西源三郎小作米につき伺い 2272

K 875 明治24年10月5日 小槻甚三郎 河原林義雄 高木文平氏持山入札につき買い取り金融通御願 2217

K 876 年未詳10月22日 こう 河原林母 神事には風邪にて参上できぬ旨 2287

K 877 年月日未詳 [今小路]こう 御母様 小児死去に際しては兄嫁様の御弔問御礼 2291

K 878 年月日未詳 こう 父上、兄上 源美の件御厚情御礼 2285

K 879 年月日未詳 かう 母 寿永も成人するゆえ来春にでも御上京お待ちする 2277

K 880 [明治3年]2月19日 河内山（京師より） 河原林 正親君東京にて御不自由に付金子御廻金御願 2326

K 881 年未詳2月8日 河内山 河原林小源太 御子息の義先方許容に付一報 2301

K 882 年未詳2月10日 河内山明六 河原林 昌平学校退塾帰京に付金子送付御願 2326

K 883 年未詳12月3日 河内山 河原林小源太 弥吉への取替金催促 2299
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K 884 年未詳2月14日 廣吉 河原林叔父 実家相続は心意にかなわず 2277

K 885 明治22年5月7日 交話会幹事 朝日新聞社 第3065号記載の交話会と公民会の記事取消を要請 2284

K 886 [明治23年]8月26日 公友会本部 河原林義雄
伊東氏より党名は立憲自由党と決定す、幹事に大井ら5名を選出するとの一報あ
り 2330

K 887
[明治23年]月未詳27日
午前 公友会本部 河原林義雄 進歩党合同の件党名始め草案別紙の通り、組織会は25日開設、 2219

K 888 年未詳正月9日 小弥太 兄貴、正親、姉貴 山国隊因州軍務局預かりとなる 前欠 2301

K 889 年未詳3月10日 小弥太、右内 河原林大和守 無事桑名迄到着道中結構な取計にて恐入る 2301

K 890 年月日未詳 小弥太 糸 来訪請う 2298

K 891 [明治9年]6月4日 区長
比賀江村、中江村、大野村
右村々戸長 荒地鍬下取調方御示談に付評価人一人御光来御願 廻状 2329

K 892 年未詳寅6月5日 熊田村弓者中 川[河]原林安左衛門 弓遊会案内 2294

K 893 年未詳1月18日 久馬夫 河原林 二十日に彼の答申書持参にて出頭に付同道御願 2280

K 894 年月未詳3日 久馬夫 河原林 別紙去日相談の通り差出に付貴下列席を御願 2216

K 895 年月未詳14日 久馬夫 河原林 小生東上前に一度御出京御願できぬか 2287

K 896 年月日未詳 久馬夫 河原林 石原氏のこと第五選挙区準備に関し至急面話御願 2223

K 897 [明治23年]6月25日 国井文之助 河原林義雄 第五選挙区候補者の履歴取調べに付本月中に履歴書送付御願 2280

K 898 [明治23年6月]27日 国井文之助 尊兄
公民会の会合では田中と石原の勝算決定を語る趣、選挙まで残り少なく狂奔す
る人なくては勝利は到底困難 2280

K 899 [明治24年]12月28日 国井文之助 河原林義雄、野尻岩次郎
非公民派旭昇の時、園部に非公民派の事務所設け本部とし運動するは便利小
生も協力す 2223

K 900 明治13年8月10日 国重正文 郡役所 達第32号（十三年度郡吏員給料及び庁中諸費等予算額の件） 罫紙 2281

K 901 明治13年8月19日 国重正文（京都府書記） 北桑田郡役所 十三年度郡吏員給料及び庁中諸費決定の達 罫紙 2281

K 902 年未詳12月21日 国友震一郎 河原林義雄 スイツル交換の件御示談の上回答御願 封筒入り 2272

K 903 明治23年10月11日
久野荘太郎（船井郡五ケ荘
村） 河原林義雄 木材筏商業資金拝借依頼 2284

K 904 年未詳12月12日 蔵原雄三 河原林義雄 議員諸君聯帯に付石原氏と御協議御願 2287

K 905 年未詳10月13日 蔵松 河原林 小生友人府会及び郡部書記に選任に付本年も引立て御願 2217

K 906 年未詳9月19日 栗伝 河原林義雄 御注文の品（うなぎ、松たけほか）持参 2280

K 907 明治3年4月 くろだ半兵衛 － 覚（落谷杉売渡一件） 2326

K 908 年未詳5月10日 日下部☐蔵（河原林恵次郎） 河原林義雄 養子縁組解消に付挨拶 2295

K 909 年未詳5月26日 日下部 河原林義雄 借用金返済延引の断わり 2216

K 910 年未詳9月27日 日下部 河原林義雄 証書持参にて伺いたいが御都合如何 2217
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K 911 年未詳11月13日 草川正信 河原林義雄 只今の書面の趣旨了承 2280

K 912 年未詳6月25日 草木(平民社) 河原林義雄 書面にて依頼の金員決済御願 2217

K 913 年未詳12月18日 草木 藤野、西栄吉 協一校講金掛戻し受負証書御返却御願 2282

K 914 年未詳12月19日 草木 河原林 小生親族国会傍聴希望に付伊東氏へ依頼御願 2217

K 915 年月未詳18日 草木 河原林 中仙道鉄道公債売却の件報告 2280

K 916 年未詳4月24日 草木☐左介 河原林安左衛門 金子拝借御礼、証文は伊右衛門殿持参に付宜しく御願 2292

K 917 明治20年4月 草木栄次郎、草木米造 安田有則 通報人之義ニ付御届（18日付）、単身寄留之義ニ付御届（8日付） 罫紙 2281

K 918 明治21年1月 草木兵助 河原林義雄 年頭挨拶 2221

K 919 明治24年1月 草木兵助 河原林義雄 年頭の挨拶 2216

K 920 年未詳1月2日 草木兵助 河原林義雄 新年挨拶 2224

K 921 年未詳4月24日 草木兵助 河原林義雄 山林代価五拾二三円迄なら買求に付回答 罫紙 2281

K 922 [明治8年]11月17日 草木兵介
河原林安左衛門、河原林恵
次郎、野尻彦七 常照寺普請金取組一条に付連印の衆中御打合御願 2304

K 923 [明治9年]1月4日 草木兵介 河原林安左衛門 常照寺証書改の儀手代忠蔵差出に付取計御願 2304

K 924 年未詳6月27日 草木兵輔 河原林安左衛門 利息請取に付請書差上 2326

K 925 年未詳7月13日 草木兵輔 河原林安左衛門 祖母三回忌の粗品送付に付御受納御願 2326

K 926 年未詳4月14日 草木兵右衛門 河原林安左衛門 昨冬切替の金子に引当に付祖父谷高畑證状送付御願 2326

K 927 [安政5年]正月18日 草木敬介（塔村） 河原林安左衛門 橘兵方利息銀間違分差向けに付一報 2303

K 928 [安政5年]正月23日 草木敬介、藤野伍右衛門 河原林安左衛門 此度の御出役の儀御願 2303

K 929 [明治5年]4月7日 草木小右衛門（塔村） 河原林小源太 油屋旧鑑札及び税金御調べの義取計御願 2309

K 930 年未詳3月8日 草木亦吉 河原林義雄 協一校門木買入れ残金は梅谷氏より寄付 封筒入り 2272

K 931 年未詳4月20日 草木亦吉 河原林義雄、野尻岩次郎 来る5月10日中筋浦にて角刀興行に付のぼり二三本御願 2221

K 932 年未詳4月25日 草木亦吉（井上哲雄代理） 河原林義雄
井上哲雄氏の田地売却の登記料並手数料は河原林氏への預け金にて処理に
付送付御願 2221

K 933 年未詳6月24日 草木亦吉 河原林、野尻 井上預り金精算書類紛失ゆえ略勘書送付に付取調べ御願 2278

K 934 年未詳12月16日 草木亦吉 河原林義雄 藤野氏より督促の金送付 2276

K 935 明治15年5月10日 草木左内 河原林義雄 北桑田郡大懇親会塔村の出席者数一報 罫紙 2295

K 936 年未詳9月26日 草木商店 河原林義雄 綿糸織物株売却代金送付 2284

K 937 明治22年5月18日 草木定助 河原林義雄 貴家御所有の井戸村字蔭浦立木伐採の件伺い 2221

K 938 明治17年10月28日 草木米造 河原林義雄 河原林信造へ病気見舞いの書状御願 封筒入り 2272

K 939 年月日未詳 草木米造 吉野尚顕 陸軍歩兵曹長宛寄留御届 罫紙 2281

K 940 年未詳11月22日 協一館小学校書籍掛 河原林てる 唱歌集返却御願 2217

K 941 明治23年8月7日 京都本金庫 河原林義雄 京都府より請求の分金壱円拾銭逓送 罫紙 2275
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K 942 明治23年8月8日 京都本金庫 河原林義雄 京都府より請求の分三拾円逓送 罫紙 2275

K 943 年未詳5月23日 京都尋常中学校 川[河]原林義雄 本校改正規則書一部進呈 罫紙 2278

K 944 明治19年10月31日 京都倶楽部幹事 川勝光之助 宴会、晩餐会案内 罫紙 2276

K 945 明治19年11月10日 京都倶楽部幹事 河原林義雄 入会承諾に付規細則並談話会規則送付 罫紙 2281

K 946 明治20年2月21日 京都倶楽部幹事 河原林義雄 第三期総会開催案内 罫紙 2276

K 947 明治20年7月1日 京都倶楽部幹事 河原林義雄 本館射場移転式執行案内 罫紙 2276

K 948 明治20年7月14日 京都倶楽部幹事 河原林義雄 本館改装完成通知 印刷物 2282

K 949 明治20年9月3日 京都倶楽部幹事 河原林義雄 第四期定期総会開催案内 罫紙 2281

K 950 明治21年1月18日 京都倶楽部幹事 河原林義雄 本部第五期総会及び新年宴会案内 罫紙 2276

K 951 明治21年2月20日 京都倶楽部幹事 河原林義雄 京都倶楽部支部開館式執行案内 罫紙 2275

K 952 明治21年3月16日 京都倶楽部幹事 河原林義雄 規則細則談話会規則及び会員証送付 罫紙 2275

K 953 年未詳4月27日 京都倶楽部幹事 河原林義雄 晩餐会開催案内 罫紙 2281

K 954 年未詳6月28日 京都倶楽部幹事 河原林義雄 支部木屋町生亀楼に移転 2282

K 955 年未詳8月1日 京都倶楽部幹事 河原林義雄 本部第六期総会開催案内 2279

K 956 年未詳11月7日 京都倶楽部幹事 河原林義雄 四季宴会開催案内 罫紙 2281

K 957 年未詳12月23日 京都倶楽部幹事 河原林義雄 忘年会開宴案内 罫紙 2281

K 958 明治23年3月 京都日報社 河原林 上等名札請求書 2277

K 959 明治23年3月 京都日報社 嵯峨材木会社 帳簿大半紙請求書 2277

K 960 明治23年12月23日 京都日報社 川[河]原林義雄 本社存廃の件協議につき商人倶楽部へ参会御願 罫紙 2276

K 961 明治24年1月29日 京都日報社 川[河]原林義雄 本社存廃の件に付臨時役員会開催通知 罫紙 2279

K 962 明治24年1月29日 京都日報社 川[河]原林義雄 臨時役員会開会案内（本社存廃に付） 2277

K 963 年未詳1月31日 京都日報社 河原林 御注文の考課状調進 2279

K 964 年未詳3月5日 京都日報社 河原林義雄 伊東氏帰京に付明日六時祇園鳥居本へ御来会御願 2221

K 965 年未詳11月24日 京都日報社 河原林義雄 明25日本社にて理事及び相談役会合開催に付来会御願 2219

K 966 年月未詳12日 京都日報社
伊東熊夫、河原林義雄、野
尻岩次郎 相談会開催に付日時場所一報 2287

K 967 年月未詳21日 京都日報社発送方 河原林 東京石丸氏より別紙葉書到着に付相談御願 2280

K 968 年未詳4月29日 京都商工銀行 河原林義雄 嵯峨支店より依頼の割引期日延期の件断り 2221

K 969 年未詳7月2日 京都商工銀行預金掛 河原林義雄 本年第2期当座勘定利息通帳へ記入済み、利息受取書は不要 2217

K 970 年未詳8月18日 京都商工銀行創立事務所 河原林義雄 御申込書落手、御申込は融通会社分か個人分か伺い 2330

K 971 年未詳5月19日 京都府地価取調所 北桑田郡委員 地価賦課経費送付依頼 2281

K 972 年未詳7月7日 京都府地価取調所 川[河]原林義雄 地価取調の件につき来る9日出京御願 2217

K 973 年未詳7月11日 京都府地価取調所 河原林義雄 来所の依頼 2217
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K 974 明治20年5月14日 京都府常置委員会議所 竹野郡役所 別紙書面郡内出張中の河原林氏へ送付御願 朱書き 2216

K 975 明治23年9月5日 京都府北桑田郡役所 河原林義雄 伝達書一通送付状 2277

K 976 明治22年6月6日
京都府北桑田郡比賀江村外
七箇村聯合戸長役場

野尻岩次郎、河原林義雄、
河原林益三 別紙所得税調査委員選被選挙人届書調印の上郵送御願 2218

K 977 明治24年10月13日 京都府内務部第二課 辻啓太郎 農談会決議録印刷完成に付13部送付 2281

M 1 年月日未詳 まえだ 河原林 寿し鶴迄御来車御願 2277

M 2 [明治8年]1月6日 前田 御旦那 おひで様御病気全快に付一報 2307

M 3 明治2年1月7日 前川五郎左衛門
丹州桑田郡山国下村ほか御
村役人 山国組廻章（殿様御朱印拝受の義に付） 2301

M 4 [明治2年]7月27日 前川店 河原林小源太 取組の銀子返却延引に付督促 2313

M 5 [明治4年]7月18日 前川店 河原林小源太、恵次郎 急ぎ面談申し度御出京御願 2302

M 6 [明治4年]7月22日 前川店 河原林小源太 返済金滞一件に付御上京御願 2302

M 7 [明治4年]7月29日 前川店
河原林小源太、河原林栄次
郎、野尻彦七 返済金滞一件に付伺い 2302

M 8 [明治5年]4月21日 前川店 大野村御村役中 昨年迄の分御皆済御願 2309

M 9 [明治5年]5月20日 前川店
野尻彦七、河原林小源太、
河原林栄次郎 金子返済督促 2309

M 10 [明治5年]5月20日 前川店 丹波桑田郡大野村御村役中 年済金未入に付再願 2309

M 11 [明治8年]10月7日 前川店 河原林安左衛門 和久田善右衛門事件面談に付御登京御願 2304

M 12 年未詳正月11日 前川店(京都) 小源太、恵次郎 用立て銀子返却の御願 2301

M 13 明治21年8月26日 牧国太郎（弓削村） 河原林義雄 買捌所資金借用の依頼 罫紙 2275

M 14 明治44年9月11日 牧小八郎 河原林孝太郎 御尊父（義雄）御逝去の悔やみ 封筒入り 2272

M 15 年未詳9月19日 牧小八郎 河原林義雄 株券牧宇之助へ申し受け御願 2219

M 16 明治24年1月1日 牧国太郎 河原林義雄 新年の祝詞 2287

M 17 年未詳2月4日 牧国太郎 河原林 本月は税金上納に付弐百円丈百十一銀行へ振込 2294

M 18 年未詳3月31日 牧国太郎、野上精一 河原林義雄 六百円手形引換え本月中に履行のところ延引の断り 2280

M 19 年未詳4月2日 牧国太郎 河原林義雄 金百五十円明日貸与御願 2221

M 20 年未詳5月6日 牧国太郎 河原林 籐筵は今日周山へ送付 2221

M 21 年未詳9月6日 牧国太郎
川面文之進、磯部五郎右衛
門 別紙手形に調印御願 2294

M 22 年未詳10月25日 牧国太郎 河原林義雄 百円振出切符持参いたすゆえ現金御願 2221

M 23 年未詳11月12日 牧国太郎 河原林義雄 金子持参のところ御留守の為百十一銀行へ振込む 2219
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M 24 年未詳2月17日 牧政次郎 河原林義雄（北桑田郡役所） 師範校生の届け及び中学校入学生内願提出の件 2225

M 25 年未詳4月26日 牧政次郎 河原林義雄 北桑田郡費学生書籍代上納金割符に付伺い 2220

M 26 年未詳5月26日 牧政[次郎] 河原林義雄 立憲政党城山静一氏への回答云々の御書面に付返事 罫紙 2295

M 27 年未詳4月5日 牧宇之助 河原林 藤野家にて諸事示談致したく御足労御願 2280

M 28 年未詳9月17日 牧宇之助 河原林義雄 北桑会社株式引き受けの御周旋御願 2219

M 29 [明治4年]4月11日 牧野清三郎 河原林勘三郎 山地買取代金の義御立替御願 2302

M 30 年未詳9月2日 牧野屋 河原林 酒肴代書出し 2294

M 31 [明治5年]正月22日 庄屋　牧太郎（井戸村） 河原林 未年分の税額明日中に皆済御願 2309

M 32 [明治5年] 万治 河原林小源太 御届の品覚 2309

M 33 年未詳6月25日 万次 河原林御主人 江口谷古券入用に付印形共差出御願 2292

M 34 年未詳6月22日 万吉店(矢代) 河原林安左衛門 種買入の値段伺い 2326

M 35 年未詳4月1日 鞠河 河原林 伊藤一蔵より別紙の通り申し来るに付至急拝眉御願 2280

M 36 年月日未詳 鞠河 辻 岐阜示談一件の手数料 2280

M 37 明治21年3月30日 鞠河義雄 河原林 金子借用依頼 罫紙 2281

M 38 年未詳1月12日 鞠河義雄 河原林義雄 御出京の有無御返報御願 2221

M 39 年未詳2月23日 鞠河義雄 河原林義雄 大垣裁判所出廷費用請求書 2280

M 40 年未詳4月3日 鞠河義雄 河原林義雄 金十円借用依頼 2280

M 41 年未詳4月16日 鞠河義雄 辻、河原林 別紙証書御承諾なら御返送御願 2280

M 42 年未詳12月15日 鞠河義雄 河原林 明日午後参館 2280

M 43 年未詳12月20日 鞠河義雄 河原林義雄 御依頼の件に付明日五時頃参上 罫紙 2281

M 44 年月未詳16日 鞠河義雄 河原林、辻 京都裁判所出頭手数料の件伺い 2216

M 45 年未詳5月21日 丸の総兵衛（宮脇村） 松尾平兵衛（海老谷村） 種買受の儀相談 2326

M 46 年月日未詳 まさ、てい 御旦那様 書付送付に付勘定御願 2221

M 47 [明治2年]11月26日 正親為知 伯父 山国隊御帰還御祝、馬乗袴御融通御願 2305

M 48 年月未詳28日 正木 河原林義雄 愛国議会一件に付諸事相談御願 2284

M 49 年月日未詳 正木聳山 － 漢詩未定稿 罫紙 2281

M 50 [明治22年]4月24日 正木[安左衛門] 河原林 交話会趣意書使いの者へ御手交御願 2221

M 51 [明治23年]2月24日 正木[安左衛門] 河原林 閣下の御尽力を以て勝利にむけ松印礟撃の労を取られん事を切望 2280

M 52 [明治25年]2月10日 正木安左衛門、安田益太郎
河原林義雄、野尻岩次郎、
山本佐兵衛 交渉事件結果明日中に御報道御願 2283

M 53 年月未詳7日 正木[安左衛門] 奥繁三郎、河原林義雄 お申越しの旨了承、参館場所伺い 2223

M 54 年月日未詳 正木[安左衛門] 河原林、山本 我参謀部での協議纏らず 2223
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M 55 年未詳4月5日 正国 河原林義雄 役所欠勤に付届け 2296

M 56 年未詳2月 ます 姉上様 先日の伊勢詣の話しなど 2218

M 57 年未詳8月2日 ます 河原林はつ 子供への結構な品御礼 2285

M 58 年月日未詳 ます おひさ 先日は結構な品拝受御礼 2282

M 59 年未詳4月5日 ますえ 河原林父上 金子急入用に付巌様より借用 2296

M 60 年未詳7月7日 ますえ 野尻岩次郎 宮原満なる人物に付問合せ 2285

M 61 年未詳11月27日 ますえ お久 おえい様に二銭返金御願 2280

M 62 年未詳12月9日 ますえ 藤野御父上 着物引替の義取計御願 2285

M 63 年未詳11月 益栄 河原林御兄上 金子借用依頼 2330

M 64 年月日未詳 ますえ 姉上様 綿入れ送付御願 2218

M 65 年月日未詳 ますえ 河原林御姉 藤野姉上一雄氏のことで心痛の模様 2221

M 66 年月日未詳 ますえ 久、絹永ほか 阿部信三結婚の手伝いの件伺い 2287

M 67 年月未詳15日 益永 御尊父 月俸学資金及び種痘証入用に付送付御願 2296

M 68 年月日未詳 ますえ 姉 病気出ぬようにご養生専一に 2287

M 69 年月日未詳 ますえ － この度出産致すが初着などの御心配は御無用に 2330

M 70 年月日未詳 益栄 お父上 お蔭様にて無事入嫁す 2217

M 71 年月日未詳 ますえ 河原林御内 お久姉病気見舞い 2217

M 72 年月日未詳 ますえ 久 初着料の礼 2221

M 73 年月日未詳 ますえ おひろ 窪田お浦様宅替え先御一報御願 2285

M 74 年月日未詳 ますえ 山本おばば、新島おば お預けの着物返却の御願 2285

M 75 年月日未詳 ますえ 河原林ゆう 書面にてお申越しの縁談の件 2285

M 76 年月日未詳 益永 母 女紅場勤め六月までは続けられては如何か 2285

M 77 年月日未詳 ますえ 姉上 家の始末をつけ昨今のうちに帰宅の予定 2284

M 78 年未詳11月18日 益子 河原林貴父 学資金、小遣い至急送付御願 2296

M 79 年未詳8月25日 又（カ） 河原林 河岩君へ貸金書付の通りに付取計御願 2299

M 80 年月未詳5日 松井 今村 明日の議会開会の予定伺い 2330

M 81 年月日未詳 まつい 河[原林] 一層の交誼を切望 2280

M 82 年未詳9月12日 松井政一郎 河原林義雄、今大路源美 錦地留学中の御厚情に奉謝 2284

M 83 年月未詳5日 松井常三郎、宮林源造 河原林 本日帰郷につき別紙欠席届け受付へ回付御願 罫紙 2275

M 84 年未詳8月31日 松本平助 河原林信[蔵] 小倉帯ほか代金書出 2285

M 85 [安政5年]2月15日
松本彦左衛門、世話方河原
林忠次郎ほか７名 河原林安左衛門 父彦之丞三周忌に付御光来御願 2303

M 86 明治21年1月23日 松本已之助 河原林義雄 臨時府会の節持参 2284
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M 87 年未詳8月16日 松本九郎助（岡部宮町） 河原林小源太 上世木村一件に付返事御願 2299

M 88 年未詳3月17日 松本余吉 河原林義雄 別紙証書と引換に金子三円回付御願 2280

M 89 年未詳9月20日 松永 河原林 借家の場所一報 2225

M 90 年未詳11月16日 松永 河原林 北桑融通会社貸借金額報告 2280

M 91 年未詳1月31日 [松永]恒久 河原林 御相談致したき義に付拝眉御願 2287

M 92 年未詳2月8日
松永恒久、富田半兵衛、山
岡景命 河原林義雄 明朝板垣伯御迎えに御出張前に御足労御願 2283

M 93 年未詳2月9日 松永恒久 河原林義雄 明日左阿弥楼にて開催の郡部委員晩餐会都合伺い 2216

M 94 年未詳3月8日 松永恒久 河原林義雄、野尻岩次郎 月ヶ瀬行二十日以後に御願 2221

M 95 年未詳3月14日 [松永]恒久 河原林義雄、野尻岩次郎 過日の為替方一件依頼 2330

M 96 年未詳2月14日 [松永]恒久 河原林義雄 三千円の利子三銭八厘申受けたく御勘考御願 2280

M 97 年未詳2月20日 松永恒久 河原林義雄 割引抵当公債取引日限等伺い 2225

M 98 年未詳4月14日 [松永]恒久 河原林義雄 割引手形期日来月到来につき確認 2216

M 99 年未詳4月24日 松永恒久 河原林義雄 下命の整理公債は主任不在にて見当つかず 2216

M 100 年未詳4月24日 [松永]恒久 河原林義雄 証券は出張のもの帰り次第引換えいたす旨 2216

M 101 年未詳8月14日 松永恒久 河原林義雄 午後五時月下亭へ参上 2218

M 102 年未詳8月25日 [松永]恒久 河原林義雄、野尻岩次郎 本日の銀行取引一件伺い 2225

M 103 年未詳8月27日 松永恒久 河原林、野尻 扇子贈呈 2284

M 104 年未詳8月27日 [松永]恒久 河原林 御談事の件北桑会社にて為替取組支払い済み 2284

M 105 年未詳9月28日 松永恒久 河原林義雄 京都日報第161号掲載記事の件に付伺い 2287

M 106 年未詳11月28日 松永[恒久] 河原林 御入用の金三井銀行へ照会に付一報 2330

M 107 年未詳11月30日 松永恒久 河原林義雄 貸金日歩2銭8厘にて承諾御願 2216

M 108 年未詳12月26日 松永恒久 河原林義雄 保栄講当籤金九十三円使いへ渡し置旨 2216

M 109 [明治19年]10月19日 松野新九郎 川[河]原林義雄 十八、十九年度定額配当表、諮問案及び報告書差出に付御査収御願 2284

M 110 年未詳10月5日 松野新九郎 河原林義雄 桴筏納税、会社にて御引受の件手続等役所主任より指示受けられたし 2280

M 111 年未詳12月25日 松尾内 河原林 主人過日御地への出立に付不日到着の筈 2297

M 112 [明治7年]12月14日 松尾弥三郎 河原林義雄 金子借用の断り書藤村氏へ送付延引に付一報 2297

M 113 年未詳1月5日 松尾弥三郎 河原林義雄 藤村氏へ金子延期の旨依頼御願、縮緬取扱の件は奥老と面会 2297

M 114 年未詳2月13日 松尾弥三郎 河原林義雄 池田君ら帰京豊岡表は万事上都合、就いては依頼の金件差回し御願 2290

M 115 年未詳2月19日 松尾弥[三]郎 河原林義雄 御廻金御願 藤村様方へ差出 2290

M 116 年未詳3月5日 松尾弥三郎 河原林義雄 弁金の儀御願 2297

M 117 年未詳3月23日 [松尾]弥三郎 [河原林]義雄 豊岡表の儀に付面話御願、山林御売り下げの義伺い 2297

M 118 年未詳3月26日 松尾[弥三郎] 河原林大兄 税金の金策つかぬゆえ妙法なしや 2290
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M 119 年未詳3月30日 [松尾]弥三郎 河原林義雄 至急御廻金の程御願 2297

M 120 年未詳4月4日 松尾[弥三郎] 河原林 書面郵送に付一報 2297

M 121 年未詳6月7日 松尾[弥三郎] 河原林 物産所合併の件に付今晩奥老人らと熟談、牧牛規則管下区長一同連印 2297

M 122 年未詳6月8日 松尾弥三郎 河原林義雄 生糸製茶牧牛等物産取扱の件に付書類差出御願 2297

M 123 年未詳6月19日 松尾弥三郎 河原林義雄 金子融通の御願 2297

M 124 年未詳8月7日 松尾弥三郎 河原林義雄 子牛廉価に付御勘考の程御願、豊岡の事件不首尾にて残念 2297

M 125 年未詳8月28日 松尾[弥三郎] 川[河]原林 御面話致し度に付御出豊御願 2297

M 126 年未詳9月5日 松尾[弥三郎] 河原林
三条本家の事件困難に付良策伺い、京近在にて一日四五十の斃牛あるが御郡
内如何 2297

M 127 年未詳9月8日 [松尾]弥三郎 河尊兄[河原林義雄] 彼の地一件御良考伺い度し、会社留守人政五郎死去 2297

M 128 年未詳9月28日 松尾[弥三郎] 河原林義三（雄カ） 斃牛一件御尽力御願 2297

M 129 年未詳10月5日 松尾[弥三郎] 河原林 先刻の一件早速示談の処不調に付一報 2297

M 130 年未詳10月10日 松尾弥三郎、長塩擠兵衛 河原林義雄 松尾彌三郎本月三日安着一報 2297

M 131 年未詳11月29日 松尾[弥三郎] 河原林 依頼の金調事件に付伺い 2297

M 132 年未詳11月29日 松尾[弥三郎] 河原林義雄 刀一件三十円にて取計御願 2297

M 133 年月未詳19日 まつお[弥三郎] 河原林 山口兄死去一報 2297

M 134 年月未詳30日 松尾[弥三郎] 河原林 昨年来の宿料取調に付出納簿回付御願 2297

M 135 年月未詳31日 松尾[弥三郎] 河原林 用金の調達御願 2297

M 136 年月日未詳 松尾[弥三郎] 河原林 明日新町会社へ御出張御願、豊岡為換方より書状到着 2297

M 137 年月日未詳 松[尾]弥三郎 河兄上[河原林義雄] 書面二通差出しに付返事請う 2297

M 138 年未詳5月11日 松裏勝平 河原林安左衛門 油弐斗廻送、金子少々にても廻金御願 2326

　 139 年月日未詳 三詠 河原林御旦那 この品物野尻様へ手渡し御願 2224

M 140 年月日未詳 三詠 河原林御旦那 東山へお越しのお帰りにお立寄り下されたし 2287

M 141 年月日未詳 三詠 河原林御旦那 礼状 2284

M 142 年未詳1月22日 三浜素平 河原林 滞京中の御優遇感謝 2280

M 143 年未詳1月16日 三原技手 郡部常置委員 葛野上山田村桂川堤防修理落成につき検査の通知 2225

M 144 明治21年12月19日 三原範治 河原林義雄 廿一年度船筏路費不足額は予備費より支払の件本日諮問 2280

M 145 年未詳8月1日 三原範治 郡部常置委員 桂川、淀川筋堤防修繕場所実地検査に付出張者の氏名通知御願 2216

M 146 年未詳8月4日 三原範治 河原林義雄 明日の出張は雨天順延、小雨なら予定通り決行 2216

M 147 年未詳9月21日 三原範治 河原林義雄 金員支払受取書差出 2280

M 148 年未詳5月22日 三河屋源助 － 用庫司御役所御払値段書上 2293

M 149 年未詳12月1日 南荘太郎 河原林義雄 芝田氏郡役所へ申立ての示談一件について 2219

M 150 年未詳12月13日 南荘太郎 河原林義雄 示談成立先日金員落掌に付奥氏への謝礼金等伺い 2287
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M 151 年未詳8月17日 湊直江（商工銀行） 河原林義雄 御依頼の定期貸並割引の件断り 2330

M 152 年未詳8月22日 湊直江 河原林義雄 公債弐千円御返上に付一報 2330

M 153 [明治5年] [湊川]傳蔵親類中 河原林小源太 湊川傳蔵追善興行案内状 木版 2309

M 154 年未詳1月5日 峰岸順 河原林、御内室 兄への御厚情感謝 2287

M 155 年未詳3月27日 峰岸順 河原林 まつ江お引き立ての程宜しく御願 2280

M 156 年未詳6月10日 峰岸順 河原林 まつ江に御親切に御世話下され当地一同感謝 2216

M 157 年未詳8月14日 峰岸順 河原林義雄 まつ江へのご厚情御願 2287

M 158 [明治4年]7月19日 水戸田政之進 河原林安左衛門、西善五郎 京都前川五郎右衛門殿にて拝借の儀山国五ケ村の成行委細伺い 2302

M 159 年未詳1月25日 三井銀行 河原林 中林不在に付代理遣わし 二伸 2224

M 160 年未詳10月21日 三浦（伏原内） 河原林 御届けの品覚 2307

M 161 年未詳6月23日 三浦一 河原林義雄 昨日の一条書状差しだし置返信あり次第一報す 2216

M 162 年未詳12月9日 三浦初太郎 河原林 記念文庫義捐金帳簿一件 2280

M 163 年未詳8月10日 宮経泰 河原林義雄 母上ご逝去お悔やみ 2221

M 164 年未詳12月21日 宮井悦之輔 河原林義雄 柴田組一件談判に遅刻する旨一報 2216

M 165 [安政5年]4月8日 御山 河原林安左衛門 貸付銀当月日限に付返済御願 2303

M 166 年月日未詳 宮下 河原林 野尻様へ御用向あらば只今ご入来下されたし 2280

M 167 年未詳12月5日 宮下きさ 河原林 下駄傘返却御願 2280

M 168 明治22年7月1日 溝口長七郎 河原林社長 会社現在金高壱百円御尊家へ回付 2221

M 169 明治23年6月25日 溝口長七郎 河原林義雄 郡役所上納金現金にて回送御願 2280

M 170 [明治2年]10月10日 溝口畔右衛門 － 小弥太様、喜間太様東京御下向中の留守見舞に川魚進上 2313

M 171 明治☐年4月9日 溝口畔右衛門 社長、監事 草木亦吉氏、岡本権之丞氏よりの依頼金の件指図御願 2278

M 172 明治14年10月14日
溝口畔右衛門（協一校出納
掛） 河原林義雄 元利返金の御願 罫紙 2295

M 173 明治14年10月14日
溝口畔右衛門（協一校出納
掛） 河原林松太郎、河原林義雄 元利返金督促状 罫紙 2295

M 174 明治15年3月1日 溝口畔右衛門 河原林義雄 河原林松太郎君の金員未返却に付取計御願 罫紙 2295

M 175 明治19年4月8日 溝口畔右衛門 河原林 西谷塚谷山林売却年限及び代価取調の件 2285

M 176 明治19年8月29日 溝口畔右衛門 社長 岡本準太氏より灰屋小畠の山林代金貸与依頼につき報告 2277

M 177 明治19年12月18日 溝口畔右衛門 河原林 吉田正国氏からの書面一件報告、中外電報への支払い依頼 2225

M 178 明治19年12月18日 溝口畔右衛門 河原林義雄 吉田正国、河原林益三氏よりの金員貸与依頼御断り御願 2284

M 179 明治20年1月15日 溝口畔右衛門 河原林 [北桑会社]考課状調整に付印刷御願 2284

M 180 明治20年2月20日 溝口畔右衛門 河原林義雄 安田五右衛門登記関係書類に調印の上送付御願 2278
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M 181 明治20年5月25日
溝口畔右衛門（北桑融通会
社主簿） 河原林義雄 株券百枚調印の上送付、金庫払底に付受取の金員この方へ御願 2284

M 182 明治20年7月8日 溝口畔右衛門 社長 拾銭札八十枚交換持参に付交換御願 2280

M 183 明治20年8月20日 溝口畔右衛門 河原林 郡役所より抵当差入の口達に付交債証持参御願 罫紙 2281

M 184 明治20年8月26日 溝口畔右衛門 河原林義雄 北桑融通会社本社金員出入り報告 2284

M 185 明治20年9月6日 溝口畔右衛門（主簿） 河原林義雄 北桑融通会社八月計算表送付 罫紙 2278

M 186 明治20年10月22日 溝口畔右衛門 河原林義雄 北桑融通会社２２日計算の金銀有高報告 2278

M 187 明治21年2月2日 溝口畔右衛門 河原林義雄 菱木氏へ割賦金送付の件連絡 2284

M 188 明治21年2月28日 溝口畔右衛門 河原林社長 嵯峨支店より高林和助へ送付の金五百円五円一枚多くあり 2221

M 189 明治21年10月27日 溝口畔右衛門 河原林 本社金庫払底に付取計御願 罫紙 2277

M 190 明治21年10月27日 溝口畔右衛門 河原林義雄 本社金庫払底の件指示御願 罫紙 2277

M 191 明治22年3月1日 溝口畔右衛門 河原林社長 牧磯五郎氏金百円入用に付取計御願 罫紙 2279

M 192 明治22年4月22日 溝口畔右衛門 河原林 本府よりの為換方御達の有無確認
北桑融通会社罫紙使
用 2275

M 193 明治23年2月5日 溝口畔右衛門 河原林義雄 府会議員選挙高得点者得票数報告 罫紙 2277

M 194 明治23年6月21日 溝口畔右衛門代長七郎 河原林義雄 管河氏への貸付金の件伺い、郡役所への上納金は筏税にて納付 2216

M 195 明治23年7月5日 [溝口]畔右衛門 河原林 別紙考課状調整御願 2218

M 196 明治23年9月11日 溝口畔右衛門 河原林義雄 御出京の節は御立寄り御願 罫紙 2275

M 197 明治24年4月12日 溝口畔右衛門 河原林 株券辻元之助氏へ売渡しの旨嵯峨支店へ報告 罫紙 2281

M 198 明治24年8月31日 溝口畔右衛門 河原林社長 明日使いに京都へ金員持参させる旨連絡 罫紙 2279

M 199 明治24年11月16日 溝口畔右衛門 河原林義雄 牧国太郎氏への貸金帳簿記入の件伺い 罫紙 2281

M 200 明治24年12月26日 溝口畔右衛門 河原林 金庫払底に付弐三百円回付御願 罫紙 2279

M 201 年未詳1月4日 溝口畔右衛門 河原林、野尻 本日出頭のところ不参につき断り 2221

M 202 年未詳2月23日 溝口畔右衛門 社長 丸橋弁次郎への貸金崩済の件指図御願 2280

M 203 年未詳4月14日 主簿[溝口畔右衛門] 社長 書面の件礒本氏出社次第相談の上返答 2218

M 204 年未詳4月17日 溝口[畔右衛門] 河原林 五本松村磯部清右衛門より依頼の酒造税貸借の件照会 2285

M 205 年未詳4月26日 溝口畔右衛門 河原林義雄 吉田兵助氏へ返書御願 2272

M 206 年未詳4月30日 溝口畔右衛門 河原林義雄ほか3名 結婚披露宴招待状 2280

M 207 年未詳4月30日
溝口畔右衛門（北桑融通会
社主簿） 嵯峨支店 別紙月末表送付に付其筋へ進達御願 罫紙 2281

M 208 年未詳5月26日 主簿[溝口畔右衛門] 社長 銀貨払底につき五円札にて廻金 2218

M 209 年未詳6月22日 溝口畔右衛門 河原林社長 金毘羅に参詣に付留守中の社用は倅に申付け置く
北桑融通会社罫紙使
用 2278

M 210 年未詳6月27日 溝口畔右衛門 河原林 会社金庫残金報告 2280
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M 211 年未詳7月23日 溝口[畔右衛門] 河原林社長 別封金千八百弐拾円四拾弐銭第一銀行へ納入御願 2216

M 212 年未詳8月16日 [溝口]畔右衛門 河原林 別紙商工銀行よりの通知回送 2225

M 213 年未詳8月17日 溝口[畔右衛門] 今大路 牧磯五郎氏の委任状一先返戻し御願 2284

M 214 年未詳8月31日 主簿[溝口畔右衛門] 社長 会社残金一報 2219

M 215 年未詳9月26日 溝口畔右衛門 河原林 金庫紙幣払底に付取計御願 2225

M 216 年未詳10月9日 [溝口]畔右衛門 河原林義雄 菱木氏株券代金百三十円請取に付支店当座約束へ入金 2287

M 217 年未詳11月17日 溝口[畔右衛門] 河原林 明日午前に金五十円入用につき借用御願 2221

M 218 年未詳11月26日
溝口畔右衛門（北桑融通会
社） 河原林、野尻 商法実施に際する商事会社準備に付諸事京都府へ回答御願 罫紙 2275

M 219 年月日未詳 溝口畔右衛門 河原林義雄 別紙勘定書送付ほか 北桑融通会社罫紙 2277

M 220 [明治25年]1月17日 溝口市次郎 河原林義雄、野尻岩次郎 今回の総選挙我府の民党候補者は如何に決定 2223

M 221 年未詳1月24日 溝口市次郎（自由新聞社） 河原林義雄、野尻岩次郎 本日御帰西のところ流感にて御見送り欠礼致す 2284

M 222 年未詳4月30日 溝口市次郎 河原林義雄 御面会の都合伺い 2221

M 223 年未詳11月18日 溝口市次郎 河原林義雄 昨夜依頼の一件議会出場までに何分の取計御願 2221

M 224 明治20年9月23日 溝口[畔右衛門]主簿 河原林 別封五百円送金す、地方税集金は第百十一銀行へ送付 2221

M 225 明治23年10月18日 溝口主簿 河原林 御書面通り辻元之介氏定期預り金にて執行 2280

M 226 明治24年5月19日 [溝口]主簿 社長[河原林義雄] 金庫払底に付五百円小切手にて御願 2225

M 227 年未詳2月29日 [溝口]主簿 社長 桑南有志講委員出頭に付御出社御願 2225

M 228 年未詳7月15日 溝口主簿 社長 十一日付の御状の件 2284

M 229 年未詳8月14日 溝口（主簿） 河原林（監事） 矢代一件治助に依頼 封筒入り 2272

M 230 [明治2年]8月6日 水 河原林和州 大悲山金相場違一件に付参殿御願 2308

M 231 [明治2年]7月26日 水口、藤野 河原林、鳥居 拝任の継目願立てに付御上京御願 2313

M 232 [明治4年]3月10日 水口 河原林 一両日中に若代へ金子御廻金御願 2302

M 233 年未詳正月25日 水口 河原林従五位 今朝田中へ参上に付木場迄御出張御願 2326

M 234 年未詳2月朔日 水口 河原林 周山表へ田中先生出張に付帰村下されたし 2326

M 235 年未詳3月21日 水口（下村） 林芳雄[河原林義雄] 不参に付一報 2307

M 236 年未詳正月1日 水口備前守 河原林大和守[安左衛門] 朝廷始年礼相勤めの義に付示談依頼 2301

M 237 年未詳1月19日 水口備前守 河原林大和守 評議席延引に付一報 2301

M 238 年未詳5月6日 水口備前守（下村） 河原林大和守 宗門帳一件神職継目の儀旁御示談に付集会御願 2301

M 239 [明治4年]7月14日 水口源次 河原林小源太 金子借用の義御願 2302

M 240 [明治4年]2月19日 水口義永 河原林従五位、藤野従五位 本田氏へ当月中に金差出に付周旋御願 2302

M 241 [明治4年]4月22日 水口義永 河原林従五位 御県拝借事件に付村々庄屋衆中へ示談御願 2302

M 242 [明治4年]6月21日 水口義永 河原林従五位 御県拝借金月中には上納に付断り状 2302
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M 243 [明治4年]6月22日 水口義永 河原林 佐伯市兵衛殿事件に付取計御願 2302

M 244 年未詳4月10日 水口義永 河原林従五位 久美浜行会計不廻りに付御地にて融通御願 2326

M 245 年未詳4月13日 水口義永 河原林従五位 久美浜行入費に付依頼 2326

M 246 年未詳4月14日 水口義永 河原林義雄 先生出生地へ書面差出の儀藤野氏に依頼に付御承知下されたし 2307

M 247 年月日未詳 水口義永 河原林従五位 － 宛名のみ 2326

M 248 [安政5年]2月2日 水口市之丞 河原林安左衛門 京橋御用材両三日の内に金子相渡しに付御承知下されたし 2303

M 249 [慶応3年]12月5日 水口市之進 佐伯篤之進 三井利息銀延引に付断り状 2306

M 250 [明治2年]9月19日 水口市之進 河原林小源太 梅園殿一件並拝任継目御相談に付上京御願 2313

M 251 [明治2年]12月15日 水口市之進 河原林 若代氏宅にて諸事談判に付御入来御願 2313

M 252 [明治3年]正月3日 水口市之進
河原林小源太、辻彦六他5
名 木場事件に付参会出席依頼状 回状 2326

M 253 [明治4年]3月23日 水口市之進 河原林従五位 本日馬路表より延金の義申越に付伺い 2302

M 254 [明治4年]5月2日 水口市之進 河原林小源太 馬路県御役所より猶予願の義に付書面到来に付回送 2302

M 255 [明治4年]7月4日 水口市之進 藤野斎 御県拝借金願書差出の処宿預けと相成に付御助力御願 2302

M 256 [明治4年]7月12日 水口市之進 河原林小源太 御県借用金返納の義に付依頼 2302

M 257 年未詳1月28日 水口市之進 河原林小源太 湯口氏未だ上京無き旨田中氏へ御返答御願 2326

M 258 [明治2年]12月22日 水口従五位 河原林従五位 御上京早々御拝顔御願 2313

M 259 [明治3年]3月27日 水口従五位 河原林従五位 灯燈返上に付一報 2326

M 260 [明治5年]正月14日 水口幸太郎（代筆岡本隼太） 河原林 父市之進死去に付式礼等相談に御入来御願 2309

M 261 [明治4年] 水[口]忠[助]（下村） 河原林 梁勘定の儀持参御願 2302

M 262 [明治4年]月未詳14日 水口忠助 河原林 やな勘定諸入用銀高九人割に付尊君様分使いへ御願 2302

M 263 [安政5年]4月1日 水口右門（下村） 河原林安左衛門 筏売却の儀相談に付一両日の内に御上京御願 2303

M 264 [安政5年]7月12日 水口右門 河原林安左衛門 比賀江村平四郎殿よりの借用銀に付伺い 2303

M 265 [安政5年]7月12日 水口右門（下村） 河原林安左衛門 三条橋用材代金借用御願 2303

M 266 [明治4年]5月17日 水口義和 河原林従五位 木場出入勘定書御一覧御願、馬路役所拝借金返済の義相談 2302

M 267 [明治4年]7月25日 水口義和 河原林連 県拝借金返済の日限に付融通御願 2302

M 268 年未詳8月29日 水木 河原林大兄 8月2日野上方にての会費勘定報告 2285

M 269 明治18年7月17日 水木 河原林 過日の飲食代金報告 2285

M 270 明治20年6月17日 材木会社創立事務所 川村源七ほか10名 回状 前欠 2280

M 271 年未詳11月7日 材木商組合発起人 庶務課 別紙組合規則認可願一先ず返却 罫紙 2279

M 272 年未詳11月晦日 門大夫（立花屋敷にて） 河原林喜間太 今般御暇頂戴当地出立に付差出の御書面あらば二日中に御願 2307

M 273 明治21年9月25日 [森]務 河原林 身上の件は庶務課へ専属せられるよう御配慮御願 2280

M 274 年未詳4月2日 森務 河原林義雄 貴兄の御高配を以て伊東氏へ依頼御願 2216
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M 275 明治20年10月5日 森本後凋 河原林義雄 午後八時知事宅へ参集御願 罫紙 2281

M 276 明治20年9月27日 森野彬蔵 初田利兵衛 嵯峨材木会社株券第一回振込金の件 2225

M 277 年未詳9月15日 森野彬蔵（材木会社） 河原林 会社定期預金の件報告 罫紙 2277

M 278 年未詳5月9日 森田重武 河原林義雄 小生過日東上のところ東京は不景気の様子 2221

M 279 年未詳12月22日 森田重武 河原林義雄 書面の件四円九十銭にて御承諾の程宜しく御願 2287

M 280 [明治2年]8月15日 森脇市郎 河原林小源太 梅園殿より出勤の儀申し出に付御上京御願 2313

M 281 [明治2年]11月19日 森脇政右衛門 藤野斎 御殿大工勘介一条に付返書 2313

M 282 明治25年1月1日 無隠子 河原林、野尻 今度の選挙敗北で疵を蒙るより無疵なる方将来の為と心得る 2223

M 283 年未詳11月11日 無隠子 可水先生 いつも窮迫金の事御願に付申訳無し 2219

M 284 年未詳12月18日 無隠子 河原林 貴君関係者よりの流言新聞にて目撃に付御注意を 原稿用紙 2217

M 285 年未詳12月31日 無隠子 河原林義雄 御東上前に面会御願 2224

M 286 年未詳1月12日 無隠子 河原林、野尻 [京都]日報社の経営改革案につき相談 2216

M 287 年月未詳5日 無隠子 可水先生 明日共楽館での会合に出席いたしたく差支えあらば御通知御願 2221

M 288 年月未詳13日 無隠子 河原林 御出京の節は御一報を 2287

M 289 年月未詳20日 無隠子 河原林 本日開催の社交倶楽部常議員会の場所連絡御願 2217

M 290 明治19年6月18日 村田寿之助 河原林義雄 6月返済約定の金繰延御願 2216

M 291 明治19年9月9日 村田寿之助 河原林義雄 拝借の金子返済猶予御願 2279

M 292 明治24年4月13日 村田寿之助 河原林義雄 金子引続き5月5日頃まで借用御願 2221

M 293 年未詳4月26日 村田寿之助 河原林義雄 生糸買込み金借用の御願 2225

M 294 明治13年4月10日 村山庄三郎 河原林 金子本日持参に付地券証書御返却御願 2296

M 295 年未詳7月16日 村山庄三郎（周山村） 川[河]原林安左衛門 瀧井市次郎殿返金一件 2299

M 296 年未詳4月9日 無双屋 － 西垣、小松、大志氏に向け新聞発送 2221

M 297 年月日未詳 三奈 河原林 本日下阪に付おめもじ御願 2225

N 1 明治25年1月5日 長沢正兼（西別院村） 河原林義雄 第二回議員選挙南桑田郡に於ては百数十票は容易に付小生尽力す 罫紙 2283

N 2 [明治25年]2月7日 長沢正兼 河原林義雄 当地方有権者の会合に付選挙運動費送付御願 2223

N 3 明治8年9月5日 長塩擠兵衛、松尾弥三郎 藤村治右衛門 金四十円借用証 罫紙 2307

N 4 年未詳8月13日 長塩擠[兵衛] 河原林 明日藤岡君京地到着に付御上京御願 2297

N 5 年未詳10月18日 長塩擠[兵衛] 河原林 豊岡表での金策状況一報 2297

N 6 [明治2年] 那波 河原林 後刻参上に付一報 2305

N 7 [明治2年]年未詳15日 那波軽卒 河原林 只今一円持参残は今夕か明朝差出に付断り 2305

N 8 [明治2年]年未詳15日 那波 河原林 金子持参に付落手御願 2305

N 9 [明治2年]月未詳19日 那波 河原林 留守居屋敷へ出向に付御入来延刻御願 2305

N 10 明治23年11月6日 内務部第二課 北桑田郡役所 木材商同業組合規約認可出願一件 罫紙 2279

81



年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

N 11 年未詳11月28日 中林（三井銀行） 松永 金五千円利子日歩四銭にて御願 2330

N 12 [明治5年]7月13日 中江村庄屋 河原林小源太 借用金広河原山手金参るまで延引御願 2309

N 13 明治24年2月 中川佶三郎 河原林義雄、野尻岩次郎 日報社維持困難に付寄付御恵贈願 2279

N 14 年未詳8月20日 中嶋（土木課） 河原林 吉坂峠の件御面談の時間通報御願 2284

N 15 年未詳10月9日 中島 河原林、野尻 今夜ご来訪下されたし 2277

N 16 年未詳2月2日 中嶋小平太 河原林義雄 地方税番外第七号式上納証進達失念の詫び 2225

N 17 年未詳2月15日 中嶋小平太 河原林義雄 別紙川絵図中の神吉村千歳川水源の訂正について 2225

N 18 年月日未詳 中島信行 梶原革也、伊東熊夫 京都行きの宿所通知 2280

N 19 年未詳6月17日 中島外成 河原林義雄 過日八新亭でご馳走になった礼 2216

N 20 年未詳7月7日 中島外成 河原林義雄 修正の計算書回送 2284

N 21 年未詳8月4日 中島外成 河原林義雄 前二件（前欠につき内容不明）8日までに御回報御願 前欠 2217

N 22 年未詳6月13日 中目声湖 河原林義雄 拙稿御知己の小説家に訂正依頼御願 罫紙 2275

N 23 年未詳9月20日 中邨 小林、小西 借家間取り及び家賃一報 2225

N 24 年未詳3月25日 中村 河原林 当節は病室悉く普請中につき新患者の件不都合 2216

N 25 年月日未詳 中村（民党） [河原林]義雄 この車にて直ちに出張御願 2224

N 26 年未詳4月4日 中邨朝太郎 河原林 御一報くだされば早速持参 2279

N 27 年未詳9月5日 中邨朝太郎、栗原良蔵 河原林、野尻 御賛助になる京都英学校新設の私立学校へ引き継ぐ事に決すゆえご了承御願 後欠 2219

N 28 年未詳10月12日 中邨朝太郎 河原林、野尻 校舎開設御許諾の義伺い 2330

N 29 年未詳12月28日 中邨朝太郎 河原林 京都英学院改革の書面披見 2284

N 30 明治25年2月1日 中村栄助 河原林義雄 演説叢呈上、一部は野尻氏へ御送付御願 2223

N 31 年未詳2月5日 中村栄助 河原林 お申越しの印刷物回付、本日午後佐原方にて集会につき立会御願 2223

N 32 年未詳2月6日 中村栄助 河原林 木津演説の義来人に付御断り 2223

N 33 年未詳12月31日 中村栄助 川原林 宴会の金額の件然るべく取計御願、愛知熊本らの分二重にならぬよう御注意を 2330

N 34 年月日未詳 中邨太三郎 河原林 借家受書調印御願 罫紙 2276

N 35 年未詳3月19日 中村敏夫 河原林、野尻 過日の礼状 2225

N 36 年未詳8月4日 中邨好彦 河原林義雄 小生退社後新聞紙数減少職工ら不穏の兆しある事憂慮す 2219

N 37 年未詳2月27日 中西活版所 河原林義雄 別冊三百部ほか原稿送付 罫紙 2275

N 38 年未詳12月25日 半井善人 河原林義雄 筏改所に於流筏検査の件 2280

N 39 年未詳6月1日 中富監吾 河原林義雄 上京に付止宿先一報 2285

N 40 年未詳2月18日 中屋忠兵衛 河原林六三郎 忠兵衛死去に付葬式日時一報 2326

N 41 年未詳3月13日 中屋忠兵衛 － 粗飯差上げに付御光来御願 2326

N 42 年未詳3月13日 中屋絹 河原林安左衛門 返礼の配り物代借用御願 2326
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N 43 年未詳4月28日 中屋絹 河原林安左衛門 葬式遠方の処御会葬に付御礼 2326

N 44 年未詳7月26日 中屋きぬ 河原林安左衛門 宗門の名がえに係る費用借用御願 2326

N 45 年月日未詳 中屋きぬ 河原林安左衛門 金子借用の依頼 2326

N 46 明治25年1月23日 中山直一 河原林義雄 小松氏より斡旋方依頼あり 2223

N 47 明治25年2月 中山直一 河原林義雄 地価修正にたいする地価取調費本日持参 2223

N 48 年未詳2月12日 中安信三郎 川原林義雄 葉書記載の日付に付伺い 2294

N 49 年未詳3月12日 [中安]信三郎 川[河]原林 委細は石川君より聴取御願 2225

N 50 年未詳3月15日 [中安]信三郎 川[河]原林義雄 沢田虎之助書記の義雨森氏より別紙の通り申し来る 罫紙 2281

N 51 年未詳6月4日 中安信三郎
川[河]原林義雄、野尻岩次
郎 上京倶楽部へ4日午後6時頃来会御願 罫紙 2278

N 52 年未詳6月11日 中安信三郎 河原林義雄 上林氏より依頼の日報探訪者適当なる人見つかるゆえ面会御願 2217

N 53 年未詳10月26日 [中安]信三郎 川[河]原林 本日午後参上の旨一報 罫紙 2281

N 54 年月未詳19日 [中安]信三郎 川[河]原林義雄 幹事会は明日富有小学校にて開催 2279

N 55 年未詳12月7日 波岡友尚 森務 廿一年度施行の収入及び課額課目の議案入手 2221

N 56 年未詳4月23日 [南条]傳左
御物産所内牧牛御本社御両
君 金子返却の依頼 2307

N 57 年未詳11月13日 南條傳左 河原林義雄 秀と亀太郎様との縁談の儀宜しく御願 2296

N 58 明治20年1月16日 日本赤十字京都支部 河原林義雄 当部経費決算の義に付常議員会開催参集御願 印刷物 2283

N 59 明治24年6月27日 日本赤十字社京都支部 河原林義雄 補欠常議員当選に付依頼書 罫紙 2279

N 60 明治25年4月1日 日本赤十字社京都支部 河原林義雄 委員会開催通知 青焼印刷 2283

N 61 年未詳7月2日 日本赤十字社京都支部 河原林義雄 別紙年醵金領受証送付 罫紙 2279

N 62 [明治19年]12月11日 新島襄 川勝光之助、河原林益三 12日夕七時より京都倶楽部にて専門学校の向来に付相談致したく来臨御願 2284

N 63 年未詳9月17日 [新島]公義 － 問合せの件は先ず中村氏へ差回し御願 2225

N 64 明治23年2月1日 新島八重子 河原林義雄 亡夫襄葬儀参会御礼 2287

N 65 年未詳6月9日 新見内匠少属 河原林小源太 菓子御送付御礼 2298

N 66 年未詳8月10日 新見六位 河原林小源太 粗品送付に付御笑納を 2298

N 67 [明治2年] 丹嘉 河原林従五位 笹かま呈上 2313

N 68 [明治3年]4月8日 丹嘉 河原林 国元へ送付に付金拝借依頼 2326

N 69 年月日未詳 丹嘉 河原林従五位 御注文の御肴御届に付一報 2313

N 70 年未詳2月9日 仁木文字太 河原林義雄 帰宅の際御話の件御申越し下されたし 京都府会原稿用紙 2283

N 71 年未詳10月6日 仁木文字太 川[河]原林義雄 府会書記採用の推薦御願 2279

N 72 年未詳10月11日 仁木文字太 川原林義雄 書記推薦の依頼 2294

N 73 年未詳12月20日 仁木文[字太] 河原林義雄 橋間川工事についての故障書類返却の御願 京都日報原稿用紙 2216
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N 74 年月日未詳 仁木[文字太] 河原林 船筏路欠間場所伺い 前欠 2216

N 75 [安政5年]6月22日 西 河原林 銀方より督促に付銀子返却御願 2303

N 76 [明治2年] 西 河原林 屯所引払の義津国屋へ引合の上取計御願 2313

N 77 年未詳2月13日 西嘉作 河原林義雄 借用金返済とりあえず利子だけにて御勘弁御願 2285

N 78 年未詳4月15日 西嘉作 河原林義雄 河原林忠次郎講掛り戻し金の件 2221

N 79 年未詳6月31日 西嘉作 河原林義雄 会社借入金猶予御願 2217

N 80 年未詳8月21日 西嘉作 野尻岩次郎 借用金利子来る30日までに持参、証書切替のため抵当山林検査御願 2216

N 81 [安政5年]正月4日 西嘉左衛門 田中 河原林氏へ御取次の銀子日限に付返却御願 2303

N 82 [安政5年]正月18日 西嘉左衛門 河原林安左衛門、御役人中 五ケ村衆中様にて御立替の金子持参に付落手御願 2303

N 83 [安政5年]正月23日 西嘉左衛門 辻彦六（大川惣代） 役所より御召状到来に付御上京御願 2303

N 84 [安政5年]2月6日 西嘉左衛門 河原林安左衛門 御召一条の儀に付五十弐ケ参会にて御相談下され度御願 2303

N 85 [安政5年]2月23日 西嘉左衛門 河原林安左衛門 御召状到来に付御在京御勤下されたし 2303

N 86 [安政5年]5月11日 西嘉左衛門 河原林安左衛門 書状到来につき持参 2303

N 87 明治12年9月1日 西清太郎（中江村） 河原林 御所有の家屋買主の件報告 2296

N 88 明治15年12月10日 西新次（宮村） 河原林義雄 諮詢会欠席届 罫紙 2295

N 89 年未詳3月5日 西新次 河原林義雄 参上の日時都合伺い 2221

N 90 年未詳5月28日 西新次 河原林 貴家御所有の山林買受人が実地披見を希望 2225

N 91 年未詳7月7日 西新次 河原林義雄 山林事件に付明日午後参上 2225

N 92 年未詳7月8日 西新次 河原林 山林立木他へ売却なさらぬよう御願 2221

N 93 年未詳8月27日 西新次 河原林義雄 溝口松太郎氏買入の山林代価五十円融通会社にて貸与御願 2218

N 94 年未詳8月31日 西新次 河原林社長 草河氏負債残額処分方法につき報告 2217

N 95 年未詳9月3日 西新次 河原林義雄 負債残額処分の件に付両三日中には参上 前欠 2294

N 96 年未詳9月27日 西新次 河原林義雄 檜立毛買求金北桑融通会社より融通御願 2217

N 97 年未詳10月26日 西新次 河原林義雄 御所有の灰屋谷字栃之木山林売却価格に付伺い 2287

N 98 年未詳11月19日 西新次 河原林義雄 字栃ノ木山林の売却代価回答御願 罫紙 2277

N 99 年未詳11月28日 西つね 河原林義雄 下駄並びに張物送付に付一報 2299

N 100 年未詳1月22日 西津弥 河原林吉尾[義雄] 一身上のこと御願 2296

N 101 [明治2年]11月1日 [西]右内 河原林 屯所取払いに付諸事報告 2313

N 102 [明治2年]11月19日 西右内（中江村） 河原林大和守 藤原蔵本普請馬路役所より役人出役に付上京延引の断り 2313

N 103 [明治3年]3月12日 西右内 河原林 米の義五石ほど調達に付引合の有無返事御願 2326

N 104 年未詳1月26日 西右内 河原林従五位 村方勘定取調に付上京延引断り 2326

N 105 年未詳3月晦日 西右内 河原林大和守 二十三日無事東京着諸大名らも軍船にて追々到着 2301

N 106 年未詳5月24日 西右[内] 河原林 倅共御取立の程御願、山科氏に金子御願の義承知 2298
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N 107 年未詳5月24日 西右内 河原林小源太（伏原殿御内） 山科氏より預りの供奉各位方旅官付使者へ御願 2298

N 108 年未詳5月25日 西右[内] 河原林 入用の品持参延引の断り状 2298

N 109 年未詳5月26日 西右内 河原林 井上君帰京仰せ付けられ二十八日出立に付一報 2298

N 110 年未詳8月4日 西右[内] 河原林 御鑑札、御灯焼返却に付御役所まで御納御願 2298

N 111 年未詳8月9日 西[右内] 河原林 先日受取の賄料手形本日引替に付一報 2298

N 112 年未詳8月13日 西[右内] 河原林 諸司一同取調に付山科様御旅宿へ参上御願 2298

N 113 年未詳8月15日 西右内 河原林小源太 伝宿の義に付御所詰にて山科家へは不参に付断り状 2298

N 114 年未詳9月7日 西右内 河原林 人足遣立帳の義山科家に御尋下されたし 2298

N 115 年月未詳10日 [西]右内 [河原林]小源太 昼後参殿に付一報 2298

N 116 [明治2年]月未詳17日 西善[西善五郎] 河原林小弥太 下宿の儀相談に付御入来御願 2305

N 117 [明治4年] 西善五郎 河小源太 小野一件示談の結果一報 2302

N 118 [明治4年]7月12日 西善五郎 河原林 金子返却猶予の御願 2302

N 119 [明治4年]7月14日 西善五郎 河原林小源太 金子不廻りに付返済猶予御願 2302

N 120 [明治5年]2月25日 西善五郎 河原林大人 屯所一件勘定書取調に付披見の上御認め御願 2309

N 121 [明治5年2月]28日 西善[西善五郎] 河原林 屯所勘定覚 2309

N 122 [明治5年]3月8日 西善[西善五郎] 河原林 明日参上に付口上 2309

N 123 [明治5年]5月24日 西善五郎 河原林大尊人 前川掛合いの義河原林庄五郎様御宿へ使い差遣しに付添書御願 2309

N 124 [明治5年]6月7日 西善[西善五郎] 河原林 米の儀引合に付暫時御待ちを 2309

N 125 [明治5年]月未詳20日 西善五郎 河原林連 平兵衛殿米一件取計御願 2309

N 126 [明治5年]月未詳28日 西善五郎 河原林 役山金の儀は名主より役人へ弁金に付御安心を 2309

N 127 年未詳4月5日 西善五郎 河原林 御約定の米御引取御願 罫紙 2326

N 128 年未詳9月5日 西善五郎（中江村） 河原林正親 寺之内松平へ借用金回送に付持参御願 2307

N 129 年月未詳18日 西善五郎 河原林 出訴一条村山源治代言人へ答状差出に付一報 2304

N 130 年未詳11月28日 西田由 －
金員三百五十円高木、小生、橋本の三名連名来る4月期限の約束手形にて返
却 後欠 2221

N 131 年月日未詳 西田由 河原林 推参の都合伺い 2225

N 132 年月日未詳 西田由 河原林義雄 祇園館の件につき面会御願 2225

N 133 年未詳6月24日
西田耕平、川勝真允、関原
之進、長谷川俊輔

河原林大和守、鳥居河内守
ほか 弓箭組と山国隊連合にて丹州弓箭組結成の件 2289

N 134 年未詳6月24日 西田耕平 河原林和州 亀嶺の所も近々入隊に付天料高槻も多人数になるよう御周旋御願 2301

N 135 年未詳7月7日 西田耕平 河原林和州 弓箭組の義相談 2301

N 136 [安政5年]3月8日 西田惣左衛門 河原林安左衛門 川勝氏御老母より御預けの金子返済御願 2303

N 137 明治21年1月7日 西垣虎吉 河原林 減租建白一件弊郡では賛成を得る、貴郡の景況御報知御願 2330
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N 138 明治21年4月17日 西垣虎吉 河原林 減租建白趣意印刷物弊郡送付分取り纏め自宅にて焼棄の件延引の断り 2216

N 139 [明治22年]12月28日 西垣虎吉 川原林大兄 梶原氏より預りの交話会名簿並びに有志簿回付 2330

N 140 明治23年1月26日 西垣虎吉 河原林 交話会合併一件 2277

N 141 年未詳2月21日 西垣虎吉 河原林 幣地物産の鮨呈上 2221

N 142 [明治23年]2月5日
西川義延、吉田喜内、西村
篤 河原林ほか4名 昨夜の決議書回送、「良民」の名称については猶熟考を希望 2284

N 143 [明治23年]3月11日 西川義延 河原林義雄 24日の臨時総会出席者22日中に通知、新名称公友会ならば賛成 2284

N 144 [明治23年]6月27日 西川義延 河原林義雄 小生病追々快方に向かう、新聞補充金暫時立替を御願 2284

N 145 [明治23年]7月6日 西川義延 河原林義雄
公友会将来の方針御相談結果了承、庚寅倶楽部への加入小生意見として別紙
に陳述 2284

N 146 [明治23年]7月8日 西川義延 河原林義雄、野尻岩次郎 公友会幹事常議員辞任の理由の書面送付に付御一覧御願 2284

N 147 [明治25年]2月7日 西川義延 河原林義雄 別紙書面自由党より到来の処小生脱党済みに付京地党員へ御回送御願 2223

N 148 [明治25年]2月22日 西川義延 河原林義雄
今回の選挙は民党、吏党双方より攻撃をうけ苦戦するが第四選挙区にて幸いに
当選 2223

N 149 [明治23年]8月12日 西川義延 河原林義雄 公友会本部へ立寄るが伊東氏も貴兄も不在ゆえ後日面会 2219

N 150 年未詳3月1日 西川義延 河原林義雄 会社存亡に関する株主臨時総会後金件取決めの程御願 2225

N 151 年未詳3月6日 西川義延 河原林義雄 臨時会結果通知並びに金子借用御願 前欠 2217

N 152 年未詳3月23日 西川義延 梶原革也 病気再発の処本日は押して上京に付通知 2284

N 153 年未詳3月28日 西川義延 河原林 正木、岡崎の二氏今朝帰郡 2280

N 154 年未詳4月23日 西川義延 梶原革也 書面の趣旨了承 2216

N 155 年未詳6月4日 西川義延
河原林義雄、野尻岩三郎、
菱木信興、伊東熊夫

明五日の常議員会は病気の為欠席す、新聞一條過日梶原氏と面会致すが小生
一旦お断り申上げる 2219

N 156 年未詳6月14日 西川義延 河原林義雄 新聞の件本日分負担金五十円出金の義承諾 2216

N 157 年未詳7月14日 西川義延 河原林義雄 来る17日夕か18日早朝に上京に付拝眉御願 2216

N 158 年未詳7月27日 [西川]義延 河原林 伊東氏へ差出す書簡の草案添削依頼 2280

N 159 年未詳8月12日 [西川]義延 河原林 伊東氏へは明日早朝面会の予定、貴兄とは今晩拝眉御願 2219

N 160 年未詳8月13日 西川[義延] 河原林 別紙の通り伊東氏より申し来るゆえ小生方お立寄り御願 2219

N 161 年未詳9月14日 西川義延 河原林義雄、野尻岩次郎 下痢症にて臥居につきご足労御願 2219

N 162 年未詳9月14日 [西川]義延 河原林 下痢症にて暫時休息ゆえ何れ面会の通知いたす 前欠 2219

N 163 年未詳11月26日 西川義延 河原林義雄 病気のため議長辞職を決意す 2219

N 164 年未詳11月30日 西川義延、吉田喜内 河原林、菱木、山崎 鉄道一件につき協議致したく御足労御願 2225

N 165 年未詳12月8日 西川義延 田宮、河原林 病気の為議長代理に雨森氏を依頼 2216

N 166 年未詳12月19日 西川義延 河原林義雄 内談一件につき本日午後御幸町松吉方へ御足労御願 2216
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N 167 年未詳12月30日 西川義延 河原林義雄 奈良鉄道敷設の件協力御願 2216

N 168 年月日未詳 西川義延 河原林、野尻、菱木
新聞誌補充金は先月限にて断わり、庚寅倶楽部同盟の件公友会は直ちに決心
する模様 2284

N 169 年未詳7月19日 西むら[カ] 河原林 書付御覧御願 2216

N 170 年未詳11月23日 西村吉兵衛 河原林義雄 保栄講第十八回明24日開催の案内 2221

N 171 年月日未詳 西村吉衛（護王神社世話掛） 河原林義雄 護王神社保栄講当籤の一報 2216

N 172 明治20年11月5日 西村七三郎 田宮勇ほか5名 別冊回送に付同意の有無報知御願 罫紙 2281

N 173 年未詳4月26日 西村七三郎 河原林義雄 若狭かれい頂戴の礼状 2284

N 174 [明治5年]4月4日 西山彦一、藤野斎 河原林小源太、野尻彦七 狂言鑑賞の義相談に付西山氏まで御入来御願 2309

N 175 年未詳4月2日 野上 河原林信蔵 知友会合に付御光来下されたし 2285

N 176 [明治2年]2月21日 野上長兵衛 川[原林]和州 三十両当村より替金持参致したく取計御願 2313

N 177 [明治2年]6月17日 野上長兵衛 河原林（京都屯所） 中江村平八殿と下拙分の金札持参に付受取下されたし 2308

N 178 [明治2年]8月15日 野上長兵衛 河原林大和守 明日京都へ仕切金持参の約定の処金子不都合に付借用御願 2313

N 179 [明治2年]12月11日 野上長兵衛、河原林庄五郎 河原林大和 馬路表へ戸籍帳面、社籍差出の義取計御願 2313

N 180 [明治2年]12月17日 野上長兵衛 河原林和州 久美浜借入金の付五ケ村庄屋衆中より書付差入れ義取計御願 2313

N 181 [明治2年]12月18日 野上長兵衛 河原林大和 出張所より戸籍宗門帳差出の達書到来に付諸事御勘考御願 2313

N 182 [明治2年]月未詳12日 野上長兵衛 河原林和州 金子拝借の御願 2313

N 183 [明治2年]月未詳13日 野長[野上長兵衛] 河原林 金子難渋に付融通御願 2313

N 184 [明治3年]2月9日 野上長兵衛、河原林従五位
水口従五位、横田河内他14
名 山国神社社司取決等他相談に付参会御願 廻状 2326

N 185 [明治3年]4月2日 野長[野上長兵衛] 河原林 塔村にて参会開催に付御出役御願 2326

N 186 年未詳2月5日 野上長兵衛 河原林庄五郎 見計を御願の品物覚（ぶり、上板ほか） 2301

N 187 年未詳2月5日 野上長兵衛
野尻彦七、河原林安左衛
門、河原林庄五郎 御相談の義に付明日拙宅まで御入来御願 2291

N 188 年未詳9月7日 野上長兵衛 河原林 名主勘定延引に付御本家参会開催御願 罫紙 2304

N 189 年月未詳12日 野上長兵衛 河原林 樽入り酒五升御預りに付一報 2326

N 190 年未詳7月20日 野上理兵衛 河原林 安楽寺句合に出草の義取斗御願 2291

N 191 明治20年4月14日 野上精一 河原林義雄 田中直蔵所持の融通会社株券買取は御話の価格では不可能 2280

N 192 年未詳1月13日 野上精一 河原林 柏家商会借用金子本月中には返却に付御安心を 2330

N 193 年未詳2月16日 野上精一 河原林 御所有新開地有租地編入の指令あるに付地券状回付御願 罫紙 2279

N 194 年未詳2月17日 野上精一 河原林 妹様御婚約御祝、銀行金子一件松永氏へ申入れ御願 2330

N 195 年未詳2月28日 野上精一 河原林義雄 村頼子講金徴収分持参 2216

N 196 年未詳3月8日 野上精一 河原林義雄 煙草商店困却につき金子拝借御願 2280
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N 197 年未詳4月2日 野上精一 河原林義雄 田中直蔵所有田地買受に付資金借用の依頼 2284

N 198 年未詳7月11日 野上精一、野尻岩次郎
河原林巌、同義雄、野上政
右衛門 今日午後野尻別宅まで御拝駕御願 2217

N 199 年未詳8月24日 野上精一 河原林義雄 金子借用依頼 2280

N 200 年未詳8月25日 野上精一 河原林 金三十円来月中御恩借御願 2219

N 201 年未詳9月15日 野上精一（北桑烟草売捌所） 河原林義雄 別紙証書の金額恩借御願 2287

N 202 年未詳10月2日 野上精一 河原林義雄 相続講講結式取運びに付旧負債償却の件御願 2294

N 203 年未詳10月11日 野上精一 河原林 百十一国立銀行金件に付松永氏へ一書御願 2330

N 204 年未詳10月12日 野上精一 河原林義雄 旧負債償却御勘弁の義感謝 2294

N 205 年未詳10月20日 野上精一 河原林義雄 松永氏との面会の結果伺い 2287

N 206 年未詳12月18日 野上精一 河原林義雄 拝借の起業公債証交換不首尾の義報告 2216

N 207 年月日未詳 野上精一 河原林義雄 田中直蔵委任状下書き、証書の草案の認可御願 2216

N 208 [明治9年]4月27日
野政[野上政右エ門]、野真
[野上真之允] 河原林義雄 評価人衆中御多用に付二三日の間出勤見合わせ下されたし 2329

N 209 [明治9年]8月11日 野政[野上政右エ門] 河原林義雄 嵯峨表御切金延金に付一報 2329

N 210 年未詳3月1日 野上政右衛門 河原林義雄 小野内谷川筋字岩堰工事費の件報告 2285

N 211 年未詳3月10日 野上政右衛門 河原林義雄 杉鼻木筏一乗仕組に付末木御譲り御願 2296

N 212 年未詳4月20日 野上政右衛門 河原林義雄 貴家御所有の田地畦畔の石譲渡御願 2280

N 213 年未詳5月15日 野上政右衛門 河原林義雄 恩借金依頼 封筒入り 2272

N 214 年未詳5月18日 野上政右衛門 河原林義雄 御祝儀の御礼 2225

N 215 年未詳7月20日 野政[野上政右衛門] 河原林安左衛門 理之助殿未進金の義取調御願 2291

N 216 年未詳8月20日 野上政右衛門 河原林義雄 橋梁普請にあたり融通会社より低利にて融資御願 2216

N 217 年未詳8月26日 野政[野上政右衛門] 河原林 家券証に券自番号入筆御願、物産取調書は失念に付断り 2304

N 218 年未詳9月2日 野上政右衛門 河原林義雄 野又講割戻金五円遣わす故入簿下されたし 2217

N 219 年未詳11月8日 野上政右衛門 河原林義雄 地租改正に付地券書換には及ばぬゆえ御承引を 2291

N 220 年月未詳20日 野上政右エ門 河原林義雄、河原林美次 一献催しに付御来駕下されたし 2329

N 221 明治14年2月27日 野上真之允 河原林義雄 米代金送付 2296

N 222 明治20年7月1日 野上真之允 河原林義雄 金員借用依頼 2280

N 223 明治20年8月25日 野上真之允 河原林義雄 病快方に向う、金員百円本日貸与御願 2280

N 224 明治20年9月23日 野上真之允 河原林義雄 醤油税借用の依頼 2225

N 225 明治20年11月3日 野上真之允 河原林義雄 府庁詰所より天長節祝宴の招待状来る 2284

N 226 明治24年1月7日 野上真之允 河原林義雄 監獄署へ身元金として差入れの公債証書受取書の件 2217

N 227 年未詳2月13日 野上真之允 河原林義雄 前川よりの書面府庁へ転送、松本已之助より親展書面到来 2216
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N 228 年未詳2月21日 野上真之允 川[河]原林 山地改正に付周囲杭書作成御願 2299

N 229 年未詳6月23日 野上真之允 河原林義雄 御依頼の借家紹介 2284

N 230 年未詳6月27日 野上真之允 河原林 公債証書利金本日回送、会社借金は暫時猶予御願 2280

N 231 年未詳7月13日 野上真之允 河原林義雄 諸牒簿取調に付扱所まで御出頭御願 2299

N 232 年未詳7月30日 野上真之允 河原林義雄、野尻岩次郎 煙草開業につき種々要件相談 2221

N 233 年未詳9月17日 野上真之允 河原林義雄 烟草元入金融通御願 2284

N 234 年未詳2月27日 野上徳之助 河原林義雄 小作相場申合勘定にて六円二十銭と取決める 2221

N 235 年未詳4月19日 野上徳之助 河原林義雄 貴殿御所有地の石譲受けの件宜しく御願 2280

N 236 年未詳2月5日 能川登 梶原 両君五時より弊宅に招待の旨了承 2280

N 237 年未詳2月8日 能川登 河原林 板垣伯来京一日延引、演説会は十日午後一時に決定 2223

N 238 [明治9年]1月18日 野尻 河原林義雄 前刻御示談の金件節前にて不融通に付断り状 2329

N 239 [明治9年]6月5日 野尻 河原林兄 丈量図面縮図に付事務所器械借用依頼 2329

N 240 年未詳7月10日 野尻 河原林義雄 京都行きの義伺い 2299

N 241 年未詳7月29日 野尻 原雄[河原林義雄] 本日の区務所詰欠席に付一報 2299

N 242 年未詳8月5日 野尻後生 河原林義雄 書籍一件拙者負担金回付に付河美次氏へ上納御願 2299

N 243 年未詳10月4日 野尻 河原林 御請合いの写し物御手伝い申し出 2329

N 244 年未詳11月8日 野尻 河原林 周囲の標的持の義他人に依頼御願 2329

N 245 年月未詳17日 野尻、安本 河原林 月下亭まで御光来御願 2221

N 246 年月日未詳 野尻 原賢兄[河原林] 一筆限帳の下帳私借御願 2329

N 247 年月日未詳 野尻 河原林 三角炬ほか計四品廻送 2329

N 248 年月日未詳 野尻 河原林 船井、南桑の運動にぶく溝口氏の南桑入り勧める 罫紙 2279

N 249 [明治2年]10月6日 野尻浜太良（京都新屋敷） 河原林小弥太 桂御所八条殿町御番所勤仕下り金拝領に付受取御願 2305

N 250 [安政5年]7月14日 野[尻]彦七、野恵次郎[野尻] 河原林安左衛門 先日譲請の山の古証文回付御願 2303

N 251 [慶応3年]2月10日 野尻彦七 御衆中 家内病気に付小使に参上の儀断り状 2306

N 252 [明治2年]6月19日 野尻彦七 河原林大和守 前川一件宜しく取計御願、嵯峨表の儀は埒明 2308

N 253 [明治2年]11月6日 野尻彦七 河原林小弥太、野尻浜太 本日飛脚へ金子差遣に付一報 2305

N 254 [明治4年]2月17日 野尻彦七（大野村） 藤野 前川利滞金日限迄に差遣御願 2302

N 255 年未詳12月17日 野尻彦七 河原林義雄 社司銘々苗性書印持参の儀下拙風邪に付取計御願 2307

N 256 明治10年10月19日 野尻岩二郎 河原林義雄 名家への添書依頼 漢詩１首添 2299

N 257 明治10年11月22日 野尻岩次郎 河原林義雄 妻帯の件御意見請う 2299

N 258 明治10年12月3日 野尻岩二郎 河原林義雄 万介事件に付藤野区長より聴取御願 2299

N 259 [明治10年]12月16日 野尻岩二郎 河原林義雄 区務所勤務家事繁忙に付本日より欠勤 2299

N 260 [明治14年] 野尻岩次郎 河原林義雄 第二回内国博覧会出品品目届書式送付御願 2216
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N 261 明治20年 野尻岩次郎 － 委任状（会社創立に付株式申込手続河原林義雄に委任） 罫紙 2275

N 262 明治20年1月17日 野尻岩次郎 河原林義雄 小生が材木会社社長では資本募集も困難と考えるが御意見如何 2284

N 263 [明治20年]3月21日 野尻岩次郎 河原林義雄 材木会社社員総会にて3月20日を以って会社解散を決定 2225

N 264 明治20年4月29日 野尻岩次郎 河原林義雄 倉庫会社委任状、材木会社社則送付御願 罫紙 2275

N 265 明治20年7月1日 野尻岩次郎 河原林義雄
融通会社考課状印刷案調整に付注文御願、妻の弟柏家商店へ雇入れの件御
願 2278

N 266 [明治22年]4月17日 野尻岩次郎 河原林義雄 明日開会の中嶋議長懇話会河益、川面両君へも出席勧誘御願 2221

N 267 [明治23年]7月31日 野尻岩次郎 河原林義雄
尊君公友会の指揮をとるや否やは得失容易に決すべき事にあらず、従来小生等
の聯合に谷、奥を加えずば事なすこと能ず 2218

N 268 [明治22年]9月2日 野尻岩次郎 河原林義雄
天田郡の水害巡回終了す、惨状は予想外、非条約改正一件に付公民党交話会
共同運動に賛成 2278

N 269 [明治22年]2月27日 野尻岩次郎 河原林義雄 良民廃刊の儀了承、保証金預り証書の件澤田氏へ通知 2330

N 270 [明治23年]4月24日 野尻岩次郎 河原林義雄
両丹遊説の件、峰山の春田和助竹野郡の森田重民の両氏公友会へ誘引下され
たし 2216

N 271 明治23年5月1日 野尻岩次郎 河原林義雄
日報編輯課改革一件は能川意見の通り決定、而して分合の決定は貴行帰京後
に協議 2216

N 272 [明治23年]6月7日 野尻岩次郎 苅谷静 谷紀百より府下の候補者の批評論説寄送につき掲載御願 罫紙 2276

N 273 [明治23年]6月9日 野尻岩次郎 河原林義雄 天田郡の形況単純ならず、候補者も芦田と定まらず 2216

N 274 [明治23年]6月15日 野尻岩次郎 河原林義雄 益三氏に先がけ大堰川沿村遊説願う 2216

N 275 [明治23年]6月16日 野尻岩次郎 河原林義雄 高原村に於いて谷、田中、山下、山内諸氏と会合天田連合策賛同を得る 2216

N 276 [明治23年]6月19日 野尻岩次郎 河原林義雄 河鹿より委員四名小生田中半之丞同行福地山にて懇親会開く 2216

N 277 [明治23年]6月20日 野尻岩次郎 河原林義雄
中外日報で芦田鹿之助を誹謗せば弁護の労をとること、候補者は名刺至急発送
の事 2216

N 278 [明治23年]6月25日 野尻岩次郎 河原林義雄 北垣知事は福知山で公民会賛助、南桑船井の間非常の運動下されたし 2279

N 279 [明治23年]6月25日 野尻岩次郎 河原林 反対党天田何鹿にて点数少々回復、此方も船南地方を侵撃開始す 2280

N 280 [明治23年]6月25日 野尻岩次郎 河原林義雄 天田何鹿苦戦に付天田一郡の運動費三百円を予算せり 2280

N 281 [明治23年]7月5日 野尻岩次郎 河原林義雄 公友会経費の内小生分担分送付 2284

N 282 [明治23年]7月8日 野尻岩次郎 河原林義雄 公友会はとに角総会を招集し善後策を講ずること必要 2330

N 283 [明治23年]11月28日 野尻岩次郎 河原林義雄 北桑田郡に於開院式祝宴に臨席に付帰省 2279

N 284 [明治23年]月未詳19日 野尻岩次郎 河原林義雄
船井、本庄、天田・福知山、何鹿・綾部の部署定める、印刷の名刺出来せば選挙
人の数に応じ各部署へ配達願う 2216

N 285
[明治23年]月未詳27日
午後3時 野尻岩次郎 河原林義雄

梶原氏を船井に廻す、兄も一手段を案出し南桑・船井にて最後の運動をなされ
たし 2216
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N 286 [明治24年]7月13日 野尻岩次郎 河原林義雄
菱木氏に面会関西会の景況聞く、地方準備委員を辞退一会員として出席するこ
と通知す 2217

N 287 [明治24年]7月14日 野尻岩次郎 河原林義雄 地価取調より通知の件村長会議にて相談御願 2217

N 288 [明治24年]7月15日 野尻岩次郎 河原林義雄 関西会出席盛会なり、地価修正派議員高き県のみ引下げのことに決議の由 2217

N 289 明治25年4月10日
野尻岩次郎（川面文之進代
理） 河原林 百円券当籤枚数官報第二千六百廿四号により取調報告 2224

N 290 明治26年4月28日 野尻岩次郎 河原林義雄 貴妹縁談の儀伺い 罫紙 2330

N 291 年未詳1月12日 野尻岩次郎 河原林義雄 金五円他方より増額の件父の批准得難きに付この義取消の旨報告 2296

N 292 年未詳1月26日 野尻岩次郎 河原林義雄 候補者協議の為片岡、田中、小生同道にて天田、何鹿へ出張す 2283

N 293 年未詳2月3日 野尻岩次郎 河原林義雄 北桑クラブにて演説小生府会議員は大丈夫の模様 2223

N 294 年未詳2月4日 野尻岩次郎 河原林義雄
来る8日板垣伯来京の前日までには出京予定、小田・芦田を煽動して天田郡を
分裂するより成行にまかす方針 2223

N 295 年未詳2月8日 野尻岩次郎 河原林義雄 朝尾春直氏と一席談合致し度都合伺い 2221

N 296 年未詳2月10日 野尻岩次郎 河原林義雄 内牧長左衛門負債一件、材木会社委員集会三月初旬に開会 2284

N 297 年未詳2月15日 野尻岩二郎 河原林義雄 朝鮮征討の風説虚実に付御報道御願 2299

N 298 年未詳2月19日 野尻岩次郎 河原林義雄 酒造検査につき会議（材木会社一件）欠席する旨 2216

N 299 年未詳2月22日 [野尻]岩次郎 河原林 板垣伯来京の電報有無伺い 2284

N 300 年未詳2月23日 野尻岩次郎 河原林義雄 本紙九枚、副紙七枚送付 2225

N 301 年未詳2月25日 野尻岩次郎 河原林 社則訂正に付取調の上印刷御願 2284

N 302 年未詳2月29日 [野尻]岩次郎 河原林御内 覚（金銭出入り） 2285

N 303 年未詳3月14日 [野尻]岩次郎 河原林義雄 菱木君より別紙到来につき廻送 2221

N 304 年未詳3月14日 野尻岩次郎 河原林義雄 材木会社開業の件 2284

N 305 年未詳3月20日 野尻岩次郎 河原林義雄 午前吉祥院村直行帰宅は午後になる 2280

N 306 年未詳3月25日 野尻岩次郎 河原林義雄 材木会社の事河益君より委細聞取り御願、倉庫会社申込御周旋御願 2330

N 307 年未詳3月31日 野尻岩次郎 河原林義雄 一日の視志会欠席一報 罫紙 2295

N 308 年未詳4月3日 野尻岩次郎 河原林義雄 嵐山桜見物の誘い 2280

N 309 年未詳4月8日 野尻岩次郎 河原林義雄 井上氏時計一件 2330

N 310 年未詳4月14日 野尻岩二郎 河義雄[河原林義雄] 大雨に付他出の義問合せ 2299

N 311 年未詳4月20日 野尻岩次郎 河原林 別紙二件宜しく御処分御願 2221

N 312 年未詳4月28日 野尻岩二郎 河原林義雄 『国法汎論』に苦闘 2299

N 313 年未詳5月27日 野尻岩次郎 河原林義雄 舞鶴鉄道発起人中への加入御考慮の上至急返事請う 2280

N 314 年未詳5月31日 野尻岩次郎 － 中安信三郎氏来訪新聞社事業につき相談事あるゆえ来車御願 後欠 2219

N 315 年未詳6月9日 野尻岩次郎 河原林義雄 材木会社総会開催日時及び場所通知並配当株式内訳 2284

91



年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

N 316 年未詳6月17日 野尻岩次郎 河原林 別紙人名各位に7月1日まで日報配達御願 2219

N 317 [明治23年]6月24日 野尻岩次郎 河原林義雄 公友会は愛国公党により或は単独に庚辰クラブと連合すべし 鉛筆書き 2278

N 318 年未詳6月29日 野尻岩次郎 河原林義雄 本年3月選出の丹後地方新顔議員姓名通知御願 罫紙 2275

N 319 年未詳7月3日 野尻岩次郎 河原林義雄 至急相談あるに付日報社まで御来車御願 2280

N 320 年未詳7月15日 [野尻]岩次郎 河原林義雄 別紙川面氏より到来今回の出来事も無事落着の様子 2330

N 321 年未詳7月28日 野尻岩次郎 河原林義雄 藤野宇次郎山林売買解約一件 2218

N 322 年未詳7月28日 野尻岩次郎 河原林義雄 本件落着まで四百五十円と御発言 2330

N 323 年未詳8月4日 [野尻]岩次郎 河原林義雄 山林の義藤野宇次郎氏は昨日の手数料にて解約 2218

N 324 年未詳8月5日 野尻岩次郎 河原林義雄 藤野宗次郎来宅山林の義断念 2216

N 325 年未詳8月8日 [野尻]岩次郎 河原林益枝 御照会の人物に付一報 2285

N 326 年未詳8月13日 [野尻]岩次郎 河原林義雄 郡長より村長に諮問（合併問題か）付御帰村御願 2284

N 327 年未詳8月18日 野尻岩次郎 河原林義雄
樋口文助株金支店借用の内へ差入れ御願、郡独立一件は村長中と取調の運動
有り 2280

N 328 年未詳8月19日 野尻岩次郎 河原林義雄 三条小橋萬や主人より暑中見舞いのビール届く 2216

N 329 年未詳8月24日 野尻岩次郎 河原林義雄 昨廿三日のご書面の趣委細了承 2221

N 330 年未詳8月25日 野尻岩次郎 河原林義雄 一郡独立の件、村長の財政案報告 2219

N 331 年未詳9月15日 野尻岩次郎 河原林義雄 与謝郡より調印返送に付回送 2287

N 332 年未詳9月20日 野尻岩次郎 河原林義雄 材木会社株金明日より申込者戸口へ集金人差遣す 罫紙 2276

N 333 年未詳9月25日 [野尻]岩次郎 河原林 弊宿へも通知なし 2287

N 334 年未詳9月26日 野尻岩次郎 河原林義雄 当郡所得税調査委員選出者氏名、材木会社株金掛取結果報告 罫紙 2276

N 335 年未詳10月3日 野尻岩二郎 河義雄[河原林義雄] 都会漫遊に付 2299

N 336 年未詳10月7日 野尻岩次郎 河原林義雄 香川の寸田方へ送金の金借用御願 2280

N 337 年未詳10月9日 野尻岩次郎 河原林義雄 初田氏11日出村京都にて打合せ後八木へ出立 2284

N 338 年未詳10月22日 野尻岩次郎 河原林 伊東熊夫氏来訪貴君との面会希望 2280

N 339 年未詳11月8日 野尻岩次郎 河原林義雄 各郡長会終了、石田氏帰郡前に面談希望 2216

N 340 年未詳11月22日 野尻岩二郎 河義雄[河原林義雄] 区務所算課雇入れの件、醸造家真価表に付官吏来臨の件一報 2299

N 341 年未詳11月25日 野尻岩次郎 河原林義雄 煙草商店に金百弐十円融通の件依頼 2280

N 342 年未詳12月3日 野尻岩次郎 河原林義雄 鈴木氏より酒造資金融通依頼に付周旋 2287

N 343 年未詳12月8日 [野尻]岩次郎 河原林 来る十日四条顔見世行の議題成立御光来御願 2219

N 344 年未詳12月23日 野尻岩次郎 河原林義雄 新聞社総会期日延期一報 罫紙 2276

N 345 年未詳12月26日 野尻岩次郎 河原林義雄 『国法汎論』借用御願 2299

N 346 年未詳12月26日 野尻岩次郎 河原林義雄 議事録御一覧御願 罫紙裏 2330

N 347 年未詳12月29日 野尻岩次郎 河原林義雄 草木亦吉云々する引受証書の件取調御願 2280
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N 348 年月未詳26日 野尻[岩次郎] 河原林義雄 京都材木商買受の計画委細は明日報告 2330

N 349 年月日未詳 野尻岩次郎 河原林義雄 本日の区部傍聴筆記の原稿の件宜しく評議御願 2221

N 350 年月日未詳 野尻岩次郎 河原林 能川、木村、岡本、菱木、小生会同につき来車下されたし 2216

N 351 年月日未詳 野尻岩次郎 河原林義雄 融通会社金庫払底に付報告、亀岡警察より武文講習所開場式の招待状到来 2284

N 352 年月日未詳 野尻岩次郎 河原林 福知山より電報の返事確認 2216

N 353 年月日未詳 岩[野尻岩二郎] [河原林]義雄 寸田氏入来に付御来駕ありたし 2299

N 354 年月日未詳 [野尻]岩次郎 河原林 御他出暫時お見合わせを 2275

N 355 年月日未詳 [野尻]岩次郎 義雄 別紙の通りにつき早速出立宜しく 朱書き 2216

N 356 年月日未詳 野尻岩次郎 河原林義雄 文庫開設式案内 2279

N 357 年月日未詳 野尻岩次郎 河原林義雄 府会傍聴録拝借願い 2296

N 358 年月日未詳 野尻岩次郎 河原林義雄 本郡連合会用筆硯調達の件伺い 2296

N 359 年月日未詳 野尻岩次郎 河原林義雄 村総代給料現行分別紙の通りに付審閲御願 2296

N 360 年月日未詳 野尻岩次郎 河原林義雄 戸長給料届三千六百円の相違を確認ゆえ報告 2216

N 361 年月日未詳 野尻岩次郎 松本已之助 八木村丁子屋の諸払は郡部会決議により筏方の負担となる 2281

N 362 年月日未詳 野尻岩次郎 河原林義雄 建議書 2276

N 363 年月日未詳 野尻岩次郎 河原林義雄 来一日新旧郡吏戸長有志家混同懇親会開催 2275

N 364 明治18年1月7日 野尻定次郎 河原林信蔵 兵役期限満了祝い、小生も徴兵の下検査済む 2285

N 365 年未詳2月12日 野尻定次郎（周山郵便局） 河原林義雄 北桑融通会社よりの書留郵便重量超過に付一報 2285

N 366 年未詳2月19日 野尻定次郎 河原林義雄 為替本日東京へ差出す 2285

N 367 年未詳4月12日 野尻貞次郎 河原林 小野日下部氏羽田に滞留の旨一報 2221

N 368 年未詳4月26日 野尻貞次郎 河原林 公会堂建設費金二百円明日融通会社より御携帯御願 2221

N 369 年未詳5月14日 野尻定次郎 河原林 御拝借の器返納につき丁稚差向け御願 2221

N 370 年未詳6月14日 野尻定次郎 信造 蚕種貴家様の分注文済みに付通知 2285

N 371 年未詳6月21日 野尻定次郎 野尻岩次郎、河原林義雄 父彦助死去の一報 2287

N 372 年未詳7月28日 野尻定次郎 河原林ひさ 父彦助忌明け御霊参御願 2221

N 373 年未詳11月9日 野尻山石林 河原林義雄 漢詩４首添 2299

N 374 [明治2年]9月28日 野尻篤之進 河原林小弥太 金子延引ながら持参に付御落手御願 2305

N 375 年月未詳6日 野崎（京都日報社） 河原林 帳簿調整済みに付回送 2287

N 376 [明治22年]5月9日 野崎春造 河原林義雄 交話会広告掲載日に付一報 2218

N 377 [安政5年]2月10日 布屋兵五郎（周山） 油屋安左衛門 御申越しの義了承 2303

N 378 年未詳1月22日 布屋兵五郎（周山村） 油屋安左衛門 油粕近々の内一樽御願 2294

N 379 年未詳正月27日 布屋兵五郎（周山村） 油屋安左衛門、同店市次郎 依頼の品本日引取りに付一報 2294

N 380 [安政5年]2月16日 布屋清助 河原林安左衛門 藤左衛門殿借財多分に付山仕入れは御止め下さる様御願 2303
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N 381 年未詳3月9日 布屋清助 河原林安左衛門 金銀貸借の触書巡回に付暫時貸金の義御断り 2326

N 382 明治27年3月9日 長沢正兼 河原林義雄 衆議院総選挙当選祝い 封筒入り 2330

O 1 年未詳3月2日 小畠平八郎 河原林大和守 名主中より依頼の金子借用御願 2301

O 2 年未詳6月13日 小畠喜之助 河原林信造 褒賞休業にて御帰宅中に付拝顔御願 2285

O 3 年未詳9月27日 小畠喜之助 河原林義雄 陸軍入営の節の礼状 封筒入り 2272

O 4 [明治3年]2月8日 小畠孝一郎、萩原連之助
河原林小源太、河原林恵次
郎 近々東下に付御面会御願 2326

O 5 [明治24年]12月27日 小畠直吉 河原林義雄 議会解散来る二月選挙の模様、今回は貴兄当選に向けて尽力す 2223

O 6 明治25年1月14日 [小畠]直吉 河原林義雄 先日の欠敬の義詫び 2223

O 7 年未詳11月17日 小畠直吉 河原林議長 書記起稿録事検閲御願 2221

O 8 [安政5年]6月25日 小畠定 河原林安左衛門 万治様への払勘定書 2303

O 9 年未詳2月2日 小畠定二郎 梅木惣兵衛、扇間金三郎 山林売却の順序到来の節は一報御願 2280

O 10 年未詳6月30日 小畠重房 河原林義雄 姫路宮所へ入宮につき2日帰宅 封筒入り 2272

O 11 年未詳12月27日 小田軌 河原林義雄 岡野氏の郡内山林木材の件詳細取調べの上通知御願 2223

O 12 明治27年2月22日 小田善一（亀三郎） 河原林義雄 今回の選挙当選を祈念 封筒入り 2330

O 13 年月日未詳 [小谷] － 黒田村三ケ所山林地価 罫紙 2277

O 14 年月日未詳 小川 白木 河原林義雄氏に面会希望取次ぎ御願 2217

O 15 [安政5年]7月6日 小川利八 河原林安左衛門 御直し弓弦持参に付御改め御願 2303

O 16 明治22年12月10日 小川定明 河原林義雄 丹波会開催場所日時及び開会の趣意伺い 罫紙 2276

O 17 年未詳2月4日 小川恒蔵 河原林 彦三郎所持の品々差遣に付一報、尚桃燈並大文字筆は見当たらず 2301

O 18 明治19年12月23日 尾越蕃輔 河原林義雄 臨時郡部常置委員会開催通知 罫紙 2276

O 19 明治20年3月23日 尾越蕃輔 河原林義雄 臨時府会及び郡部常置委員会開催通知 京都府罫紙 2278

O 20 明治20年3月28日 尾越蕃輔 河原林義雄 臨時郡部常置委員会開催通知 罫紙 2276

O 21 明治20年4月2日 尾越蕃輔 河原林義雄 臨時郡部常置委員会開催通知 罫紙 2281

O 22 明治20年4月2日 尾越蕃輔 伊東熊夫 臨時郡部常置委員会開催通知 罫紙 2281

O 23 明治20年3月30日 小倉勲 河原林義雄 倉庫会社株10株購入取計御願 2225

O 24 明治23年12月16日
岡亀造（京都府内務省第二
課） 河原林義雄 別紙規約印刷の上一部本課へ差出し御願 罫紙 2276

O 25 明治16年4月24日 岡崎高厚、沢辺正修
河原林義雄、同益三、野尻
岩次郎

新聞条例改正により保証金納付に付貴兄らの補充借用金にて補填（日本立憲
政党新聞社受取証添え） 罫紙 2330

O 26 年未詳4月28日 岡田忠一郎（中外電報社） 河原林 来訪都合伺い 新聞通信社原稿用紙 2279

O 27 年月日未詳 岡田多美 河原林伯父 病気見舞い 2285

O 28 明治20年9月3日 岡丸 河原林義雄 同志社大学設立寄付金五十円、協一有志講残金持参 2225
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O 29 年未詳4月1日 岡丸 河原林義雄 四人組勘定元帳拝借依頼 2285

O 30 年未詳4月21日 学務課　岡本 北桑田郡役所 下等全科卒業生下賜御受書外に証書代落手 2220

O 31 年未詳11月8日 岡本 吉田 河原林義雄氏御所有の中地村山林御売却に付値段等伺い 2299

O 32 年未詳11月15日 岡本 河原林 御来車御願 2219

O 33 [明治2年]10月10日 岡本儀左衛門 河原林小源太 小弥太様御帰国祝いに鮎進呈 2313

O 34 [明治9年]8月8日 岡本儀左衛門（比賀江村） 河原林安左衛門 田中孫兵衛殿山事件に付当季御出金下さるよう御願 2329

O 35 年未詳5月26日 岡本儀左衛門 河原林安左衛門 愚娘縁談宜しく取計御願 2294

O 36 明治21年11月4日 岡本権之丞 河原林義雄、野尻岩次郎 本日の新年宴会欠席断り状 2221

O 37 年未詳5月27日 岡本権之丞 河原林義雄 神吉校校舎試検の件 2221

O 38 [明治5年]2月26日 岡本隼太（比賀江村） 河原林小源太 三ツ井一条周山郷宿で相談に付御出席御願 2309

O 39 [明治5年]3月6日 岡本隼太 河原林 御来命の玉子不都合に付断り状 2309

O 40 [明治5年]3月16日 岡本隼太 河原林小源太 畑氏方金件片付けに付御割合分五十五両使いへ御願 2309

O 41 [明治5年]7月14日 岡本隼太（比賀江村） 河原林小源太 畑氏借立一条御承諾に付御礼 2309

O 42 明治16年4月13日
岡本隼太（六番学区学務委
員） 河原林義雄 調査費決議案認可本紙所在伺い 罫紙 2295

O 43 年未詳2月1日 岡本隼太 河原林安左衛門 別紙郵便の回答御願 2296

O 44 年未詳4月2日 岡本隼太（比賀江村） 河原林安左衛門 西京前川五郎左衛門方借金事件に付至急熟談の御願 2299

O 45 年未詳4月18日 岡本隼太（協一校学務委員） 河原林義雄 田原正績殿功績に係る書類あらば借用御願 罫紙 2295

O 46 明治22年12月22日 岡本潤治郎 北垣国道 地租補助貸与之義に付願書（水害災罹災につき） 罫紙 2277

O 47 年未詳2月10日
岡本潤次郎、中山作平、岡
本清一郎（新神足村） 河原林義雄 地租補助貸与の義御厚情御礼 2330

O 48 [明治3年]4月1日 岡本十之進 河原林小源太 拝借金返済の義時節柄取集め困難に付断り状 2326

O 49 [明治4年]7月朔日 岡本十之進、水口市之進 河原林小源太 参会開催に付御来駕御願 2302

O 50 [明治4年]月未詳24日 岡本十之進 河原林小源太 三井より出訴の儀申越に付衆中御集会御相談御願 2302

O 51 年未詳2月7日 岡本十之進（比賀江村） 河原林小源太 惣代付譲りの義下村水口氏より御伝達に付明日拙宅迄御出張御願 2326

O 52 年未詳12月27日 岡本十之進 河原林 御取替金返却の御願 2307

O 53 年月日未詳 岡本十之進 河原林小源太 御内談一件御座候に付御光来御願 2326

O 54 [明治5年]4月20日 岡本道行 河原林小源太 林善蔵様より別紙御申越しに付郷宿迄御来駕御願 2309

O 55 明治20年12月21日 岡本清一郎 北垣国道 地租補助貸与の義につき再願書 2277

O 56 年未詳12月27日 岡本清一郎 河原林義雄 別紙書面（地租補助貸与の義につき再願書）取計御願 2277

O 57 [明治15年]5月12日 岡本新治郎（比賀江村） 河原林義雄 北桑田郡懇親会比賀江村出席者氏名一報 罫紙 2295

O 58 [安政5年]1月7日 岡本逍次郎 河原林 三条橋用材仕切銀借入に付証書に調印御願 2303

O 59 [安政5年]5月14日 岡本逍次郎 河原林 御売却の山林買手衆中に引合の儀不都合に付一報 2303
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O 60 [安政5年]5月30日 岡本逍次郎 河原林安左衛門 借用金子返弁延引に付断り 2303

O 61 [明治22年]10月18日 岡崎、能勢、正木 交話会 交話会月次会にて桂川付替の利害研究することは問題あり 2284

O 62 [明治16年]2月17日 岡崎高厚、澤辺正修
河原林義雄、河原林益三、
野尻岩次郎 維持委員会決定により本年度予備金2月と8月に拠出されることになる 2221

O 63 年未詳12月24日 岡崎高厚、澤辺正修
河原林義雄、河原林益三、
野尻岩三郎 本月十五日の臨時総会決議により維持委員にて別紙の通り決定 2221

O 64 [明治22年]2月18日 奥[繁三郎] 河原林 憲法発布、議員選挙法公布来るに付種々御高論伺いたし 2216

O 65 [明治24年]8月31日 奥繁三郎 河原林義雄 自由党復帰は板垣伯よりの勧めによるとの口実を作られては如何 2279

O 66 明治25年1月1日 奥繁三郎 河原林義雄 年頭挨拶、衆議院解散に付立候補の意思確認 2283

O 67 [明治25年]1月7日 奥繁三郎 河原林 公民会派数名集会し各区の候補者選定の模様 2283

O 68 [明治25年]2月8日 奥繁三郎 河原林、野尻
本日共楽館にて友朋館員及び旧公友会員たる郡部議員の集会開催に付演説
依頼 2276

O 69 年未詳1月18日 奥繁三郎 河原林 石川氏の宿所通知 2223

O 70 年未詳4月12日 奥繁三郎 河原林 本月15日の当地懇親会に御出席の趣、小生は綴喜相楽郡での懇親会に出席 2279

O 71 年未詳5月13日 奥繁三郎 河原林 伊藤一蔵訴訟一件渋川氏との協議事項大略一報 2278

O 72 年未詳5月18日 奥繁三郎 河原林 本日の裁判は事実尋問及び証拠調べにて終了 2278

O 73 年未詳5月19日 奥[繁三郎] 河原林 伊藤一件訴訟書類謄写、先方合意せば和解の心積 2278

O 74 年未詳5月21日 奥繁三郎 河原林 裁判言渡書謄本送付有り次第回送す 2278

O 75 年未詳6月21日 奥[繁三郎] 雨森、西堀、河原林、野尻 板垣伯招待の件伯は何れの懇親会へも臨まれぬ覚悟なり 2284

O 76 年未詳6月21日 奥繁三郎 西川義延 板垣伯歓迎宴会案内、本日の日出新聞雑報欄に兄の事記戴あり 2284

O 77 年未詳6月30日 奥繁三郎 河原林 伊藤氏との示談にはなるべく辻氏貴兄同伴にて御願 罫紙 2278

O 78 年未詳7月2日 奥繁三郎 河原林 岐阜の伊藤市蔵より示談調停の金額の件通信あり 罫紙 2279

O 79 年未詳7月3日 奥繁三郎 河原林 丹波福知山地方出張の日程伺い 2330

O 80 年未詳7月16日 [奥]繁三郎 河原林義雄 日下部彦吉本家山林名義切替の件に付御助言伺いたし 2279

O 81 年未詳7月25日 奥繁三郎 河原林 彦吉氏財産贈与の件で貴君の出京依頼 2279

O 82 年未詳10月12日 奥繁三郎 河原林 市部聯合の件等協議に付市部有志会へ列席御願 2330

O 83 年未詳11月4日 奥繁三郎 河原林 田中へ示談金受取に南桑田郡役所へ出頭するよう一書御願 2279

O 84 年未詳11月11日 奥繁三郎 河原林義雄 自由党党費負担一条相談に付参集御願 罫紙 2330

O 85 年未詳11月14日 奥[繁三郎] 河原林 晩餐招待 罫紙 2275

O 86 年未詳11月23日 奥繁三郎
河原林義雄、野尻岩次郎、
山本佐兵衛 山城青年会懇親会臨席依頼 2282

O 87 年月未詳2日 奥繁三郎 河原林 小生に関する件に付至急協議御願 罫紙 2283

O 88 年未詳9月10日 奥田貞輔（福知山） 河原林 金子御用達の儀断り状 2307
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O 89 明治25年1月 奥平増太郎 河原林義雄
新年挨拶、今般の議会解散貴下の運動の計画あらば船井・南桑両郡に知己ある
ゆえ御下命を 2223

O 90 年未詳9月28日 奥平増太郎 河原林義雄 府会、郡部会書記への採用の件取計御願 罫紙 2279

O 91 年未詳12月15日 奥平増太郎 河原林議長 一昨夜の件謝罪 2217

O 92 年月日未詳 奥村、川内 河原林 法事案内 2216

O 93 年月日未詳 奥村 － 特別課税解除願集会費用の件 切紙3枚 2225

O 94 [明治8年]9月24日 奥村又兵衛 河原林安左衛門 御注文の会席膳、盆等送付に付一報 2304

O 95 年未詳2月17日 奥邨新之丞 河原林 前欠、巻末のみ 2217

O 96 年未詳2月22日 奥村新之丞 河原林義雄、加地敬輔 筏特別課税解除一件につき八木村丁子屋での集会費負担の件相談 2225

O 97 年未詳3月21日 奥邨新之丞 河原林義雄 川村入京一件談事につき来車御願 2225

O 98 年未詳9月18日 奥村新之丞 河原林義雄 材木会社総会欠席に付委任状差出 2330

O 99 年未詳10月3日 奥村新之丞 各位 転任挨拶及び晩餐の招待 2280

O 100 年未詳11月13日 奥村新之丞 河原林義雄 船筏路一件願書進達に付 2284

O 101 年未詳12月27日 奥邨新之丞 河原林義雄 特別課税廃止事件御尽力にて減額になる様子安心す 2280

O 102 年未詳10月3日 奥屋九右衛門 河原林安左衛門 奥屋職司派遣に付 2299

O 103 年未詳10月4日 [奥屋]九右衛門 河原林安左衛門 奥師岩次郎殿差遣しに付御使くだされたし 2299

O 104 年未詳10月7日 奥屋九右衛門 河原林安左衛門 神事手伝の人差向けに付一報 2299

O 105 [明治2年]8月16日 奥山惣代
井戸村他4ケ村村々役人衆
中 広河原村一件相談に付一ケ村三人宛出席御願 2313

O 106 年月未詳青陽13日 大江恒義 氏人部速圀朝機 粗飯招待 2326

O 107 年未詳6月28日 大貝[武市] 河原林 昨日相談の演者と拝眉 2287

O 108 年月未詳19日 大倉、西村 河原林 本日府会開催の件問合せ 2225

O 109 [明治23年]8月18日 大倉並蔵 河原林義雄 伊東氏東上同氏より公友会脱会の件申し越に付手順当伺い 罫紙 2277

O 110 [明治23年]9月8日 大倉並蔵（公友会本部） 河原林義雄 本部経費貴郡分送付御願 2218

O 111 年未詳9月 大蔵省 弁官 御茅輪下調進製造人河原林小源太ら帰京に付旅費渡方の儀達し[写] 2293

O 112 年月日未詳 大牧幾之助 河原林義雄 当月十日頃までに暇戴きたく御願 罫紙 2281

O 113 年月日未詳 大森萬介 松尾（物産にて） 河原林様と同道にて御越の程御願 2297

O 114 明治19年1月13日 大室嘉之助
河原林義雄（北桑融通会社
社長） 明日より会社事件に着手予定 2285

O 115 年未詳8月21日 大西吉郎右衛門 河原林義雄 木場見付金出金に付受領御願 罫紙 2295

O 116 年未詳7月22日 大の☐☐ 南川原林 約定米の件伺い 2299

O 117 年未詳12月19日 大野半兵衛 [河原林]安左衛門 らく（娘か）長々留置くが病気快気に付御戻しいたす旨申入 2299

O 118 年未詳1月9日 大野政忠 河原林義雄 男子ご誕生祝の品進呈 2287
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O 119 年未詳10月24日 大野政忠 河原林義雄 貴家御病人様お見舞い 2221

O 120 明治20年10月24日 大野村総代 河原林義雄 木場見附掛り金貴家取分送付 2217

O 121 年未詳6月20日 大野村役人中 河原林小源太 久美浜県御役人杉浦領高反別取調に出役に付夫米歎願の義伺い 2326

O 122 年月未詳[20日] 大野村役人
水口備前守、河原林大和
守、西右内、河原林栄二郎 久美浜知県事大野村御出張に付御帰村御願 2301

O 123 年未詳4月11日 大阪屋多三郎 河原林安左衛門 御面会申し度義有るに付御入来御願 2326

O 124 年未詳1月13日 大崎 河原林 年末倶楽部にて相談の件小生病気につき未整頓就いては明14日面談御願 2216

O 125 明治21年4月5日 大崎官次郎 河原林義雄 印刷物五十枚の内四十五枚は既に返附 罫紙 2276

O 126 年未詳1月24日 大崎官次郎 河原林義雄 梶原より送付の印刷物返却の件了承 罫紙 2276

O 127 明治28年1月 大島甲子郎 河原林 年頭挨拶 2330

O 128 明治21年1月17日 大志万惣左衛門 川原林義雄 過日委託の一件御回答御願 2330

O 129 [明治23年]5月27日 大志万惣右衛門 河原林義雄、野尻岩次郎 国会議員選挙京都第五区の候補者一件 2216

O 130 明治25年1月3日 太田元二郎 河原林義雄 衆議院解散総選挙近し本郡より一名選出では満足せず充分運動を成す 2223

O 131 明治24年7月20日 太田元三郎 河原林義雄 寒地再調査結果別紙 2217

O 132 年未詳1月25日 太田満太郎（井戸村） 河原林勘三郎、新次郎 橋詰の田地弐枚並木置場小生へ小作委任下され度御願 2280

O 133 [明治4年]2月12日 太田弥助 河原林 大宮井善借金証文改めの義御願 2302

O 134 明治24年12月26日 大谷茂條 河原林義雄 賜物礼状 2217

O 135 明治24年11月26日 大坪権六 河原林 京都商業学校一覧表調整につき進呈 罫紙 2281

O 136 年未詳3月13日 大津宿[伝馬所] 河原林大和守、御役人中 大津宿より京都迄人足賃銭覚 2301

O 137 年未詳6月7日 大槻 河原林 書林勘定の儀取計御願 2307

O 138 [明治23年]9月18日 大槻理三郎、福井矢之輔 公友会幹事 弊郡道路云々に付来客あるが手透次第協議には出席す 2216

O 139 明治23年11月9日 大槻理三郎 河原林義雄 五郡懇親会において決議の公友会へ申込一件相談につき御来宿御願 2219

O 140 年未詳7月7日 [大槻]理三郎 河原林義雄 新井氏よりの書留郵便回送 2284

O 141 [明治4年]6月24日 大宅（井戸村） 河原林 別紙黒田村より到来に付一報 2302

O 142 年未詳9月23日 大矢智 河原林義雄 京都府医学校にて変則生50名ほど募集 2225

O 143 年未詳9月23日 大宅牧太郎、今木重三郎 河原林安左衛門 常光寺参会日限都合伺い 2299

O 144 年未詳12月4日 居部信造 河原林義雄 預け金勘定書類使いへ御願 2217

O 145 年未詳1月18日 小谷やす 河原林益枝 矢谷座へ参る日ご通知下されたし 2285

O 146 [明治2年]7月25日 近江[藤野] 和州[河原林] 続目願の義、梅園雑掌の義伺い 2313

O 147 年未詳4月16日 凹凸 其樵 拙者分は明日差出に付断り 2299

O 148 年月日未詳 凹凸 其樵 開巻案内（カ） 2299

O 149 [明治2年]10月3日 尾張万（錦小路堀川西入） 河原林 小弥太様への貸金未返済に付御取替御願 2313

O 150 年未詳12月22日 尾張万 山国御旦那 先日御覧の品不要な場合はこの者へ御渡し下されたし 2288
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O 151 年未詳1月26日 尾崎（詰所） 河原林義雄 府庁内工事落成に付検査の通知あり 罫紙 2276

O 152 年未詳2月1日 尾崎（詰所） 河原林義雄 府会郡部に係る諮問会開催通知 2276

O 153 年未詳2月25日 尾崎 河原林 奉送事務所よりの別金回送 2216

O 154 年未詳3月13日 尾崎 河原林 彼の訴訟事件神戸へ出張し委細申し入れる 2280

O 155 年未詳3月15日 尾崎（詰所） 河原林義雄 東高瀬川出来形調査は21日出立 2280

O 156 年未詳3月16日 尾崎 河原林議長 私居村議員半数改選の件で寺内氏を来訪ゆえ遅刻 2221

O 157 年未詳6月8日 尾崎（詰所） 河原林義雄 別紙書面にある野尻岩次郎の件勧業課へ問合すが間違いにつき訂正御願 2216

O 158 年未詳7月12日 尾崎 河原林 御母堂忌引届け調印の上詰所まで差出御願 2221

O 159 年未詳7月25日 詰所（尾崎） 河原林義雄 中村栄助氏辞職につき地方衛生会委員補欠選挙投票御願 2221

O 160 年未詳9月17日 尾崎（詰所） 河原林 昨日下命の表中内訳土木課にて取調中 2287

O 161 年未詳9月27日 尾崎（詰所） 河原林義雄 英語研究会案内、区部常置委員補欠選挙結果報告 2280

O 162 年未詳10月11日 尾崎（詰所） 河原林義雄 森房太郎へ御命の書類回送 罫紙 2276

O 163 年未詳10月12日 尾崎 河原林 金壱円廿銭受領 2280

O 164 年未詳10月18日 尾崎（詰所） 河原林 諮問会、所得税に係る常置委員会開設に付出庁御願 2280

O 165 年未詳12月23日 尾崎 河原林 御紛失の煙草入れ見当たらず 2276

O 166 年未詳12月25日 尾崎 河原林 伏見御籠町目論見帳取調の義猶予御願 2280

O 167 年月未詳3日 尾崎 河原林 松野郡長より筏取締り一件に付問い合わせあり 罫紙 2275

O 168 明治25年1月1日 [尾崎]潔濯 河原林義雄 年頭挨拶 2283

O 169 年未詳1月17日 尾崎潔濯 河原林義雄 書面の件は三原氏帰庁次第伝言す 2225

O 170 年未詳1月22日 尾崎潔濯 河原林義雄 残務悉皆給料の義別紙の通りに付検印御願 2224

O 171 年未詳2月26日 尾崎潔濯 河原林義雄 臨時の連帯諮問会開設準備取掛かる 2330

O 172 年未詳3月8日 尾崎潔濯 河原林 臨時府会市郡部会開設通達写し 2225

O 173 年未詳3月16日 小澤安左衛門 河原林義雄 洛陽滞在中の礼 国民新聞社罫紙 2277

O 174 年未詳3月28日 尾崎潔濯 河原林義雄 御就職中種々御引立御礼 2330

O 175 年未詳4月23日 尾崎潔濯 河原林義雄 郡部間聯帯に係る諮問会明24日開催 前欠 2216

O 176 年未詳10月14日 尾崎潔濯 河原林義雄 本年通常会開設につき雇入れ御願 2225

R 1 年未詳6月26日 利兵衛、為左衛門 河原林安左衛門 山手定参上の都合伺い 2294

R 2 年未詳9月22日 輪之助 [河原林]安左衛門 取組金皆済に付義雄氏へ証文返却、和久田一件に付返事御願 2299

R 3 [安政5年]2月
利右衛門、親類中（沢尻村
願主） 河原林安左衛門 本月十五日座敷浄瑠璃興行に付御来臨御願 2303

R 4 [明治2年]9月2日 六組組惣代
河原林小源太、西山彦郎、
佐伯市兵衛 五十弐ケ村一統木場一条集会に付御帰村御願 2313

R 5 [明治8年]11月10日 六嶋国次郎 河原林 西善五郎に係る事件解訴に付御承諾下されたし 罫紙 2304
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R 6 年未詳10月19日 六島国次郎 河原林 西善五郎事件解訴の義伺い 2329

R 7 年月日未詳 留守内老人 河原林義雄 山林売却の件相談に付御帰宅御願 2225

R 8 年未詳10月5日 隆一 竹村 京都府会常議員雨森、河原林、野尻の三氏出京に付面会依頼 2280

S 1 年未詳3月20日 三郎 河原林 別紙事業設立に付御助力御願 2284

S 2 年未詳2月25日 佐伯 河原林安左衛門 油五升廻送御願 2326

S 3 [安政5年]3月19日 佐伯市兵衛 河原林安左衛門 惣代より廻状相廻りに付大布施村へ御届御願 2303

S 4 [安政5年]6月3日 佐伯市兵衛（上弓削村） 河原林安左衛門 大悲山行きに付水口氏と相談御願 2303

S 5 [明治2年]11月朔日 佐伯市兵衛 河原林五位 二十両程二十五日迄拝借御願 2313

S 6 年未詳5月17日 佐伯寿之助 河原林義雄 井上哲雄氏に係る金件一二ヶ月延期御願 2278

S 7 年未詳9月17日 佐伯寿之助 藤野次郎 井上哲雄氏困却に付金員融通御願 2284

S 8 [明治2年]3月26日 佐伯共之進（上弓削村） 川原林小源太 川方七組講金勘定延引に付詫び 2301

S 9 明治22年4月29日 嵯峨材木会社 河原林義雄 当地樋門昨夕より通水するが桴筏聯結流通せぬゆえ千本売りの分取計御願 2221

S 10 明治22年5月13日 嵯峨材木会社 － 材木会社より御預けの品物回付御願 2280

S 11 明治25年2月5日 嵯峨材木会社 藤村亀太郎 当社株式預り仮証 2224

S 12 年未詳4月4日 嵯峨材木会社 白樹さと 回送の葉書は河原林へ 2218

S 13 [慶応3年]12月7日 佐七 水口、岡本 残金林氏より督促に付返却御願 2306

S 14 年月日未詳 さいきよし よし田儀左衛門 山国お越しの節は一度お立寄りを 2285

S 15 年未詳3月8日 斎藤 河原林義雄 妹病気にて帰郡延引 2225

S 16 年月日未詳 斉とう 河原林 先日御願の分先方より督促に付本日都合御願 2279

S 17 年月日未詳 斎藤虔 義雄[河原林義雄] 英国より到来の品廻送 封筒入り 2272

S 18 年月日未詳 斎藤 河原林 返済期限切迫に付依頼の件都合伺い 2296

S 19 年未詳12月26日 斎藤志恫 河原林 銀行定款並契約書擬案一覧御願 2280

S 20 年未詳9月12日 斎藤重治 河原林 依頼の金件御都合の程伺い 2296

S 21 年月日未詳 斎藤重治 － 金子拝借の依頼 2278

S 22 年未詳3月26日 斎藤重雄 河原林義雄 金七円送付御願 2281

S 23 年未詳4月5日 斎藤重雄 河原林義雄 明日午後より帰郡 2282

S 24 年不詳5月9日 左加長之助 河原林義雄 地券、証書等幸便にて返済 2216

S 25 [明治2年]12月20日 坂口初兵衛 河原林 昨日の一件御返事伺い 2313

S 26 年未詳4月23日 坂本武兵衛 川[河]原林御旦那 御機嫌伺い 罫紙 2295

S 27 年未詳4月5日 坂田競 河原林従五位 金子借用依頼 2326

S 28 年未詳3月21日 坂田勇次郎 河原林 河村氏該会社株券申込の件応ずる模様 2284

S 29 年未詳11月16日 鮫島盛ほか3名 河原林義雄 嵐山観楓会開催案内 罫紙 2281

S 30 明治22年8月22日 佐野技手 河原林義雄 別記加工の義協議に付回付す 京都府罫紙 2277
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S 31 年未詳11月17日 佐野精一 川[河]原林 五円借用御願 2225

S 32 年月日未詳 笹田儀平 河原林義雄 織物器械購入に付金子借用御願 2278

S 33 明治20年7月20日 佐々木嘉門 河原林義雄 御賢母様逝去御悔やみ 2277

S 34 年月日未詳 佐藤庄太 河原林義雄 謄写物御下命の御礼 2284

S 35 年月日未詳 佐藤庄太 河原林義雄 御下命の事務用件御一報御願 2284

S 36 年月日未詳 沢田 － 来会者人名並会費金領収簿（交話会カ） 罫紙 2275

S 37 明治23年9月19日 沢田虎之助 河原林義雄 郡部会日当料入手まで弐円借用御願 罫紙 2275

S 38 年未詳3月3日 沢田虎之助 河原林義雄、野尻岩次郎 東京での生活財政困難に付御救済御願 罫紙 2281

S 39 年未詳3月20日 沢田虎之助 河原林 公民会常置委員改選の裏面運動内報 京都日報原稿用紙 2280

S 40 年未詳5月4日 沢田虎之輔 河原林義雄 西方寺にて懇親会開催につき6日午前中には来着御願 罫紙 2275

S 41 年未詳5月4日 沢田虎之助 河原林義雄 明五日予定の峰山での懇親会は六日久美浜に変更 2216

S 42 年未詳11月22日 沢田虎之輔 河原林義雄 今日兵糧相尽きにつき引続き金子恩借御願 2219

S 43 年未詳12月22日 沢田虎之輔 河原林義雄 賀表摺物贈呈 2276

S 44 年月日未詳 沢田虎之助 河原林義雄
西陣部内の工業銀行発起人に中安信三郎氏も加入、丹後の交話会員らとも御
協議御願

京都日報原稿用
紙 2280

S 45 年月未詳8日 清穆 芳雄 約定の金官札と引替持参に付取計御願 2307

S 46 年月日未詳 清穆 河芳[河原林義雄] 掛札別書の通りに付先生へ依頼御願 2307

S 47 年月日未詳 清穆 芳雄[河原林義雄] 重介下之宮より持ち帰りの竹本数改め置御願 2307

S 48 年月日未詳 青雲院 はつ おこう五月末には出産の模様 2285

S 49 年月日未詳 青雲院 河原林はつ おこう亡子へのご供物御礼 2285

S 50 [安政5年] 清左衛門（中川） 河原林安左衛門 勘定覚 2303

S 51 年未詳6月18日 関野治介 河原林 友次郎証文事件、神戸会社事件に付貴君より御報告御願 2307

S 52 明治20年3月1日 千家尊福 河原林義雄 出雲大社保存会設立に付賛同の依頼 罫紙 2281

S 53 年月日未詳 拙姉 内牧きぬ お申越しの品々差遣わしに付受取下されたし 2285

S 54 明治22年5月25日 上海新聞屋 河原林 通信要員一名派遣の件御勘考の程御願 2294

S 55 年未詳2月20日 芝広吉 河原林義雄 二千円御入用の旨拝承 2221

S 56 年未詳7月23日 芝広吉 － 依頼の金半額にて御承引下されたし 2285

S 57 年未詳9月13日 芝広吉 河原林義雄 河原林岡麿氏よりの明治専門学校への寄付金早速送達す 2225

S 58 年未詳12月22日 柴田新次郎
河原林義雄（本郡聯合会議
長） 本郡庁舎位置の案議一部御下附御願 封筒入り 2272

S 59 年月日未詳 [市部常議員会] － 市部常議員会及び懇親会案内状 2221

S 60 年未詳12月27日 七兵衛、卯兵衛 大野村庄屋 歳暮挨拶 前欠 2294

S 61 年未詳3月2日 重倉重陳（歯科） 河原林 御用あれば何時にても推参 2218
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S 62 年月未詳17日 重佐登 河原林義雄 拝借金返済延引の詫び 2225

S 63 年未詳2月26日 繁太郎 河原林義雄 奉職中の御愛顧に奉謝、京都交詢会と称する民権家集会傍聴する 罫紙 2282

S 64 年未詳3月29日 繁太郎 河原林義雄 家塾入校に付集会条例第七条に抵触ゆえ除名願差出す 2282

S 65 年月日未詳 島本 河原林 我自由主義につき公然の運動云々の御意見肝に銘ず 罫紙 2275

S 66 年月未詳3日 島本卓郎（市部傍聴席） 河原林 先日お話の件当会参観の上愈々決行いたす事に決定 日出新聞社原稿用紙 2219

S 67 [明治21年]3月28日 嶋岡武 大崎 建白書草案返却延引の詫び 罫紙 2276

S 68 年月日未詳 嶋屋平七 河原林 過日滞在中の車代別紙請求書の通り、郵便切手にて送付御願 2221

S 69 年未詳6月25日 清水 藤村 三木氏手付金持参にて入来に付為換取組貴店にて御願 2288

S 70 明治21年12月5日 清水重起 河原林 当日の準備方打合せに貴社社員一名差出し御願 2225

S 71 年未詳2月3日 下田（西組役所） 河原林安左衛門 手付金差戻しに付品飛脚にて御戻し御願 2326

S 72 年月日未詳 下田 河原林義雄 弊村資本金不用の分融通の儀了承 2299

S 73 年月日未詳 下水木平介 － 上炭代ほか書上 2296

S 74 [明治2年]8月24日 下村利助 河原林 節句まで三拾両借用御願 2313

S 75 年未詳3月15日 下村利助 河原林 実家藤左衛門跡相続の儀万事宜しく御願 2296

S 76 明治22年7月24日
下手忠次郎（愛宕郡久多村
村長） 河原林義雄 明治19年より21年に至る水害堤防費取調書 罫紙 2277

S 77 年未詳12月6日 新太郎 河原林義雄（会計方） 帰村に付諸雑用向取計御願 2307

S 78 年未詳5月31日 新桐会 河原林 車代請求書 2280

S 79 年未詳5月 新桐会連中 上 車代見積もり 2225

S 80 明治10年11月4日 塩貝小兵衛 川原林安左衛門 書状着次第金子御持参御願 2299

S 81 明治23年11月16日 潮田保 河原林義雄 別紙手続きに村長の認印御願 罫紙 2275

S 82 年月日未詳 白木 河原林 御茶代受領一報 2287

S 83 [明治15年]11月10日 城山静一 河原林、野尻 御地方巡遊延引なるが十五日には小室信介氏と落合い参着の予定 2221

S 84 年未詳10月18日 城山静一 河原林義雄 伊東熊夫氏近々周山参着有志諸君と懇談の予定 2278

S 85 年未詳10月19日 城山静一 河原林義雄ほか4名 御地へは来月七八日頃参着有志者と懇談の予定 2278

S 86 年未詳12月10日 城山静一 河原林義雄 新聞社維持方の義記者の自給を減少し永続を議決 封筒入り 2330

S 87 [明治19年]11月26日 城山静一 河原林 ノルマントン号事件演説のため今夕の一席はお断り 2225

S 88 年月未詳29日 城山静一 河原林 明日午前迄に調査御願 2280

S 89 年未詳10月31日 庶務課（大谷） 河原林義雄 委員会委員慰労会案内 2225

S 90 [明治2年]8月9日 庄平四郎、溝口畔右衛門 河原林 吉左衛門帳所在不明に付伺い 2313

S 91 年未詳5月17日 勝月寺 河原林安左衛門 金子一両正法寺和尚へ御廻金御願 2292

S 92 年未詳4月26日 省吾 河原林義雄 御賢父様往診の義了承 2299

S 93 [慶応3年]11月25日 庄五郎 河原林恵次郎 西善五郎方謹初来る廿九日定日に付御帰国御願 2306
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S 94 年未詳5月26日 庄五郎、民部 河原林小源太（御茅輪役人） － 宛名のみ 2298

S 95 年未詳4月2日 商報会社官報事務所掛 河原林義雄 官報購読代金前金三円落手 2216

S 96 年未詳5月15日 正法寺 河原林安左衛門 通記載の件に付伺い 2294

S 97 年未詳5月18日 正法寺（宮村） 河原林安左衛門 油受領、三月十八日の一升に付帳面吟味御願 2294

S 98 年未詳5月朔日 笑隠 河安[河原林安左衛門] 京都役所より到来の赤紙付書状の義伺い 2326

S 99 [明治4年]2月25日 正顕 国朝雅兄 昨年四ケ村へ取次の金子御取集の上御返却御願 2302

S 100 年未詳3月6日 正顕 国朝 御家系慶長頃まで取調に付御一覧御願 2326

S 101 年未詳8月16日 商工銀行事務所 河原林義雄 本行株券申込書送付 2216

S 102 年未詳5月22日 庄九郎 河原林安左衛門 一両日内に御上京御願 2294

S 103 年未詳2月20日 庄太郎 河原林安左衛門 忠次郎江戸表へ下向に付挨拶 2294

S 104 [明治5年]2月10日 庄矢[庄屋] 河原林 賦税未納に付督促状 2309

S 105 明治７年8月18日 章三 河原林 東行発立前に拝眉願に付一報 2307

S 106 年未詳4月13日 主簿 河原林 第百十一銀行への答書の件伺い 2225

S 107 年月日未詳 主簿 社長 内牧氏の証文券状送付に付御取計御願 2285

S 108 [明治22年]9月8日 主人（在京都） 留守宅 水害地巡視、関西懇親会の準備で多忙につき帰宅は下旬頃になる 2221

S 109 年未詳7月4日 主人[河原林義雄] [河原林]久 孝太郎の養生法指導 2217

S 110 年未詳7月25日 主人 おはつ 京は暑さ厳しき故一日も早く帰宅のつもり 2285

S 111 年未詳8月27日 主人（在西京） 河原林義雄留守宅 小払い等指示 2330

S 112 年未詳9月12日 主人 妻おひさ 東京行きの荷物受領、雑用金、諸税は本月末に差出 2294

S 113 年未詳12月3日 主人 [河原林]久 病人の看病労い 2294

S 114 年未詳11月1日 主人 妻 履歴書案と記載の手帳至急送付御願 2217

S 115 年未詳11月11日 主人 留守宅 絹栄の迎いの者十三四日頃遣わす 2280

S 116 年月未詳31日 主人 留守宅 板垣伯と京都にて面会いたす事になるゆえ帰宅延引 2223

S 117 [安政5年]2月3日 俊令僧（カ）（弓削中村） 河原林安左衛門 金子御返却御願 2303

S 118 [安政5年]2月5日 俊令僧（カ） 河原林安左衛門 金子受領に付証文返却 2303

S 119 [安政5年]3月2日 俊令僧（カ）（弓削中村） 河原林安左衛門 借用金証文送付に付一報 2303

S 120 年月日未詳 周山郵便局 右受取人 仕立賃銭回送 2299

S 121 年未詳3月17日 薗田弘三、吉田善内 河原林義雄 只今参趨に付暫時御在宿御願 2225

S 122 明治18年5月28日 疏水起工式委員 河原林義雄 疏水起工式案内状 封筒入り 2272

S 123 [安政5年]5月6日 惣介（京都） 河原林御旦那、各々衆中 材木仲間御惣代中へ御拝借儀回覧に付御願 2303

S 124 年未詳12月23日 末吉保造 河原林義雄 無事帰宅一報 2217

S 125 明治22年8月10日 管河與之 河原林義雄 九百円融通御願 2218
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S 126 明治24年3月28日 菅河與之（黒田村） 河原林義雄 拝借金返済金困却に付抵当山林の買取を依頼 2281

S 127 年未詳8月8日 管河與之 河原林義雄 山林買受につき九百円程借用御願 2218

S 128 年未詳1月16日 杉本鶴之助親戚中 河原林義雄 河原林仙蔵氏よりの拝借金持参物品にて御承諾御願 2225

S 129 年未詳2月30日 杉浦 河原林 器械二百二十五組取敢えず御旅宿迄御届けに付一報 2221

S 130 年未詳2月19日 杉浦 河原林 本日器械百廿五組請取宜しく 2216

S 131 年未詳10月22日 杉浦大八郎 河原林義雄、藤野斎 農家必用器械品売捌商開業挨拶 2284

S 132 年月未詳2日 すみ ますえ 詠草一首添え 前欠 2285

S 133 年月日未詳 すみ 河原林姉上 ご病人様お見舞い 2219

S 134 年月日未詳 すみ 河原林姉上 薬品及び御菓子料の礼 2284

S 135 年月日未詳 すみ 益永 体の具合お悪い中仕立物お頼みし誠に申し訳なし 2285

S 136 年月日未詳 すみ ますえ 羽織一枚仕立御願 2285

S 137 年月日未詳 すみ 益永 申越しの衣類遣わす旨 2285

S 138 年月日未詳 澄 河御父上 文次郎殿へ帛一反買求めに付支払御願 2296

S 139 年未詳1月29日 澄 益永 女学校や市中の噂などお聞かせ下されたし 2285

S 140 年未詳2月6日 澄子 貴姉 お身を大切に勉強くだれたし 2285

S 141 年未詳2月23日 澄子 益永 我らの如き姉をお思い下され有難き思い 前欠 2285

S 142 年未詳2月16日 澄子 益永 芝居見物の話しお聞かせ下されたし 2285

S 143 [明治3年]5月17日 炭屋万吉（矢代中村） 河原林安左衛門 種買込み金子廻金御願 2326

S 144 年未詳5月16日 炭屋万吉（矢代中村） 川原林安左衛門 種買入の値段荒相場一報御願 2294

S 145 年未詳6月6日 炭屋万吉（矢代中村） 川原林安左衛門 当年新種買込みに付代銀借用御願 2294

S 146 年未詳5月19日 炭屋万吉 川原林安左衛門 村々よりの種買込み代金回送御願 2294

S 147 年未詳5月29日 炭屋万吉（矢代中村） 川原林安左衛門 当年買込の義御入用無き場合は連絡御願 2294

S 148 年未詳6月3日 炭屋万吉（矢代村） 油屋安左衛門 種代金御願 2294

S 149 年未詳6月18日 炭屋万吉（矢代中村） 川原林安左衛門 種二荷送付旨一報 2294

S 150 年未詳6月12日 炭屋万吉（矢代中村） 河原林安左衛門 百姓方より種買入に付金子御願 2294

S 151 年未詳2月17日 寸田ぶん 河原林お久 出産祝い 2221

S 152 年未詳2月7日 寸龍[寸田龍太郎] 河原林 吉田山図面返却依頼 2224

S 153 年未詳9月7日 寸田龍太郎 河原林蘭台 動静伺い 前欠 2294

S 154 年未詳12月10日 寸田龍太郎 河原林義雄、野尻岩次郎 中沼家への借用金依頼 2225

S 155 年未詳12月10日 [寸田]龍太郎 河原林、野尻 中沼家へ借用金依頼 2225

S 156 年未詳10月17日 寸田和三郎 河原林正親 御東行頼家御塾にて御勉励の由喜悦の至り 2307

S 157 年未詳8月21日 捨村彦右衛門 河原林 九州炭山採堀事業の義未だ確定に至らずが9月2日現地へ出張の予定 2221

S 158 年未詳4月18日 寿山 其樵 出句の義御申越しに付差出 2299
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S 159 年未詳4月12日 鈴木一男 河原林義雄 愚父儀種々御配慮御礼 2218

S 160 年未詳8月8日 鈴木一男 河原林義雄 父退社に付謝辞 2287

S 161 [明治2年]11月14日 鈴木保（伏原家） 河原林小源太（林園様御内） 東京より書状到来に付御届 2313

S 162 [明治2年]11月14日 鈴木保（伏原家） 河原林小源太 東京へ便り差出に付御用あらば御一報下されたし 2313

S 163 [明治2年]12月11日 鈴木保 河原林 先日依頼の義返事御願 2313

T 1 年未詳6月29日 田伊 河安殿金子皆済の義日限間違い無き様御上京御願 2326

T 2 年未詳6月18日 橘屋兵助店 河原林安左衛門 引当山林譲り状差入れに付伺い 2326

T 3 年未詳8月3日 橘屋兵助 河原林安左衛門 年廻の粗品進上 2326

T 4 年未詳2月4日 橘屋兵助内 河原林安左衛門 夫兵助死去一報 2294

T 5 明治19年7月20日 立田茂平 河原林義雄 仙夫費用送付 疏水事務所用箋使用 2275

T 6 年未詳3月15日 たち安 河原林 店一条御取計に付御礼 2326

T 7 年未詳5月29日 多田（土木課長） 河原林義雄、野尻岩次郎 31日帰京の節小野村変更見込み場所へ同行の予定 2221

T 8 年月日未詳 [多田] － 桂川鉄橋の下工事費用 京都府罫紙 2277

T 9 明治22年11月16日 田所技手 第二部土木課 丹後地方巡回日割 京都府罫紙 2277

T 10 年未詳2月9日 多福寺 吉田儀右衛門 河原林小源太娘子様病気治癒祈願参詣の日時延引申入 2301

T 11 [明治10年]8月16日 多賀輪之助
河原林義雄、河原林安左衛
門 和久田善右衛門金件出訴に付御上京委細相談御願 2291

T 12 明治20年2月10日 多賀輪之助 河原林義雄、河原林岡麿 和久田氏の抵当山林引受の件伺い 罫紙 2278

T 13 年未詳2月9日 多賀輪之助 河原林義雄、河原林岡麿 和久田善右衛門金件帳消に付御相談御願 2294

T 14 年未詳3月7日 多賀輪之助
河原林安左衛門、河原林義
雄 和久田善右衛門貸付金督促に付至急御上京御願 2299

T 15 年未詳6月21日 高木 河原林 整理金千円正札にて御願 2216

T 16 年未詳9月2日 高木 河原林 祇園座へ向け直に出立 2280

T 17 年未詳10月28日 高木 川[河]原林 値段書き（中山道、海軍、整理とあるが） 2221

T 18 明治17年1月15日 高木文平 河原林義雄 御出京の際御宿所わかわずご無沙汰致す 封筒入り 2272

T 19 年未詳9月3日 [高木]文平 河原林 正木旅行中に初田氏と昨日御依頼の件打合せ御願 2280

T 20 年未詳10月20日 高木文平 河原林 預り証書に替え別紙調整に付差出 2287

T 21 年月未詳6日 [高木]文平 河原林義雄 事業資金融通の礼 2217

T 22 年月未詳6日 [高木]文平 河原林 参上時間の変更一報 2287

T 23 年月未詳27日 [高木]文平 河原林 拝借の金子本月返金のところ元金は暫時延引御願 2280

T 24 明治27年3月4日 高橋謙 河原林義雄 選挙当選祝い 2330

T 25 明治22年9月16日 高橋雄 河原林義雄 南桑田郡水害表調整に付送付 2280
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T 26 年月日未詳 高乘 河原林 菱木、伊藤両君よりの面会依頼一報 2287

T 27 年未詳4月3日 高乘正美 河原林義雄 嵯峨材木会社へ雇入れ御礼 2221

T 28 明治25年2月17日 タカクラヘイベエ 野尻岩次郎 電文「ミゴトニマケタ」 電報 2223

T 29 年未詳5月20日 高室治左衛門、草木新次郎 河原林 右名前御加入の義御願 2301

T 30 年未詳1月17日 高室吉左衛門 河原林安左衛門 道普請に入用に付銀子借用御願 2294

T 31 年未詳2月14日 高室吉左衛門（塔村） 河原林安左衛門 銀子一件藤野様と御示談の上御世話御願 2294

T 32 年未詳4月13日 高屋邦愷 河原林義雄 東高瀬川復岸工事手直再度検視御願 2216

T 33 年未詳12月1日 高屋邦愷 河原林義雄 観月橋渡橋の検査官その他来賓への午餐費用の件委細報告 2221

T 34 年未詳3月6日 竹本矢倉 河原林 浄瑠璃の招待 2225

T 35 年月未詳22日 竹野郡役所 － 各郡戸長場所在問合せ状回送 2216

T 36 年未詳11月29日 武雄（カ） 梶原 新井と同伴にて来月上京の予定 2284

T 37 年未詳7月13日 竹谷与兵衛 川[河]原林 おこの殿一件和解金半額御負担に付伺い 2299

T 38 年未詳7月18日 竹谷与兵衛（京） 河原林安左衛門 十二日差出の郵便の返事御願 2299

T 39 年未詳7月27日 竹谷与兵衛 河原林安左衛門 勧解に付医師ヨウタイ書並反状差出御願 2299

T 40 年未詳8月2日 [竹谷]与兵衛 河原林 様態書は代人角井殿へ回付 2291

T 41 年未詳8月4日 竹谷与兵衛 河原林安左衛門 去る27日出頭後代人中勘解で協議成立に付報告、角井殿へ出頭料支払い御願 2291

T 42 明治16年5月19日
瀧野孝之輔（北桑田郡神吉
村戸長） 河原林義雄 本年度京都府通常会議案及び議事細則2、3日拝借御願 封筒入り 2272

T 43 年未詳1月16日 宅 河原林ご主人 象三のマント購入御願 2277

T 44 年未詳1月19日 宅 河原林御主人 御申越しの品延引ながら本日送付 2284

T 45 年未詳1月30日 宅 河原林御主人 病人らの様子報告、お召し物飛脚にて送付 2218

T 46 年未詳2月22日 宅 河原林御主人 神事の肴の件伺い 2279

T 47 年未詳3月16日 宅 河原林御主人 益永様縁談の件詳細報告 2221

T 48 年未詳5月2日 宅 河原林安左衛門 周山の加寿の義先方より断りに付一報 2294

T 49 年未詳5月11日 宅 河原林御主人 絹栄様の近況報告 2280

T 50 年未詳5月22日 宅 御主人 北河原林家の婚礼日迫るゆえ一度ご帰宅御願 2280

T 51 年未詳6月7日 宅 河原林御主人 益栄縁談の件相談 2218

T 52 年未詳6月29日 宅 河原林御主人 子供用椀御買い求め御願 2276

T 53 年未詳7月30日 宅 河原林義雄 昨夜腹痛おこり石田先生の診察うける 2218

T 54 年未詳9月26日 宅 河原林義雄 父上歩行は出来難しくはあるが別段進行する模様なきゆえご安心を 2219

T 55 年未詳11月16日 宅 河原林御主人 井口松之介氏より米買受依頼に付伺い 2330

T 56 年未詳12月26日 宅 河原林御主人 子供洋服購入御願 2280
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T 57 年月日未詳 宅 河原林御主人 進上物、下駄購入御願 2279

T 58 年月日未詳 宅 ご主人様 お祝の金三円程都合御願 2216

T 59 年月日未詳 宅 ご主人 買物御願 2216

T 60 年月日未詳 宅 河原林御主人 玄米の件伺い 2216

T 61 年月日未詳 宅 河原林御主人 冨永上京の義につき都合伺い 2216

T 62 年月日未詳 宅 河原林ご主人 寒気ゆえご用心を、羽織送付する 2221

T 63 年月日未詳 宅 河原林御主人 象三全快にむかう故御安心を 2277

T 64 年月日未詳 宅 河原林御主人 正月用の買物御願 2279

T 65 年月日未詳 宅 河原林御主人 京都での買物（下駄など）依頼 2216

T 66 年月日未詳 [宅] [河原林] 鰹ぶし購入の御願 2279

T 67 年月日未詳 宅 ご主人 河原林庄五郎様病気急変に付一報 2278

T 68 年月日未詳 宅 御主人 井口松之介への売米値段伺い 2280

T 69 年月日未詳 宅 御主人 常着綿入れ仕立につき伺い 2287

T 70 年月日未詳 宅 [河原林義雄] 井口松之介米代金の件報告 前欠 2294

T 71 年月日未詳 宅 御主人 おゆう様に常着代御願 2284

T 72 年月日未詳 宅 河原林御主人 父上の病状診察孝太郎氏に依頼下されたし 2287

T 73 年月日未詳 [宅] 河原林御主人 益永様縁談日限迫るに付一度御帰宅御願 2287

T 74 年月日未詳 [宅] － 綿入れ送付 前、後欠 2294

T 75 年月日未詳 宅 河原林御主人 買物の依頼 2294

T 76 年月日未詳 宅母 河原林義雄 御宅替えに付入用の品あらばお申越し下されたし 2225

T 77 年未詳12月28日 宅母 河原林義雄 寅三郎氏病気に付見舞い依頼 2284

T 78 明治12年10月13日 鐸木三郎 河原林義雄 ○○（ママ）一日も早きと数の多きことを御願 封筒入り 2272

T 79 年未詳2月11日 鐸木三郎 河原林義雄 株主募集の状況伺い 封筒入り 2272

T 80 年未詳2月21日 鐸木三郎 河原林 息子のことなど近況報告 2216

T 81 年未詳8月20日 鐸木三郎 河原林、野尻 例の一事この機に臨み一変動を生ず、暫く鋭気を復すまで休戦 封筒入り 2272

T 82 年未詳9月23日 鐸木三郎 河原林義雄 決戦の糧食源も窮乏につき下阪致したく援兵者の手筈御願 封筒入り 2272

T 83 年未詳9月29日 鐸木三郎 河原林義雄 大阪の浅田栄右衛門○件督促に付漫遊費用の件相談 2296

T 84 年月未詳9日 鐸木三郎 河原林 大津よりの帰路貴地立寄りに付一報 2287

T 85 年未詳5月22日 玉井屋店 奥様 裁判言渡の内容報告、謄本は29日に下付の見込 2280

T 86 [明治18年]5月2日 田宮勇 河原林義雄 肥料会社創立趣意書送付、加佐郡伊佐津川改良工事補助金の件取計御願 2225

T 87 明治25年4月2日
田宮[勇]（京都府郡部会議
長） 河原林義雄 関西府県聯合共進会開設に付特別券送付 印刷物 2283

T 88 年未詳1月21日 田宮[勇] 菱木 御申越しの原稿送付 2280
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T 89 年未詳2月8日 田宮勇 河原林 臨時郡部会開設に付書記採用、議場準備等概略決定委細は拝眉の上 2221

T 90 年未詳4月24日 田宮勇 河原林義雄 倉庫会社配当の株券売却の周旋依頼 2284

T 91 年未詳5月7日 田宮勇、川勝光之助 河原林義雄 過般委員会にて決議の特別費の件報告 2284

T 92 [明治22年]5月7日 田宮[勇] 河原林 公民会雑誌送付 2218

T 93 年未詳9月15日 田宮勇 菱木[信興] 目論見帳のことは府庁詰所に照会 2219

T 94 年未詳11月28日 田宮勇 河原林 書記採用者氏名一報 2225

T 95 年未詳12月10日 田宮勇 河原林義雄 小生急用にて欠勤に付議場取計宜しく御願 2330

T 96 年未詳12月11日 田宮勇 河原林 遅参の旨一報 2280

T 97 年月日未詳 田宮勇 河原林、上野、野尻 田宮幾二郎脱党事件解決 2277

T 98 年未詳4月19日 田中 河原林 左記のところへ転居開業に付一報 2221

T 99 年未詳4月29日 田中 河原林 煙草製造願保証人の箇所へ署名御捺印御願 2280

T 100 年未詳7月2日 田中 河原林 本日返済約定の恩借金もう暫く拝借御願 2280

T 101 明治23年6月15日 田中芳 河原林義雄 当地植付終了につき下男そちらへ派遣 封筒入り 2275

T 102 明治21年1月14日
田中源太郎（京都商工銀行
副頭取） 河原林義雄 開業一周年祝賀会招待状（於祇園中村楼） 2216

T 103 [明治23年]4月4日 田中源太郎、雨森菊太郎 河原林義雄 京都行幸の節疏水落成式で府会議員陛下に拝謁 2277

T 104 年月未詳29日 [田中]源太郎 河原林義雄 丹波丹後の両国兵庫県の管轄から京都へ所属希望に付御協議御願 2330

T 105 [明治23年7月]14日 田中半之丞 河原林 福知山よりの電報回報、必勝目前 2223

T 106 明治22年3月30日 田中半之丞、山下虎之助 河原林義雄 高原村檜山全数の七八分吾党の味方となりたり 2330

T 107 明治25年2月19日 田中半之丞、山下虎之助 河原林義雄
今回の総選挙の結果残念、本郡に於選挙人並に同志者謝礼会を開催致したく
御出張御願 2283

T 108 [明治23年]7月11日 田中半之丞 河原林義雄 西川、梶原の公友会幹事及常議員辞職の原因伺い 2284

T 109 年未詳7月18日 田中半之丞 野尻岩次郎 園部において約定の規約草案回送に付修正御願 2284

T 110 [明治23年]7月18日
田中半之丞、山下虎之助、
山内寛二郎 野尻岩次郎 運動諸費取調べ結果別紙の通り 2284

T 111 年未詳11月23日 田中半之丞 河原林、野尻
五郡懇親会に於いて決定の委任の一件は如何、谷紀百氏に面会するが同氏は
決議のこと不知なり、 2219

T 112 年未詳7月25日 田中市次郎 河原林安左衛門 佐兵衛入用に付金子二十両拝借御願 2326

T 113 年未詳11月30日 田中太真喜、田中市太郎 河原林、野尻 井上哲雄へ貸金の義明日中に是非入用に付御願 2280

T 114 明治13年8月
田中市太郎ほか（元山国隊
遺族） － 十三回忌に際し花火打ち上げの案内 2225

T 115 [安政5年]2月 田伊[田中伊左衛門] 河原林 手紙御届け延引に付詫状 2303

T 116 [安政5年]7月13日 田中伊左衛門 川原林安左衛門 金子借用に付御願 2303
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T 117 年未詳3月19日 田中直三 河原林義雄 桑苗植付の件明晩村内集会にて協議 2277

T 118 年未詳5月13日 田中直三 河原林義雄 比賀江村冨永金七開墾地の等級変更に付書面修正御願 2216

T 119 年未詳4月12日
田中七左衛門（山城製茶会
社） 河原林義雄（北桑融通会社） 約束手形期日延引御願 罫紙 2277

T 120 年未詳11月25日 田中繁次郎、南荘太郎 河原林義雄 奥繁三郎殿の示教に従い別紙委任状差出すゆえ伝送御願 2219

T 121 年未詳2月10日 田中稔也 河原林 煙草上品呈上 2280

T 122 明治8年3月7日 田中藤三郎 河原林安左衛門 河原林せい殿死去に付跡式相続方取決めに御上京御願 罫紙 2304

T 123 年未詳6月11日 田中稔也 河原林 金員借用依頼 2284

T 124 年未詳7月2日 田中常七 河原林義雄 西嘉作娘の奉公先の名前聴取御願 2225

T 125 [明治8年]10月27日 多成宗 河原林安左衛門 六嶋氏代言にて出訴の事件不都合の儀詫び 2304

T 126 [安政5年]正月26日 丹波屋佐兵衛 河原林安左衛門、伊左衛門 旧冬御約定の金子差入の儀御願 2303

T 127 [安政5年]正月29日 丹波屋佐兵衛 河原林安左衛門 御勘定の分計算違いに付不足分御願 2303

T 128 [安政5年]7月7日 丹波屋佐兵衛 河原林安左衛門、庄五郎 下村横田取組の金子延引に付皆済御願 2303

T 129 年未詳6月29日 丹波屋佐兵衛 河原林安左衛門 山手手形勘定一件 2326

T 130 年未詳1月13日 丹波屋甚助 川原林安左衛門 ろうそく初商いものに付購入御願 2294

T 131 [安政5年]7月12日 丹波屋孫兵衛 河原林安左衛門 金子借用に付御願 2303

T 132 年未詳3月12日 たんばや孫兵衛 河原林安左衛門 このわた河安様ほかへ御届け御願 2294

T 133 年未詳6月29日 たんばや孫兵衛（高浜より） 河原林安左衛門 金子三両並油三升借用依頼 2326

T 134 年未詳7月27日 たんばや孫兵衛
河原林安左衛門、河原林蔵
五郎、河原林栄次郎 先日よりの儀断り状 2326

T 135 [明治2年]12月3日 丹波屋宗二郎 河原林小源太 早々の御光来御願 2313

T 136 年未詳6月4日 丹波屋徳兵衛 河原林安左衛門 手縄（カ）の義未調達に付一報 2294

T 137 年未詳11月5日 谷伊織（北桑田郡宮島村長） 河原林義雄 神楽坂開鑿一件府会にて宜しく取計御願 2277

T 138 [明治23年]7月23日 谷紀百 河原林義雄 公友会会合出席種々相談事柄あるに付拝眉御願 2280

T 139 年未詳11月6日 谷紀百 河原林義雄 堂本に対する勘解事件別紙二通り御調印の上回送御願 2219

T 140 年月未詳24日 谷[紀百] 河原林義雄 堂本利右衛門に対する貸金請求一件で証書差し押さえの事等相談 2219

T 141 年月日未詳 谷[紀百] 野尻 選挙の結果遺憾の至り、京都日報の存廃の件確認 2284

T 142 [明治2年]11月23日 谷口慶次郎 河原林小源太 結納の義丹波屋宗次郎に世話人依頼に付右旨一報 2313

T 143 [明治2年]7月24日 谷口仁左衛門 河原林安左衛門 丹波屋度次郎と庄屋庄五郎娘縁談の義御世話御願 2313

T 144 [明治3年] 谷口仁左衛門 河原林小源太 金子の義私方不廻りに付貴方様にて工面御願 2326

T 145 [明治2年]6月13日 谷屋卯兵衛 川原林 拵付の刀本日持参に付御在宅御願 2308

T 146 [慶応3年]11月5日 丹さ 御惣代水口、其外御連印 督促の儀沙汰なしが如何 2306

T 147 慶応3年9月15日 丹清店 水口市之進（下村） 金十五両引替覚 2306

109



年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

T 148 明治20年11月16日 多留文吉（上弓削村役場） 融通会社 融通会社へ差入の佐伯寿之助旧地券書換の為返却御願 2216

T 149 年未詳1月23日 垂水新太郎
河原林義雄、田宮勇、上野
弥一郎 客年の水害地に係る鍬下年季願一件各郡長らと協議御願 2280

T 150 明治24年4月18日 多富 河原林義雄 過日ご注文の板上等品着荷せず他へ注文下されたし 2221

T 151 年未詳7月11日 立田 河原林義雄 喜平次より貴家へ金借願出の義少子請負分を差引送付す 2276

T 152 [明治4年] 田原 川[河]原林義雄 年始挨拶 2302

T 153 [明治9年]7月5日 田原 河原林芳三 有志講金寄せに付戸長集会開催通知 2329

T 154 年未詳8月1日 田原 河原林 扇面の揮毫進呈 2291

T 155 年月日未詳 田原 河原林義雄 貴庭築直の義伺い 2279

T 156 年未詳8月2日 [田原]貫一郎 河原林義雄 病気見舞い並金子借用願い 2307

T 157 [明治9年]1月5日 田原正績（辻村） 河原林義三 夜学の用務に付御宅へは不参に付断り 2329

T 158 [明治9年]5月13日 田原正績 河原林義三 是より二十四区小検査場へ来場に付本日の御来駕御断り 2329

T 159 明治18年3月23日 田原正績 河原林義雄、野尻岩次郎 藤野志免様死去一報、京都盈科義塾の模様如何 封筒入り 2272

T 160 [明治21年]1月12日 田原正績 河原林義雄、野尻岩次郎 地租軽減請願運動について種々物議あるに付進言 2284

T 161 明治24年4月30日 田原正積 河原林義雄 去25日委員会、26日教育会決議の件に付面談御願 罫紙 2282

T 162 年未詳1月8日 田原正績 河原林義雄 高等小学校配置分合調査委員会開催に付都合伺い 2287

T 163 年未詳1月13日 田原正績 河原林義雄 山国村水口卯三郎氏嵯峨材木会社への採用を希望 2216

T 164 年未詳1月22日 田原正績 河原林義雄 藤野氏子息医学修業の為上京に付取計御願 2225

T 165 年未詳2月18日 田原正績 河原林義雄 兵庫県会議員長熙氏来訪に付紹介 2330

T 166 年未詳2月24日 [田原]正績 河原林義雄 講金不融通に付来る16日再度取集、『万国公法』回付 罫紙 2295

T 167 年未詳2月26日 田原正績 河原林義雄 借金心覚えの分書出しに付然るべき取計御願 2285

T 168 年未詳4月3日 田原正績 河原林義雄 急用あらば参上に付伺い 2296

T 169 年未詳4月15日 [田原]正績 河原林 上京の日時一報御願 罫紙 2295

T 170 年未詳5月3日 田原正績 河原林義雄 退散後格別の要務なければお立寄りを 2220

T 171 年未詳5月7日 [田原]正績 河原林 吉田初子（河原林安左衛門室）の墓碑の件問合せ 2216

T 172 年未詳5月17日 [田原]正績 河原林義雄 亡母上様石碑裏面の文字相談 2280

T 173 年未詳6月6日 田原正績 河原林義雄 昨日懇談の三策中、協一校在勤の策を以って属村総代に示談 罫紙 2275

T 174 年未詳6月22日 田原正績 河原林義雄 古郵便切手売却の件問合せ 2216

T 175 年未詳6月29日 [田原]正績 河原林義雄 鶴ケ岡神林間道路図面一覧御願 2225

T 176 年未詳7月6日 田原正績 河原林由蔵（但州豊岡） 尊大人の脚疾重大に付御帰郷下されたし 2307

T 177 年未詳7月16日 [田原]正績 河原林 御老人ご逝去お悔やみ 2221

T 178 年未詳7月21日 田原正績 河原林 暑中周山への通勤は困難ゆえ暫く下村氏空家へ寄留 2221

T 179 年未詳7月21日 田原正績 河原林芳三 鳥割烹に付御来駕下されたし 2307
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T 180 年未詳8月7日 [田原]正績 河原林義雄 用務結了し今晩汽船にて出立 2218

T 181 年未詳9月30日 田原[正績]

山国村役場、高等小学校教
育会員、協一尋常小学本分
校 秋季北桑教育会での演説題照会 2279

T 182 年未詳10月6日 田原正積 河原林義雄 会社株券十六枚落手ついては講金預り証返却す 2219

T 183 年未詳10月21日 田原正績 河原林義雄 藤野治良出稼ぎの件断わり来る、当郡へ関税直税所設置することに決定 2287

T 184 年未詳10月28日 [田原]正績 河原林 郡役所への辻氏及小生任用の件 2284

T 185 年月未詳6日 [田原]正績 河原林 貴家様飲料水検査の結果悪質につき樋至急修繕の必要あり 2221

T 186 明治28年4月5日 帝国教育大会 河原林義雄 上田委員東上中の事情面談に付御集会御願 罫紙 2330

T 187 [明治25年]月日未詳 禎造 野尻 第二回総選挙弊郡模様探索の一報 罫紙 2283

T 188 年未詳6月24日 寺谷重兵衛 河原林小源太 仕法金皆済の御願 2301

T 189 [安政5年]2月23日
寺谷卯三郎（大悲山山方役
人） 藤左衛門 堂谷一条沙汰無しに付喜之助へ通達御願 2303

T 190 年未詳5月29日 寺内計之助 河原林義雄 昨夜伺うがご不在、本日は残念ながら欠礼 罫紙 2275

T 191 年月日未詳 てる とみえ 餅のお礼、来週は試験あり 2221

T 192 年未詳6月12日 戸田 河原林 八木氏来宅に付御来車御願 2294

T 193 年未詳5月26日 渡金耕秋 捨村彦右衛門 炭山の事ご尽力奉謝、金主たる人実地一覧の件取計御願 2221

T 194 年月未詳14日 徳本（カ） － 別紙封書御村夫々へ御届御願 2216

T 195 年月未詳19日 徳本（カ） 河原林 ゆう殿送籍に付別紙原籍ほか一覧御願 2330

T 196 年未詳7月14日 徳永満之 河原林義雄 卒業証書授与式臨席依頼 印刷物 2277

T 197 年未詳4月8日 得郎（カ） 河原林義雄 会社一条再談の内容通知御願 2284

T 198 年月日未詳 とみえ 御父上 本購入御願 2278

T 199 年月日未詳 とみえ [河原林義雄] 試験の結果報告 2225

T 200 年月日未詳 冨永 － 村講当り金の件 後欠 2216

T 201 年未詳3月16日 富田半兵衛 河原林義雄 公民会との交渉事件不調公民会外の団体より議長役員の予選する事となる 2225

T 202 年月日未詳 富山新右衛門 － 差出人のみ 断簡 2294

T 203 年未詳5月16日 友彦（斎代筆） 河原林義雄 辻氏に代わり出京のところ急病にて取止め 2280

T 204 年未詳9月4日 友彦 河原林義雄 御恩借金延引ながら返納に付御受取御願 2330

T 205 年未詳6月17日 友右衛門（畑ケ谷） 河原林安左衛門 山手の義暫時延引の断わり 2294

T 206 年未詳6月19日 畑友右衛門 河原林安左衛門 山の義手付銀持参 2294

T 207 [明治2年] 鳥居 河原林和州 明廿日下村へ御来駕御願 2313

T 208 年未詳5月2日 鳥居 河和州 初鯖御恵贈御礼 2301

T 209 年月未詳26日 鳥居 水備州、河和州 久美浜知県事明日御引取に付即刻御出張御願 2301
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T 210 年月日未詳 鳥居 河原林 御両人様御容体の手翰受取に付一報 2301

T 211 年未詳4月27日 鳥居ますえ 藤野兼 弓削行きの金借用御願 2285

T 212 年未詳5月22日 不寙[陶不寙次郎（カ）] 河原林 御検査の各村熱望の事情ご見聞の由大慶の至り 2284

T 213 [明治2年]12月21日 東寺諸陵権少属試補
水口五位、河原林五位、藤
野五位 寒中見舞い 2313

T 214 年未詳4月17日 東耕 其樵ほか9名 本月廿一日拙宅にて開巻に付回章 2291

T 215 年月未詳15日 東耕 其樵 御清記の条々御願 2291

T 216 年未詳4月22日 桃齢 其樵 本月開巻の節御欠席に付入花並に摺物代金差遣わす 2291

T 217 年未詳4月24日 桃齢 其樵君外御社中 題紙差遣わすゆえ精々御出向を 2291

T 218 年未詳4月6日 東林寺 河原林小源太 一包御奉納に付御礼 2301

T 219 年未詳6月13日 津川数馬 河原林小源太 会計一円融通御願 2298

T 220 年未詳6月21日 津川数馬 河原林小源太 借用の『眼方提細』返却 2298

T 221 年月未詳10日 津川数馬 河原林小源太 御所持の黒ぼて購入先値段伺い 2298

T 222 年月未詳15日 津川数馬 河原林小源太 奉公人参り次第貴館まで差向に付一報 2298

T 223 年月日未詳 津川数馬 河原林 当人義参着に付一報 2298

T 224 年月日未詳 津川武多 河原林小源太 一呑相催しに付御入来下されたし 2298

T 225 [安政5年]3月23日 都木兵次郎 川原林安左衛門 金十両借用御願 2303

T 226 [明治9年]5月11日 辻 河原林義雄 田原先生細君の義先生貴家御立寄りの節御咄し御願 2329

T 227 [安政5年]
辻彦六、湯口又左衛門（両
川惣代） 右村々御役人衆中 桂丹波店惣兵衛手代商売難儀に付へ銀子貸与御願 2303

T 228 [安政5年] 辻彦六（惣代） 河原林安左衛門 趣意書差上げの先方より急談申入に付御上京御願 2303

T 229 [安政5年]3月25日
辻彦六、安田利左衛門（惣
代） 河原林安左衛門 先方より面談申入れに付御上京御願 2303

T 230 [安政5年]7月5日 辻彦六（惣代） 河原林安左衛門 鼻割銀勘定違いに付金子八両返金 2303

T 231 年未詳7月13日 辻彦六（鳥居村） 河原林安左衛門 京都にて依頼の金子橘兵方にて拝借に付右御礼 2326

T 232 [明治4年]3月17日 辻景光 河原林従五位 御村除地取調書馬路表まで差出御願 2302

T 233 [明治5年]4月26日 辻啓太郎、藤野斎 小畠、野尻、河原林 横田氏より別紙の通り申越しに付御集り御願 2309

T 234 明治15年7月 辻啓太郎(保証人) 安田竹治郎 金二百円借用証書 2295

T 235 [明治16年]8月30日 辻啓太郎 河原林義雄 槙村議官本郡御順視に付山国隊云々の書面調整御願 封筒入り 2272

T 236 明治19年3月30日 辻啓太郎、河原林義雄 河原林益三、初田利兵衛 白石山境界再調査に付出張依頼 2285

T 237 明治20年3月20日 辻啓太郎 河原林義雄
議員選挙会開催につき投票用紙郵送御願（三郡聯合村会議員ノ内上等分名簿
添付） 2278

T 238 明治20年7月6日 辻啓太郎 河原林義雄 製茶会社へ本年度製造分出荷済みに付代金受取り御願 2284
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T 239 明治20年12月12日 辻啓太郎 河原林義雄 製茶会社為換勘定表回送 2225

T 240 明治21年1月6日 辻啓太郎 河原林義雄 減租出願調印用紙配布依頼 罫紙 2275

T 241 明治21年5月10日 辻啓太郎 河原林義雄 廿一年度通常聯合村会開会通知 罫紙 2278

T 242 [明治22年] 辻啓太郎 － 相続講講則 罫紙 2277

T 243 明治22年3月9日 辻啓太郎 河原林義雄 聯合臨時村会開設の北桑田郡長通達 罫紙 2281

T 244 明治22年3月21日 辻啓太郎 野尻岩次郎 聯合臨時村会開設の北桑田郡長通達 罫紙 2281

T 245 明治22年3月23日 辻啓太郎 河原林義雄 臨時府会開設通知 罫紙 2281

T 246 明治22年5月23日 辻啓太郎（比賀江村戸長） 河原林義雄 通常聯合村会開会通知 罫紙 2278

T 247 明治22年5月27日 辻啓太郎 河原林義雄 聯合村会流会通知 罫紙 2278

T 248 明治22年6月19日 辻啓太郎 河原林義雄 北桑田郡８４ヶ村聯合会開設通知 戸長役場罫紙 2275

T 249 明治22年6月25日 辻啓太郎 河原林義雄 当選状請書役場へ差出御願 罫紙 2281

T 250 明治22年7月6日 辻啓太郎 河原林義雄 臨時聯合村会開設通知（笠峠頂上臨時崩潰の件） 2278

T 251 明治22年7月12日 辻啓太郎 河原林義雄 当選状請書至急差出御願 罫紙 2278

T 252 明治22年7月17日 辻啓太郎 河原林義雄 村会開会通知（助役事務分掌及び区長設置他に付） 罫紙 2278

T 253 明治22年9月20日 辻啓太郎 河原林義雄 日下部龍治郎所有地証明書の件回答 2330

T 254 明治23年2月25日 辻啓太郎 河原林義雄 神葬祭葬儀役員装束代金送金依頼 2280

T 255 明治23年8月23日 辻啓太郎 河原林義雄 山国村臨時村会開催通知 罫紙 2278

T 256 明治23年12月9日 辻啓太郎（山国村長） 河原林義雄 神楽坂道路変更開鑿に係る予算他に付北桑田全村組合会開設通達 罫紙 2277

T 257 明治24年1月26日 辻啓太郎 河原林義雄 北桑田全村聯合会開設通知（高等小学校廿四年度経常費評定の件ほか） 罫紙 2278

T 258 明治24年3月2日 辻啓太郎（山国村村長） 河原林義雄 十四年度山国村予算議決に付通常村会開会 罫紙 2281

T 259 明治24年6月26日 辻啓太郎 河原林義雄 臨時村会開会通知（山国村歳入出決算報告等に付） 罫紙 2281

T 260 明治24年7月8日 辻啓太郎
河原林義雄、新次郎、岡麿、
美次 養蚕者組合費本年度賦課金支払い御願 2221

T 261 明治24年7月22日 辻啓太郎 河原林義雄 北桑田郡全村規約改正に付組合会開設の達 2279

T 262 明治24年7月24日 辻啓太郎 河原林義雄 北桑田郡全村組合会開設通知（明治23年度土木費、会議費等決算報告の件） 2279

T 263 明治24年7月31日 辻啓太郎 河原林義雄 組合会開設通知（組合規約改正、神楽坂土木費等の件） 罫紙 2279

T 264 明治24年8月21日 辻啓太郎 河原林義雄 全村組合会開設通知（神楽坂道路開鑿費等の件） 2279

T 265 明治24年8月31日 辻啓太郎（山国村長） 河原林義雄 臨時村会開設通知（後任助役選挙の件） 2279

T 266 明治24年9月26日 辻啓太郎（山国村長） 河原林義雄
全郡組合会開設通達（道路開鑿指名請負、工事費、工事管理者補助員選任の
件） 罫紙 2279

T 267 明治25年2月23日 辻啓太郎 河原林義雄 村会開会出席依頼（明治25年度山国村歳入出予算議決に付） 罫紙 2283

T 268 明治25年3月2日 辻啓太郎 河原林義雄 村会開催通知（二十五年度山国村歳入出予算決議に付） 罫紙 2283

T 269 明治25年4月6日 辻啓太郎 河原林義雄 道路修繕事業に係る組合会議員選挙投票依頼 2283
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T 270 年未詳1月19日 辻啓太郎 河原林 二十九日迄は都合悪し 2285

T 271 年未詳1月21日 辻啓太郎 河原林義雄 新道図面及び工事目論見書一覧御願 罫紙 2277

T 272 年未詳2月6日 辻啓太郎 河原林義雄 大野村臨時村会開設に付議長代理御願 2285

T 273 年未詳2月9日 辻啓太郎 河原林義雄 井上謙三殿の一件は母、益三氏帰宅後示談の予定 2216

T 274 年未詳3月6日 辻啓太郎 河原林安左衛門 今大路ご息女縁談仲介の依頼 2219

T 275 年未詳3月29日 辻啓太郎 河原林義雄 四月一日の白石山再調査の件諸氏へ通報御願 2285

T 276 年未詳4月8日 辻啓太郎 河原林義雄 償債講株主総会の件小生持受けの村々照会す 2285

T 277 年未詳4月16日 辻啓太郎 河原林義雄、美次 訓導養生金証書に調整に付実印持参御願 罫紙 2295

T 278 年未詳4月17日 辻啓太郎（鳥居村） 河原林義雄 雲ケ畑村村長と道一件談合の結果実地一見に付御出頭御願 2299

T 279 年未詳4月25日 辻啓太郎 河義[河原林義雄] 雲ケ畑村新道の件弓削組野々村へも掛合いに付区務所迄御出御願 2299

T 280 年未詳4月27日 辻啓太郎 鞠河義雄 示談一件御心労奉謝、金十円本日郵送す 2280

T 281 年未詳4月27日 辻啓太郎 河原林義雄 全郡聯合会の議事清書につき関係の書類藤野氏へ手交御願 2221

T 282 年未詳4月27日 辻啓太郎 河原林義雄 講則及び株主への差入証書起草に付御高覧御願 罫紙 2277

T 283 年未詳4月28日 辻啓太郎 川[河]原林義雄 新道一条は弓削村佐伯寿之助氏へ周旋方依頼に付御承知下されたし 2299

T 284 年未詳4月28日 辻啓太郎 河原林義雄 白石山界境確定書の印不足に付取計御願 2285

T 285 年未詳5月10日 辻啓太郎 河原林義雄 郡内聯合村会開設通知 罫紙 2278

T 286 年未詳5月11日 辻啓太郎 河原林義雄 栗尾峠測量着手に付現地へ御同伴致す旨 2285

T 287 年未詳5月17日 辻啓太郎 河原林義雄 還暦の祝餅御礼、測量官吏栗尾坂付替道路実検に付出場御願 2285

T 288 年未詳5月20日 辻啓太郎 河原林義雄 明日の京道付換測量に臨場御願 2285

T 289 年未詳5月22日 辻啓太郎 河原林義雄 所得税調査委員被撰人届改正につき返戻御願 2225

T 290 年未詳7月27日 辻啓太郎、西山彦市 河原林義雄、河原林美次 手形金の件連印衆中と御示談に付本日午後6時御出校御願 2299

T 291 年未詳8月1日 辻啓太郎 河原林義雄 製茶会社よりの収入金の書類回付御願 2221

T 292 年未詳9月4日 辻啓太郎（鳥居村） 河原林安左衛門 瀧井金件に付拾円貸借御願 2299

T 293 年未詳10月18日 辻啓太郎 河原林義雄 川筋砕石一件願写書一冊御持参御願 封筒入り 2272

T 294 年未詳10月21日 辻啓太郎、藤野斎 河原林 伊藤一蔵出丹一件 2280

T 295 年未詳11月13日 辻啓太郎 河原林安左衛門 祖父谷代々山貢納の儀取調御願 2299

T 296 年未詳11月29日 辻啓太郎 河原林義雄 御妹縁組の件連絡、船井郡との合併問題各村と示談する 2284

T 297 年未詳12月18日 辻啓太郎 河原林義雄、野尻岩三郎 21日全郡聯合会では新道開鑿の件協議につき府会開会中ながら出会御願 2221

T 298 年未詳12月20日 辻啓太郎 河原林義雄、野尻岩次郎 養蚕業者研究集会出会依頼 2280

T 299 明治22年8月20日 辻直方 河原林義雄 第七旅管徴兵署開設に付御出署御願 京都府罫紙 2277

T 300 明治24年7月1日
辻直方（日本赤十字社京都
支部幹事） 河原林義雄 石黒軍医総督談話会開催案内 印刷物 2279

T 301 年未詳6月29日 辻直助 河原林 日本赤十字社京都支部常議員当選につき承諾御願 2217
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T 302 年未詳1月25日 辻重義 河原林義雄 郡部常置委員晩餐会案内 2287

T 303 年未詳1月26日 辻重義 河原林義雄 会合場所変更の通知 2287

T 304 年未詳2月2日 辻重義 河原林義雄 本日午後参上ゆえ御在寓御願 2224

T 305 年未詳2月9日 辻重義 河原林義雄 書状受取書 2224

T 306 年月日未詳 辻村地弓中 河原林安左衛門 来る三月三日後会開催に付御入来御願 木版 2294

T 307 年月日未詳 辻村地弓中 河原林安左衛門 弓会御光来御願 木版 2294

T 308 年未詳3月19日 塚本松之助（西京千本） 河原林安之丞 藍墨入用に付近仁方へ御遣し下されたし 2299

T 309 [明治2年]12月12日 つくにや弥兵衛 河原林 屯所引払の始末に付御伺い 2313

T 310 明治22年7月24日 詰所 河原林義雄 常置委員会開設通知 罫紙 2275

T 311 年未詳2月14日 詰所 河原林義雄 土木課より郡部諸君へ相談事件に付来庁御願 2287

T 312 年未詳3月4日 詰所 河原林 決議録回送 2284

T 313 年未詳8月17日 詰所 河原林義雄 令妹死去の御悔やみ、山城各郡巡回旅費等の件三原技手より返事あり 2216

T 314 年未詳9月17日 詰所 河原林 19日は流会に付一報 2330

T 315 年未詳10月21日 詰所 － 常置委員会開設通知 2284

T 316 明治23年3月20日 堤弥兵衛（京都日報社） 河原林義雄 来25日に金百円御出金御願 罫紙 2277

T 317 年未詳2月4日 堤弥兵衛、能川登 河原林義雄 明日の中村栄助氏との協議会立会い御願 2223

T 318 年未詳4月29日 つや おひさ 来る18日神事ゆえご上京お待ちする 2218

T 319 年未詳10月 津弥 おひさ 神事の節の御礼 2218

U 1 [明治21年] 内 河原林御主人 廿一年分後半期分所得税納金の件伺い 2221

U 2 明治18年12月31日 内牧 河原林 見事なるお品恵与御礼 2216

U 3 明治19年1月8日 内牧 河原林 新年祝詞 2216

U 4 明治20年9月13日 内牧 河原林 絹栄産後肥立ち良好 2285

U 5 明治21年2月13日 内牧 河原林義雄 先日の事件（内容不明）何人かの流説か 2216

U 6 明治21年4月26日 内牧 河原林 今一度の考案をもって前願の御採用御願 2221

U 7 明治21年5月10日 内牧 河原林大兄 二男三月に婚姻式相整う 2221

U 8 明治21年7月14日 内牧 河原林 過日の礼 2216

U 9 明治21年7月19日 内牧 河原林 来る8月期限の約束手形支払いの延期依頼 2280

U 10 明治21年8月26日 内牧 河原林 湯地への旅費拝借御願 2216

U 11 明治21年10月13日 内牧 河原林 益栄様絹栄病気見舞いに御尊来御礼 2221

U 12 明治22年6月2日 内牧 河原林 就職先斡旋御願 2284

U 13 明治23年7月1日 内牧 河原林 治太郎先月上京勤め決まり次第妻子呼び寄せに付暫時御厄介の程宜しく御願 2287

U 14 明治22年7月15日 内牧 河原林 治太郎身上につき御高配くだされ奉謝 2218

U 15 明治22年10月15日 内牧 河原林 依頼の件宜しく御採用御願、益栄様結婚祝い、 罫紙 2277
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U 16 明治23年8月13日 内牧 河原林 絹栄の脚気見舞いに伺いたいが暑中にて欠礼 2218

U 17 年未詳5月20日 内牧 河原林 会社規則一部借用御願 2280

U 18 年未詳9月11日 内牧 河原林 長らく拝借の下婢本日お戻する 2219

U 19 年未詳10月17日 内牧 河原林 絹栄落命の節は葬儀取計宜しく御願 2287

U 20 年未詳11月8日 内牧 河原林 借用金の義御承諾御礼 2287

U 21 年月日未詳 内牧 河原林、野尻 野尻氏より絹栄重症の脚気と聞き心配す 2216

U 22 年未詳4月26日 内牧長平衛、堂本利右衛門 河原林、野尻 縁談一件 封筒入り 2272

U 23 年未詳5月15日 内牧長兵衛 河原林義雄 祝詞 2285

U 24 [明治5年]5月30日 内牧長之進 河原林安左衛門 上澄一斗の代金一報 2309

U 25 明治17年10月22日 内牧長左衛門 河原林義雄 生糸低落につき借用金返却延引詫び 封筒入り 2272

U 26 明治17年11月19日 内牧長左衛門 河原林義雄 恩借金返済期限延引御願 封筒入り 2272

U 27 明治19年1月8日 内牧長左衛門、いま 河原林御後室 新春の挨拶 2219

U 28 明治18年7月21日 内牧長左衛門 河原林義雄 迂子婚姻の際御来臨御礼、迂生病も本月中旬に全癒 2216

U 29 明治19年6月29日 内牧長左衛門 河原林 融通会社借用金返却遅延の詫び 2285

U 30 明治22年5月13日
内牧長左衛門、堂本利右衛
門 河原林 尊社拝借金返納猶予の御願 2218

U 31 年未詳4月15日 内牧長左衛門 野尻岩次郎 絹栄離籍の件 2224

U 32 年未詳4月1日 内牧艶女 河原林母姉 礼状 2285

U 33 明治22年12月30日 内牧雹洪 河原林 平素の詫び 罫紙 2277

U 34 明治18年6月30日 内牧治太郎 河原林 父重病に罹るが御蔭様にて全快 2272

U 35 明治21年11月19日 内牧治太郎 河原林義雄 近日中に拝趨 罫紙 2281

U 36 明治8年10月13日 上田級左衛門 河原林安左衛門 田中村浅田栄右衛門借金改革一条御相談に付御来駕御願 2304

U 37 年未詳5月3日 上田屋金左衛門 川[河]原林安左衛門 飛脚賃銭回付御願 2326

U 38 年未詳3月17日 宇右衛門 松平 金銭受領覚 2299

U 39 [明治4年] 上野 河原林 金子御融通の御願 2302

U 40 [明治4年]6月29日 上野 河原林 貴君に御預けの金子御返金御願 2302

U 41 [明治5年]7月4日 上野 河原林 金子督促に付返金下されたし 2309

U 42 年月未詳18日 上野 河原林 総会議事未だ片付かぬゆえ今夕は参上致せず 2219

U 43 年月日未詳 上野 河原林義雄 出発の日未確定ゆえ後日案内す 2216

U 44 明治16年10月15日 上野源次郎 河原林義雄 北桑田特産の木材価格値下がりに付対策法相談会開設 封筒入り 2272

U 45 明治23年2月28日 上野平左衛門 河原林忠次郎 講金配布猶予の御願 罫紙 2278

U 46 年未詳3月3日 上野平左衛門（小塩村） 河原林義雄 河原林忠次郎君講金百八十円送付 封筒入り 2272

U 47 年未詳7月1日 上野弥一郎 河原林義雄 これより丹波巡回検査に付天田郡牧村まで参上御願 2284
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U 48 年未詳7月7日 上野弥一郎 河原林 本日よりの丹波巡回出張無事帰京待つ 2284

U 49 年未詳8月16日 上野弥一郎 河原林義雄 御親戚御不幸お悔やみ 2221

U 50 年未詳9月4日 [上野]弥一郎 河原林 臨時府会十月下旬開設の様子、縁談調査の御願 2217

U 51 年未詳10月7日 上野弥一郎 雨森、河原林、野尻 所得税等級不服者あるに付諮問会近日開催の予定 2221

U 52 年未詳10月24日 上野弥一郎 河原林 府会議案本日下調べ終了明日より郡部調査に着手、来月には報告会開く予定 2280

U 53 年未詳12月30日 上野弥一郎 河原林 兵庫県下より管轄替の件河鹿郡行岡氏より拝承 2330

U 54 年月日未詳 [上野]弥一郎 河原林 公民会総会終了後夕七時ごろ推参 2216

U 55 年未詳1月30日 植島 河原林 当地御滞留のよし御来車お待ちする 2224

U 56 年未詳2月11日 植島 河原林義雄 吉村、吉田両君入営祝い貴兄か野尻氏に臨席御願 2224

U 57 [明治22年]9月30日 宇治や 河原林 廿二年分酒販代書出し送付 2287

U 58 年未詳2月28日 梅村 河安[河原林安左衛門] 御講日時一報 2326

U 59 年月日未詳 禹之介 河原林
奥田氏より山口上野の両派へ厳正中立を宣言に付今般のところは加盟せずと返
事あり 2223

U 60 年月日未詳 うた 河原林義雄 礼状 2216

W 1 年未詳6月30日 若松種 川[河]原林 ラーネッド博士の経済新論中村氏へ御回送御願 2225

W 2 年未詳10月26日 若林義夫 河原林義雄 日報社を退社後京都にて旧情に報いる機えらば幸い 2225

W 3 年月日未詳 若林義夫 河原林
本日三新聞ごたごたと記載我党は我党の本色を以って公明に執筆いたし居る積
り

京都日報原稿用
紙 2280

W 4 年月日未詳 若林義夫 河原林義雄 別紙文章添正御願、転地療養より帰京 2279

W 5 [明治2年]12月5日 若代 河原林 御継目願書持参に付御調印御願 2313

W 6 [明治2年]12月22日 若代 河原林 結構な品拝戴に付御礼 2313

W 7 [明治4年]6月22日 若代 河原林 昨冬四ケ村へ取次の金子返却の義御願 2302

W 8 年未詳10月29日 若代正顕 河原林安左衛門 本多へ差出しの証書控一通持参に付一報 2299

W 9 [明治2年] 若代四郎左衛門 河原林小弥太 金五両請取覚 2305

W 10 年未詳3月1日 若代四郎左衛門 河原林小源太 御用立金御返却御願 2301

W 11 年未詳3月4日 若代四郎左衛門 河原林小弥太 先日の残金使いへ御願 2301

W 12 [明治4年]1月20日 若代昇作

喜平治（大野村）、善五郎
（中江村）、佐兵衛（辻村）、
兵左衛門（下村） 旧冬取次ぎの金子先方より督促に付返済御願 2302

W 13 明治21年8月27日 脇山勲 河原林 考課状は明日本調べに着手、友人疏水工事一見希望ゆえ添書御願 2221

W 14 年未詳1月3日 脇山勲 河原林 本日上京詳細は到着次第報告す 2277

W 15 年未詳2月20日 脇山[勲] 河原林 諸表（日計簿、桴筏出入表等）印刷の依頼 2284

W 16 年未詳4月1日 [脇山]勲 河原林義雄 奥氏よりの葉書転送 2280
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W 17 年未詳10月4日 脇山勲 河原林 筏杭寄付の草稿筏船路修繕の督促書と共に上呈せり 2280

W 18 年未詳10月30日 脇山[勲] 河原林 売買証文通帳の義伺い 2221

W 19 年未詳11月12日 脇山勲 河原林 昨日融通会社小切手持参の処御不在に付持帰る 2221

W 20 年未詳12月26日 脇山勲 河原林 新谷真次郎より引合の栗角材関西鉄道会社等へも聞合わせ御願 2216

W 21 年月未詳3日 脇山[勲] 河原林 別封来翰転送 2280

W 22 年月未詳25日 脇山勲 河原林 三原氏より桂橋の件で打合せ依頼あり 2216

W 23 年月未詳30日 脇山[勲] 河原林 府庁へ提出の考課状御覧の上差出御願 2294

W 24 年月日未詳 和楽散人 － 撰択書（仏像位牌安置日時） 2272

W 25 年月日未詳 渡（カ） 河学兄 我寓招待の儀断り状 2307

W 26 年月未詳13日 渡辺元太郎 河原林義雄 桑葉明日中に十貫目ばかり御摘み入れの程御願 2221

Y 1 年月日未詳 夜学取締掛（野尻） 河原林弁吉 11月12月分月謝納入依頼 2285

Y 2 [明治23年]9月13日 山田義之助 京都交話会諸兄 備後地方政況一報 2277

Y 3 年未詳4月20日 山田正一（尋常師範学校） 河原林義雄 本校議員会出席依頼 2216

Y 4 年未詳6月9日 山口 河原林 縮緬事件長塩氏出豊に付後日談判の結果通知 2297

Y 5 年未詳6月12日 山口 河原林 御申越しの二ケ条承諾 2297

Y 6 [明治8年]9月24日 山口平次郎 河原林安左衛門 一婦の儀埒明に付御安心を 2304

Y 7 明治9年1月11日 [山口]平次郎 河原林 池田、長塩両氏本月入豊、松尾氏より依頼の金融通御願 2297

Y 8 年未詳1月12日 山口平次郎 河原林義雄 起業百円の口半額だけでも現金にて御廻金御願 2225

Y 9 年未詳1月18日 山口平次郎 河原林義雄 起業公債約束期日に到着せぬが如何 2216

Y 10 年未詳1月21日 山口平次郎 河原林義雄 起業百円落手に付約定証返却 2216

Y 11 年未詳6月9日 山口平次郎 河原林義雄 耕牛借用の依頼 2297

Y 12 年未詳6月12日 山口平次郎 河原林義雄 耕牛借用の義御承諾御礼 2297

Y 13 年未詳6月23日 山口平次郎 河原林義雄 金員期日に付引換御願 2225

Y 14 年未詳7月16日 山口平次郎 河原林義雄 手形金引換えの都合御願 2225

Y 15 年未詳9月24日 山口平次郎 河原林義雄 一婦の儀藤亀方に御世話致すに付意向伺い 2297

Y 16 年未詳9月28日 山口平次郎 河原林 昨日金員請取につき証券返却 2218

Y 17 年未詳10月19日 山口平次郎 河原林義雄 大津松本村相続方の儀本人帰京次第取決通知す 2297

Y 18 年未詳11月25日 山口平次郎 河原林義雄 奥田氏事件面談のところ小生病に付長塩氏を差向け致す旨 2225

Y 19 年未詳12月2日 山口平次郎 河原林義雄 奥田氏負債一件に付懇談致したし 2225

Y 20 年未詳12月7日 山口平次郎 河原林義雄 奥田氏にかかる一件回答なきが如何 2216

Y 21 年未詳12月28日 山平次郎[山口平次郎] 河原林義雄 牧牛取扱所創立よりの入費簿調整に付一覧御願 2297

Y 22 年未詳2月6日 山口俊一 野尻岩次郎 金子為替にて回付に付御査収御願 2294

Y 23 明治22年7月5日 山国村役場 河原林義雄 所得税調査委員選挙告示 罫紙 2278
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Y 24 明治23年4月24日 山国村役場 河原林義雄 所得金高届4月30日限にて届出御願 2216

Y 25 明治23年8月2日 山国村役場 河原林義雄 所得税達書送付書 罫紙 2275

Y 26 明治23年10月24日 山国村役場 河原林義雄 教育会開会通知 罫紙 2278

Y 27 明治24年5月12日 山国村役場 河原林義雄 所得税調査委員選挙人及被選挙人届書所轄村長へ差出の旨告示 2281

Y 28 明治24年6月9日 山国村役場 河原林義雄 所得税調査委員選挙人互選会開設通知 2279

Y 29 明治24年6月12日 山国村役場 河原林義雄 当選状送付 罫紙 2281

Y 30 明治24年8月19日 山国村役場 河原林義雄 別紙当選状送付に付受書回付御願 2294

Y 31 明治25年2月5日 山国村役場 河原林義雄 全郡組合会議出席に係る実費弁償金の領収書差出依頼 罫紙 2283

Y 32 明治25年2月20日 山国村役場 河原林義雄 廿五年中事業の方針及補助費使用法協議の為府農会開設委員へ通達御願 2223

Y 33 明治25年5月23日 山国村役場 河原林義雄 別紙辞令書回送 2224

Y 34 [安政5年]3月22日 山本仁右衛門（筒江村） 川原林安左衛門 種かす拝借の御願 2303

Y 35 明治22年3月22日 山本佐兵衛 野尻岩次郎、梶原革也 来る24日交話会総会出席者氏名通知 2281

Y 36 年未詳9月7日 山本佐兵衛 河原林義雄 別紙調印の上送付に付取計御願 2330

Y 37 年未詳2月22日 山本保太 河原林義雄 去る20日より溝口氏別宅に下宿に付一報 封筒入り 2272

Y 38 年月未詳19日 山中 河原林 豊岡へ御出張の儀御願 2307

Y 39 [明治2年]12月28日 山科 河原林 取次金の義元利御融通御願 2313

Y 40 年未詳3月1日 山科 河原林 私方留守中頼人の義伺い 2301

Y 41 年未詳8月3日 山科 河原林 左市留守宅へ乱法の始末一件伺い 2298

Y 42 年未詳5月22日 山科 河原林 伏原殿御無人に付御出御願 2298

Y 43 年未詳2月20日 山科生幹 河原林義雄 伊東氏ご帰京の上は兼て依頼の件取り運び御願 罫紙 2275

Y 44 年未詳6月14日 山科生幹 河原林 整頓済み書類御披見御願、営業規則及び定款は只今整理中 2284

Y 45 年未詳6月16日 山科生幹 河原林義雄 昨日差出の書類拝借 2276

Y 46 年未詳8月13日 山科家 河原林小源太、西右内 諸司の者諸家着入有無に付奉書差出御願 2298

Y 47 [明治2年]2月21日 山科家右左衛門 河原林小弥太、西右内 今般御茅輪製作に御東行の前御登京御願 2301

Y 48 明治19年4月27日 山城製茶会社 河原林義雄 直輸委託人員及び惣茶斤量に付貴郡郡役所より通知拝承 罫紙 2277

Y 49 年未詳4月22日 山城製茶会社 河原林義雄 約束手形支払い延引の断り 罫紙 2275

Y 50 [明治23年]6月30日
山下虎之助、田中半之丞
（高原村） 野尻岩次郎 本郡西部に於公民会根拠の檜山全数味方となる故我党全勝は必至 2279

Y 51 [明治2年]10月27日 大和守 河原林小弥太 勤番差遣の儀伺い 2305

Y 52 [明治23年]7月8日 [山内]寛治郎 河原林 第五選挙区は未だ自由主義発達の時機きたらず一層の奮起期す 2330

Y 53 明治25年3月10日 柳田謙三、松田常三郎 山本佐兵衛 廿六年度教育費予算議案編成に付府庁へ問合せ御願
京都府宇治郡山科
村役場罫紙 2223

Y 54 年月未詳14日 矢の 河原林 御面談の模様御一報御願 2225
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Y 55 年未詳12月30日 八島屋寿 河原林御旦那 菱木、井上様分勘定精算の件 2287

Y 56 明治21年1月4日 八代規 河原林義雄 始業式臨席依頼 2221

Y 57 [明治21年]4月3日 八代規（尋常師範学校長） 河原林義雄 本校二十二年度経費予算の義に付御足労御願 2216

Y 58 年未詳4月26日 八代規（尋常師範学校長） 河原林義雄 本校上京区松蔭町移転につき移転式執行案内 2221

Y 59 年未詳4月9日 安兵衛 油安、市次郎 高辻より書面一覧すが貴家様行きの手紙にはあらぬ旨 2294

Y 60 [明治25年]月未詳16日 安田、川面 河原林、野尻 開票結果報告、我党大いに失敗 細野村役場罫紙 2283

Y 61 年未詳8月10日 安田、野尻岩次郎 白木 「国民之友」拝借依頼 2283

Y 62 年月日未詳 安田 河原林 小作米地価金多額なら修正ご勘考の上御報知御願 2217

Y 63 年未詳2月28日 安田勝太郎 河原林（郡役所） 十年度の達不用の分返送御願 2216

Y 64 [明治19年]11月6日 安田耕平 河原林 兼務郡長設置並に来20年度の南桑郡との合併に係る諸問題につき伺い 2216

Y 65 年未詳2月17日 安田耕平 河原林義雄 吉田氏金件本日証書回送 封筒入り 2272

Y 66 年未詳3月5日 安田耕平
河原林義雄（北桑融通会社
長） 細野村河合祐之丞土地購入に付代金貸与御願 2285

Y 67 年未詳9月29日 安田[耕平] 河原林 押印済みの山地券帳野尻氏に持帰りを依頼 後欠 2218

Y 68 年未詳11月22日 安田耕平 河原林義雄 過日御了諾の金件本社へご通知御願 2221

Y 69 年未詳11月30日 安田耕平 河原林 御書面の件帰郷次第確答 2218

Y 70 年月未詳10日 安田耕平 河原林 川面、辻氏ら五名明日の宴会臨席 2280

Y 71 年月日未詳 安田[耕平]、正木[安左衛門] 河原林、山本 板垣伯岡山行きは中止さる 2223

Y 72 明治23年1月20日 安田益太郎 河原林義雄 免租の一件府知事、収税長の意見聴取御願 2277

Y 73 年未詳2月22日 安田政 河原林安左衛門 四条上川沿いに在住御上京の節はお立寄りを 2221

Y 74 [明治23年]2月12日 安田益太郎 河原林義雄 荒地免租年期延の件御配慮奉謝 2280

Y 75 年未詳2月12日 安田益太郎 河原林義雄 堤防修築あとの多忙中に付本日は欠席 2287

Y 76 年未詳4月17日 安田[益太郎] 野尻 大同派遊説委員訪問の節宮城、小川両氏同席か確認 2216

Y 77 年未詳6月21日 安田[益太郎] 河原林 板垣伯歓迎懇親会の件詳細伺い 京都日報社原稿用紙 2276

Y 78 [安政5年]1月 安二郎、藤左衛門、清太郎 河原林安左衛門 鉄砲会興行に付御来駕御願 2303

Y 79 [明治5年]3月14日 安本（西京より） 河原林小源太 金子返却延引に付督促 2309

Y 80 [明治5年]3月23日 安本
河原林小源太、河原林清三
郎 金子滞りに付返却御願 2309

Y 81 年未詳2月11日 安本近江大目 水口備前守、河原林大和守 梅渓殿御貸付一条面談に付御光来御願 2301

Y 82 年未詳2月17日 安本近江大目
河原林小源太、河原林清三
郎 梅渓殿御貸付金返上延引に付督促申入れ 2301

Y 83 [明治4年]6月12日 弥左衛門 御南安左衛門 先日御約諾の義返事伺い 2302

Y 84 [慶応3年]11月19日 横田河内 水口市之進 御話の一条相勤に付宜敷御願 2306
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Y 85 [明治2年]9月 横田河内 河原林五位 当年より神事祭礼相勤めに付御承引御願 2313

Y 86 [明治2年]9月12日 横田河内
河原林大和守、鳥居河内守
外12名 社籍の儀相談につき集会召集 2313

Y 87 [安政5年]4月4日 横田定次郎
河原林安左衛門、藤野五右
衛門 焚小屋賃貸の義断りに付一報 2303

Y 88 [明治4年] 横田[定次郎]（下村） 河原林 除地取調帳認替の儀河彦様に依頼に付御願 2302

Y 89 年未詳3月4日 横田定次郎（下村） 河原林安左衛門 京都小野口にて五ケ村への金子取組の件了承 2294

Y 90 年未詳3月8日 横田定次郎（下村） 河原林安左衛門 御用向に参上の処不都合にて断わり 2294

Y 91 年未詳3月11日 横田定次郎（下村） 河原林安左衛門 金子取組の義伺い 2294

Y 92 年未詳6月26日 横田定次郎（大宮より） 河原林安左衛門 藤嘉氏の口金子取組に付印形回付御願 2326

Y 93 年未詳6月21日 横田定次郎 河原林安左衛門 村方入用金子取組に付早々御出京御願 2326

Y 94 年未詳7月21日 横田定次郎（下村） 河原林 京都にて金子取組の様子伺い 2326

Y 95 年未詳7月25日 横田[定次郎]（下村） 河御氏[河原林] 京都での銀子下村村印並河庄殿印形にて取組決定に付河庄氏印形御願 2326

Y 96 年未詳1月31日 横田繁 河原林義雄 郵便印紙代金送付御願 2225

Y 97 年未詳10月10日 横田繁太郎（下村） 原君[河原林義雄] 日々快気に付御塾中へ御伝言下されたし 2307

Y 98 年未詳2月23日 横田藤吉 河原林安左衛門 弓代銀延引の断わり 2294

Y 99 年未詳6月9日 よね ますえ おゆう様結納の件相談 2285

Y 100 年未詳5月7日 よね 貴姉 おゆう様の結納の件で一度上京御願 2285

Y 101 年未詳5月28日 よね 河原林貴姉 おゆう様東京嫁入りの件 2285

Y 102 年未詳7月22日 よね 河原林義雄 船中無事にて17日午後帰宅 2225

Y 103 年未詳7月24日 よね 河原林貴姉 おゆう様と船中無事にて帰宅、機嫌よくお暮らしゆえ御安心を 2277

Y 104 年未詳8月6日 よね ますえ おゆう様結婚後のご様子報告 2285

Y 105 年未詳9月17日 よね 河原林姉 おゆうさま東京行きの荷物のこと等相談 2287

Y 106 年月未詳20日 よね 河原林ますえ おゆう様の件よき返事お待ちする 2285

Y 107 年月日不詳 よね 河原林義雄 御光来御待ちする 2216

Y 108 年月日未詳 米 御旦那 今夕のお帰りお待ちする 2224

Y 109 年月日未詳 米 御旦那 御来光御願 2224

Y 110 年月日未詳 よね[米] 御旦那 菱木様も御越しゆえ御光来御願 2225

Y 111 年月日未詳 よね[米] 御旦那 ご機嫌伺い 2225

Y 112 [明治4年]6月26日 万よね、河亀太郎 河原林御旦那、御家内 金子借用依頼 2302

Y 113 年月日未詳 米八 河原林 毎度の御贔屓御礼 2287

Y 114 年月日未詳 米八 河原林 先日の詫び 2219

Y 115 年未詳8月16日 万屋甚兵衛 河原林 御令妹死去御悔やみ 2225
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Y 116 [安政5年]6月9日 万屋治右衛門 河原林安左衛門 急用に付別紙飛脚にて差出 2303

Y 117 [安政5年]6月18日 万屋治右衛門 河原林安左衛門 当月四日京都にて大火発生 2303

Y 118 [明治2年]6月20日 万屋治右衛門 河小源太[河原林小源太] 井善方借金崩済の義一報 2308

Y 119 [明治2年]7月10日 万屋治右衛門 河原林小源太 下ノ町井善一件埒明迄金子五六十両融通御願 2313

Y 120 [明治2年]12月13日 万屋治右衛門 河大君 大津表の引当米借用の義伺い 2313

Y 121 年未詳6月19日 万やかね 御旦那 小銭廻金御願 2285

Y 122 [明治25年]3月16日 吉田、久村 河原林 公民会解散は本日の総会にて確定 2225

Y 123 年未詳4月22日 吉田 河原林義雄 隼太昨日藤野氏の件で来訪 2280

Y 124 年未詳5月6日 吉田 [河原林]義雄 弥作一件下拙藤野氏の代理致すに付御召状到来の節一報御願 2299

Y 125 年未詳6月25日 吉田 河原林 先日[溝口]市次郎様へ依頼の件宜敷御願 2292

Y 126 年未詳11月15日 吉田 河原林 前川滞利金裁判所へ出願に付貴君より前川へ挨拶御願 2299

Y 127 明治20年1月10日 吉田愿太 河原林義雄 和田彦兵衛へ山林売渡の見込み返事御願 罫紙 2281

Y 128 年未詳3月9日 吉田愿太 河原林義雄 封筒のみ 2272

Y 129 年未詳3月9日 吉田愿太 河原林義雄 田地売却都合つかぬ故拝借金5月まで延借御願 2272

Y 130 年未詳8月22日 吉田源太 河原林義雄 金百円融通御願 封筒入り 2272

Y 131 [明治4年]7月21日 吉田儀左衛門 河原林 中元の品送付に付一報 2302

Y 132 年未詳1月25日 吉田儀左衛門 河原林大人、お久 金子五円落手御礼 2221

Y 133 年未詳正月24日 吉田儀左衛門 河原林安左衛門 京都の儀埒付けに付御上京御願 2326

Y 134 年未詳2月17日 吉儀[吉田儀左衛門] 河原林久 御依頼の小豆入手 2278

Y 135 年未詳2月25日 吉田儀左衛門 河原林義雄 山林地所売却の件は当村和田嘉市郎と御示談を御願 2282

Y 136 年未詳3月2日 吉田儀左衛門 河原林安左衛門 御取替金今暫く延金下さるよう御願、節句の祝儀膳御笑納下されたし 2326

Y 137 年未詳3月11日 吉田儀左衛門（中地村） 河原林小源太 明石村明神様参詣は十七日に変更御願 2301

Y 138 年未詳3月13日 吉田儀左衛門 河原林小源太 明石村多福寺より書面到来に付一報 2301

Y 139 年未詳3月14日 吉田儀左衛門 河原林義雄 金子四円借用御願 2216

Y 140 年未詳3月21日
吉田儀左衛門、真継新左衛
門（中地村） 河原林安左衛門 御奉行様御巡見にて御多用中ながら明日御上京御願 2326

Y 141 年未詳4月4日 吉田儀左衛門 河原林老人、義雄 旧冬約定の杉小苗持参 2225

Y 142 年未詳4月6日 吉田儀左衛門 河原林大老人、はつ、義雄 門取払い、小屋瓦ふき普請の件差留下さるよう御願 2295

Y 143 年未詳4月7日 吉田儀左衛門 吉田源太、河原林 『五経』購入の儀相談 2307

Y 144 年未詳4月19日 吉田儀左衛門 河原林義雄 内牧氏縁談の件 封筒入り 2272

Y 145 年未詳5月3日 吉田儀左衛門 河原林義雄 大不作に付米借用御願 2285

Y 146 年未詳5月6日 吉田儀左衛門（中地村） 河原林小源太 亡父壱周忌は植付中に付内輪にて済ます旨断り 2301

Y 147 年未詳5月8日 吉田儀左衛門 河原林大人、お久 隼太御厄介になり奉謝 2280
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Y 148 年未詳5月14日 吉田儀左衛門 河原林義雄 大人様還暦の鏡餅礼状 2285

Y 149 年未詳5月17日 吉田儀左衛門 河原林義雄 飯米代半年分拝借依頼 2280

Y 150 年未詳5月22日 吉田儀左衛門 河原林義雄 借用米使いの者へ回付御願 2285

Y 151 年未詳5月29日 吉田儀左衛門 河原林義雄 御所有の山林売却代価伺い 2296

Y 152 年未詳6月30日 吉田儀左衛門 河原林義雄 残米三斗借用御願 2216

Y 153 年未詳9月5日 吉田儀左衛門 河原林義雄 北桑田郡たばこ会社取組の節は小使に雇入れ御願 2277

Y 154 年未詳9月11日 吉田儀左衛門 河原林義雄 京都煙草会社店番に雇入れの件依頼 2279

Y 155 年未詳9月22日 吉儀[吉田儀左衛門] 河原林 飯料借用の依頼 2225

Y 156 年未詳10月23日 吉田儀左衛門 河原林義雄、大人、初 川勝源太義遊女へ金子浪費に付相談 2296

Y 157 年未詳10月27日 吉田儀左衛門 河原林義雄 就職先周旋依頼 2276

Y 158 年未詳11月21日 吉儀[吉田儀左衛門] 河原林義雄 飯米代寿之助方へ差出し御願 2225

Y 159 年未詳11月27日 吉田儀左衛門 河原林両君 山林買主の件伺い 2291

Y 160 年未詳12月9日 吉田儀左衛門 河原林義雄 安威清兵衛婿入りの招待状 封筒入り 2272

Y 161 年月日未詳 吉田儀左衛門 河原林義雄 亡父母十三回忌案内 2296

Y 162 [明治5年]3月2日 吉田儀左衛門内 河原林お初 観音寺より地蔵尊寄付の義依頼に付取計御願 2309

Y 163 明治18年4月26日 吉田兵助 北桑融通会社 借用金返済の件 封筒入り 2272

Y 164 明治20年2月1日 吉田兵輔 河原林義雄 亀岡田中銀行にて金子借入に付受印御願 2284

Y 165 明治20年11月28日 吉田貢蔵 加地敬助（材木会社） 御社社員に採用に付月俸等伺い 罫紙 2278

Y 166 [明治9年]7月14日 吉田正功 河原林義雄 田原先生普請入費借入金勘定書差出延引に付断り状 2329

Y 167 明治16年2月29日 吉田正功 河原林義雄ほか4名 大麻（ぬさ）料来月五日迄に回送御願 罫紙 2295

Y 168 明治20年3月27日 吉田正功（上平屋村戸長） 河原林義雄 北桑田郡内村合併問題に付伺い 罫紙 2278

Y 169 年未詳1月26日 吉田正功 河原林義雄 日吉ノ元工事変更の件掛官三原氏へ内談御願 2277

Y 170 年未詳1月30日 吉田正功 河原林 勧業課長引合の義御登上の日限御報知御願 2221

Y 171 年未詳2月22日 吉田正功 河原林 平井廣之助令妹申請の儀 前欠 2217

Y 172 年未詳3月30日
吉田正功（下平屋村連合村
戸長） 河原林義雄 租税金繰替え金借用の御願 2285

Y 173 年未詳3月31日 吉田正功 河原林 租税金繰替え金借用の御願 罫紙 2285

Y 174 年未詳4月 吉田正功 河原林 藤野改革一条示談に付御光来御願 2280

Y 175 年未詳4月3日 吉田正功 河原林 明日午後御繰合わせの上来車御願 2280

Y 176 年未詳4月7日 吉田正功 河原林 相続講割済の相談 2221

Y 177 年未詳4月7日 吉田正功 河原林 相続講利息勘定書 2225

Y 178 年未詳4月9日 吉田正功 河原林お久 この書状御主人へ郵送御願 2221

Y 179 年未詳4月10日 吉田正功 河原林 御書拝誦御答は拝眉の上 2221
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Y 180 年未詳4月11日 [吉田]正功 河原林 当地方名産品送付 2285

Y 181 年未詳4月12日 吉田正功（辻村） 河原林 諮詢会延会一報 罫紙 2295

Y 182 年未詳4月15日 吉田正功（辻村） 河原林 戸長衆中集会来月4日に延会に付一報 2295

Y 183 年未詳7月20日 吉田正功 河原林、川面、野尻 湖水打抜事業の人足賃金等伺い 罫紙 2275

Y 184 年未詳7月27日 吉田正功 河原林義雄 藤野兄宅へ御出京前御立寄り御願 2299

Y 185 年未詳9月3日 吉田正功 河原林義雄 一雄臨終一報 2278

Y 186 年未詳9月3日 吉田正功 河原林義雄 病人衰弱如何とも致し方なし 2278

Y 187 年未詳9月3日 吉田正功 河原林 一雄追々衰弱半井先生の診察受ける 2278

Y 188 年未詳9月4日 吉田正功 河原林 拝借金精算の猶予御願 2216

Y 189 年未詳9月6日 吉田正功 河原林義雄 一雄本葬式、埋葬式恙無く終了 2280

Y 190 年未詳11月8日 吉田正功 [河原林]義雄 下字津村岡本権之丞氏へ売却価格通知御願 2299

Y 191 年未詳12月9日 吉田正功 河原林義雄 貴兄御書全唐紙に御認め下されたく御願 2299

Y 192 年未詳12月19日 吉田正国 河原林義雄 井上哲雄氏に係る協一校講掛戻金の件伺い 2280

Y 193 年月日未詳 [吉田]正功 河原林 先般依頼の菱木氏の件伺い 2295

Y 194 年月日未詳 吉田正功 河原林義雄 下平屋村井関工事費用借用の件は一先ず断り 2285

Y 195 [安政5年]7月12日 吉田周治、河村政輔 河原林安左衛門、水口右門 山手半金上納に付御上京御願 2303

Y 196 年未詳12月14日 吉田祖父 河原林義雄 昌太病気にて物入りにつき七円ばかり借用御願 2276

Y 197 年未詳9月25日 吉田内 河原林 金子借用依頼 2284

Y 198 明治11年8月28日 吉田善右衛門 河原林安左衛門 元金返済の督促状 2299

Y 199 年未詳10月12日 吉田善右衛門 和久田善右衛門 証書 2299

Y 200 年未詳11月1日 吉田善右衛門 河原林安左衛門 御分家河原林栄吉殿金件皆済の義取計御願 2299

Y 201 年未詳7月9日 吉川我道 川面文之進 兼ての融通金の件四、五日お待ちを 罫紙1枚 2275

Y 202 明治23年9月17日 義夫 － 広告草案送付 2279

Y 203 年未詳7月20日 湯浅呼兵衛 河原林正親（山国屯所） 御在所に罷越の日限都合伺い 2307

Y 204 [安政5年]3月24日
材木屋市左衛門代湯浅嘉兵
衛（上セ木村） 河原林安左衛門 むせ鼻木筏一乗川下げに付一報 2303

Y 205 [安政5年]2月18日 湯口又左衛門
河原林安左衛門、西嘉左衛
門 京材木屋出訴一条済方致したく心得に付大川表に御通達御願 2303

Y 206 [安政5年]5月7日 湯口又兵衛（周山村） 川原林安左衛門 片岡氏よりの書面持参に付一報 2303

Y 207 [安政5年]7月5日 湯口又左衛門（周山村） 河原林安左衛門 灰屋辺の谷山際目之条伺い 2303

Y 208 [安政5年]7月13日 湯口又左衛門 川原林安左衛門 雑費の儀西組より申越に付恩借御願 2303

Y 209 [明治3年] 由兵衛（真弓にて） 河原林小源太 おせい殿の金五両御渡し下さる様御願 2326

Y 210 年月日未詳 ゆま森 河原林 先日より拝受の品礼状 2285
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Y 211 年未詳8月12日 由里貫一（下黒田村） 河原林義雄 道中宿息所に付伺い 封筒入り 2272

Y 212 年月日未詳 ゆう 姉上 男児出産の報告 2287

Y 213 年月日未詳 ゆう 兄上 新聞御送付に付御礼 2330

Y 214 年月日未詳 ゆう 御姉上 父上の病気見舞い並益栄姉の結婚祝い 2280

Y 215 年月日未詳 ゆう 御姉上 藤野姉様女児安産祝い 2287

Y 216 年月日未詳 ゆう 姉上 同志社転学の件相談 2285

Y 217 年月日未詳 ゆう 御姉上様 父上へ宜しく 前欠 2221

Y 218 年月日未詳 ゆう 益永 姉宛近況報告 2285

Y 219 年月日未詳 ゆう 姉上様 見舞いの礼 2216

Y 220 年月日未詳 ゆう 河原林兄上 無事に日を送るゆえ御休心を 2221

Y 221 年月日未詳 ゆう ますえ 藤野姉さま女子出産祝い、縁談の経過伺い 鉛筆書き 2294

Y 222 明治22年11月21日 融通会社支店 河原林義雄 商工銀行小切手差出に付御調印御願 2330

Y 223 年未詳12月6日 祐森長右衛門 河原林義雄 材木会社株式払込に付伺い 2287

Z 1 年月日未詳 在京有志者 － 18日開会の臨時府会及び郡部会前の打合せに参集御願 下書き 2223

Z 2 年未詳2月14日 雑税掛 河原林義造 勘三郎納方滞りに付御相談御願 2307

* 1 [明治8年]10月26日 ☐築地文煥 河原林安左衛門 先日の長滞留の節御懇情に付御礼 2304

* 2 年月未詳19日 ☐☐☐ 河原林義雄 順当に回復一両日中には出勤に付御休意の程 2216

* 3 [安政5年] － － 使いの者止宿の義御願 2303

* 4 [安政5年] － － 油代の儀示談に付御入来御願 後欠 2303

* 5 [安政5年] － － 三両の書付差出の義御願 2303

* 6 [明治2年] － － 七組集会並社司約定書連印集会に付都合伺い 後欠 2313

* 7 [明治2年] － － 別紙につき伺い 2313

* 8 [明治2年] － － 玄米代至急御廻金御願 前欠 2313

* 9 [明治2年]8月12日 － － 梅園殿雑掌役出仕の義宜敷御取計御願 2313

* 10 [明治2年]12月13日 － 河原林従五位 寒気見舞い差上げに付御出来御願 2313

* 11 明治3年1月2日 － － 借用金銭書上 2326

* 12 [明治4年] － － 金子拝借の依頼 2302

* 13 [明治4年] － － 御蔵納米にて村々役人出京に付断り 2302

* 14 [明治4年] － － 願面の名前の義市之進にて御願 2302

* 15 [明治4年]1月 － － 年始祝詞 2302

* 16 [明治4年]6月22日 － － 広河原役山割符の義相談不調に付取計御願 2302

* 17 [明治5年] － － 西洋靴送付に付一報 2309

* 18 [明治5年] － － 多造君書簡の返事延引に付詫び 2309
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* 19 [明治8年] － － 御注文の品弓削大宮万治方へ持参に付一報 2304

* 20 [明治8年]11月11日 － － 和久田善右衛門殿事件面談に付至急御上京御願 2304

* 21 [明治8年]12月22日 － － 西善五郎事件出訴に付委任状に調印御願 罫紙 2304

* 22 [明治9年]1月12日 － 河原林兄、お初、義雄 今大路一家転宅に付一報、御後室様病気見舞い 2304

* 23 [明治9年]7月27日 － － 先般の件協議の上確答致す故兎も角ご猶予を 2329

* 24 [明治13年] － － 明治十三年茂竹新田毛付勘定 2296

* 25 明治20年12月16日 － － 融通会社現在金、商工銀行借越金通知 断簡 2216

* 26 明治21年10月30日 － 河原林義雄 記載の金額は取敢えず当座預けと致す 2221

* 27 [明治22年] － － 廿二年九月以後材木会社予算表 嵯峨材木会社罫紙 2277

* 28 [明治22年] － －
憲法発布祝宴にて市中賑う、公民会昨日総会開催、近頃同会両丹地方巡回会
員募集し交話会を抗戦せり 後欠 2278

* 29 [明治23年] － － 群馬公議会去る21日常議員会招集、中央に良民的独立倶楽部の創設等を決議 後欠 2216

* 30 [明治23年] － － 摩気村、南桑における校（公）民会派の票の動向 2216

* 31 [明治23年] － － 伊勢参拝の旅日記 罫紙 2278

* 32 [明治23年] － － 京都日報雑報欄の公友会協議会の記事に関する貴君らの御内意拝聴致したし 2279

* 33 [明治23年] － － 役員賞与金配当覚（第9、10回） 罫紙 2279

* 34 [明治23年] － － 交話会と旧生民会脱会派合併の件 2284

* 35 [明治23年] － － 明治21、22年度葛野郡内桂川橋梁架設費用 京都府罫紙 2276

* 36 [明治23年] － － 竹野郡にて反対の票十票の内八九票我門に入れる 後欠 2330

* 37 [明治23年] － － 岡崎省吾より公友会常議員辞退の書簡到来 2280

* 38 [明治23年]2月22日 － － 交話会と鹿鳴会らとの合併後の名称の件各位御相談の上返答御願 2280

* 39 [明治23年]7月7日 － － 備後も敗北誠に残念、浜町様9日錦地立寄り故迎え御願 2284

* 40 明治23年10月23日 － － 約束手形支払い半額は12月まで延引依頼す 罫紙 2276

* 41 [明治23年]月未詳23日 － － 交話会合併後の名称変更の件は西川氏へ委任 2284

* 42 [明治24年] － －
議長の競争も我党の勝利、常任委員も十分の七は我党に帰す、小生も予算委
員に加わる 後欠 2216

* 43 [明治24年] － －
明治24年度通常府会議員住所姓名及び番号録、明治24年度通常郡部会議員
住所姓名及び番号録 6枚 2283

* 44 [明治24年] － － 笠峠残工事二十四年度起工の筈が委員意見書には削除につき伺い 前後欠 2219

* 45 [明治25年] － － 適（ﾏﾏ）党は宮島村長を加担人とし同区選挙人を金銭を持って瞞着す 2283

* 46 年未詳己正月 － － 年始挨拶 2301

* 47 年未詳1月13日 － － 村方と調談の上御上京御願 2294
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* 48 年未詳1月20日 － 河原林 公証人規則集成十部ほど手助け御願 2216

* 49 年未詳正月25日 － － 過日の件沙汰無しに付伺い 2294

* 50 年未詳2月朔日 － － 別紙到来に付返書の義伺い 2326

* 51 年未詳2月15日 － 河原林義雄 三円五十銭ほど御助力御願 2277

* 52 年未詳2月18日 － － 旧年以来世間に流布一条取組見合に付 2294

* 53 年未詳2月18日 － － 本日の中外日出に掲載の合併に関する記事に関して 2280

* 54 年未詳2月21日 － 河原林初 過日依頼の金子の件沙汰なしが如何 2219

* 55 年未詳3月18日 － 河原林義雄 社交倶楽部幹事会の儀に付内談御願 罫紙 2279

* 56 年未詳3月31日 － － 依頼の件承諾くだされ恐悦 後欠、破損あり 2224

* 57 年未詳4月7日 － － 金銭出入り覚 2296

* 58 年未詳4月8日 － 河原林 奈良の共進会を兼ね御下坂お待ちする 2224

* 59 年未詳4月9日 － － 竹野郡戸長死亡一時金の金額訂正の件報告 府会常置委員罫紙 2281

* 60 年未詳4月9日 － － 本ネル下着値段通知 2224

* 61 年未詳4月22日 － － 印鑑調印の依頼 2294

* 62 年未詳5月24日 － － 種値段の義先方へ一報御願 2294

* 63 年未詳5月24日 － － 種の義田植済み次第持参 2294

* 64 年未詳6月3日 － － 東臼杵郡ほか二郡の炭価総額並に積出の件報告 2280

* 65 年未詳6月17日 － － 恩借金返却延引に付断り 2326

* 66 年未詳6月23日 － － 台所臨時入用書上 2296

* 67 年未詳6月25日 － － 三人様の印形万治方へ持参御願 前欠 2294

* 68 年未詳7月 － － 新刀三寸身詳細指示書 2307

* 69 年未詳7月14日 － － 東京表での物産手当金策上都合に付御下坂御願 2307

* 70 年未詳7月21日 － 河原林義雄 御東行の節は必ずお立ち寄りを 2218

* 71 年未詳8月5日 － － 暑中見舞い呈上 2296

* 72 年未詳8月12日 － － 地方費決算仕上げ心得 2225

* 73 年未詳8月14日 － － 各村負担金金額表（細野村ほか） 罫紙 2282

* 74 年未詳8月22日 － － 嵯峨材木会社8月22日現在高 罫紙 2275

* 75 年未詳8月25日 － － 目下引合中にて代価未確定 2284

* 76 年未詳8月28日 － － 本月十五日限にて七八百円借用依頼 後欠 2294

* 77 年未詳9月7日 － － 三味線拝借の依頼 後欠 2294

* 78 年未詳9月15日 － 河原林小源太、岡本十之進 郵書にて依頼の金件回答なきが如何 2291

* 79 年未詳10月7日 － － 和久田善右衛門殿事件面談に付上京御願 2304

* 80 年未詳10月17日 － － 下命の旨了承 2287
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

* 81 年未詳10月17日 － － 参上人並供人数書上げ 2304

* 82 年未詳10月19日 － － 拝眉都合伺い 2225

* 83 年未詳11月7日 － － 民二嵯峨材木会社へ就職の件断り状 罫紙 2275

* 84 年未詳11月30日 － － 北桑田郡へ書状差出、五ケ村の方入来の節はご尽力御願 2216

* 85 年未詳12月2日 － 治太郎 安太郎様京都へ養子の事父上より承る 2285

* 86 年未詳12月8日 － － 五ケ村よりの返事有無伺い 2280

* 87 年未詳12月9日 － － 先般の器械、御地村々での購入希望伺い 2225

* 88 年未詳12月12日 － － 五ケ村惣代出京の上は御尽力の程御願 2278

* 89 年未詳12月23日 － － 12月23日クラブ会費取調書（河原林義雄、野尻岩次郎ほか13名分） 罫紙 2278

* 90 年未詳12月29日 － 河原林 拝借金の利息本日持参 2216

* 91 年未詳12月30日 － － 白桃の計算別紙の通り 2280

* 92 年月未詳2日 － － 当社紙代支払い金借用の依頼 2218

* 93 年月未詳2日 － － ご病人如何 2218

* 94 年月未詳3日 － － 御来車御願 前欠 2221

* 95 年月未詳4日 － － 福田君送別会の場所日時等一報 2284

* 96 年月未詳4日 － － 紙代金及び梶原帰東の旅費融通御願 京都日報社原稿用紙 2278

* 97 年月未詳4日 － － 御願の件につき明日九時参上 2218

* 98 年月未詳6日 － － 溝口君より相談の件御配慮御願 2330

* 99 年月未詳13日 － － 皆様お揃い故御光来願いたし 2287

* 100 年月未詳30日 － － 上林君問題の為五六十日間必要あり、編輯の全部引受けては如何や 2219

* 101 年月未詳13日 － － 当社会議へ参会御願 2218

* 102 年月未詳14日 － － 警察本部より召喚あり彼の草案印刷の手続等尋問受ける 2280

* 103 年月未詳15日 － － 他の諸氏も来着故来臨下されたし 2285

* 104 年月未詳15日 － － 本日の会合延期の旨一報 2287

* 105 年月未詳15日 － － 無心の義御承諾に付御礼 2287

* 106 年月未詳15日 － [今大路] 令妹今大路幸様ご逝去の悔やみ 後欠 2221

* 107 年月未詳16日 － － 菱木氏来京に付観劇会を開催 2287

* 108 年月未詳16日 － － 建白書草稿拝借依頼 2280

* 109 年月未詳16日 － － 岡本氏との会合時間変更に付連絡 2287

* 110 年月未詳16日 － － 宇治山本乙訓正木両氏は月下亭会議の決定にすべて賛成 2280

* 111 年月未詳17日 － － 御来社お待ちする 2221

* 112 年月未詳18日 － 河原林義雄 長城は未だ帰京せず 2280

* 113 年月未詳20日 － － 姉上、おいね引取りの件 山気之舎罫紙 2277
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

* 114 年月未詳20日 － －
牧国太郎恩借の千六百五十円名義切替の件、北部青年会より衆議院選挙運動
の件照会あり 後欠 2224

* 115 年月未詳22日 － － 尾崎氏よりの回答開封のところ別紙の通り 後欠 2221

* 116 年月未詳23日 － － 過日交話会人名簿包みしハンカチ返却御願 2280

* 117 年月未詳26日 － － 本社主筆来着に付明日午後一時来社御願 京都日報原稿用紙 2287

* 118 年月未詳29日 － － 規約筆耕者への謝礼の件報告 罫紙 2277

* 119 年月日未詳 － － 帯の御礼 断簡 2277

* 120 年月日未詳 － － 供物用線香飛脚に言付御願 前欠 2277

* 121 年月日未詳 － － 来春のご来訪お待ちする 前後欠 2277

* 122 年月日未詳 － きぬえ 紫の打ひも購入御願 2277

* 123 年月日未詳 － － 息子英和学校入塾の報告 2216

* 124 年月日未詳 － － 来訪お待ちする 前欠 2277

* 125 年月日未詳 － － 小生の上京母存命中は困難 後欠 2277

* 126 年月日未詳 － － － 断簡 2277

* 127 年月日未詳 － － 金子借用依頼 罫紙 2276

* 128 年月日未詳 － － 大人の病状詳細報告 後欠 2277

* 129 年月日未詳 － － － 書き出しのみ 2277

* 130 年月日未詳 － － 貴女様の御退校惜しむ 2277

* 131 年月日未詳 － － 相撲取組表 印刷物1枚 2277

* 132 年月日未詳 － － 委員人控（長束又左衛門ほか17名） 原稿用紙 2277

* 133 年月日未詳 － － 金子借用依頼 2277

* 134 年月日未詳 － － 諸工事場所 京都府罫紙 2277

* 135 年月日未詳 － － よばれに着用する着物のこと相談 前後欠 2277

* 136 年月日未詳 － － 為替金不納分一覧 嵯峨材木会社罫紙 2275

* 137 年月日未詳 － － 今回の総選挙当選に尽力されること期待 後欠 2224

* 138 年月日未詳 － － 絹栄様昨日御越しになる故御休神を 後欠 2224

* 139 年月日未詳 － － 宇長子売却松椴入札ずみにつき開札御願 破損あり 2224

* 140 年月日未詳 － － 御相談の趣旨承諾に付副書差出 2224

* 141 年月日未詳 － － 約定証（牧国太郎煙草市場開設資本金借用に付） 2275

* 142 年月日未詳 － － 出稼ぎ年限、飯料等伺い
北桑田下平屋村外
戸長役場罫紙 2275

* 143 年月日未詳 － [北桑融通会社] 梶原氏へ貸金督促状差出の件ほか諸事報告 後欠 2275

* 144 年月日未詳 － － 名簿（伊東熊夫ほか51名） 罫紙 2276
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

* 145 年月日未詳 － － [嵯峨材木会社]金銭出納帳 嵯峨材木会社罫紙 2275

* 146 年月日未詳 － － 先般お立寄りの節は上京中にて失礼 後欠 2277

* 147 年月日未詳 － [嵯峨材木会社] 降雨にて大堰川増水流筏被害でるが当社は被害無し 嵯峨材木会社罫紙 2275

* 148 年月日未詳 － － 酉春川秋川上関差賃書出し 紙符 2272

* 149 年月日未詳 － － 商工銀行借方、第百拾壱銀行貸方金額一報 2330

* 150 年月日未詳 － － 公民会、交話会、生民会会員氏名 2280

* 151 年月日未詳 － － [北桑融通会社]金銭勘定 北桑融通会社罫紙 2277

* 152 年月日未詳 － 中邨太三郎 建家借用証書 罫紙 2276

* 153 年月日未詳 － － 保管筏改所の義問合せの書面拝見 後欠 2280

* 154 年月日未詳 － － 本会幹事辞任の理由（下書き） 交話会用紙 2276

* 155 年月日未詳 － － 地所売渡証 罫紙 2275

* 156 年月日未詳 － － 拝借の金子返済暫く猶予御願 2279

* 157 年月日未詳 － － 生活態度注意 2280

* 158 年月日未詳 － － 山林代金 2280

* 159 年月日未詳 － － 互選会委員補欠者氏名 2280

* 160 年月日未詳 － － 父上様病気見舞い 2280

* 161 年月日未詳 － － 株金振替貸 嵯峨材木会社罫紙 2279

* 162 年月日未詳 － － 京都府下各郡代表者氏名（カ） 罫紙 2278

* 163 年月日未詳 － － 大工入用品注文書 2277

* 164 年月日未詳 － － 藤村亀太郎氏定期預金勘定表 北桑融通会社罫紙 2278

* 165 年月日未詳 － － 貸金依頼申出の件 後欠 2280

* 166 年月日未詳 － － 北桑融通会社金銭出入り 北桑融通会社罫紙 2278

* 167 年月日未詳 － 河原林 芝居座敷数伺い
京都日報社原稿用
紙 2279

* 168 年月日未詳 － － 芝居負担金ほか返済延引の断り 後欠 2279

* 169 年月日未詳 － － 留守宅からの書状お届け 2279

* 170 年月日未詳 － － 交話会員と大同派遊説員会合に関する中外電報記事取消文の件 原稿用紙2枚 2279

* 171 年月日未詳 － － 材木値段表 嵯峨材木会社罫紙 2278

* 172 年月日未詳 － － 材木相場表 嵯峨材木会社罫紙 2278

* 173 年月日未詳 － － 第十二回株式割賦金支店より御渡し之分 罫紙 2278

* 174 年月日未詳 － － 被害検査反別（岡本潤次郎、岡本清一郎分） 京都府罫紙 2277

* 175 年月日未詳 － － 北桑田郡井戸村字長子の松立木代金約定 郡部常置委員罫紙 2277

* 176 年月日未詳 － － 船井郡置戸町置拊橋崩壊修繕工事費用の件諮問 印刷物 2277

* 177 年月日未詳 － － 人名簿（伊東熊夫ほか20名） 郡部常置委員罫紙 2277
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

* 178 年月日未詳 － － 河原林冨栄（義雄長女）履歴書（下書き） 2279

* 179 年月日未詳 － － [北桑融通会社]両銀行金調 北桑融通会社罫紙 2277

* 180 年月日未詳 － － 筏種別出荷量 嵯峨材木会社罫紙 2277

* 181 年月日未詳 － － 商工、第百十一両銀行借越高報告 後欠 2280

* 182 年月日未詳 － － 藤野大人の診察孝太郎氏に依頼御願 2280

* 183 年月日未詳 － － 筆墨ほか購入の御願 2280

* 184 年月日未詳 － － 私事上京は来春にても結構 前後欠 2221

* 185 年月日未詳 － － 金銭出入り控 2277

* 186 年月日未詳 － － 三月分手当て回付 区部常置委員罫紙 2277

* 187 年月日未詳 － － 会同姓名但し懇親会臨席外の者 略封、罫紙 2279

* 188 年月日未詳 － － 田中直蔵外三名より願出の借金の件配慮に奉謝 2279

* 189 年月日未詳 － － 若狭国遠敷郡納田終村地内字野々谷山立木概略記 2279

* 190 年月日未詳 － － 金銭書付（選挙関係カ） 鉛筆書き 2224

* 191 年月日未詳 － － 京都府下各郡代表者氏名 罫紙 2277

* 192 年月日未詳 － 河原林 平井よりの書面に拠れば小生の計策少々馬脚を現すゆえ万事御判断を 2280

* 193 年月日未詳 －
田中勇、河原林義雄、上野
弥一郎、野尻岩次郎 － 前欠、宛先のみ 2217

* 194 年月日未詳 － － 京都府産婆教習所願書書式 2216

* 195 年月日未詳 － － 伐木用杣人夫の義 後欠 2216

* 196 年月日未詳 － － 福知山連中の動き報知下されたし 2216

* 197 年月日未詳 － 河原林義雄、野尻岩次郎 － 前欠、宛名のみ 2216

* 198 年月日未詳 － 溝口、畑下熊野 臨時関西大懇親会発起人辞退届け 2217

* 199 年月日未詳 － － 冨永殿女学校入学祝い 前欠 2217

* 200 年月日未詳 － － 過日は面倒なこと依頼の処御応諾下され奉謝 後欠 2217

* 201 年月日未詳 － － 当地にて硝子製造所設立 後欠 2217

* 202 年月日未詳 － － 兄上よりの祝い御礼 後欠 2221

* 203 年月日未詳 － － 第三～第六選挙区候補者一覧（カ） 2217

* 204 年月日未詳 － － 葛野郡下嵯峨村地所及び地価書上げ 2216

* 205 年月日未詳 － － 信蔵ことご心配お掛けし申し訳次第 後欠 2217

* 206 年月日未詳 － － 先日の依頼事礼状 2217

* 207 年月日未詳 － －
今回は遺憾ながら欠席致すが同志小谷廣次、梅垣主税之亮出席につき様子伝
聞 後欠 2217

* 208 年月日未詳 － 河原林御主人 前欠、巻末のみ 2217
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

* 209 年月日未詳 － － 先日来訪の礼 後欠 2218

* 210 年月日未詳 － － 代言人謝料近日中持参 後欠 2218

* 211 年月日未詳 － － － 断簡 2218

* 212 年月日未詳 － － 木材価格覚書 2218

* 213 年月日未詳 － － 諸事覚え書 2217

* 214 年月日未詳 － － 交話会日出新聞掲載後の両丹地方入会者の有無至急報知いたすよう指示 後欠 2216

* 215 年月日未詳 － － 特別地価修正運動各郡委員決定 後欠 2216

* 216 年月日未詳 － － 珍ヶ山他一ヶ所売却一件 2216

* 217 年月日未詳 － － 先日御面倒の義御願に付御礼 後欠 2216

* 218 年月日未詳 － － 新聞に小説掲載の件 後欠 2216

* 219 年月日未詳 － － 周山街道字前阪工事変更一件 後欠 2216

* 220 年月日未詳 － － 令妹の縁談話 2216

* 221 年月日未詳 － － 時事通信社より照会の次第報告 後欠 2216

* 222 年月日未詳 － － 芝居負担金返済延引の断わり 後欠 2279

* 223 年月日未詳 － － 郡部戸長役場所在地の書類詰所に所蔵 後欠 2216

* 224 年月日未詳 － － 弐尺伐割賃金等書上 断簡 2216

* 225 年月日未詳 － － 金銭出納簿様式下書き 2216

* 226 年月日未詳 － － 新聞改革後の記事に対する高論請う 2216

* 227 年月日未詳 － 野尻岩次郎 － 宛先のみ 2216

* 228 年月日未詳 － － － 断簡文頭のみ 2216

* 229 年月日未詳 － － 藤野氏へ係る左加長之助金員二百五十円承諾の件 後欠 2216

* 230 年月日未詳 － － 負債償却の法 2216

* 231 年月日未詳 － － 大堰川筋筏一件 後欠 2216

* 232 年月日未詳 － － （履物）購入品メモ 2216

* 233 年月日未詳 － － 無事の御帰京お喜び 後欠 2216

* 234 年月日未詳 － － 羽織仕立て御願 後欠 2219

* 235 年月日未詳 － － 周りの悪語気にされず広大な心中にて御勉強なさるよう 後欠 2285

* 236 年月日未詳 － － 亡母五年祭に饅頭事付ける 2221

* 237 年月日未詳 － － 木材価格表（五月上旬の景況） 2218

* 238 年月日未詳 － － 奥邨新之丞の株金払い込みに付株券交付 前欠、二伸のみ 2221

* 239 年月日未詳 － － 益栄様ご病気の由薬進呈 後欠 2221

* 240 年月日未詳 － － 東京へ荷物届く、母上のお心遣いに感謝 後欠 2221

* 241 年月日未詳 － － 第百十一銀行小切手払底につき取計御願 前欠、二伸のみ 2221

132



年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

* 242 年月日未詳 － － 小塩村属村本村へ合併の件意見伺い 後欠 2221

* 243 年月日未詳 － － 縁談の件 後欠 2221

* 244 年月日未詳 － 河原林義雄、野尻岩次郎 － 前欠、宛名部分のみ 2221

* 245 年月日未詳 － － 父上病気見舞い 2221

* 246 年月日未詳 － － 今大路姉様死去を悼む 2221

* 247 年月日未詳 － － 清水伊助様縁談儀 後欠 2221

* 248 年月日未詳 － － 病気見舞い 後欠 2221

* 249 年月日未詳 － － － 後欠 2221

* 250 年月日未詳 － －
土木課中島氏より与謝郡天田郡各村の堤防工事及び綾部街道工事照会に付回
答御願 後欠 2221

* 251 年月日未詳 － － 招待者氏名（カ） 2221

* 252 年月日未詳 － － 天田郡堤防修繕費補助の義、綾部街道の義、赤坂峠計画変更の義伺い 後欠 2221

* 253 年月日未詳 － － 勘定書（呉服） 2221

* 254 年月日未詳 － － 党報号外、解散始末郡部配布数内訳 2224

* 255 年月日未詳 － 御旦那 御光来御願 2224

* 256 年月日未詳 － 御旦那 用事に付御光来御願 2224

* 257 年月日未詳 － － 融通会社貸付人及び金額（カ） 2280

* 258 年月日未詳 － － － 書き出しのみ 2219

* 259 年月日未詳 － － 着物寸法知らせ 後欠 2224

* 260 年月日未詳 － － 一月早々挨拶に伺う旨 後欠 2219

* 261 年月日未詳 － － 益栄様ご出産祝いに近日参上 前後欠 2219

* 262 年月日未詳 － － 新聞社保証金四名分担の件 後欠 2219

* 263 年月日未詳 － － おうら様十九日頃返却 前欠 2219

* 264 年月日未詳 － － 小紋縮緬仕立御願 下書き 2219

* 265 年月日未詳 － 御旦那 神事お越しお待ちする 2219

* 266 年月日未詳 － － 日下部蔵次郎本月11日死去につき同人借金保証人高橋氏より相談件あり 後欠 2219

* 267 年月日未詳 － － およねさん思い出し涙す 後欠 2221

* 268 年月日未詳 － － 当月10日の神事には参上いたす旨 2219

* 269 年月日未詳 － － 七八日病にて伏せるが全快 後欠 2219

* 270 年月日未詳 － － 病気見舞い 後欠 2219

* 271 年月日未詳 － － 酒屋いさみ様の四十二厄祝よばれに着る着物のこと相談 後欠 2219

* 272 年月日未詳 － － 永村氏周旋に係る金再度督促のところ別紙の通り回答あり 後欠 2219

* 273 年月日未詳 － － 時候挨拶のみ 後欠 2219

133



年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

* 274 年月日未詳 － － 金子書上げ（奥、菱木、河原林、西川、野尻、正木らの名前あり、選挙関係カ） 切紙 2219

* 275 年月日未詳 － － 御送付の巾着2つだけ頂く 2219

* 276 年月日未詳 － － 新井氏来訪為誰館の処置は来る16日の会議にはかる 前、後欠 2219

* 277 年月日未詳 － － 代議政党の主義、綱領、来る15日大会開設し党議党則を議定すとあり 2219

* 278 年月日未詳 － 河原林義雄 唯今徳富氏出発 後欠 2221

* 279 年月日未詳 － － 米一斗お分け下されたし 2219

* 280 年月日未詳 － － 弊屋新築落成式案内 後欠 2294

* 281 年月日未詳 － － 寿し用鯖ほか御注文品持参 2225

* 282 年月日未詳 － － 御所有の山林採掘一件 後欠 2225

* 283 年月日未詳 － － 福二郎縁談聞合せの依頼 後欠 2294

* 284 年月日未詳 － － 買先へ手付差入れに付金子御願 後欠 2294

* 285 年月日未詳 － － 臨時総会にて会社解散、新会社組織することに内定 2225

* 286 年月日未詳 － － － 書き出しのみ 2294

* 287 年月日未詳 － [河原林義雄] 桂橋請負の儀につき土木課三原氏貴君へ面会を希望 後欠 2225

* 288 年月日未詳 － － 会合の場所時間伺い 2287

* 289 年月日未詳 － － 上嵯峨村青木清次郎山買入代価調査の件 2294

* 290 年月日未詳 － － 下書[時候部分のみ] 2293

* 291 年月日未詳 － － 返済金請取証の金額確認 2225

* 292 年月日未詳 － － 神事には御帰宅御願 後欠 2294

* 293 年月日未詳 － － 材木取調のための人員派遣依頼 後欠 2225

* 294 年月日未詳 － － 両親の病気見舞い 2295

* 295 年月日未詳 － － 貸借対照表 罫紙 2295

* 296 年月日未詳 － － 河原林利之助君居宅建増しの件伺い 後欠 2295

* 297 年月日未詳 － 湯浅角兵衛、村上亀弥 筏一乗送付状 2296

* 298 年月日未詳 － － 丹波会結成に関する件 2294

* 299 年月日未詳 － － 久病気の節孝太郎より到来の薬品の覚 2287

* 300 年月日未詳 － － 金庫払底に付一報 追伸のみ 2287

* 301 年月日未詳 － － 覚書箇条（高木金件ほか） 断簡 2287

* 302 年月日未詳 － － 平八殿より勘定書到来 後欠 2326

* 303 年月日未詳 － － 第百十一銀行当座口訂正に付別紙勘定書添付 2287

* 304 年月日未詳 － － ゆう様女学校入学後は私方にて世話いたす故ご安心を 2287

* 305 年月日未詳 － －
公友会脱会は見合せ且久世郡に対しては隠遁的進退いたす事に決心に付御安
心を 2330
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

* 306 年月日未詳 － － 金銭出入り覚 2287

* 307 年月日未詳 － － 九月二十五日西京無事着国許家内皆無事 後欠 2293

* 308 年月日未詳 － － 福村氏金件はお断り下されたし 2291

* 309 年月日未詳 － － 九月二十五日無事西京着 後欠 2293

* 310 年月日未詳 － － 北桑田郡柏原村山林反別地価書上 2225

* 311 年月日未詳 － － 当地御引上げとの由御上京の節は拙寓を御旅宿に 2287

* 312 年月日未詳 － － 御膳献立書き 2287

* 313 年月日未詳 － － 北桑融通会社あて借用書案文 2287

* 314 年月日未詳 － － 屠牛売立見込概略 2290

* 315 年月日未詳 － － 会社徽章付扇子注文す 2280

* 316 年月日未詳 － － 料理屋出入女性名書上 2293

* 317 年月日未詳 － － 御依頼の金件断わり状 2296

* 318 年月日未詳 － 河原林 正月用品の買物依頼 2287

* 319 年月日未詳 － － 御尊父様見舞い、丹波行博労へ金融通に付報告 後欠 2307

* 320 年月日未詳 － － 貸付金書上（カ） 2296

* 321 年月日未詳 － － 小生入社の件 2225

* 322 年月日未詳 － － 借宅一件 反古 2299

* 323 年月日未詳 － － 借家一件 後欠 2299

* 324 年月日未詳 － － 河原林美次君より取次ぎの金子返却延引の御願 後欠 2299

* 325 年月日未詳 － － 父歩行訓練始める 2299

* 326 年月日未詳 － － 借用金返済猶予御願 後欠 2299

* 327 年月日未詳 － 河原林義雄ほか組合 器械代金残金皆済約定書 2299

* 328 年月日未詳 － － 土田村斃牛取扱人鑑札に付 後欠 2307

* 329 年月日未詳 － － 『刑法注釈』借用依頼 2299

* 330 年月日未詳 － － 日付及び金額書付 切紙 2225

* 331 年月日未詳 － － 当家伝来品の由来書 2307

* 332 年月日未詳 － － 小生当節は麹町五丁目大久保塾にて勉学に付御休意を 2307

* 333 年月日未詳 － － 歌一首 2307

* 334 年月日未詳 － － 乱筆御免 巻末のみ 2307

* 335 年月日未詳 － － 利子金書付断簡 2307

* 336 年月日未詳 － － 丹波よりの来客依頼の件国元へ回答御願 2225

* 337 年月日未詳 － － 神吉へ御越しの義御願 2326

* 338 年月日未詳 － － 蠶業奨励問題京都での会合出席依頼 後欠 2225
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

* 339 年月日未詳 － － 賦物名簿 2296

* 340 年月日未詳 － － 交話会貸付金利子歩合に付指示御願 2287

* 341 年月日未詳 － － － 書出しのみ 2296

* 342 年月日未詳 － － 明治21年～23年借用金、衣類類覚 2225

* 343 年月日未詳 － － 金二百円内訳書上 2296

* 344 年月日未詳 － － 貫目書上 2296

* 345 年月日未詳 － － 山林売買取引河原林巌への委任状 2296

* 346 年月日未詳 － － ますえ月俸、学資金初上京の折に持参御願 2296

* 347 年月日未詳 － － 区務所補員募集の件 後欠 2299

* 348 年月日未詳 － － 金銭出入り覚 2296

* 349 年月日未詳 － － 金銭出入り書上 2225

* 350 年月日未詳 － － 井戸村此分米高書上 2296

* 351 年月日未詳 － － 医学校学課試験のこと等報告 2296

* 352 年月日未詳 － － 養生金第一回期返償の件相談 2296

* 353 年月日未詳 － － 公債証券売却価格の件、牧牛所洋牛の件ほか 後欠 2297

* 354 年月日未詳 － － 公債書の義入用金高伺い 2297

* 355 年月日未詳 － － 開封入多分あるに付宜しく御願 2297

* 356 年月日未詳 － － 道中無事にて東京御着に付 2298

* 357 年月日未詳 － － 弓削長野の両組担当金件に付猶予御願 後欠 2299

* 358 年月日未詳 － － 金銭出入り覚 2296

* 359 年月日未詳 － － － 断簡 2284

* 360 年月日未詳 － － 金員借用依頼 印鑑あり 2284

* 361 年月日未詳 － － 煙草店資本金等御救助頂くがこの度は引受けを御願 後欠 2282

* 362 年月日未詳 － － 令妹ゆう様と家弟の婚約成立に付挨拶 2282

* 363 年月日未詳 － － 羽織の金借用御願 2282

* 364 年月日未詳 － － 神戸発京都到着時刻一報 罫紙 2282

* 365 年月日未詳 － － 天産物創業の規定概略 罫紙 2283

* 366 年月日未詳 － － 山林売渡代金（東谷、杉ケ谷ほか） 2282

* 367 年月日未詳 － － 昨16日の会社創立委員会の景況一報 後欠 2284

* 368 年月日未詳 － － 戸長交代期限に付別書の通り回報 後欠 2281

* 369 年月日未詳 － － 象三らの物購入御願 2287

* 370 年月日未詳 － － 第四選挙区の形勢概略報告 2284

* 371 年月日未詳 － － 西川義延ほか氏名書付 2284
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

* 372 年月日未詳 － － 美濃紙ほか数量書付 2284

* 373 年月日未詳 － [河原林]貢 － 宛名のみ 2326

* 374 年月日未詳 － － 田中並びに負財主よりの督促にて困却 2284

* 375 年月日未詳 － － 御妹子縁談先方へ断り書差出す 2284

* 376 年月日未詳 － － 名簿（幹事、常議員予備員氏名ほか） 罫紙 2283

* 377 年月日未詳 － － 滋賀県行きの費用の件 罫紙 2281

* 378 年月日未詳 － － 北小路藤次郎解雇にて困却に付下賜金取計御願 2280

* 379 年月日未詳 － － 宮津間人道路与謝郡内橋梁流失の架設工事補助金支給に関する諮問 罫紙 2281

* 380 年月日未詳 － － 辻啓太郎乗船記録（長浜ー大津） 2281

* 381 年月日未詳 － － 記（荷物目録） 罫紙 2281

* 382 年月日未詳 － － 御面談都合伺い 2216

* 383 年月日未詳 － － 藤野阿澄の離縁一件 後欠 2281

* 384 年月日未詳 － － 和田彦兵衛、真継恵右衛門所有山林代価 2282

* 385 年月日未詳 － － 神戸横浜東京の洋人商館への雇用の件御助力御願 罫紙 2281

* 386 年月日未詳 － － 竹野郡足立氏へは照会済みに付浄書取纏め御願 2284

* 387 年月日未詳 － － 郭公亭支払金内訳報告 区部常置委員罫紙 2281

* 388 年月日未詳 － － 車賃表 罫紙 2281

* 389 年月日未詳 － － 北桑田郡柏原村内川本善七、川本市郎兵衛所有山林地価金 罫紙 2281

* 390 年月日未詳 － － 牧磯五郎名義にて貸金の分及び本社開業後貸付金 罫紙 2281

* 391 年月日未詳 － － 京都市中株券払込未済の処理に付相談 後欠 2281

* 392 年月日未詳 － － 周山警察署より抵当品持参にて出頭の要請あり 後欠 2281

* 393 年月日未詳 － － 筑前国鞍手郡霍田村字管年田炭抗積 罫紙 2281

* 394 年月日未詳 － － 損益勘定書 北桑融通会社罫紙 2281

* 395 年月日未詳 － － － 書出しのみ 2285

* 396 年月日未詳 － ます江 小袖荷物と一緒に差遣わし下されたし 2285

* 397 年月日未詳 － － 仮名手本忠臣蔵役どころ書付 2285

* 398 年月日未詳 － － 当15日より女紅場へ通学決定に付一報 2285

* 399 年月日未詳 － － 時候挨拶 後欠 2285

* 400 年月日未詳 － － お預けの着物引取りの件 2285

* 401 年月日未詳 － － お預けの着物引取りの件 2285

* 402 年月日未詳 － － 女学校規則送付依頼ほか 前欠 2285

* 403 年月日未詳 － － 久々に御母堂、貴女にもお目に掛り嬉しき限り 後欠 2285

* 404 年月日未詳 － － － 反古紙 2285
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年月日（和暦） 差出人 宛先人 内容 備考 綴番号資料番号

* 405 年月日未詳 － － 正月の着物なく不自由 後欠 2285

* 406 年月日未詳 － － － 書出しのみ 2285

* 407 年月日未詳 － － 着物取戻しの義相談 2285

* 408 年月日未詳 － － 縁談一件 後欠 2285

* 409 年月日未詳 － － 縁談一件 下書き 2285

* 410 年月日未詳 － － 大井川流筏過工事仕様書持参御願 後欠 2284

* 411 年月日未詳 － － 在京の様子一報 2285

* 412 年月日未詳 － － 昨年より不幸続き如何なる因果か 後欠 2285

* 413 年月日未詳 － － 郡役所辞職の決心する 後欠 2284

* 414 明治22年 － －
明治22年度府会議員姓名住所及番号録、郡部議員姓名住所及番号録、区部会
議員姓名住所及番号録

朱書きで「名下の朱
点は年賀状を発した
るものなり」とあり 2279

補 1 明治26年5月6日 高木文平 河原林義雄 樋口氏に調印を受け願面差出に付御安心を

補 2 年未詳4月30日 伊東熊夫 河原林義雄 御着京次第伏見板橋へ一報乞う

補 3 明治28年9月1日 中村栄助 川原林義雄 穀物取引所重役総立会出席依頼

補 4 明治27年3月3日 伊東嘉助 河原林御老大人 衆議院議員当選祝

補 5 年未詳3月21日 日下部四郎吉 河原林義雄 斉藤の件落着に付御礼

補 6 年未詳3月11日 石丸正 雅兄 妻女子分娩に付一報

補 7 年未詳8月1日 志朗 河原林 就職依頼

補 8 明治27年11月12日 今大路源美 河原林義雄 菱木氏へ貸金の件伺い

補 9 明治27年7月19日 高木 河原林 別紙米商株持主一覧送付

補 10 年未詳8月28日 無隠子 可水 近況及び近々西上の旨一報
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