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資料概要

越佐会は 1884年（明治 17年）、東京専門学校設立の翌年 7月に越佐会は設立された新潟県出
身者の集まりであり、教師・学生の同攻会の嚆矢として、また学苑図書館の「産婆役」としての活動

が知られている。その設立や運営には、草創期の学苑を支え、学祖大隈重信をかげで支えた市

島謙吉（春城）が関係していた。



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考
1 早稲田大学同窓　越佐会略歴 附越佐会名簿 〔越佐会〕 明治41年3月 冊2 印刷 同文2冊
2 早稲田大学同窓　越佐会誌　附越佐会名簿 〔越佐会〕 明治43年4月 冊2 印刷 同文2冊
3 早稲田大学同窓　越佐会略歴　附越佐会名簿 〔越佐会〕 昭和6年11月 冊1 印刷

4-0
〔封筒〕（会則二種・越佐倶楽部基金寄付依頼状と上
書きあり）

封1 鉛筆

4-1-1 越佐会々則 状1 印刷 4－1－1～4－1－3は同封

4-1-2 越佐会々則
会長市嶋謙吉、評議員稲田
周之助、羽田智証他23名

明治36年12月改定 状1 印刷 4－1－1～4－1－3は同封

4-1-3 〔越佐倶楽部基金寄付依頼状〕
越佐会代表者市嶋謙吉、本
田信教、昆田文治郎他5名

大正2年10月 状1 印刷 4－1－1～4－1－3は同封

4-2-1 〔名刺〕（野村榮三郎） 状1
印刷、ペ
ン

4-2-2 〔名刺〕（村松林太郎） 状1 印刷
4-2-3 〔名刺〕（柴野喜郎） 状1 印刷
5 〔第二早高新潟県人会会則・名簿〕 第二早高新潟県人会 昭和4年5月 冊1 印刷

6 〔越佐会春期大会回状〕
幹事池亀栄太郎、巴利三
郎、高野宏策他2名

越佐会々員各位 明治27年4月 冊1 墨

7 越佐会第百回紀　祝賀会回状
幹事池亀榮太郎、巴利三
郎、高野宏策他2名

板垣友次郎他４９
名

明治27年11月 冊1 墨

8 〔越佐会春期大会回状〕
幹事田巻栄五郎、太田良
輔、岡田弥一郎他2名

越佐会々員 明治28年3月 冊1 墨

9 〔越佐会第百十回大会回状〕
大会委員太田良輔、巴利三
郎、関原孫二郎他2名

越佐会員各位 明治28年12月 冊1 墨

10 第百二十九秋期大会より会員出席並記事簿 東京専門学校越佐会
〔明治30年12月〜明
治32年5月〕

冊1 墨

11 第百四十二回より越佐会員名簿並記事 東京専門学校越佐会
〔明治32年10月〜明
治35年3月〕

冊1 墨

12 会員出席簿 越佐会 明治25年9月調製 冊1 墨 明治26年8月まで記載あり
13 会員出席簿 越佐会 明治27年10月製之 冊1 墨 明治28年9月まで記載あり
14 第百七十二回越佐会々員出席簿 冊1 墨
15 越佐会員　写真撮影賛成者人名簿 発起人 明治32年4月 冊1 墨
16-1 〔メモ〕（新潟県内中学校名列記） 昭和2年12月 状1 ペン 16－1～16－8は合綴

16-2 大正十五年度早稲田大学高田中学会会員名簿 大正15年度 冊1 謄写
16－1～16－8は合綴　　「大商二
年Ｂ組清水政次」と書込みあり

16-3 早大新中会々員住所 状1 ペン 16－1～16－8は合綴
16-4 佐渡中学卒業生、早稲田大学各科在学生住所、氏 状1 ペン 16－1～16－8は合綴
16-5 有恒学舎出身早大生 状1 ペン 16－1～16－8は合綴
16-6 〔名簿〕（新発田中学校出身者） 状1 ペン 16－1～16－8は合綴
16-7 早稲田大学越佐会柏崎中学出身在校生名簿 大正15年12月調 状1 ペン 16－1～16－8は合綴

16-8 大正十五年十二月調　早稲田大学長岡会名簿 大正15年12月調 冊1 ペン
16－1～16－8は合綴　表紙に
「長岡会々員よりの出席者」という
表題のメモ書き1枚貼付あり

17-1 早稲田大学新中会会員名簿
幹事平名恒夫（商3）、安倍
洋一（経2）

冊1
ペン、鉛
筆



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考
17-2 新潟県立三条中学校之部 状1 ペン
17-3 〔糸魚川中学出身越佐会会員名簿〕 状1 ペン
17-4 村上中学出身会名簿〔臥牛会〕 状1 ペン
17-5 新潟県立新発田中学関係早大在学生 状1 ペン
17-6 昭和六年度早稲田高田中学会会員名簿 昭和6年度 冊1 ペン
18-1 昭和三年十一月会員名簿 早稲田大学長岡会 昭和3年11月 冊1 ペン
18-2 昭和四年度会員名簿 早稲田大学長岡会 昭和4年度 冊1 印刷
18-3 昭和五年六月現在調会員名簿 早稲田大学長岡会 昭和5年6月調 冊1 印刷
18-4 昭和六年六月現在調会員名簿 早稲田大学長岡会 昭和6年6月調 冊1 印刷

19 昭和六年度有恒学舎在京同窓会々員名簿
有恒学舎在京同窓会会長
竹下清松　幹事鈴木規一、
島田保他2名

昭和6年12月 状1 印刷

20-1
〔越佐会会員名簿資料〕（法・商・文・専・高師・理・
政、専門学校を欠く）

冊１ 鉛筆

20-2 〔越佐会会員名簿資料〕（第一および第二高等学院） 冊１ 鉛筆 昭和2年の記載あり
21-1 〔氏名書上げ〕 状1 墨
21-2 〔メモ〕（本会記録此内若干冊清水氏方にあり） 状1 ペン
21-3 〔氏名書上げ〕 状1 墨
21-4 〔氏名・住所書上げ〕 状1 鉛筆
21-5 〔氏名など書上げ〕 状1 鉛筆、墨

22-1 会費出納簿第一号
東京専門学校内越佐懇親
会々幹

明治16年9月改 綴1 墨 22–1〜22–2は合綴

22-2 金銭出納帳第二号 東京専門学校越佐懇親会 明治17年10月より 綴1 墨 22–1〜22–2は合綴
23 越佐会々計簿 会幹 明治25年4月より 冊１ 墨 明治29年まで記載あり
24 会計簿 東京専門学校越佐会 明治30年12月より 冊１ 墨 明治34年11月まで記載あり
25-1 越佐会会報資金募集簿 越佐会幹事 明治33年11月 冊１ 墨 25-1～25-18は紐で一括
25-2 越佐会々報義捐金受取及会報送附覚 越佐会委員 明治34年7月17日 冊１ 墨 25-1～25-18は紐で一括
25-3 義捐金募集小池康五郎受取分 7月3日 冊１ 墨 25-1～25-18は紐で一括
25-4 〔住所・氏名書上げ〕（市嶋謙吉、前嶋密他26名） 状2 墨 25-1～25-18は紐で一括
25-5 義捐金受取分〔氏名・金額書上げ〕 状１ 墨 25-1～25-18は紐で一括

25-6 〔書簡〕（原稿一篇送付の件） 羽田智弘 小池 （明治34）年6月25日
状2、封
1

墨
25-1～25-18は紐で一括、封筒あ
り

25-7
〔書簡〕（資金募集帳記入に付延引ながら送付する
件）

松木弘 小池康五郎 (明治34年6月11日)
状１、封
1

墨
25-1～25-18は紐で一括、封筒あ
り

25-8 〔書簡〕（寄付金五十銭支払方の件） 家坂幸三郎 小池康五郎 （明治34）年5月23日
状１、封
1

墨
25-1～25-18は紐で一括、封筒あ
り

25-9 〔書簡〕（越佐会会報印刷費寄付の件） 中林邦之助 小池康五郎 （明治34）年6月2日
状１、封
1

墨
25-1～25-18は紐で一括、封筒あ
り

25-10 越佐会雑誌配布扣 大瀧 状2 墨 25-1～25-18は紐で一括
25-11 記〔越佐会誌出版費請求書〕 栄文舎 明治34年7月15日 状１ 墨 25-1～25-18は紐で一括
25-12 〔書簡下書き〕（寄附金募集運動の結果報告） 状１ 墨 25-1～25-18は紐で一括
25-13 見積り書（製本菊版等） 7月15日皆仕上候 状１ 墨 25-1～25-18は紐で一括
25-14 八日委員会（委員会議事及び出費者名簿） 8日 状１ 墨 25-1～25-18は紐で一括



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考
25-15 〔金銭書上げ〕 状１ 墨 25-1～25-18は紐で一括
25-16 会報費徴収簿 越佐会 冊１ 墨 25-1～25-18は紐で一括
25-17 会報費受領簿 越佐会 冊１ 墨 25-1～25-18は紐で一括
25-18 〔メモ〕 状１ 墨 25-1～25-18は紐で一括
26 越佐会々報資金募集簿 募集委員 明治34年7月 冊１ 墨
27-0 〔台紙〕（越佐会会計其他要用書類） 状2 墨
27-1-1 証〔請求書〕 磯馴写真館 小林 大正3年4月1日 状1 墨 27–1–1〜27–1–4はクリップで一
27-1-2 越佐会記念大会 大正3年3月8日 状3 ペン 27–1–1〜27–1–4はクリップで一

27-1-3 〔氏名・金銭書上げ〕（名士及校友・学生） 状2
墨、　鉛
筆

27–1–1〜27–1–4はクリップで一
括

27-1-4-1-1 分配用箋綴〔領収証〕
有限責任購買組合早稲田
消費組合

（越佐会）小林賢蔵 （大正）3年3月25日 状1 ペン
27–1–1〜27–1–4はクリップで一
括　27−1−4−1〜27−1−4−5は合
綴　27–1–4–１–1〜27–1–4–1−3

27-1-4-1-2 分配控用箋
有限責任購買組合早稲田
消費組合

（遊佐会）小林 （大正）3年3月8日 状1 ペン
27–1–1〜27–1–4はクリップで一
括　27−1−4−1〜27−1−4−5は合
綴　27–1–4–１–1〜27–1–4–1−3

27-1-4-1-3 分配控用箋
有限責任購買組合早稲田
消費組合

（越佐会）小林賢蔵 （大正）3年3月7日 状1 ペン
27–1–1〜27–1–4はクリップで一
括　27−1−4−1〜27−1−4−5は合
綴　27–1–4–１–1〜27–1–4–1−3

27-1-4-2 証〔領収証〕 磯馴写真館 （大正）3年3月31日 状1 墨
27–1–1〜27–1–4はクリップで一
括　27−1−4−1〜27−1−4−5は合

27-1-4-3 記〔領収証〕 花月庵 越佐会 （大正)3年3月30日 状1 墨
27–1–1〜27–1–4はクリップで一
括　27−1−4−1〜27−1−4−5は合

27-1-4-4 記〔領収証〕 八百熊 上 3月8日 状1 墨
27–1–1〜27–1–4はクリップで一
括　27−1−4−1〜27−1−4−5は合

27-1-4-5 証〔領収証〕 大学寄宿舎大野屋 越佐会 大正3年3月30日 状1 ペン
27–1–1〜27–1–4はクリップで一
括　27−1−4−1〜27−1−4−5は合

27-2 証〔領収証〕 磯馴写真館 小林 大正3年6月 状1 墨
27-3 記〔領収証〕 鶏卵鰹節乾物商ふじや商店 上 大正3年7月13日 状1 墨
27-4 〔収支書上げ〕 大正 冊1 ペン
27-5 〔集金証明書〕 8月7日 状1 墨
27-6-0 〔封筒〕（早稲田大学図書館と裏書あり） 封1 印刷

27-6-1 会計報告　自大正五年一月至大正六年四月
大正5年1月〜大正6
年4月

冊1 ペン

27-6-2 会計報告　自大正六年五月至大正七年三月
大正6年5月〜大正7
年3月

冊1 ペン

27-6-3 会計報告　自大正四年五月至大正五年一月 大正5年1月29日 冊1 ペン

27-7-1-1 記〔領収証〕 内外砂糖商井岡砂糖店 上 大正4年7月12日 状1 墨
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
−7−1−1〜27−7−１−7は合綴

27-7-1-2 家賃請取仮証 鈴木三吉 越佐倶楽部 7月12日 状1 墨
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
−7−1−1〜27−7−１−7は合綴

27-7-1-3 記〔領収証〕 鈴木三吉 越佐会 9月30日 状1 墨
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
−7−1−1〜27−7−１−7は合綴



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

27-7-1-4 家賃請取仮証 鈴木三吉 越佐会倶楽部 大正4年12月24日 状1 墨
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
−7−1−1〜27−7−１−7は合綴

27-7-1-5 地代請取仮証 鈴木三吉 越佐会倶楽部 大正5年1月29日 状1 墨
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
−7−1−1〜27−7−１−7は合綴

27-7-1-6-1 記〔会計書上げ〕 状2 墨、鉛筆
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
−7−1−1〜27−7−１−7は合綴　27
−7−1−6–1〜27−7−１−6–3は合

27-7-1-6-2 現在備品 状1 墨
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
−7−1−1〜27−7−１−7は合綴　27
−7−1−6–1〜27−7−１−6–3は合

27-7-1-6-3 買入予定品 状1 墨
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
−7−1−1〜27−7−１−7は合綴　27
−7−1−6–1〜27−7−１−6–3は合

27-7-1-7 記〔領収証〕
和洋紙文房具雑貨商水口
団次郎

越佐会 12月31日 状1 墨
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
−7−1−1〜27−7−１−7は合綴

27-7-2 記〔金銭受取〕 ふじや 7月11日 状1 墨 27−7−1〜27–7–5は紐で一括
27-7-3 〔越佐会々則印刷代金請求書〕 日清印刷株式会社営業部 早大図書館　小林 大正5年4月25日 状1 ペン 27−7−1〜27–7–5は紐で一括

27-7-4-1 〔白砂糖代金受取証〕 鶏卵鰹節乾物商ふじや商店 上 大正5年7月11日 状1 墨
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
–７–4–1〜27–7–4–3はクリップで
一括

27-7-4-2 家賃請取証 鈴木三之助 越佐倶楽部
（大正）5年1月〜（大
正）5年6月

状1 墨
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
–７–4–1〜27–7–4–3はクリップで
一括

27-7-4-3 家賃受領証 石川今平 越佐会倶楽部 大正5年10月10日 状1 墨
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
–７–4–1〜27–7–4–3はクリップで
一括

27-7-5-1 〔氏名・金額書上げ〕（校友・学生） 状3 墨、鉛筆
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
–７–5–1〜27–7–5–3はクリップで
一括

27-7-5-2 〔下足祝儀礼状〕 末よし 上 5月8日 状1 墨
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
–７–5–1〜27–7–5–3はクリップで
一括

27-7-5-3 記〔飲食代金領収証〕 末よし 上 状1 墨
27−7−1〜27–7–5は紐で一括　27
–７–5–1〜27–7–5–3はクリップで
一括

28 記〔越佐会基金寄付申込書綴〕
石黒大次郎、佐藤忠吾、佐
藤徳三郎他11名

早稲田大学越佐会
会長市島謙吉

大正2年10月4日～
20日

綴1 墨

29-0 〔封筒〕（越佐会会計用と上書きあり）
GENERAL ELECTRIC
COMPANY PUBLICATION
BUREAU

LIBRARY WASEDA
UNIVERSITY,TOKY
O,JAPAN

12月1日 封1

29-1 領収証〔控〕
吉田東伍、市島謙
吉、昆田文二郎他

(大正）2年前後 冊1 ペン

29-2 〔領収証控〕
吉田東伍、坪谷、
昆田他

大正3年10月4日～
大正6年6月5日

冊1 ペン
「越佐、寄」と書かれた表紙の断
片あり



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

29-3 領収証〔控〕
昆田、増田、坪谷
他

大正6年7月3日～大
正8年6月

冊1 ペン

30-0 〔封筒〕（越佐会記念大会と上書きあり） 封1 鉛筆
30-1-1 〔越佐会収支計算書〕 状1 墨 30－1－1～30－1－13は合綴

30-1-2 証〔領収証〕 早稲田大学出版部
早稲田大学図書館
会計課

大正2年6月30日 状1 墨 30－1－1～30－1－13は合綴

30-1-3 〔幹事電車賃・案内状発送切手代幹事立替証〕 幹事斎藤和太郎 5月24日済 状1 墨 30－1－1～30－1－13は合綴
30-1-4 証〔領収証〕 近江屋水田團次郎 越佐会 大正2年11月3日 状1 墨 30－1－1～30－1－13は合綴

30-1-5 受領証 石川今平 越佐会倶楽部 大正3年12月10日 状3 ペン
大正2年9月分　30－1－1～30－
1－13は合綴

30-1-6 受領証 石川今平 越佐会倶楽部 大正3年12月10日 状1 ペン
大正2年10月分　30－1－1～30
－1－13は合綴

30-1-7 受領証 石川今平 越佐会倶楽部 大正3年12月10日 状1 ペン
大正2年11月分　30－1－1～30
－1－13は合綴

30-1-8 証〔領収証〕 貸席清風亭 上 大正2年12月4日 状1 ペン 30－1－1～30－1－13は合綴

30-1-9 〔越佐会書状印刷代金請求書〕 日清印刷株式会社営業部 早稲田大学図書館 大正□年10月20日 状1 ペン
30－1－1～30－1－13は合綴
綴中に挿入

30-1-10 領収書 日清印刷株式会社 早稲田大学図書館 大正2年12月28日 状1 ペン 30－1－1～30－1－13は合綴

30-1-11 越佐会倶楽部収支勘定 大正2年12月20日調 冊1 ペン
早稲田工手学校用箋、早稲田大
学図書館罫紙使用　30－1－1～
30－1－11は合綴　綴中に挿入

30-1-12 記〔領収書〕 石川今平 越佐会倶楽部 大正2年12月29日 状1 墨 30－1－1～30－1－13は合綴
30-1-13 家賃請取之証 越佐倶楽部 大正2年1月 状1 墨 30－1－1～30－1－13は合綴

30-2-1 記〔受領証〕 石川今平 越佐倶楽部 大正元年12月28日 状1 墨
30–2–1〜30–2–4は合綴　11月
分・12月分代金受領

30-2-2 受領証 石川今平 越佐倶楽部 大正2年1月30日 状1 墨 30–2–1〜30–2–4は合綴
30-2-3 受領証 石川今平 越佐倶楽部 大正2年2月27日 状1 墨 30–2–1〜30–2–4は合綴
30-2-4 受領証 石川今平 越佐倶楽部 大正2年3月28日 状1 墨 30–2–1〜30–2–4は合綴
30-3 家賃請取仮証 鈴木三之助 小林 大正元年12月23日 状1 墨

30-4 越佐会倶楽部拡張案 大正2年12月20日 冊1
ペン、鉛
筆

「富士見軒に於て会議」と記載あ
り

30-5 家賃請取証 鈴木三之助 越佐倶楽部
大正3年6月〜大正4
年4月

状1 墨

30-6 家賃請取之仮証 鈴木三之助 越佐倶楽部 5月7日 状1 墨
30-7 記〔領収証〕 鈴木三吉 越佐会 4月14日 状1 墨
30-8 受領証 鈴木三之助 越佐倶楽部 大正3年2月28日 状1 墨
30-9 記〔領収証〕 石川はき 越佐会倶楽部 大正3年 状1 墨 大正3年1月分
30-10 記〔領収証〕 石川はき 越佐会倶楽部 大正3年 状1 墨 大正3年2月分
30-11 記〔領収証〕 石川はき 越佐会倶楽部 大正3年3月26日 状1 墨 大正3年3月分
30-12 記〔領収証〕 石川はき 越佐会倶楽部 大正3年 状1 墨 大正3年4月分
30-13 記〔領収証〕 石川はき 越佐会倶楽部 大正3年 状1 墨 大正3年5月分
30-14 記〔領収証〕 石川はき 越佐会倶楽部 大正3年 状1 墨 大正3年6月分
30-15 記〔領収証〕 越佐会会計岡田貞次 小林 大正13年11月28日 状1 墨



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

30-16 〔越佐会収支計算書〕
大正2年1月〜大正3
年2月

状2 ペン

30-17-1 貸家賃料領収証 小林堅三
大正5年9月〜大正6
年10月

状1 墨
30－17－1～30－17－8はクリッ
プで一括

30-17-2 受領証 石川はき 越佐会倶楽部 大正6年11月1日 状1 墨
30－17－1～30－17－8はクリッ
プで一括

30-17-3 会計報告　自大正六年五月至大正七年三月
大正6年5月〜大正7
年3月

冊1 ペン
30－17－1～30－17－8はクリッ
プで一括

30-17-4 会計報告　自大正五年一月至大正六年四月
大正5年1月〜大正6
年4月

冊1 ペン
30－17－1～30－17－8はクリッ
プで一括

30-17-5 会計報告　自大正四年五月至大正五年一月 大正5年1月29日 冊1 ペン
30－17－1～30－17－8はクリッ
プで一括　欄外に「副」と記載あり

30-17-6 支出の部（会計報告の断片） 状1 ペン
30－17－1～30－17－8はクリッ
プで一括

30-17-7 会計報告　自大正二年十二月至大正四年四月
大正2年12月〜大正
4年4月

冊1 ペン
30－17－1～30－17－8はクリッ
プで一括

30-17-8-1 〔会計報告〕
大正2年12月30日現
在

状1 ペン
30－17－1～30－17－8はクリッ
プで一括　30―17―8―1～30－
17－8－4が合綴

30-17-8-2 倶楽部基金勘定 大正2年12月20日 冊1 ペン
30－17－1～30－17－8はクリッ
プで一括　30―17―8―1～30－
17－8－4が合綴

30-17-8-3 倶楽部経常費勘定 大正2年12月20日 冊1 ペン
30－17－1～30－17－8はクリッ
プで一括　30―17―8―1～30－
17－8－4が合綴

30-17-8-4-1 大正二年十二月二十日偕楽園忘年会案内名簿 大正2年12月20日 冊1 ペン

30－17－1～30－17－8はクリッ
プで一括　30―17―8―1～30－
17－8－4が合綴　30―17―8―4
–1～30－17－8－4–2が合綴

30-17-8-4-2 仮証〔領収証〕 富士見軒青柳唯吉 市島 大正2年12月20日 状1 ペン

30－17－1～30－17－8はクリッ
プで一括　30―17―8―1～30－
17－8－4が合綴　30―17―8―4
–1～30－17－8－4–2が合綴

31 越佐会倶楽部基金寄附帳 大正2年10月起 冊1 ペン
早稲田大学図書館罫紙使用　大
正3年1月4日まで記載あり

32-1 北海一砂
東京専門学校内越佐懇親
会々幹

明治16年前後 冊1 墨 　

32-2 〔同窓集〕 明治17年前後 冊1 墨
32-3 同窓集第二号 越佐懇親会編輯 明治18年4月 冊1 墨
32-4 同窓集第四号 越佐親睦会 明治18年12月 冊1 墨
33 早稲田大学同窓越佐会誌　附越佐会名簿　第三号 大正2年11月 冊1 ペン
34 〔同攻会感謝状〕 同攻会 越佐親睦会 明治18年4月 状2 墨 包紙付
35-1 〔葉書〕（越佐会幹事会出欠の通知） 大江乙亥門 越佐会幹事 （昭和13）年6月14日 状1 ペン
35-2 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 富田行雄 小林堅三 （昭和13）年6月24日 状1 ペン



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考
35-3 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 坂上元 小林堅三 （昭和13年6月26日） 状1 ペン

36 〔名刺〕（山澤輝久） 状2
印刷、
ペン

同文2通　ペンにて伝達事項の記
載あり

37 黙翁東京新詠 上野喜永次（黙狂） 昭和9年11月1日 冊1 印刷
38 早稲田大学同窓越佐会略歴　附越佐会名簿 〔越佐会〕 明治41年3月 冊16 印刷 同文16冊
39 越佐会人名簿 越佐会幹事 大正2年11月調 冊9 ペン 紐で一括
40-1 卒業生名簿　其一 越佐会 大正14年3月調 冊1 ペン
40-2 卒業生名簿　其二 越佐会 昭和7年卒業生迄 冊1 ペン

41 越佐会々員名簿（現在学生） 〔越佐会〕 冊1 ペン
1ページ目に「二年八月専門学校
を除く」と朱書あり

42 〔越佐会名簿〕 （昭和）
冊1、封
1

ペン
早稲田大学用箋使用　封筒あり
鈴木友居の転居通知添付

43 越佐会々員人名 状1 墨
44-1 越佐会々則 〔越佐会〕 状8 印刷 同文8通

44-2 議案〔越佐会秋季大会〕 〔越佐会〕 （明治42年11月5日） 冊2 印刷
同文2冊　「越佐会幹事会決定事
項」（42年11月2日付）添付

45 市島先生紀念寄附金受付簿 早稲田大学越佐会 昭和2年7月起 冊1
ペン、鉛
筆

昭和3年3月まで記載あり

46 市島先生謝恩記念芳名帖 新潟市学生委員 昭和2年8月 冊1 墨
47-1 市島会長へ贈呈記念品寄附金決算書 （昭和3年3月7日） 状1 印刷

47-2 〔市島会長への記念品贈呈の報告状〕
早稲田大学越佐会理事清
水泰次他4名、学生幹事一

昭和3年3月7日 状1 印刷

47-3 〔写真〕（市島先生記念品贈呈当日、於大隈会館） 越佐会 昭和3年3月7日
写真1、
状1、封
1

印刷
封筒あり　「昭和三年二月九日大
会及市島会長贈呈紀念書棚（於
大隈会館）」記事〔3所収〕複写添

48-1 〔越佐会創立三十年記念募金趣意書〕
越佐会代表者市島謙吉、本
田信敎、昆田文治郞他5名

大正2年10月 状25 印刷 同文25通

48-2 早稲田大学越佐会寄附金募集予定額 〔越佐会〕
冊1、状
1

印刷
「越佐会寄附状」と書かれた表紙
あり

48-3
〔募金の用途報告及び越佐会三十年紀念大会開催
通知〕

早稲田大学越佐会々長市
島謙吉

大正3年2月 状2 印刷 同文2通

48-4
〔募金の用途報告及び越佐会三十年紀念大会開催
通知原稿〕

（大正3年2月） 状3 墨

49-1 〔書簡〕（入会申込書） 行政三四年校友佐藤忠吾
早稲田大学越佐会
会長市島謙吉

大正2年10月12日
状1、封
1

ペン 封筒あり

49-2 〔書簡〕（寄付申込み） 佐藤榮作 越佐会 （大正2）年10月15日
状1、封
1

墨 封筒あり

49-3 〔書簡〕（寄付申込み） 玉木武則 越佐会長市嶋謙吉 （大正2）年10月19日
状1、封
1

墨 封筒あり

49-4 〔書簡〕（寄付申込み） 味方利造 越佐会 （大正2）年10月18日
状1、封
1

墨 封筒あり　書留郵便

49-5 〔封筒〕 池内俊治 越佐会 （大正2）年10月20日 封1 墨 中身なし　書留郵便
49-6 〔封筒〕 柄澤政雄 越佐会 大正2年10月16日 封1 ペン 中身なし
49-7 〔封筒〕 吉村慎一 越佐会幹事 （大正2年10月19日） 封1 ペン 中身なし



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考
49-8 〔封筒〕 石黒大次郎 越佐会々長 大正2年10月13日 封1 ペン 中身なし
49-9 〔封筒〕 飯村俊二 越佐会 （大正2年10月20日） 封1 ペン 中身なし
49-10 〔封筒〕 佐藤正夫 市島謙吉 大正2年10月30日 封1 墨 中身なし
49-11 〔封筒〕 村山悌蔵 越佐会 （大正2）年10月16日 封1 墨 中身なし
49-12 〔封筒〕 佐藤徳三郎 越佐会 封1 墨 中身なし
49-13 〔封筒〕 中林邦之助 市島謙吉 （大正2）年10月23日 封1 墨 中身なし

50-1-1
〔越佐会創立三十五年紀年兼市嶋兼吉慰安会の案
内状〕

早稲田大学越佐会幹事 大正7年4月1日 状5 印刷
50－1－1～50－1－6は紐で一括
同文5通

50-1-2
〔越佐会創立三十五年紀年兼市嶋兼吉慰安会の案
内の原稿〕

状2 ペン 50－1－1～50－1－6は紐で一括

50-1-3
〔越佐会創立三十五年紀年兼市嶋兼吉慰安会の案
内状〕

早稲田大学越佐会幹事 川上法勵 大正7年4月1日
状1、封
1

印刷
封筒あり　50－1－1～50－1－6
は紐で一括

50-1-4
〔越佐会創立三十五年紀年兼市嶋兼吉慰安会の案
内状〕

早稲田大学越佐会幹事 大正7年4月1日 状1 印刷
宛先は「田辺良平」の上に取消線
50－1－1～50－1－6は紐で一括

50-1-5
〔越佐会創立三十五年紀年兼市嶋兼吉慰安会の案
内状〕

早稲田大学越佐会幹事 山岸民四郎 大正7年4月1日
状1、封
1

印刷
封筒あり　宛先不明のため返戻
50－1－1～50－1－6は紐で一括

50-1-6 〔封筒〕 越佐会 向山政恕 封1
中身なし　50－1－1～50－1－6
は紐で一括

50-2-1 〔書簡〕（越佐会大会の出欠通知） 増子喜一郎、会津八一 越佐会幹事 大正7年4月16日
状1、封
1

墨
封筒あり　50－2－1〜50－2－12
は紐で一括

50-2-2 〔葉書〕（越佐会大会の出欠通知） 星野久 越佐会幹事 （大正7）年4月12日 状1 ペン 50－2－1〜50－2－12は紐で一
50-2-3 〔葉書〕（越佐会大会の出欠通知） 小池素康 越佐会 （大正7年4）月13日 状1 墨 50－2－1〜50－2－12は紐で一
50-2-4 〔葉書〕（越佐会大会の出欠通知） 櫻井芳賢 越佐会 （大正7）年4月13日 状1 ペン 50－2－1〜50－2－12は紐で一
50-2-5 〔葉書〕（越佐会大会の出欠通知） 大江乙亥門 越佐会 （大正7年4月13日） 状1 ペン 50－2－1〜50－2－12は紐で一
50-2-6 〔葉書〕（越佐会大会の出欠通知） 昆田文二郎 越佐会 （大正7年4）月13日 状1 墨 50－2－1〜50－2－12は紐で一
50-2-7 〔葉書〕（越佐会大会の出欠通知） 原達平 越佐会 （大正7）年4月16日 状1 墨 50－2－1〜50－2－12は紐で一
50-2-8 〔葉書〕（越佐会大会の出欠通知） 旗野美乃里 小林謙三 （大正7年4）月18日 状1 ペン 50－2－1〜50－2－12は紐で一
50-2-9 〔葉書〕（越佐会大会の出欠通知） 星野治作 越佐会 （大正7年4月17日） 状1 ペン 50－2－1〜50－2－12は紐で一
50-2-10 〔葉書〕（越佐会大会の出欠通知） 反町茂作 越佐会 （大正7年4月18日） 状1 ペン 50－2－1〜50－2－12は紐で一
50-2-11 〔葉書〕（越佐会大会の出欠通知） 會田彰誠 越佐会 （大正）7年4月13日 状1 墨 50－2－1〜50－2－12は紐で一
50-2-12 〔葉書〕（越佐会大会の出欠通知） 羽田智証 越佐会 （大正7）年4月12日 状1 墨 50－2－1〜50－2－12は紐で一
50-3-1 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 建部□□ 小林堅三 （大正7）年4月20日 状1 ペン 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-2 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 竹本宇吉 小林堅三 （大正7年4月19日） 状1 ペン 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-3 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 中野鐵平 越佐会 （大正7年4月）18日 状1 墨 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-4 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 大塚伝三郎 越佐会 （大正7年4月12日） 状1 ペン 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-5 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 横山賀利 越佐会幹事 （大正7年4月19日） 状1 ペン 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-6 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 宇都宮 越佐会 （大正7）年4月19日 状1 墨 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-7 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 廣井一 越佐会 （大正7)年4月17日 状1 ペン 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-8 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 山本悌二郎留主宅 越佐会 （大正7年4月18日） 状1 墨 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-9 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 桑原正枝 越佐会 （大正7年4月18日） 状1 墨 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-10 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） □□仁十郎 越佐会 （大正7）年4月18日 状1 墨 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-11 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 吉田千款代人 越佐会 （大正7）年4月12日 状1 ペン 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-12 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 長谷川誠也 越佐会幹事 （大正7）年4月12日 状1 ペン 50–3–1〜50–3–18は紐で一括



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考
50-3-13 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 坪谷善四郎 越佐会 （大正7）年4月12日 状1 ペン 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-14 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 富田達三郎 越佐会 （大正7）年4月11日 状1 墨 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-15 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 内藤久寛 越佐会 （大正7）年4月12日 状1 墨 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-16 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 室七二郎 越佐会 （大正7年4）月12日 状1 墨 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-17 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 勝田加一 越佐会 （大正7年4月13日） 状1 ペン 50–3–1〜50–3–18は紐で一括
50-3-18 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 家坂幸三郎 越佐会 （大正7）年4月13日 状1 ペン 50–3–1〜50–3–18は紐で一括

51-0 〔包紙〕（旧幹事時代のもの） 状1 ペン
「旧幹事時代のもの」と上書きあり
裏面は「金瓶梅」の場面・登場人
物紹介

51-1 四十四年二月二日新旧幹事会決定事項 （明治）44年2月2日 状2 墨
51-2 現在幹事宿所 状2 墨
51-3 〔メモ、人名書上げ、金銭書上げ〕 綴1 墨、鉛筆
51-4 〔越佐会在学幹事としての佐野貞助推薦状〕 山田幸三郎 （明治）43年11月29 状1 墨

51-5
〔下書き〕（第百九十九回春季越佐会大会（在校新潟
県人会）の案内）

（大正2）年4月 状1 ペン

52 〔越佐会創立二十五周年紀念　紀念樹献呈文〕 越佐会同衆 明治41年3月15日
状1、封
1

墨
封筒あり　封筒に「紀念木　文」と
上書きあり

53-1 〔会計書類〕 冊1
ペン、鉛
筆

53-2 〔封筒〕（越佐会々計書類　登録済） 封1 墨 中身なし
53-3 証〔受領証〕 山田幸三郎 小林 明治43年10月14日 状1 墨
53-4 〔メモ〕（金銭受取） 向山 11月29日受取 状1 墨
53-5 〔メモ〕（金銭書上げ） 11月2日〜12月6日 状1 墨
53-6 〔メモ〕（金銭書上げ） 11月6日〜12月6日 状1 墨
53-7 〔メモ〕（金銭書上げ） 3月1日〜9月16日 状1 墨
53-8 大会後の会計報告 状1 墨
53-9 〔大会後の収支〕 状2 墨 控あり
54-1 家賃請取仮証 鈴木三之助 越佐会倶楽部 7月分 状1 墨
54-2 〔議案〕 冊1 墨
54-3 明治43年度概算越佐会並に附属倶楽部維持費 明治43年度 状1 ペン
54-4 記〔家賃請取証〕 鈴木 越佐会 9月5日 状1 墨

54-5
〔書簡〕（昨年度の寄付に対する返礼と今年度の寄
付のお願い）

早稲田大学内越佐会々長
市嶋謙吉

星野治作 状1 墨

55-0 〔表紙〕（倶楽部存廃問題　大正十三十四年） 大正13・14年 状1 鉛筆
55－0～55－6は合綴　「倶楽部
存廃問題　大正十三十四年」と上
書きあり

55-1 〔下書き〕（越佐会協議事項） （大正） 状1 ペン 55－0～55－6は合綴

55-2 協議事項概要 （越佐会） 状2
印刷、鉛
筆、ペン

55－0～55－6は合綴

55-3
〔書簡〕（越佐会、越佐倶楽部についての会合におけ
る決議事項の通知）

早稲田大学越佐会会長市
嶋謙吉

大正14年1月17日発
送

状2 印刷
55－0～55－6は合綴　　「於早稲
田大学出版部大正十三年十二月
十三日決議」と朱書きあり

55-4 〔人名書上げ〕 （大正） 冊1 ペン 55－0～55－6は合綴
55-5 〔メモ〕（人名等書上げ） （大正） 状1 鉛筆 55－0～55－6は合綴



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

55-6-1 〔書簡〕（越佐倶楽部の一時閉鎖について）
早稲田大学新潟県人越佐
倶楽部員吉田清、大塚淳
二、安達昌二他5名

大正14年6月 状4 印刷
55－0～55－6は合綴　55－6–１
～55－6–2はクリップで一括

55-6-2 〔封筒〕 早大横内越佐倶楽部 石塚一雄 （大正14年6月30日） 封1 ペン
55－1～55－6は合綴　55－6–１
～55－6–2はクリップで一括　中

56-0 〔表紙〕（大正十五年越佐会復興書類） 大正15年 状2 ペン
56–0～56–20は合綴　一枚目に
「大正十五年度」と上書きあり

56-1 〔名簿〕 （大正） 状1 ペン 56–0～56–20は合綴

56-2-1 〔下書き〕（越佐会幹事会・記念大会について） （大正） 状1 鉛筆
56–0～56–20は合綴　56–2–1〜
56–2–5はクリップにて一括

56-2-2 〔議事〕（復興後の越佐会について） （大正） 状2 ペン
56–0～56–20は合綴　56–2–1〜
56–2–5はクリップにて一括

56-2-3 〔メモ〕 状1 鉛筆
56–0～56–20は合綴　56–2–1〜
56–2–5はクリップにて一括

56-2-4
〔書簡〕（越佐両州出身者による会合開催のための
準備会出席依頼）

早稲田大学越佐会長市嶋
謙吉、理事清水泰二、高井
忠夫他3名

大正15年11月7日 状1 印刷
56–0～56–20は合綴　56–2–1〜
56–2–5はクリップにて一括

56-2-5 十五年十一月十三日復興相談会案内 （大正15年11月） 冊1 ペン
56–0～56–20は合綴　56–2–1〜
56–2–5はクリップにて一括

56-3
〔書簡〕（第二早稲田高等学院在学新潟県下各中学
校出身幹事の氏名の通知）

長谷川 小林 10月13日 状2 ペン 56–0～56–20は合綴

56-4 〔人名書上げ〕 （大正） 状2 鉛筆 56–0～56–20は合綴

56-5-1 〔メモ〕 状１ 鉛筆
56–0～56–20は合綴　56–5–1〜
56–5–7はクリップにて一括

56-5-2 〔メモ〕 状１
鉛筆、ペ
ン

56–0～56–20は合綴　56–5–1〜
56–5–7はクリップにて一括

56-5-3 大正十五年十一月十三日出席者
（大正15年11月13
日）

状3
ペン、鉛
筆

56–0～56–20は合綴　56–5–1〜
56–5–7はクリップにて一括

56-5-4
〔人名書上げ〕（新潟県下各中学校出身者出欠につ
いて）

（大正） 冊1
ペン、鉛
筆

56–0～56–20は合綴　56–5–1〜
56–5–7はクリップにて一括

56-5-5 〔メモ〕 （大正） 状1 鉛筆
56–0～56–20は合綴　56–5–1〜
56–5–7はクリップにて一括

56-5-6 〔名簿〕 （大正） 冊1 ペン
56–0～56–20は合綴　56–5–1〜
56–5–7はクリップにて一括

56-5-7 越佐会大会出席者
（大正）15年12月11
日

状2 ペン
56–0～56–20は合綴　56–5–1〜
56–5–7はクリップにて一括

56-6 献立 株式会社中央亭早稲田支 （大正） 状1 ペン 56–0～56–20は合綴

56-7 大正十五年十二月十一日晩餐献立 越佐会晩餐会 大正15年12月11日 状1 印刷
56–0～56–20は合綴　56－6と同
内容

56-8 記〔領収証〕 大隈会館中央亭 小林 大正15年12月11日 状1
ペン、鉛
筆

56–0～56–20は合綴

56-9 〔請求書〕 大隈会館 越佐会 12月11日 状1 ペン 56–0～56–20は合綴

56-10 〔請求書〕 大隈会館 越佐会 12月11日 状1
ペン、鉛
筆

56–0～56–20は合綴



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

56-11 〔領収書〕
株式会社中央亭・大隈会館
出張所

越佐会、小林堅三 1月分 状1 ペン 56–0～56–20は合綴

56-12 勘定書 大隈会館 越佐会 大正15年12月20日 状1
カーボン
複写

56–0～56–20は合綴

56-13 請求兼領収証 大隈会館
早稲田大学会計
課、小林、越佐会

昭和2年1月26日 状1 ペン 56–0～56–20は合綴

56-14 請求兼領収証 大隈会館
早稲田大学会計
課、越佐会

大正15年12月8日 状1 ペン 56–0～56–20は合綴

56-15 〔領収書〕 大隈会館 越佐会 11月12日 状1 ペン 56–0～56–20は合綴
56-16 〔メモ〕 状1 鉛筆 56–0～56–20は合綴
56-17 越佐会大会出席者 大正15年12月11日 冊1 ペン 56–0～56–20は合綴
56-18 〔人名書上げ〕 状4 鉛筆 56–0～56–20は合綴
56-19 領収証 日清印刷株式会社会計課 小林堅三 昭和2年1月31日 状1 ペン 56–0～56–20は合綴

56-20 〔請求証〕 日清印刷株式会社営業部
（早大図書館）小林
堅三

大正（昭和カ）2年1
月20日

状1 ペン 56–0～56–20は合綴

57-1-1 早稲田大学同窓越佐会略歴附越佐会名簿 〔越佐会〕 明治41年3月 綴1 印刷 57–1–1～57–1–3は合綴
57-1-2 早稲田大学同窓越佐会誌附越佐会名簿 〔越佐会〕 明治43年4月 綴1 印刷 57–1–1～57–1–3は合綴
57-1-3 早稲田大学同窓越佐会略歴附越佐会名簿 〔越佐会〕 昭和6年11月 綴1 印刷 57–1–1～57–1–3は合綴
57-2 大正拾四年以降越佐会記録 〔越佐会〕 大正14年～昭和13 冊1 ペン 通知類など挿入

58-1-0 〔表紙〕（昭和二、三年度）
昭和2年度・昭和3年
度

状1 ペン
58–1–0～58–1–10は合綴　「昭和
二、三年度」と上書きあり

58-1-1 〔名刺〕（志賀信作） 状1 印刷 58–1–0～58–1–10は合綴

58-1-2 〔名簿〕
大正（昭和カ）2年6
月28日

冊1
ペン、鉛
筆

58–1–0～58–1–10は合綴　「十五
年三月末」と記載あり

58-1-3-1
一月二十八日（土）正午越佐会準備会　大隈会館
ホール

（昭和） 状2 ペン
58–1–0～58–1–10は合綴　58–1–
3−1～58–1–3−2はクリップにて一

58-1-3-2 〔人名書上げ〕 状2 鉛筆
58–1–0～58–1–10は合綴　58–1–
3−1～58–1–3−2はクリップにて一

58-1-4 二月九日午後四時大隈会館 状1
ペン、鉛
筆

58–1–0～58–1–10は合綴

58-1-5 〔書簡案文〕（越佐会大会の参加のお願い） 早稲田大学越佐会 昭和3年1月28日 状1 ペン 58–1–0～58–1–10は合綴
58-1-6 概算 （昭和）3年1月20日 状1 ペン 58–1–0～58–1–10は合綴

58-1-7 〔電報〕（御盛会を祝す、市島によろしく） マツヰ イッサカイカンジ （昭和3年2月9日） 状1
カーボン
複写

58–1–0～58–1–10は合綴

58-1-8 〔電報〕（盛会を祝す、市島先生の御健康を祈る） サイトクラシロ イッサクワイ （昭和3年2月9日） 状1
カーボン
複写

58–1–0～58–1–10は合綴

58-1-9 〔メモ〕 1月24日 状1 ペン 58–1–0～58–1–10は合綴

58-1-10-1-
1

請求兼領収証 大隈会館
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和2年7月31日 状1 ペン

58–1–0～58–1–10は合綴　58–1–
10−1～58–1–10−3は合綴　58–1–
10−1–1～58–1–10−1–4はクリップ
にて一括



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

58-1-10-1-
2

〔請求書〕 大隈会館 越佐会 6月28日 状1 ペン

58–1–0～58–1–10は合綴　58–1–
10−1～58–1–10−3は合綴　58–1–
10−1–1～58–1–10−1–4はクリップ
にて一括

58-1-10-1-
3

〔請求書〕 大隈会館 越佐会、小林堅三 6月17日 状1 ペン

58–1–0～58–1–10は合綴　58–1–
10−1～58–1–10−3は合綴　58–1–
10−1–1～58–1–10−1–4はクリップ
にて一括

58-1-10-1-
4

請求兼領収証 大隈会館
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和2年9月19日 状1 ペン

58–1–0～58–1–10は合綴　58–1–
10−1～58–1–10−3は合綴　58–1–
10−1–1～58–1–10−1–4はクリップ
にて一括

58-1-10-2-
1

〔請求書〕 大隈会館 越佐会 2月9日 状1 ペン

58–1–0～58–1–10は合綴　58–1–
10−1～58–1–10−3は合綴　58–1–
10−2–1～58–1–10−2–6はクリップ
にて一括

58-1-10-2-
2

記〔領収証〕 中央亭 越佐会 昭和3年2月9日 状1 ペン

58–1–0～58–1–10は合綴　58–1–
10−1～58–1–10−3は合綴　58–1–
10−2–1～58–1–10−2–6はクリップ
にて一括

58-1-10-2-
3

〔請求書〕 大隈会館 越佐会 2月9日 状1 ペン

58–1–0～58–1–10は合綴　58–1–
10−1～58–1–10−3は合綴　58–1–
10−2–1～58–1–10−2–6はクリップ
にて一括

58-1-10-2-
4

〔請求書〕 越佐会 2月分 状1 ペン

58–1–0～58–1–10は合綴　58–1–
10−1～58–1–10−3は合綴　58–1–
10−2–1～58–1–10−2–6はクリップ
にて一括

58-1-10-2-
5

〔請求書〕 大隈会館 越佐会 □□月28日 状1 ペン

58–1–0～58–1–10は合綴　58–1–
10−1～58–1–10−3は合綴　58–1–
10−2–1～58–1–10−2–6はクリップ
にて一括

58-1-10-2-
6

請求兼領収証 大隈会館
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和3年12月17日 状1 ペン

58–1–0～58–1–10は合綴　58–1–
10−1～58–1–10−3は合綴　58–1–
10−2–1～58–1–10−2–6はクリップ
にて一括

58-1-10-3 出席者〔先輩・校友・学生氏名書上げ〕 冊1
ペン、鉛
筆

58–1–0～58–1–10は合綴　58–1–
10−1～58–1–10−3は合綴

58-2-0 〔表紙〕（昭和四年度） 昭和4年度 状1 ペン
58－2－0～58－2－4は紐で一
括、「昭和四年度」と上書きあり

58-2-1
〔書簡〕（越佐会春季大会兼斉藤庫四郎・長場正利
歓迎、卒業生豫餞会の案内）

越佐会長市島謙吉 昭和4年2月1日 状1 印刷 58－2－0～58－2－4は紐で一括

58-2-2
〔下書き、人名書上げ〕（越佐会大会、相談会決議に
ついて）

昭和4年1月25日 綴1
ペン、鉛
筆

58－2－0～58－2－4は紐で一括



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考
58-2-3 昭和四年二月十二日越佐会案内 昭和4年2月2日発送 冊1 ペン 58－2－0～58－2－4は紐で一括

58-2-4-1-1 請求兼領収証 中央亭
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和4年2月16日 状1 ペン

58－2－0～58－2－4は紐で一括
58–2–4–1〜58–2–4–4は合綴　58
–2–4–1–1〜58–2–4–１–8はクリッ
プで一括

58-2-4-1-2 〔請求書〕 大隈会館 越佐会 1月20日 状1 ペン

58－2－0～58－2－4は紐で一括
58–2–4–1〜58–2–4–4は合綴　58
–2–4–1–1〜58–2–4–１–8はクリッ
プで一括

58-2-4-1-3 〔請求書〕 大隈会館 越佐会 2月12日 状1 ペン

58－2－0～58－2－4は紐で一括
58–2–4–1〜58–2–4–4は合綴　58
–2–4–1–1〜58–2–4–１–8はクリッ
プで一括

58-2-4-1-4 〔領収証〕 大隈会館 越佐会 昭和4年2月13日 状1 ペン

58－2－0～58－2－4は紐で一括
58–2–4–1〜58–2–4–4は合綴　58
–2–4–1–1〜58–2–4–１–8はクリッ
プで一括

58-2-4-1-5 〔請求書〕 大隈会館 小林堅二、越佐会 3月□日 状1 鉛筆

58－2－0～58－2－4は紐で一括
58–2–4–1〜58–2–4–4は合綴　58
–2–4–1–1〜58–2–4–１–8はクリッ
プで一括

58-2-4-1-6 仮受取証 久保田写真館 小林 4月30日 状1 鉛筆

58－2－0～58－2－4は紐で一括
58–2–4–1〜58–2–4–4は合綴　58
–2–4–1–1〜58–2–4–１–8はクリッ
プで一括

58-2-4-1-7 〔会費等書上げ〕 状2 鉛筆

58－2－0～58－2－4は紐で一括
58–2–4–1〜58–2–4–4は合綴　58
–2–4–1–1〜58–2–4–１–8はクリッ
プで一括

58-2-4-1-8 仮記〔内金領収証〕 中央亭久保田 越佐会 昭和4年2月12日 状1 ペン

58－2－0～58－2－4は紐で一括
58–2–4–1〜58–2–4–4は合綴　58
–2–4–1–1〜58–2–4–１–8はクリッ
プで一括

58-2-4-2 昭和四年二月十二日越佐会出席者 昭和4年2月12日 状2
ペン、鉛
筆

58－2－0～58－2－4は紐で一括
58–2–4–1〜58–2–4–4は合綴

58-2-4-3 昭和四年二月十二日出席者 昭和4年2月12日 冊1
鉛筆、ペ
ン

58－2－0～58－2－4は紐で一括
58–2–4–1〜58–2–4–4は合綴

58-2-4-4 四年度越佐会写真〔写真配布者人名〕 （昭和）4年度
状２　封
1

鉛筆、ペ
ン

58－2－0～58－2－4は紐で一括
58–2–4–1〜58–2–4–4は合綴

58-3-0 〔表紙〕（昭和五年度） 昭和5年度 状1 ペン
58－3－0～58－3－3は紐で一
括、「昭和五年度」と上書きあり

58-3-1-1 〔名刺〕（花田秀雄） 状1
印刷、鉛
筆

58－3－0～58－3－3は紐で一括
58－3－1–1～58－3－1–3はク
リップで一括



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

58-3-1-2 〔メモ〕（田辺菊二住所など書上げ） 状1 鉛筆
58－3－0～58－3－3は紐で一括
58－3－1–1～58－3－1–3はク
リップで一括

58-3-1-3 越佐会打合会〔人名など書上げ〕 昭和5年1月20日 冊1
ペン、鉛
筆

58－3－0～58－3－3は紐で一括
58－3－1–1～58－3－1–3はク
リップで一括

58-3-2 〔名簿〕（越佐会案内） 昭和5年1月27日 冊1 ペン 58－3－0～58－3－3は紐で一括

58-3-3-1-1 〔請求書〕 大隈会館 K.K □月３日 状1 ペン

58－3－0～58－3－3は紐で一括
58－3－3–1～58－3－3–2は合綴
58－3－3–1–1～58－3－3–１–6
はクリップで一括

58-3-3-1-2 〔人名書上げ〕 状1
ペン、鉛
筆

58－3－0～58－3－3は紐で一括
58－3－3–1～58－3－3–2は合綴
58－3－3–1–1～58－3－3–１–6
はクリップで一括

58-3-3-1-3 仮領収証 久保田写真館 越佐会 状1 ペン

58－3－0～58－3－3は紐で一括
58－3－3–1～58－3－3–2は合綴
58－3－3–1–1～58－3－3–１–6
はクリップで一括

58-3-3-1-4 請求兼領収証 大隈会館
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和5年2月18日 状1 ペン

58－3－0～58－3－3は紐で一括
58－3－3–1～58－3－3–2は合綴
58－3－3–1–1～58－3－3–１–6
はクリップで一括

58-3-3-1-
5-1

請求兼領収証 中央亭
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和5年2月17日 状1 ペン

58－3－0～58－3－3は紐で一括
58－3－3–1～58－3－3–2は合綴
58－3－3–1–1～58－3－3–１–6
はクリップで一括　58－3－3–1–5
–1～58－3－3–１–5–3は合綴

58-3-3-1-
5-2

〔請求書〕 大隈会館 越佐会　K.K １月20日 状1
ペン、鉛
筆

58－3－0～58－3－3は紐で一括
58－3－3–1～58－3－3–2は合綴
58－3－3–1–1～58－3－3–１–6
はクリップで一括　58－3－3–1–5
–1～58－3－3–１–5–3は合綴

58-3-3-1-
5-3

〔請求書〕 大隈会館 越佐会 2月5日 状1
ペン、鉛
筆

58－3－0～58－3－3は紐で一括
58－3－3–1～58－3－3–2は合綴
58－3－3–1–1～58－3－3–１–6
はクリップで一括　58－3－3–1–5
–1～58－3－3–１–5–3は合綴

58-3-3-1-6 請求兼領収証 中央亭
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和5年3月16日 状1 ペン

58－3－0～58－3－3は紐で一括
58－3－3–1～58－3－3–2は合綴
58－3－3–1–1～58－3－3–１–6
はクリップで一括

58-3-3-2 昭和五年二月五日越佐会出席 昭和5年2月5日 冊1
ペン、鉛
筆

58－3－0～58－3－3は紐で一括
58－3－3–1～58－3－3–2は合綴



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

58-4-0 〔表紙〕（昭和六年度） 昭和6年度 状1 ペン
58－4－0～58－4－3は紐で一
括、「昭和六年度」と上書きあり

58-4-1-1-1 〔名簿〕（昭和六年六月二十三日越佐会幹事会） 昭和6年6月18日 状2
ペン、鉛
筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58－4－1–1～58－4－1–3はク
リップで一括　58–4–１–1–1～58–
4–１–1–2は合綴

58-4-1-1-2 相談事項 状2 鉛筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58－4－1–1～58－4－1–3はク
リップで一括　58–4–１–1–1～58–
4–１–1–2は合綴

58-4-1-2-1 〔名簿〕（越佐会相談会） 昭和6年10月26日 状2 ペン

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58－4－1–1～58－4－1–3はク
リップで一括　58–4–１–2–1～58–
4–１–2–2はクリップで一括

58-4-1-2-2 相談事項 昭和6年10月26日 状1 鉛筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58－4－1–1～58－4－1–3はク
リップで一括　58–4–１–2–1～58–
4–１–2–2はクリップで一括

58-4-1-3-1 〔メモ〕 状2
ペン、鉛
筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58－4－1–1～58－4－1–3はク
リップで一括　58–4–１–3–1～58–
4–１–3–2はクリップで一括

58-4-1-3-2 〔名簿〕（案内状発送） 状8
ペン、鉛
筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58－4－1–1～58－4－1–3はク
リップで一括　58–4–１–3–1～58–
4–１–3–2はクリップで一括

58-4-2 〔名簿〕（昭和6年11月7日大会出席者） 昭和6年11月7日 状1 ペン 58－4－0～58－4－3は紐で一括

58-4-3-1-1 〔メモ〕 6月21日 状1
ペン、鉛
筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58−４–3–１～58−４–3–2はクリップ
で一括　58−４–3–１−1～58−４–3
−1–4はクリップで一括

58-4-3-1-2 請求兼領収証 中央亭
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和6年7月8日 状2
ペン、鉛
筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58−４–3–１～58−４–3–2はクリップ
で一括　58−４–3–１−1～58−４–3
−1–4はクリップで一括　6月23日
付請求書添付

58-4-3-1-3 請求兼領収証 中央亭
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和6年10月11日 状2
ペン、鉛
筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58−４–3–１～58−４–3–2はクリップ
で一括　58−４–3–１−1～58−４–3
−1–4はクリップで一括　9月28日
付請求書添付



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

58-4-3-1-
4-0

〔表紙〕（六年十月大会） （昭和）6年10月 状1 鉛筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58−４–3–１～58−４–3–2はクリップ
で一括　58−４–3–１−1～58−４–3
−1–4はクリップで一括　58−４–3–
1−4–0～58−４–3−1–4–5は合綴
「六年十月大会」と上書きあり

58-4-3-1-
4-1

〔請求書〕 大隈会館 越佐会 11月7日 状1
ペン、鉛
筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58−４–3–１～58−４–3–2はクリップ
で一括　58−４–3–１−1～58−４–3
−1–4はクリップで一括　58−４–3–
1−4–0～58−４–3−1–4–5は合綴

58-4-3-1-
4-2

請求兼領収証 中央亭
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和6年11月18日 状1
ペン、鉛
筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58−４–3–１～58−４–3–2はクリップ
で一括　58−４–3–１−1～58−４–3
−1–4はクリップで一括　58−４–3–
1−4–0～58−４–3−1–4–5は合綴

58-4-3-1-
4-3

〔請求書〕 大隈会館 越佐会 10月26日 状1
ペン、鉛
筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58−４–3–１～58−４–3–2はクリップ
で一括　58−４–3–１−1～58−４–3
−1–4はクリップで一括　58−４–3–
1−4–0～58−４–3−1–4–5は合綴

58-4-3-1-
4-4

〔請求書〕 大隈会館 越佐会 11月7日 状1
ペン、鉛
筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58−４–3–１～58−４–3–2はクリップ
で一括　58−４–3–１−1～58−４–3
−1–4はクリップで一括　58−４–3–
1−4–0～58−４–3−1–4–5は合綴

58-4-3-1-
4-5

勘定書 大隈会館 越佐会 昭和6年12月15日 状1 鉛筆

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58−４–3–１～58−４–3–2はクリップ
で一括　58−４–3–１−1～58−４–3
−1–4はクリップで一括　58−４–3–
1−4–0～58−４–3−1–4–5は合綴

58-4-3-2 〔名簿〕 昭和6年11月7日 冊1
鉛筆、ペ
ン

58－4－0～58－4－3は紐で一括
58−４–3–１～58−４–3–2はクリップ
で一括

58-5-0 〔表紙〕（昭和七年分） 昭和7年 状2 鉛筆
「昭和七年分」という貼紙がクリッ
プにて添付

58-5-1 〔役割表〕、早稲田大学越佐会大会出席者芳名 状2
鉛筆、印
刷

役割表の貼紙がクリップにて添付

58-5-2-1 早稲田大学越佐会々員券 状2 印刷
58–5–2–1～58–5–2–3はクリップ
にて一括　同文2通

58-5-2-2 〔席順表〕 状1
ペン、鉛
筆

58–5–2–1～58–5–2–3はクリップ
にて一括

58-5-2-3 〔メモ〕（氏名書上げ） 状3 鉛筆
58–5–2–1～58–5–2–3はクリップ
にて一括



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

58-5-3-1 〔名刺〕（松原茂） 状1
印刷、ペ
ン、鉛筆

58–5–3–1～58–5–3–6はクリップ
にて一括

58-5-3-2 〔名刺〕（黒井梧樓） 状1
印刷、ペ
ン

58–5–3–1～58–5–3–6はクリップ
にて一括

58-5-3-3 〔名刺〕（花田秀雄） 状1
印刷、ペ
ン

58–5–3–1～58–5–3–6はクリップ
にて一括

58-5-3-4 〔名刺〕（三井田治郎） 状1
印刷、ペ
ン

58–5–3–1～58–5–3–6はクリップ
にて一括

58-5-3-5 〔名刺〕（斎藤泰三） 状1
印刷、ペ
ン

58–5–3–1～58–5–3–6はクリップ
にて一括

58-5-3-6-1 〔名簿〕（学生） 状1
ペン、鉛
筆

58–5–3–1～58–5–3–6はクリップ
にて一括　58–5−3–6–1～58–5−3
–6–3はクリップにて一括

58-5-3-6-2 写真購入者名簿 状1
ペン、鉛
筆

58–5–3–1～58–5–3–6はクリップ
にて一括　58–5−3–6–1～58–5−3
–6–3はクリップにて一括

58-5-3-6-3 早稲田大学越佐会大会出席者芳名 状1
印刷、ペ
ン、鉛筆

58–5–3–1～58–5–3–6はクリップ
にて一括　58–5−3–6–1～58–5−3
–6–3はクリップにて一括

58-5-4 早稲田大学越佐会大会出席者芳名 状1 印刷

58-6-1-0 〔表紙〕（昭和七年度、昭和八年度）
昭和7年度　昭和8年
度

状1 ペン

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
「昭和七年度、昭和八年度」と上
書きあり

58-6-1-1 領収証 日清印刷株式会社 越佐会 昭和7年7月7日 状1 ペン
58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴

58-6-1-2 請求書 日清印刷株式会社 越佐会 昭和6年12月21日 状1 ペン
58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴

58-6-1-3 12月分仕上品明細書 日清印刷株式会社 越佐会 昭和6年12月20日 状1 ペン
58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴

58-6-1-4-1 〔メモ〕（昭和七年十二月大会用） 昭和7年12月 状1 ペン
58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–4–1～58–6–１–4–10は合

58-6-1-4-2 〔領収証〕 Rainbow Grill 早稲田越佐会 昭和7年12月9日 状1 ペン
58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–4–1～58–6–１–4–10は合

58-6-1-4-3 〔領収証〕 堀内写真館 小林 昭和7年12月14日 状1
ペン、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–4–1～58–6–１–4–10は合

58-6-1-4-4 請求兼領収証 中央亭
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和7年12月9日 状1 ペン
58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–4–1～58–6–１–4–10は合



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

58-6-1-4-5 〔請求証〕 越佐会 11月17日 状1 ペン
58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–4–1～58–6–１–4–10は合

58-6-1-4-
6-1

越佐会大会々計報告書
早大越佐会学生幹事会計
係代表若狭誠一

小林堅三 昭和7年12月10日 状2
ペン、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–4–1～58–6–１–4–10は合
綴　58–6–１–4–6–1～58–6–１–4–
6–3は合綴

58-6-1-4-
6-2

越佐会大会校友出席者芳名 昭和7年12月9日 状1
ペン、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–4–1～58–6–１–4–10は合
綴　58–6–１–4–6–1～58–6–１–4–
6–3は合綴

58-6-1-4-
6-3

学生出席者芳名（五十二名） 状1 ペン

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–4–1～58–6–１–4–10は合
綴　58–6–１–4–6–1～58–6–１–4–
6–3は合綴

58-6-1-4-7 〔メモ〕 状1 鉛筆
58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–4–1～58–6–１–4–10は合

58-6-1-4-8 請求兼領収証 中央亭
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和8年1月18日 状1 ペン
58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–4–1～58–6–１–4–10は合

58-6-1-4-9 〔請求書〕 越佐会　K.K 12月16日 状１
ペン、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–4–1～58–6–１–4–10は合

58-6-1-4-
10-1

昭和七年十二月九日越佐会案内 冊1
ペン、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–4–1～58–6–１–4–10は合
綴　58–6–１–4–10–１～58–6–１–4
–10–2はクリップにて一括

58-6-1-4-
10-2

〔メモ〕 状3
ペン、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–4–1～58–6–１–4–10は合
綴　58–6–１–4–10–１～58–6–１–4
–10–2はクリップにて一括

58-6-1-5-1 〔郵便物受領証〕 図書館越佐会 若狭政吉 （昭和8年5月5日） 状1
カーボン
複写

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–5–1～58–6–１–5–3はク
リップにて一括



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

58-6-1-5-2 〔為替受領証書〕 （昭和8年5月5日） 状1 ペン

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–5–1～58–6–１–5–3はク
リップにて一括

58-6-1-5-3 領収証 日清印刷株式会社 越佐会 昭和8年7月10日 状1 ペン

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58–6–１–0～58–6–１–5は合綴
58–6–１–5–1～58–6–１–5–3はク
リップにて一括

58-6-2-1-0 〔表紙〕（八年十二月九日大会） （昭和）8年12月9日 状1 ペン

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58－6－2–1～58－6－2–3は合綴
58－6－2–1–0～58－6－2–1–3は
クリップにて一括　「八年十二月
九日大会」と上書きあり

58-6-2-1-1 〔請求書〕 大隈会館 越佐会 11月30日 状1
鉛筆、ペ
ン

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58－6－2–1～58－6－2–3は合綴
58－6－2–1–0～58－6－2–1–3は
クリップにて一括　昭和8年12月
25日勘定書添付

58-6-2-1-2 領収証 大隈会館中央亭 越佐会 昭和9年3月1日 状3 ペン

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58－6－2–1～58－6－2–3は合綴
58－6－2–1–0～58－6－2–1–3は
クリップにて一括　12月9日付請
求書2枚添付

58-6-2-1-3 請求書 ふくやタクシー 越佐会 昭和9年1月31日 状1 鉛筆

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58－6－2–1～58－6－2–3は合綴
58－6－2–1–0～58－6－2–1–3は
クリップにて一括　同日付領収書
添付

58-6-2-2-1
九年十二月大会〔用品類書上げ並に故廣井一弔電
の件〕

昭和9年12月 状2 ペン

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58－6－2–1～58－6－2–3は合綴
58－6－2–2–0～58－6－2–2–2は
クリップにて一括

58-6-2-2-2 〔メモ〕（昭和八年十二月九日大会） 昭和8年12月9日 状2 鉛筆

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58－6－2–1～58－6－2–3は合綴
58－6－2–2–0～58－6－2–2–2は
クリップにて一括

58-6-2-3 〔学生・先輩名簿〕（昭和8年12月越佐会） 昭和8年12月 冊1
ペン、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一括
58－6－2–0～58－6－2–3は合綴

58-6-3-1 小為替金受領証書 廣井重次 （昭和9年1月19日） 状1
印刷、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－3–1～58－6－3–4は

58-6-3-2 電報頼信紙〔故廣井一弔電〕 越佐会 廣井重次 状1
ペン、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－3–1～58－6－3–4は



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

58-6-3-3-1 〔メモ〕（昭和九年度） 昭和9年度 状1 ペン

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－3–1～58－6－3–4は
合綴　58－6－3–3–1～58－6－3
–5はクリップで一括

58-6-3-3-2 請求兼領収証 中央亭
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和10年1月10日 状1 ペン

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－3–1～58－6－3–4は
合綴　58－6－3–3–1～58－6－3
–5はクリップで一括

58-6-3-3-3 証〔領収証〕 宮島写真館 越佐会 昭和9年12月13日 状1 ペン

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－3–1～58－6－3–4は
合綴　58－6－3–3–1～58－6－3
–5はクリップで一括

58-6-3-3-4 請求書 宮島写真館 越佐会 昭和9年12月13日 状1
ペン　鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－3–1～58－6－3–4は
合綴　58－6－3–3–1～58－6－3
–5はクリップで一括

58-6-3-3-5 記〔領収証〕 新宿　聚楽 越佐会 状1 ペン

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－3–1～58－6－3–4は
合綴　58－6－3–3–1～58－6－3
–5はクリップで一括

58-6-3-4-1 〔メモ〕 状3 ペン

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－3–1～58－6－3–4は
合綴　58－6－3–4–1～58－6－4
–2はクリップで一括

58-6-3-2 昭和九年十二月五日越佐会〔出席者名簿〕 昭和9年12月5日 冊1
ペン　鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－3–1～58－6－3–4は
合綴　58－6－3–4–1～58－6－4
–2はクリップで一括

58-6-4-0 〔表紙〕（昭和十年度） 昭和10年度 状1 ペン
58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－4–0～58－6－4–6は
合綴　「昭和十年度」と上書きあり

58-6-4-1 請求兼領収証 中央亭
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和10年12月9日 状1 ペン
58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－4–0～58－6－4–6は

58-6-4-2 〔請求書〕 大隈会館 越佐会 11月27日 状1
ペン、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－4–0～58－6－4–6は

58-6-4-3 記〔領収証〕 新宿　聚楽 早大越佐会 昭和10年12月15日 状1
ペン、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－4–0～58－6－4–6は

58-6-4-4-1 〔会計書上げ〕 状1
ペン、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－4–0～58－6－4–6は
合綴　58－6－4–4–１～58－6－4
–4–2は合綴
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58-6-4-4-2 早大越佐会来会者名簿 昭和10年12月13日 冊1
ペン、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－4–0～58－6－4–6は
合綴　58－6－4–4–１～58－6－4
–4–2は合綴

58-6-4-5-1 証〔領収証〕 宮島写真館 越佐会 昭和10年12月18日 状1 墨、ペン

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－4–0～58－6－4–6は
合綴　58－6－4–5–１～58－6－4
–5–2は合綴　メモ添付

58-6-4-5-2 請求書 宮島写真館 越佐会 昭和10年12月18日 状1
カーボン
複写

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－4–0～58－6－4–6は
合綴　58－6－4–5–１～58－6－4
–5–2は合綴

58-6-4-6 〔会計書上げ〕 状1
ペン、鉛
筆

58－6－1～58－6－5は紐で一
括。58－6－4–0～58－6－4–6は

58-6-5 記〔領収証〕 国際料理京花、かもめ 小林 昭和13年1月14日 状2 墨
58－6－1～58－6－5は紐で一
括。「昭和十三年度」と記載された
表紙あり

58-6-6 〔人名書上げ断片〕 状1 鉛筆

58-7-1-0 〔表紙〕（昭和八年度） 昭和8年度 状1 鉛筆

58－7－1～58－7－3はクリップで
一括　58－7－1–0～58－7－1–4
はクリップで一括　「昭和八年度」
と上書きあり

58-7-1-1 〔名刺〕（廣瀬儀一） 状1
印刷、鉛
筆

58－7－1～58－7－3はクリップで
一括　58－7－1–0～58－7－1–4
はクリップで一括

58-7-1-2 〔葉書〕（送付先通知） 石塚一雄・永田弘 越佐会 （昭和8年12月9日） 状1 ペン
58－7－1～58－7－3はクリップで
一括　58－7－1–0～58－7－1–4
はクリップで一括

58-7-1-3 〔名簿〕 昭和8年11月 冊1
ペン、鉛
筆

58－7－1～58－7－3はクリップで
一括　58－7－1–0～58－7－1–4
はクリップで一括

58-7-1-4
〔書簡〕（越佐会大会・幹事会についての協議の出席
願い）

越佐会 昭和8年11月25日 状2 印刷
58－7－1～58－7－3はクリップで
一括　58－7－1–0～58－7－1–4
はクリップで一括　同文2通

58-7-2-1 〔メモ〕 状2
ペン、鉛
筆

58－7－1～58－7－3はクリップで
一括　58－7－2–1～58－7－2–2
はクリップで一括

58-7-2-2 昭和八年十二月九日越佐会案内〔人名書上げ〕 （昭和8年） 冊1
ペン、鉛
筆

58－7－1～58－7－3はクリップで
一括　58－7－2–1～58－7－2–2
はクリップで一括

58-7-3 〔人名書上げ〕 冊1
ペン、鉛
筆

58－7－1～58－7－3はクリップで
一括

58-8-1 会員名簿 早稲田大学長岡会 昭和9年6月現在調 冊1 印刷
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58-8-2-1 〔名刺〕（深澤高吉） 状1
印刷、鉛
筆

58－8－2–１～58－8－2–9は紐
で一括

58-8-2-2 〔名刺〕（加藤隆次郎） 状1 印刷
58－8－2–１～58－8－2–9は紐
で一括

58-8-2-3-1 〔名刺〕青柳文郎 状1
印刷、鉛
筆、ペン

58－8－2–１～58－8－2–9は紐
で一括　58－8－2–3–1～58－8
－2–3−3はクリップで一括

58-8-2-3-2 〔名刺〕（鈴木友居） 状1
印刷、ペ
ン

58－8－2–１～58－8－2–9は紐
で一括　58－8－2–3–1～58－8
－2–3−3はクリップで一括

58-8-2-3-3 〔メモ〕（幹事会など） 状1 鉛筆
58－8－2–１～58－8－2–9は紐
で一括　58－8－2–3–1～58－8
－2–3−3はクリップで一括

58-8-2-4 十一月十五日幹事会案内〔名簿〕 昭和9年11月10日 冊1
ペン、鉛
筆

58－8－2–１～58－8－2–9は紐
で一括

58-8-2-5 〔メモ〕（氏名・住所書上げ） 状1
ペン、鉛
筆

58－8－2–１～58－8－2–9は紐
で一括

58-8-2-6 〔メモ〕（早大新中会幹事氏名・住所） 昭和9年11月 状1
ペン、鉛
筆

58－8－2–１～58－8－2–9は紐
で一括

58-8-2-7 先輩住所 状3 ペン
58－8－2–１～58－8－2–9は紐
で一括

58-8-2-8 九年十二月五日越佐会案内発送（名簿、外） （昭和）9年 冊1
ペン、鉛
筆

58－8－2–１～58－8－2–9は紐
で一括

58-8-2-9 十二月五日越佐会出席〔名簿〕 状1
ペン、鉛
筆

58－8－2–１～58－8－2–9は紐
で一括

58-9-1 〔名刺〕（山澤輝久） 状1
印刷、ペ
ン

裏面に自宅の案内図あり

58-9-2 〔名刺〕（山岡孝治） 状1 印刷

58-9-3 〔私製名刺〕（伊藤重剛・山口長三郎） 状1
鉛筆、ペ
ン

裏面に自宅の案内図あり

58-9-4 〔名簿〕 状2 ペン
58-9-5 〔メモ〕（昭和十年） 昭和10年 状1 ペン
58-9-6 〔名簿〕 昭和10年11月27日 状1 ペン

58-9-7 〔名簿〕 状1
ペン、鉛
筆

58-9-8
〔メモ〕（12月13日の越佐会の日時・飲食代金につい
て）

状1
ペン、鉛
筆

58-9-9 〔名簿〕 昭和10年11月 状3
ペン、鉛
筆

58-10-1-0 封筒 封1

58-10-1-1
〔書簡〕（小林堅三へ記念品を贈呈するための寄付
の依頼）

早稲田大学越佐会 昭和13年9月 状1 印刷

58-10-1-2
〔書簡原稿〕（小林堅三への記念品贈呈につき感謝
状）

早稲田大学越佐会 昭和13（14カ）年1月 冊1
ペン、鉛
筆
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58-10-1-3
〔書簡原稿〕（小林堅三への記念品贈呈につき感謝
状）

早稲田大学越佐会 昭和14年1月 状1
印刷、ペ
ン、鉛筆

58-10-2-1 〔申込書綴〕（小林堅三記念品代寄付につき）
坪谷善四郎、内藤久寛、長
場正利他

早稲田大学越佐会
昭和13年9月～昭和
13年10月

綴1
ペン、鉛
筆

払出通知票（為替）2通・名刺（石
平虎晴）1通綴込

58-10-2-2 〔葉書〕（敬承仕候） 渡辺幾次郎 越佐会 （昭和13）年7月18日 状1 ペン 58−10–2–１に挿入

58-10-2-3
〔葉書〕（小林堅三へ謝意を呈することにつき賛意を
表する件）

坂口献吉 越佐会 昭和13年7月28日 状1 ペン 58−10–2–１に挿入

58-10-2-4 〔払出通知票〕 内藤久寛 早稲田越佐会 （昭和13年10月1日） 状1 ペン 58−10–2–１に挿入

58-10-2-5 〔封筒〕 武石弘三郎 越佐会 10月25日 封1 ペン
58−10–2–１に挿入　封筒のみ
書留郵便

58-10-3 昭和十三年十二月一日（水）於永楽倶楽部　越佐会 昭和13年12月1日 冊1 ペン

58-10-4 領収証（領収証控） 越佐会
増田義一、内藤久
寛、昆田文二郎他

大正14年6月26日～
（昭和）4年9月6日

冊1 ペン

58-10-5 小林堅三氏記念寄附申込受付簿 越佐会 昭和13年9月〜12月 冊1
ペン、鉛
筆

58-10-6 記〔領収証〕 養神亭 早稲田大学先生 大正9年6月13日
状1、封
1

鉛筆 封筒あり

58-10-7-1 家計簿〔小林堅三記念品贈呈の会計簿〕
昭和13年7月22日～
12月

冊1 ペン

58-10-7-2 領収証 磯崎印刷所 時岡 昭和13年12月 状1 ペン 58–10–7–1の最終ページに挿入

58-10-7-3 請求兼領収証 中央亭 早稲田大学会計課 昭和13年9月8日
状1、封
1

ペン
58–10–7–1の最終ページに挿入
封筒あり　7月8日付請求書添付

58-10-7-4 領収証 磯崎印刷所 早大越佐会 昭和13年12月 状1 ペン 58–10–7–1の最終ページに挿入

58-10-7-5 請求書 磯崎印刷所 早大越佐会 昭和13年9月20日
状1、封
1

カーボン
複写、ペ
ン

58–10–7–1の最終ページに挿入
封筒あり

58-10-7-6 請求兼領収証 中央亭
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和13年11月18日
状1、封
1

ペン
58–10–7–1の最終ページに挿入
封筒あり

58-10-7-7 領収証 磯崎印刷所 早大越佐会 昭和13年9月 状1 ペン 58–10–7–1の最終ページに挿入
58-10-7-8 〔書簡〕（小林堅三記念品寄付金納入の件） 小林久平 会計課　時岡孝行 昭和13年9月27日 状1 ペン 58–10–7–1の最終ページに挿入
58-10-7-9 申込書〔小林堅三記念品代寄付〕 武石弘三郎 早稲田大学越佐会 昭和13年 状1 ペン 58–10–7–1の最終ページに挿入
58-10-7-10 〔書簡〕（小林堅三記念品代寄付金集金依頼の件） 中野鉄平 越佐会 昭和13年9月23日 状1 ペン 58–10–7–1の最終ページに挿入

58-10-7-11 領収証 服部時計店 越佐会 昭和13年12月 状1
カーボン
複写　ペ
ン

58–10–7–1の最終ページに挿入

58-11-1 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 堀公夫 越佐会 （昭和13）年11月28 状1 ペン
58-11-2 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 舟崎由之 越佐会 （昭和13年11月27 状1 ペン
58-11-3 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 小林久平 越佐会 （昭和13）年11月27 状1 ペン
58-11-4 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 武石弘三郎 越佐会 （昭和13）年11月27 状1 ペン
58-11-5 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 川崎厚太郎 越佐会 昭和13年11月27日 状1 ペン
58-11-6 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 古田島和太郎 越佐会 昭和13年11月27日 状1 ペン
58-11-7 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 山岸光宣 越佐会 （昭和13年11月27 状1 ペン
58-11-8 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 会津八一 越佐会 （昭和13）年11月26 状1 ペン
58-11-9 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 中村進午 越佐会 （昭和13）年11月26 状1 墨



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考
58-11-10 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 木島英二 越佐会 （昭和13年11月26 状1 ペン
58-11-11 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 松原茂　代 越佐会 （昭和13）年11月26 状1 ペン
58-11-12 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 岩塚秋次 越佐会 （昭和13）年11月26 状1 ペン
58-11-13 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 近藤潤次郎 越佐会 （昭和13年11月26 状1 ペン
58-11-14 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 金子八郎 越佐会 （昭和13年11月28 状1 ペン

58-11-15 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知）
林純雄・岡田尚夫・阿部公
美・猪俣太郎

越佐会
（昭和13年11月29
日）

状1 ペン

58-11-16 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 後藤進 越佐会 （昭和13年11月29 状1 ペン
58-11-17 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 鈴木修一 越佐会 （昭和13）年11月29 状1 ペン
58-11-18 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 梅沢忠治 越佐会 （昭和13年11月29 状1 墨
58-11-19 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 反町茂作 越佐会 （昭和13）年11月27 状1 ペン
58-11-20 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 山口要治 越佐会 （昭和13）年11月28 状1 ペン
58-11-21 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 渡辺幾次郎 越佐会 （昭和13）年11月28 状1 ペン
58-11-22 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 中野鉄平 越佐会 11月28日 状1 ペン
58-11-23 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 西條仁 越佐会 （11月28日） 状1 ペン
58-11-24 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 丸山和七 越佐会 （昭和13年11月）27 状1 ペン
58-11-25 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 舟崎□一 越佐会 （昭和13年11月27 状1 墨
58-11-26 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 市島謙吉 越佐会 （昭和13年）11月29 状1 墨
58-11-27 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 吉田豊吉 越佐会 （昭和13年）11月29 状1 ペン
58-11-28 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 佐々木八郎 越佐会 （昭和13年）11月27 状1 ペン
58-11-29 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 山田清作 越佐会 （昭和13年11月26 状1 ペン
58-11-30 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 剣持誠治 越佐会 （昭和13年11月28 状1 ペン
58-11-31 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 山田隆治 越佐会 （昭和13年11月26 状1 ペン
58-11-32 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 宮澤喜運治 越佐会 11月26日 状1 ペン
58-11-33 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 大江乙亥門 越佐会 （昭和13年11月26 状1 ペン
58-11-34 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 坪谷善四郎 越佐会 （昭和13)年11月28 状1 ペン
58-11-35 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 内藤禮吉 越佐会 （昭和13)年11月30 状1 ペン
58-11-36 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 昆田謙一　内 越佐会 （昭和13年11月30 状1 ペン 「速達」印あり
58-11-37 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 松木宏 越佐会 （昭和13年11月29 状1 墨
58-11-38 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 青山松一郎 越佐会 昭和13年11月29日 状1 ペン
58-11-39 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 昆田強平 越佐会 （昭和13）年11月26 状1 ペン
58-11-40 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 石黒敬七 越佐会 （昭和13年11月30 状1 ペン
58-11-41 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 相馬昌治 越佐会 （昭和13年11月28 状1 ペン
58-11-42 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 松井郡治 越佐会 （昭和13)年11月28 状1 墨
58-11-43 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 樋口清策 越佐会 （昭和13年11月29 状1 ペン
58-11-44 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 猪瀬直 越佐会 （昭和13年11月29 状1 ペン
58-11-45 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 横山正彦 越佐会 （昭和13年11月29 状1 ペン
58-11-46 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 内藤久寛 越佐会 （昭和13年11月29 状1 墨
58-11-47 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 小柴夘之七 越佐会 昭和13年11月28日 状1 ペン
58-11-48 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 金子幸 越佐会 （昭和13年11月29 状1 ペン
58-11-49 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 石塚三郎 越佐会 （昭和13年12月1日） 状1 墨
58-11-50 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 増田義一 越佐会 （昭和13年12月1日） 状1 ペン
58-11-51 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 奥田雲蔵 越佐会 （昭和13）年11月14 状1 ペン



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考
58-11-52 〔葉書〕（越佐会大会出欠の通知） 奥田雲蔵 越佐会 （昭和13年11月28 状1 ペン
58-11-53 〔葉書〕（小林氏慰労寄付金の件） 市嶋謙吉 長場正利 （昭和13）年10月12 状1 墨

58-12-1 請求書 磯崎印刷所 早大越佐会 昭和14年6月29日
状1、封
1

ペン、
カーボン
複写

封筒あり

58-12-2 越佐会勘定 小林 昭和13年7月2日 状1 ペン
58-12-3 〔メモ〕（大会用葉書代支出） 小林堅三 昭和13年6月24日 状1 ペン
58-12-4 請求書内訳 江成 （昭和13年6月20日） 状1 ペン
58-12-5 請求書 近江屋水田商店 エツサ会 昭和13年6月29日 状1 ペン

58-12-6-1 〔領収証〕 Olympic GRILL 6月24日 状1
カーボン
複写

58–12–6–１〜58–12–6–4は合綴

58-12-6-2 請求書 RAINBOW GRILL 早大越佐会 昭和13年6月24日 状1
カーボン
複写、ペ
ン

58–12–6–１〜58–12–6–4は合綴
領収印あり

58-12-6-3 〔請求書〕 時岡 （昭和）13年6月24日 状1
ペン、鉛
筆

58–12–6–１〜58–12–6–4は合綴

58-12-6-4 領収証 高木静園写真場 時岡 昭和13年6月24日 状1
カーボン
複写

58–12–6–１〜58–12–6–4は合綴

58-12-7 領収証 大隈会館中央亭 越佐会 昭和13年7月8日 状1 ペン
58-12-8 領収証 大隈会館中央亭 越佐会 昭和13年7月8日 状1 ペン
58-12-9 領収証 永楽倶楽部 早大越佐会 昭和13年12月30日 状1 ペン

58-12-10 領収証 高木静園写真場 長場正利 昭和13年7月5日 状1
カーボン
複写、ペ
ン、鉛筆

58-12-11 領収証 高木静園写真場 早稲田大学 昭和13年7月15日 状1
カーボン
複写

58-12-12-0 〔表紙〕（昭和十三年度） 昭和13年度 状1 ペン
58–12–12–0〜58–12–12–6はク
リップで一括　「昭和十三年度」と
上書きあり

58-12-12-1 〔葉書〕（越佐会大会開催通知） 早稲田大学越佐会 時岡公行 昭和13年6月18日 状1
印刷、ペ
ン

58–12–12–0〜58–12–12–6はク
リップで一括

58-12-12-2 〔葉書案文〕（越佐会幹事会開催通知） 昭和13年6月13日 状1
印刷、鉛
筆

58–12–12–0〜58–12–12–6はク
リップで一括

58-12-12-3 越佐会幹事会案内〔氏名書上げ〕 昭和13年6月16日 状1
ペン、鉛
筆

58–12–12–0〜58–12–12–6はク
リップで一括

58-12-12-
4-1

〔メモ〕（越佐会新潟県下各中学幹事会合につき議
案）

昭和13年6月20日 状1
ペン、鉛
筆

58–12–12–0〜58–12–12–6はク
リップで一括　58–12–12–4–1〜58
–12–12–4–2はクリップで一括

58-12-12-
4-2-1

〔葉書案文〕（越佐会新潟県下各中学幹事会合につ
き出席依頼）

越佐会 6月18日 状1 印刷

58–12–12–0〜58–12–12–6はク
リップで一括　58–12–12–4–1〜58
–12–12–4–2はクリップで一括　58
–12–12–4–2–１〜58–12–12–4–2–
4はクリップで一括



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考

58-12-12-
4-2-2

〔メモ〕（新潟県下中学校名書上げ） 状1
ペン、鉛
筆

58–12–12–0〜58–12–12–6はク
リップで一括　58–12–12–4–1〜58
–12–12–4–2はクリップで一括　58
–12–12–4–2–１〜58–12–12–4–2–
4はクリップで一括

58-12-12-
4-2-3

〔名簿〕（新潟県下各中学校出身早稲田大学在校
生）

6月18日 状2
ペン、鉛
筆

58–12–12–0〜58–12–12–6はク
リップで一括　58–12–12–4–1〜58
–12–12–4–2はクリップで一括　58
–12–12–4–2–１〜58–12–12–4–2–
4はクリップで一括

58-12-12-
4-2-4

〔メモ〕（大橋正一の住所・氏名） 状1 ペン

58–12–12–0〜58–12–12–6はク
リップで一括　58–12–12–4–1〜58
–12–12–4–2はクリップで一括　58
–12–12–4–2–１〜58–12–12–4–2–
4はクリップで一括

58-12-12-5 〔書簡案文〕（越佐会大会開催通知） 状1 ペン
58–12–12–0〜58–12–12–6はク
リップで一括

58-12-12-6 〔名簿〕 昭和13年6月24日 冊1
ペン、鉛
筆

58–12–12–0〜58–12–12–6はク
リップで一括

58-12-13 〔葉書〕（越佐会大会開催通知） 早稲田大学越佐会 昭和13年6月18日 状1 印刷

58-12-14
〔葉書案文〕（越佐会新潟県下各中学幹事会合につ
き出席依頼）

越佐会 時岡 6月18日 状1
印刷、鉛
筆

58-12-15
〔葉書案文〕（越佐会新潟県下各中学幹事会合につ
き出席依頼）

越佐会 時岡 6月18日 状1
印刷、ペ
ン

58-12-16 請求兼領収証 中央亭
早稲田大学会計
課、越佐会

昭和13年6月18日 状2
ペン、鉛
筆

クリップにて6月18日付請求書添
付

58-12-17 越佐会昭和十三年春季大会収支計算表 時岡（確認印） 昭和13年 状2 ペン 無記入の罫紙添付

58-12-18 〔名簿〕（各中学出身者氏名） 状1
ペン、鉛
筆

58-12-19 昭和十三年六月二十四日越佐会〔名簿〕 昭和13年6月24日 冊1
ペン、鉛
筆

クリップで一括

58-12-20 昭和十三年度大会出席者 昭和13年度 状2
ペン、鉛
筆

58-12-21 〔メモ〕 状1 鉛筆

58-13-1 〔郵便往復葉書〕（大会開催の案内） 早稲田大学越佐会 昭和14年6月15日 状1
印刷、ペ
ン

58-13-2 〔メモ〕 状1

59-0 〔封筒〕
GENERAL ELECTRIC
REVIEW Pｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ Bｕｒｅ
ａｕ

LIBRARY OF
WASEDA
UNIVERSITY

12月18日 封1
印刷、タ
イプ

59-1 〔写真〕（昭和九年十二月五日新宿聚楽に於て） 昭和9年12月5日 写真1 鉛筆
59-2 〔写真〕（昭和五年二月） 昭和5年2月 写真1 鉛筆

59-3 〔写真〕（昭和十三年六月二十四日大会） 昭和13年6月24日
写真1、
封1

鉛筆 封筒あり



№ 表題 作成 宛先 日付 形態/ 刻字 備考
59-4 〔封筒〕 宮島写真館 昭和10年12月13日 封1 鉛筆 中身なし
59-5 〔写真〕（越佐会大会昭和四年二月十二日於大隈会 昭和4年2月12日 写真1 鉛筆
59-6 〔写真〕（越佐会昭和十年十二月十三日於新宿聚 昭和10年12月13日 写真1 ペン
59-7 〔写真〕（明治十七年三月三日牛込風松樓にて） 明治17年3月3日 写真1 鉛筆

59-8 〔写真〕（昭和十三年六月二十四日大会） 昭和13年6月24日
写真1、
封1

鉛筆 封筒あり

59-9 〔写真の被写体となった人物名の説明〕 昭和10年 状1 鉛筆

59-10
昭和十年十二月十三日越佐会新宿於聚楽〔写真の
説明〕

昭和10年12月13日 状1 ペン

59-11
越佐会記念写真昭和十年十二月十三日於新宿聚
楽〔写真の説明文〕

昭和10年12月13日 状1 印刷

59-12
昭和四年二月十二日早稲田大学越佐会記念撮影
於大隈会館〔写真の説明〕

昭和4年2月12日 状1 印刷

59-13
昭和五年二月五日早稲田大学越佐会記念撮影於
大隈会館〔写真の説明〕

昭和5年2月5日 状1 印刷

59-14 〔写真の説明カ〕 状1 鉛筆

59-15
越佐会記念写真昭和九年十二月五日於新宿聚楽
（写真の説明）

昭和9年12月5日 状1 印刷

59-16 〔封筒〕（御写真） 宮島写真館 越佐会
昭和9年12月5日撮
影

封1
印刷、鉛
筆、ペン

中身なし

60 故廣井社長追悼號 株式会社北越新報社 越佐会 昭和9年3月10日
冊1、封
1

印刷、鉛
筆、墨

封筒あり


