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堤康次郎事務所受信書簡

No. 発　 信　 者 受　 信　 者 日　付 形態1/数量 形態2 刻 字 内　容　摘　要

7492 石田良一 堤康次郎事務所 昭和40年1月1日 状1 葉書 刷 年賀状

7493 伊東乙正 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(29)日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7494
岩田儀一(愛知ゴム工業(株)営業
部名古屋分室)

堤康次郎事務所秘書室 昭和(33)年5月26日 状1 葉書 ペン 近江鉄道宛葉書投函しました

7495 上田幸次郎 堤康次郎事務所 昭和(32)年8月11日 状1 葉書 ペン 礼状(写真)

7496 浦川宜也・絹子・佳子 堤家事務所 昭和41年1月1日 状1 葉書 刷 年賀状

7497 近江鉄道株式会社総務課 堤康次郎事務所 昭和(35)年(7)月(7)日 状1 葉書 ペン 祝電依頼

7498 大沢林之助 堤康次郎事務所 昭和(36)年5月28日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7499 太田貞治郎 堤康次郎衆院候補事務所 昭和(33)年5月8日 状1 封書 墨 近江八幡市議今井耕候補支援決定間違いない

7500 黄地佐平 堤康次郎事務所 昭和(33)年(5)月(23)日 状1 電報 タイプ 当選祝

7501 大塚茂平 堤康次郎事務所 昭和(36)年3月16日 状3 封書 ペン
熱海市とアトランティック市との都市縁組破
談経緯送付の件

7502 大橋二郎 堤康次郎事務所 昭和(36)年5月29日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7503 小川元巳 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(31)日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7504 小野田 堤事務所 昭和(30)年(2)月(28)日 状1 電報 タイプ 当選祝

7505 金子隆三 堤康次郎事務所 昭和(38)年11月17日 状1 葉書 ペン 礼状(写真)

7506 北原哲夫 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(31)日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7507 草間友雄(滋賀県議会事務局) 堤康次郎事務室 昭和(39)年(3)月(4)日 状1 葉書 ペン 第一回滋賀県武道祭開催通知

7508 草間友雄(滋賀県議会事務局) 堤康次郎事務所 昭和(39)年(3)月(24)日 状1 葉書 ペン 草津市民病院竣工式開催通知

7509 草間友雄(県議会事務局) 堤康次郎事務所 昭和(39)年(3)月(26)日 状1 葉書 ペン 草野川災害復旧工事完成式祭通知

7510 草間友雄(県議会事務局) 堤康次郎事務所 昭和(39)年(4)月(7)日 状1 葉書 ペン 堅田町金毘羅宮新築竣巧式等通知

7511 窪寺懃 堤康次郎先生事務所 昭和38年11月20日 状1 封書 ペン 礼状(記念写真)

7512 黒木由紀子 堤康次郎事務所 昭和(40)年1月1日 状1 葉書 ペン 年賀状

7513 小穴操子 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(31)日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7514 小西孝太郎 堤康次郎事務所 昭和32年8月10日 状1 葉書 ペン 暑中見舞

7515
小林孫七郎(滋賀県食糧事業協同
組合連合会会長)

堤康次郎事務所御一同 昭和40年1月1日 状1 葉書 刷 年賀状

7516 小堀辰治 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(28)日 状1 葉書 ペン 夕食会出席通知

7517 酒井裕・華代 堤康次郎事務所 昭和40年1月1日 状1 葉書 刷 年賀状

7518 佐藤秀三(佐藤秀工務店社長) 堤康次郎事務所 昭和39年3月(23)日 状1 封書 刷 社屋移転通知

7519 第一工業株式会社 堤事務所 昭和40年1月1日 状1 葉書 刷 年賀状

7520 高野安雄 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(29)日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7521 高橋明 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(29)日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7522 高橋ヨネ子 堤事務所 昭和41年1月1日 状1 葉書 ペン 年賀状

7523 田村剛(林学博士) 堤康次郎事務所 昭和(32)年5月29日 状2 封書 ペン・刷 礼状(西武鉄道優待乗車証)

7524 土屋文雄 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(29)日 状1 葉書 ペン 夕食会出席通知

7525 堤徳男 堤康次郎事務所 昭和(40)年1月1日 状1 葉書 墨 年賀状

7526 堤義明(箱根園キャンプ場) 堤康次郎事務所 昭和(31)年(7)月(13)日 状1 葉書 ペン 箱根園キャンプ場閉鎖報告
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7527 寺元千柔 堤様事務所 昭和40年1月1日 状1 葉書 墨 年賀状

7528 中川滋 堤康次郎事務所御一同 昭和(40)年1月1日 状1 葉書 墨 年賀状

7529 中島栄三郎 堤事務所 昭和41年1月1日 状1 葉書 刷 年賀状

7530 西堀武 堤康次郎事務所 昭和(31)年6月15日 状2 封書 ペン 永源寺堤会発起人会経費受領状

7531 西堀武 堤康次郎先生事務所 昭和(32)年5月1日 状1・写真2 封書 ペン 写真送付

7532 野村良三 堤康次郎事務所 昭和39年3月16日 状1 葉書 ペン 礼状(写真贈呈)

7533 葉武幸三郎・玉 堤事務所 昭和41年1月1日 状1 葉書 刷 年賀状

7534 浜田琢 堤康次郎事務所 昭和(36)年(6)月(3)日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7535 平田梅治 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(30)日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7536 平野亮平 堤康次郎事務所 昭和(38)年11月16日 状1 葉書 ペン 礼状(写真)

7537 広瀬豊作 堤康次郎事務所 昭和(38)年11月18日 状1 封書 墨 礼状(記念写真)

7538 藤井暢三 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(29)日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7539 富士水産株式会社 堤事務所 昭和(41)年1月1日 状1 葉書 刷 年賀状

7540 藤田眞之助 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(30)日 状1 葉書 ペン 夕食会出席通知

7541 壬生滋雄(愛知川ダム事務局) 堤康次郎事務所 昭和(32)年(8)月14日 状1 葉書 ペン 記念写真受領

7542 宮崎順一 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(29)日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7543 森田正一 堤康次郎事務所 昭和(36)年(6)月(1)日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7544 安井修平 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(29)日 状1 葉書 ペン 夕食会出席通知

7545 山口板金工業所 堤事務所 昭和41年1月1日 状1 葉書 刷 年賀状

7546 渡辺正毅 堤康次郎事務所 昭和(36)年(5)月(29)日 状1 葉書 刷 夕食会出席通知

7547 小野英二郎(日本興業銀行) 箱根土地株式会社編輯部 大正(13)年3月29日 状1 封書 墨 申入の件別紙送付。別紙欠

7548 前島彌 箱根土地株式会社内編輯部 4月4日 状1 封書 墨 堤康次郎総選挙出馬の際の推薦状

堤康次郎事務所発信書簡

No. 発　 信　 者 受　 信　 者 日　付 形態1/数量 形態2 刻 字 内　容　摘　要

7549 堤康次郎事務所 飯田昌一郎 昭和　年10月4日 状1 ペン 詳細は検察庁へ

7550 堤事務所 伊藤吉太郎 昭和　年9月23日 状1 ペン 上京予定取計事項お知らせを

7551 堤事務所 猪狩至正 昭和　年12月1日 状1 ペン 『人を生かす事業』送付

7552 堤事務所 生方大吉 昭和　年12月14日 状1 ペン 微意御笑納下さい

7553 堤事務所 梅景昭三郎 昭和　年10月2日 状1 ペン 旅行の件手配

7554 堤事務所 奥村市三郎 昭和　年9月29日 状1 ペン 就職試験の件

7555 堤事務所 上永均 昭和　年10月7日 状3 ペン 病気の件。メモ同封

7556 堤事務所 北浦禎治 昭和　年9月28日 状1 ペン 就職試験の件

7557 堤事務所 草野一郎平 昭和　年1月5日 状1 ペン 色紙送付状

7558 堤事務所 栗田宏 昭和　年10月9日 状1 ペン 断り状

7559 堤事務所 光亜新報社 昭和　年9月23日 状1 ペン 新聞発送取止通知

7560 堤事務所 小林久美子 昭和　年9月25日 状2 ペン 就職の件書類送付願。メモ同封

7561 堤事務所 沢田支配人(大磯ホテル) 昭和　年12月5日 状1 ペン 広田■子申出の件指示

7562 堤事務所 高井正博 昭和　年9月25日 状1 ペン 面会日程の件
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7563 堤康次郎事務所 高橋竹松 昭和　年9月7日 状1 ペン 断り状

7564 堤事務所 高橋要一(木之本町長) 昭和　年9月28日 状1 ペン 記念写真返送の件

7565 堤事務所
田中五平(滋賀県立短大附属工業
高等学校)

昭和　年9月23日 状1 ペン 産業教育手当支給実施関係請願書送付

7566 堤事務所 田中静枝・村谷美代子 昭和　年9月11日 状1 ペン 礼状(堤会入会)

7567 堤事務所 田中秀夫 昭和　年12月 状1 ペン 原稿断り状

7568 堤事務所 棚橋啓(半蔵金小学校) 昭和　年11月19日 状1 ペン 食事は当方で肴う

7569 堤事務所 谷口貞夫 昭和　年9月12日 状1 ペン 書類送付願

7570 堤事務所 茶岡福太郎 昭和　年12月18日 状1 ペン お尋ねの件心当りなし

7571 堤事務所 堤清治郎 昭和　年9月4日 状1 ペン 上京手配の件

7572 堤事務所 堤清治郎 昭和　年9月17日 状1 ペン 上京手配の件

7573 堤事務所 中村泰子 昭和　年11月28日 状1 ペン 通知

7574 堤事務所
仁木捨治郎(愛知川総合開発事務
所総務課長)

昭和　年9月4日 状1 ペン ホテル清算の件

7575 堤事務所 西岡嘉雄 昭和　年11月19日 状1 ペン 旅行の件手配

7576 堤事務所 陌間万介 昭和　年9月22日 状1 ペン 就職試験の件

7577 堤事務所 馬場美智子 昭和　年12月7日 状1 ペン 断り状

7578 堤事務所 浜田宗男・宮城良三(栗東中学校) 昭和　年9月25日 状1 ペン 国会見学の件

7579 堤事務所 林軍治 昭和　年9月11日 状1 ペン 礼状(堤会入会斡旋)

7580 堤事務所 早津市松 昭和　年10月9日 状1 ペン 断り状

7581 堤事務所 原宣男 昭和　年11月8日 状1 ペン 伊豆箱根鉄道大場総務部長へ面会を

7582 堤事務所 原田博之 昭和　年9月7日 状2 ペン 比良山観光開発の件断り状

7583 堤康次郎事務所 広田■子 昭和　年9月23日 状2 ペン 大磯ロングビーチでの講習会の件

7584 堤事務所 広田■子 昭和　年12月5日 状1 ペン クリスマスパーティー経費の件

7585 堤康次郎事務所 扶間祐行 昭和　年9月10日 状1 ペン 断り状

7586 堤事務所 松田庄太郎 昭和　年12月15日 状1 ペン 断り状

7587 堤康次郎事務所 村上建夫 昭和33年10月11日 状1 タイプ 入社試験面接通知

7588 堤事務所 持田盛夫 昭和　年12月16日 状1 ペン 断り状

7589 堤事務所 山岡孝隨 昭和　年12月18日 状1 ペン 採用通知

7590 堤事務所 山岡孝隨 昭和 状1 ペン 上京日程の件

7591 堤康次郎事務所
山岸千太郎(大陸土地開拓協会専
務理事)

昭和　年10月2日 状1 ペン 出資断り状

7592 堤事務所 山崎富之助 昭和　年11月19日 状1 ペン 断り状

7593 堤事務所 山元実 昭和　年9月16日 状2 ペン 電話架設の件善処

7594 堤康次郎事務所 昭和33年9月10日 状2 刷
堤会長NHK「朝の訪問」放送お知らせ。2部あ
り

7595 堤康次郎事務所 昭和33年11月17日 状2 刷 堤会長のテレビ放送のお知らせ。2部あり

7596 堤康次郎事務所 昭和33年12月27日 状1 刷 堤会長のラヂオ放送のお知らせ

7597 堤康次郎事務所 昭和34年1月15日 状1 葉書 刷 電話番号切替通知

7598 堤康次郎事務所 昭和34年1月 状1 刷 電話番号変更通知
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7599 堤康次郎事務所 昭和34年3月17日 状1 刷 堤会長のラジオ放送のお知らせ

7600 堤康次郎事務所 昭和34年5月 状1 葉書 刷 山本丑蔵先生受章祝賀会出欠確認葉書

7601 堤康次郎事務所 昭和34年10月14日 状3 ペン 第一次会長面接呼出状。タイプ刷版8部あり

7602 堤康次郎事務所 昭和34年10月20日 状1 刷 会長面接呼出状

7603 堤康次郎事務所 昭和34年10月23日 状2 刷 第二次会長面接呼出状下書き。2部あり

7604 堤康次郎事務所 昭和35年6月1日 状1 刷 堤会長テレビ放送のお知らせ

7605 堤康次郎事務所 昭和35年6月 状1 刷 早稲田大学卒業式祝辞配布状

7606 堤康次郎事務所 昭和35年9月 状1 葉書 刷 母堂追善法要出欠確認葉書

7607 堤康次郎事務所 昭和35年12月22日 状1 刷 堤会長のラジオ放送のお知らせ

7608 堤康次郎事務所 昭和35年12月23日 状1 刷 堤会長ラジオ放送のお知らせ

7609 堤康次郎事務所 昭和[35]年 状1 葉書 刷 レセプション出欠確認葉書

7610 堤事務所 昭和36年2月28日 状1 刷 堤会長のテレビ放送のお知らせ

7611 堤事務所 昭和36年3月3日 状1 刷 堤会長のラジオ放送のお知らせ

7612 堤康次郎事務所 昭和36年5月8日 状1 刷 レセプション記念写真送付状

7613 堤康次郎事務所 昭和36年6月12日 状1 タイプ
ライスシャワー大使歓迎レセプション記念写
真送付状

7614 堤康次郎事務所 昭和36年11月1日 状1 タイプ 国土計画興業採用通知

7615 堤康次郎事務所 昭和36年 状3 タイプ 就職面接通知。3部あり

7616 堤康次郎事務所 昭和38年6月20日 状3 ペン 農林年金制度改正の件最善の努力したい


