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1．資料の概要

　本稿は、本学校友で、郷里・熊本県において村会議員や村長（葦北郡津奈木

村及び菊池郡菊池村）として長らく村政に携わった永里吉光（1874～1964）の

資料を紹介するものである。永里吉光の関係資料は、2014年度にも永里一吉氏

より寄贈されており（「2014年度永里一吉氏寄贈永里吉光旧蔵資料」）、その内

容は伊藤久智氏によって『早稲田大学大学史記要』第47巻において紹介されて

いる。本資料群はその後、同氏より新たに寄贈された資料である。なお、当初、

「2015年度永里一吉氏寄贈永里吉光旧蔵資料」としていた資料群名を、資料整

理作業の進捗の事情から、「2016年度永里一吉氏寄贈永里吉光旧蔵資料」に変

更した（以下、「2016年度永里資料」と記す）。

　「2016年度永里資料」の全容は本稿末尾に掲げた資料目録の通りであるが、

その資料内容について若干の説明を加えておきたい。資料は、書簡と書類とに

大別できるが、特に書簡は156通の多数にのぼり、安達謙蔵（６通）や深水清（36

通）などをはじめとする熊本に地盤を持つ政治家からの書簡が多くを占める。

その他、徳富蘇峰からの２通をはじめとする年賀葉書や、後年の売薬業の関係

での書簡などが散見される。

　また書類も多く残されており、大きく郡・村政関係と金銭関係（土地売買関

係・領収証・保証書など）に分けることができる。前者の村政関係の書類につ

いては、歳入出予算表や事務報告書などの資料から津奈木村を含む熊本県葦北

郡の詳細な情報が確認できる。後者の金銭関係の書類はプライベートなもので
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あり、永里の資産の出入・運用状況が分かるが、それが郡・村の状況や政党の

動向と、どのように関わるのか（あるいは関わらない書類も多くあると考えら

れるが）という問題も、今後、調査を深めていくうえでは留意しておく必要が

あろう。

　永里吉光の略歴と各時期の活動についての解説は、すでに前回の資料紹介に

おいて尽くされている。そこで、以下では、「2016年度永里資料」の中心的な

部分を構成する、熊本県の地方政治に関する資料に焦点を当て、数通の書簡を

紹介しながら、本資料群が持つ意義の一端を提示することとしたい。

　書簡・書類ともに資料目録を本稿の末尾に掲げているので、参照していただ

きたい。

2．資料の特長

2．1　熊本県の政治空間における永里の位置づけ

　本資料の特長は、やはり数多くの政治家からの書簡を含んでいることにあろ

う。前述したように熊本から中央政界に進出した安達謙蔵や深水清、平山岩彦、

島本信二をはじめとして、大渕龍太郎、岡辰喜、蓑田潅、矢野英記、吉川色太

郎などの熊本県会・市会議員などの政治家からの書簡が多く残っている。

　島本信二をのぞけば、彼らの多くは国権党の政治家であり、県会議員として

県政に関わっていた。特に蓑田や吉川は永里の本拠地である芦北選出の議員で

あった。政友会議員であるが、島本信二も芦北選出の議員である。深水と同じ

ように、島本の場合、党派的・政治的な関係というよりも永里との個人的な関

係性を有していると考えられる（在京時に永里へ送られた島本からの書簡が、

「2014年度永里資料」から確認される。深水は永里が東京専門学校に入学する

上で契機となった人物で、上京にも同行している。詳しくは前掲伊東稿を参

照）。以上より、永里の政治的人脈が国権党の政治家を中心としていたことが

書簡の残存状況や内容からも窺える。前回の資料紹介では、国権党関係者から

の書簡が少なく十分に実証し得なかったが、今回の資料調査によってそのこと

が明らかになった。
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　国権党関係者からの書簡で目を引くのは、選挙関係のものであろう。たとえ

ば、安達謙蔵からの書簡は、1903年１月から1904年２月に集中しており、第８

回衆議院議員総選挙（解散が1902年12月28日、投票が1903年３月１日）などと

の関係で示唆に富む。

　たとえば、1903年２月５日の安達書簡（資料番号７）では、「深水清氏、明

日頃帰熊御地方に罷越筈に付、今回の選挙に付ては同人及簑田氏当りと御協議

十分、敏速の御運動ならんこと千祈万祷重々に御座候」（適宜句読点を付し、

片仮名を平仮名にした。以下、同様）とある。約一ヵ月後に行われる総選挙に

備えるために、安達は深水・蓑田などの国権党議員と連携して準備をすすめて

おり、「敏速の御運動」には永里の協力も不可欠であったことが分かる。

　選挙後においても村長選挙をはじめ村政関係などで、「緊要なる問題に付篤

と御内儀申上度事有之候」という市内への来訪要請（1903年６月21日、資料番

号３）や、「老台御尽力の結果、各村共我勢力の発展は乞
〔ママ〕

度予期通り相運候か

と被思候」（同年８月12日、資料番号５）と書き送っている。このような書簡

から、安達は永里に津奈木村をはじめとする各村での国権党勢力の扶植・強化

を期待していたことが分かる。

　この安達の書簡をより深く知ることができるのが、深水清からの書簡であ

る。前述のように永里資料において深水からの書簡が占める割合は多く、永里

と深水との関係は親密であった。来翰の年代も広範囲にわたり、深水が総選挙

や村会選挙に強く関心を寄せていることが窺える。たとえば、1903年５月10日

の書簡（資料番号66）には、

小生も是非共来月は帰国の考へに有之候も、当地之都合も有之如何相運ひ

候や未定に有之候。最も村会選挙前には必ず帰村に仕候。蓑田を始め日奈

久方面之交渉は暫く御見合可致候て、此れは小生帰国之上可仕候。

と村会議員選挙には東京から帰熊するとし、永里へは、「大兄は何時も監視之

地位にありて、何事も御干係有之様願上候」と、現地の状況を注視することを
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要請している。

　また、1908年５月15日に実施された第10回衆議院議員総選挙に際しては、そ

の準備段階で、

今度之総選挙には小生も必ず帰熊可仕候。就ては今度にて水俣征伐致度、

不堪切望候。然は大兄ニ付、何卒其の方法手段等御一考為置被下度不堪切

望。又要する件有之候て御一教奉願上候。

という書簡が深水から永里の手許に届けられている。深水は水俣の状況に注意

を払っており、選挙対策の有効な方法を永里から聞き出そうとしている（1908

年４月18日、資料番号79）。

2．2　永里の具体的な役割

　安達や深水の書簡から、衆議院議員選挙だけでなく、津奈木における村長選

などの書簡も見られ、ここでも国権党の政治家による影響が示唆されている。

そして、これらの書簡から安達や深水が永里をどのように位置づけていたかが

分かる。すなわち、両者は永里が現地に根をおろし、村レベルでの政治的状況

に俊敏に対応でき、両者へ現地の状況を伝える役目、いわば国権党の“最前線

の実働部隊”としての役割を期待していたのではないかと考えられる。それに

対して、永里もその役割を自覚し、津奈木をはじめとする各村の政治的状況が

国権党の有利にするように尽力していたことが、書簡から窺える。

　この時期に安達や深水が永里と連携していたのは、「葦北郡は是迄政友会の

根拠地として県下に知られしが元来同郡の政友会なる者は情実纏綿にして腐敗

の極点に達し」（『九州日日新聞』1903年２月25日）という葦北郡の政治状況が

あったことに留意しておく必要があろう。前年の第７回の衆議院議員総選挙で

は、政友会が３議席を獲得しており、それまで国権党の牙城となっていた県下

の変化を予測させるものであった（前回の第６回総選挙では国権党６議席に対

して、憲政会１、無所属１であった）。



458（5）

　したがって、国権党の危機感が高まっていたのが、第８回総選挙が実施され

た1903年であった。実際に国権党の機関紙である『九州日日新聞』は、投票日

まで毎号にわたって「農民に媚ふるの外何等の定見を有せず」（１月23日）や

「政友会に一定の政見なし」（２月４日）などと報じて政友会バッシングを繰り

広げた。結果として、第８回選挙は全国的には政友会が優勢であったが、熊本

に関していえば９の議席を国権党と政友会が各４議席ずつ分け合い、中立１議

席であった。

　以上のように、国権党は、熊本における政治対立の軸を政友会対国権党とい

うかたちで認識していた。では、このような対立軸を背負った「最前線の実働

部隊」永里の具体的な動きとは、どのようなものであったのであろうか。

　最初に、国権党本部鎮西館を磁場とする多数派工作の模様について、衆議院

議員矢野英記が永里に伝えた書簡を紹介したい。年が不明であるが、明治後期

の選挙であると思われる（資料番号46）。

政界錯乱の今日に於る形勢の転機等筆紙に尽し難く、小生にて是非拝顔の

上、詳細言上致度切望罷在候。四五日前鎮西館岡辰喜君〔県議会議員・衆

議院議員〕来佐に相成小生面会仕候。亦昨日田中平太君出熊、鎮西館にて

安達〔謙蔵〕岡君抔に面晤、充分疎通仕候由、同志約束に於ける運動其他

に付近々拝容致度〔中略〕爾来田中辰雄、白坂抔は、大に国権党に交渉を

開始し、共同政派に当るべしと申出、山本前長も幾分傾き居り申候。結局

は夫々相成候事疑無之、小生等は篠原義等の右意見に賛成する迄には、先

つ先つと控居申候。〔中略〕水俣の状況御探行之上、至急御通知被成下度

候。戦略上に関しては腹蔵無く御教示被成下度、此際小生は同志間誠意照

応大に必要と存候。

　〔　〕及び、下線は引用者が付した。下線を引いた人物の中には、詳しく分

からない人物があるが、文脈から、傍線が国権党側の人物、二重線が政友会寄
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りの人物と読める。国権党が彼らを説得した結果、政友会寄りの人物たちが「共

同政派」というというかたちで、国権党側に歩み寄ってきた様子が見て取れる。

国権党支持者と政友会支持者は、中央政局における対立軸に左右されずに、「共

同政派」なる結合を作り出し、地域の問題を解決していく指向性を持ち合わせ

ていたのであろうか。そうであるならば、「共同政派」は国権党という伝統的

な地域政党が存在する熊本ならではの動きかもしれない。だが、「共同政派」

の実現に向けては、国権党支持者の政友会支持者に対する熾烈な働きかけが

あったことが書簡から浮かび上がる。このような工作のなかで、永里は「状況

御探行」、「戦略上に関しては腹蔵無く御教示」というように、情報収集とそれ

を踏まえた助言を議員たちから求められていたのであった。

　次に、国権党と政友会との対立軸が鮮明に現れる場における永里の動向を見

たい。

　先述の選挙後、1904年４月矢野英記書簡中（資料番号122）に、矢野の地盤

である佐敷地方の13ヶ村で「郷民会なるものを組織し」たという知らせが見ら

れる。同封の「佐敷郷民会会則」によれば、同会は「独立自治の精神を振作し

時事問題を討究し郷民の幸福を増進」することを目的とし、「貧富貴賤の差別

なく懇親なる交わりを結び智愚上下の区別なく腹蔵なく各の考えを相談」する

ための場として設置されたものであった。矢野は郷民会の景況について次のよ

うに描写している。

昨日第二評議員会を開き、本会の精神目的並に時局に応する本会の事業其

他町会議員候補者選定等件々を協定し、終而親睦会を催し候。集会者五拾

余名の盛会にて一つ可児、元山〔人名カ：引用者注〕恐縮の模様に御座候。

彼等は郷民会に対抗する目的を以て、報国義会なる名目の下に残徒の糾合

を計画仕候得共、吾々に立後たると認め、人心の去りたる為め、集まるも

の頓と無之、憐れの境遇に御座候。委細は拝眉に譲り先は報知まで。
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　書簡中で矢野は、国権党の対抗組織、おそらく政友会でもそのような組織作

りに着手したが、「人心の去り」、「集まるもの頓と無之、憐れの境遇」と指摘

した。

　郷民会の設置は日露開戦後２ヶ月後であり、出征留守家族の扶助などに着手

しなければならない時期にあったとはいえ、身の回りの問題から時事問題ま

で、幅広い議題について、多様な階層を巻き込んで討議するという郷民会の設

置には、政友会の進出を食い止め、国権党の基盤を強固にするという目論見が

あったと考えられる。郷民会の具体的な活動内容は定かでないが、国権党がす

でに日露戦中において、地域住民にとって身近な課題を拾い上げるシステムを

構築しようとしていたことは注目に値しよう。政友会とは異なる支持基盤を作

りだし、異なった働きかけをしていこうという発想は、地域政党として根を張

る国権党ならではの発想であったと考えられる。いわば日露戦後における政党

の地方主義のあり方を先取りするような動きが、国権党という存在によって展

開され始めているのである。

　また、広範な住民を漏らさず自党に引き入れようとする国権党の戦略は、各

村における永里のような存在があってこそ可能であったことを示すと言えよ

う。矢野は永里に願って、永里の在する芦北方面にも、早急に郷民会なる組織

を作ることを促すためにこの書簡を認めたと考えられる。

　そのほか、一九一三年、永里が津奈木村長に当選した際の、国権党のバック

アップ体制についても触れておきたい。県議会議員の岡辰喜（後に衆議院議員）

は、村長選告示前、次のような書簡を送った（資料番号18）。

貴村々長選挙の件は愈以て予期の如く改選することに相運ひ候由、今朝小

生川上知事を訪問せしに、昨夜黒江郡長の言に依れば反対党は再選挙の件

は大に平観いたしおり候由、聴取りしとのことに御座候。就ては選挙前十

二分の御協議を凝らし置度候。万障は繰上御来光被下度切望の至に堪不申

候。
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　川上知事とは、警察出身の川上親晴を指す。国権党は警察出身知事と通じ合

い、村長選をめぐって、政友会を指すであろう「反対党」の動静を注視してい

た。ここから国権党は、1918年に政友会知事が赴任してくるまで、国権党県議

会議員─県知事─郡長─村長というラインによって、「反対党」の動向に目を

配りつつ、県内を把握していた様態が覗えるのである。なお、岡は、村長に当

選した永里に向けて「今回之貴村々長選選挙に関しては周到緻密なる計画を立

てれ
〔ママ〕
たると同志諸賢か熱切なる御尽力とにより我党村長候補者たる永里吉光君

は当選之栄を擔はれたるは真に痛快千万」と祝意を示したのであった（資料番

号19）。

　以上の資料から、永里が国権党系村長として、選挙対策などに重宝されたこ

とがわかるのである。しかし、このような永里の性格をもとにすると、次の島

本からの書簡はどのように読めばよいのであろうか（資料番号40）。

問題ハ行政庁之事ニ御坐候処、其とは別に政党上ニ関し、追々時期も切迫

致す訳にて、殊ニ小生ハ三ヶ月も不在に相成候事ニ御坐候間、今ニ於て

夫々方途を定め置度、而して御村ニ対してハ、先般来之御関係ニより慎重

の考慮を要し候事ニ存候。就ては乍恐縮貴下の御意向も伺置度、其ニより

運動上、小生も決心仕度存念ニ御坐候。

　前述のように島本は政友会所属の代議士であり、永里とは党派を越えた個人

的な関係があったと考えられる。しかし、上の書簡については、「御村ニ対し

てハ、先般来之御関係ニより慎重の考慮を要し候事ニ存候」や、「乍恐縮貴下

の御意向も伺置度」とみられるように、島本の政治的配慮が明確に見られる。

これは1920年の書簡であるが、この時期に島本から政治的な折衝を示唆する書

簡が永里へ送られていることは、何を意味しているのであろうか。永里と熊本

政友会が互いに接近し、そのために国権党との関係は以前よりも薄らいだので
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あろうか。

　たしかに書簡の時期における熊本は、政友会知事によって県政が行われてい

るため、（新熊本市史編纂委員会編『新熊本市史』通史編第七巻近代Ⅲ、熊本県、

1993年、95頁）、両者が接近した可能性は十分に考えられる。以上のことは、

この年代においては、安達や岡など国権党議員からの書簡が急減、あるいは皆

無となっていることからも覗える。こうした永里における政治的スタンスの変

容可能性については、「永里資料」中の書簡のさらなる読み込みによって明ら

かとなろう。

3．資料の可能性

　最後に、本資料の持つ可能性について述べておきたい。まず、資料の存在自

体に非常な価値がある。村長レベルの資料で、なおかつ地方政界から中央政界

まで敷延できる政治家からの書簡が数多く所収されている資料群は、極めて稀

有なものといえる。

　そして、熊本や葦北という地方・地域史のみにとどまらず、政治史や政党史

において郡や村レベルで考察するうえで重要な資料と言えよう。すなわち、内

容として県下の選挙や村政レベルにおける国権党の活動実態、それに伴う影響

などを把握することができ、幕末以来の熊本県下における政治状況の特殊性を

明らかにできる資料なのである。このことから本資料は、佐々友房や安達謙蔵

に関する研究はみられるものの、国権党に関する本格的な考察が多くはない現

在の状況に対して、進展を促すものとなり得よう。
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

１ 資料／書簡 〔書簡〕（教鞭の傍ら、政治法律学研究したく、東京
専門学校か明治法律学校の科目教示願う）

９月22日

２ 資料／書簡 〔書簡〕（返信の遅れについてお詫び、人事について
思うようにいかない）

36年１月27日

３ 資料／書簡 〔書簡〕（深水帰県、今回の選挙は蓑田当りと協議） 36年６月21日
４ 資料／書簡 〔書簡〕（葦北郡将来、貴郡につき協議） 36年７月14日、８月

16日
５ 資料／書簡 〔書簡〕（各村我勢力発展、矢野英記国権党絶縁報

道）
36年８月12日

６ 資料／書簡 〔書簡〕（深水帰熊、品物は同人携帯） 37年２月12日
７ 資料／書簡 〔書簡〕（申越の件、深水氏帰熊、選挙） ２月５日
８ 資料／書簡 〔書簡〕（薬代送付） １月27日

９ 資料／書簡 〔葉書〕（年賀状） 昭和31年１月１日
10 資料／書簡 〔書簡〕（一杯差上度） 25日
11 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付要請） 12月25日
12 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付の要請）

13 資料／書簡 〔書簡〕（社会像） 10月４日
14 資料／書簡 〔書簡〕（材木商関連） ２年２月24日
15 資料／書簡 〔書簡〕（原田一条は好都合、弁論会期日） 明治35年11月８日
16 資料／書簡 〔書簡〕（貴郡有志者名簿、送付依頼、年始状発送順

部）
明治35年12月11日

17 資料／書簡 〔書簡〕（行違、遺憾） ３年９月28日
18 資料／書簡 〔書簡〕（貴村村長選挙、予期の如く改選） ３年10月23日
19 資料／書簡 〔書簡〕（貴村村長選挙、周到緻密なる計画） ３年11月９日
20 資料／書簡 〔書簡〕（升田の書は真物） ３年12月22日
21 資料／書簡 〔書簡〕（村長認可の件） ４年１月５日

22 資料／書簡 〔書簡〕（社員失敗の後始末） 10月21日

23 資料／書簡 〔書簡〕（編制中の施策業案、本年２月頃大要完成） 明治44年８月14日

24 資料／書簡 〔葉書〕（遅延利息） 大正13年６月30日

25 資料／書簡 〔葉書〕（遅延利息の通知） 大正13年６月

26 資料／書簡 〔葉書〕（入金督促） 大正６年８月24日

27 資料／書簡 〔電報〕（シバラクマテ） 〔明治〕45年３月７日
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

浅山貞 永里吉光 状 １ 47-31

安達謙蔵 永里吉光 状 １ 17-1

安達謙蔵 永里吉光 状 １ 17-5
安達謙蔵 永里吉光 状 ２ 17-6

安達謙蔵 永里吉光 状 １ 17-3

安達謙蔵 永里吉光 状 １ 17-4
安達謙蔵 永里吉光 状 １ 17-2
天瀬穎祐（鹿児島県薩摩郡宮
之城町屋地）

永里吉満（熊本県葦北郡津奈
木村小津奈木）

状 １ 70-17-6

伊豆富人 永里吉光 状 １ 36
伊藤 永里吉光 状 １ 70-17-16
今津政美 永里 状 ２ 70-17-5
今津政美（滋賀県甲賀郡甲賀
町大原市場アート美容院）

永里吉光（熊本県芦北郡津奈
木村字町原）

状 １ 70-17-13

色川良春 永里吉光 状 ２ 22
岩崎直太郎 永里吉光 状 ４ 12-1
大淵龍太郎 永里吉光 状 ２ 16-1
大淵龍太郎 永里吉光　木戸行重 状 １ 16-2

岡辰喜 永里吉光 状 ２ 10-2
岡辰喜 永里吉光 状 １ 10-1
岡辰喜 永里吉光　靍田直久 状 ２ 10-4
岡辰喜 永里吉光 状 １ 10-5
岡辰喜 永里〔吉光〕、靍田〔直久〕、畑

田、吉田
状 ３ 10-3

岡安理平（福岡市古小路町二
十七番地日清生命保険株式会
社支社長）

永里吉光 状 ２ 47-24

片野杢三（県庁農務課技手） 永里吉光（葦北郡津奈木村村
長）

状 ２ 熊本県用箋 47-22

株式会社肥後農工銀行（熊本
市紺屋今町壹丁目壹番地）

永里吉光 状 １ 43-9

株式会社肥後農工銀行（熊本
市紺屋今町壹丁目壹番地）

永里吉光（葦北郡津奈木村小
津奈木）

状 １ 43-1

株式会社肥後農工銀行（熊本
市紺屋今町壹丁目壹番地）

永里吉光（葦北郡津奈木村） 状 １ 43-7

クサ ナガサトヨシミツ（ツナギ） 状 １ 封筒あり 47-4
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

28 資料／書簡 〔書簡〕 〔大正４年〕11月７日
29 資料／書簡 〔葉書〕（年賀状） 明治28年１月１日

30 資料／書簡 〔書簡〕（議会選挙勝利、御同慶） 13日
31 資料／書簡 〔書簡〕（薬代送金）
32 資料／書簡 〔書簡〕（非戦之方針） ８月13日
33 資料／書簡 〔書簡〕（宮本の演説、郡農会一新） ５年５月３日
34 資料／書簡 〔書簡〕（視察・出張の事） 10月６日
35 資料／書簡 〔葉書〕（薬の送付の要請） 昭和29年９月６日
36 資料／書簡 〔書簡〕（薬量の苦情） 11月30日

37 資料／書簡 〔書簡〕（近況報告） 32年11月12日
38 資料／書簡 〔書簡〕（金五円拝受、八方大困却） 34年11月２日
39 資料／書簡 〔書簡〕（腸胃カタルのため訪問中止の旨） 36年８月20日
40 資料／書簡 〔書簡〕（政党上之異、近々時期切迫） 12月20日
41 資料／書簡 〔書簡〕（病状について、相談したいことあり） ４月16日
42 資料／書簡 〔書簡〕（病気につき役場へ出場出来兼） 11月30日
43 資料／書簡 〔書簡〕（宮本君の問題は本人の意向に委る） ５年４月22日
44 資料／書簡 〔書簡〕（卒業・就職の近況説明、借金依頼） ７月13日
45 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付要請）
46 資料／書簡 〔書簡〕（鎮西館周辺の人物の動向） 36年８月17日

47 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付要請） ９月21日

48 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付の要請） 12月24日

49 資料／書簡 〔書簡〕（松崎様御逝去、公民館に思い出を永久保
存）

50 資料／書簡 〔書簡〕（改修工事、移転料） １月24日
51 資料／書簡 〔書簡〕（御恩借の金員、返済延期願） 12月28日
52 資料／書簡 〔書簡〕（九州日々新聞社一万号記念大祝典のための

寄附依頼）
４年４月29日

53 資料／書簡 〔葉書〕（年賀状） 昭和26年１月
54 資料／書簡 〔葉書〕（年賀状） 昭和29日１月25日
55 資料／書簡 〔封筒〕 ３年３月２日
56 資料／書簡 〔書簡〕（家宅売却）

57 資料／書簡 〔書簡〕（捨丸太商ひ、今日帰宅） 明治41年１月23日
58 資料／書簡 〔書簡〕（参訪見合せの知らせ） ４月５日
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

熊本県 永里〔吉光〕 状 １ 封筒のみ 76-19
古賀文回漕店（門司港桟橋通
拾壹番地）

永里吉光（熊本県葦北郡ツナ
ギ村）

状 １ 47-23

小島主一郎 永里吉光 状 １ 2-36
小島主一郎 状 １ 70-17-9
斎藤季格 永里吉光 状 １ 30
坂本久也 永里吉光 状 １ 28
坂本久也 永里吉光 状 １ 31
鮫島守衛 永利医院 状 １ 70-22
渋谷和代（東京都文京区森川
町一文部省官舎内）

熊本県葦北郡津奈木村大字小
津奈木字町原

状 ２ 70-17-3

島本信二 永里吉光 状 １ 25-1
〔島本〕信二 永里吉光 状 ２ 中欠 23
島本信二 永里吉光 状 １ 25-2
島本信二 永里吉光 状 ２ 33
正太郎 永里吉満 状 １ 70-11
杉上寿良 永里吉光（村長） 状 １ 58
杉田喜一（熊本県農事試験場） 坂本久太郎（葦北郡水俣村） 状 ４ 47-28
瀬崎源次 永里吉光 状 １ 24
須永和介（埼玉県熊谷市） 熊本県芦北郡津奈木村字町原 状 ３ 70-17-4
竹本太郎 永里吉光 状 １ 本文差出人は

矢野英記
21

田実勇（鹿児島県出水市大川
内上大川内射場本元）

永里吉光 状 １ 70-17-2

田実勇（出水市上大川内） 永里吉光（熊本県芦北郡津奈
木村小津奈木）

状 １ 70-17-12

千々岩頼如 永里吉光 状 ３ 中欠ヵ 47-2

鶴田 永里（村長） 状 １ 47-30
鶴田 永里〔吉光〕 状 １ 封筒なし 76-18
靏田直久 鎮西館 状 １ 29

徳富猪一郎 永里吉光 状 １ 文面印刷 35
徳富猪一郎 永里吉光 状 １ 文面印刷 34
友川白太郎（熊本市） 永里吉光（葦北郡津奈木村） 状 １ 封筒のみ 47-27
永里安郎（葦北郡津奈木村字
小津奈木町）

状 １ 42-108

永里一行 永里吉光 状 ４ 11
中村猶市（鹿児島出水郡東長
島薬剤師）

永里吉満（芦北郡津奈木村） 状 １ 70-17-10



（14）449

資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

59 資料／書簡 〔書簡〕（拝借金に頼り恐縮、費用多額、返済猶予願） 11日
60 資料／書簡 〔葉書〕（年賀状） 昭和37年１月１日

61 資料／書簡 〔書簡〕（利息支払方） ６月１日
62 資料／書簡 〔書簡〕（小学校教員の配当） ５年３月19日
63 資料／書簡 〔書簡〕（本田氏の事件） 34年２月18日
64 資料／書簡 〔書簡〕（返金猶予の依頼） 〔明治〕34年11月13日

65 資料／書簡 〔書簡〕（熊本で申し残したこと） 〔明治〕36年３月18日

66 資料／書簡 〔書簡〕（村会選挙、日露関係に対する自党と政友
会）

〔明治〕36年５月10日

67 資料／書簡 〔書簡〕（矢野の書状到来に際して矢野や青年会への
対処）

〔明治〕36年８月19日

68 資料／書簡 〔書簡〕（帰村の報告など） 〔明治〕36年８月31日
（封筒）
明治 38 年８月 25 日
（書簡）

69 資料／書簡 〔書簡〕（佐敷から大野への移動にあたっての依頼） 〔明治〕36年９月10日

70 資料／書簡 〔書簡〕（選挙の勝利、日露戦争の風説） 〔明治〕36年10月21日

71 資料／書簡 〔書簡〕（議会解散による選挙、日露問題） 〔明治〕36年12月26日

72 資料／書簡 〔書簡〕（津奈木訪問予定の知らせ、矢野の近況な
ど）

明治36年12月29日

73 資料／書簡 〔書簡〕（水俣方面之計画等御注意） 明治37年３月15日
74 資料／書簡 〔書簡〕（日露戦争連勝、御婚儀之件） 明治37年４月26日
75 資料／書簡 〔書簡〕（村会議員のことなど） 〔明治〕37年〔５月９

日〕
76 資料／書簡 〔書簡〕（東京を辞して、熊本に住むことなど） 〔明治〕37年９月14日

77 資料／書簡 〔書簡〕（御尊母逝去への悔み） 〔明治〕40年１月13日
78 資料／書簡 〔書簡〕（渡韓、帰国） 明治41年１月14日
79 資料／書簡 〔書簡〕（韓国における近況報告、総選挙に際して水

俣攻略）
〔明治41年〕４月18日

80 資料／書簡 〔書簡〕（韓国における近況報告、水俣の近況の取
調・教示を依頼）

〔明治41年〕７月21日

81 資料／書簡 〔書簡〕（３月25日男子出生） 明治44年４月６日
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

中村武熊 永里吉光 状 ２ 47-6
中村学・森山宇八郎・松本俊
造・前田隆

永里吉光 状 ４ 47-11

濱田 永里 状 １ 43-26
平山岩彦 永里吉光 状 ２ 18-1
平山岩彦 永里吉光 状 １ 18-2
深水清（札幌遊園地甲ノ九号
広瀬方）

永里吉光（熊本県葦北郡小津
奈木）

状 １ 2-22

深水清（東京飯田町六ノ二一） 永里吉光（熊本県葦北郡津奈
木）

状 ２ 2-13

深水清（東京富士見町五七） 永里吉光（熊本県葦北郡津奈
木村）

状 ３ 2-14

深水清（東京富士見町五ノ七） 永里吉光（熊本県葦北郡津奈
木）

状 ３ 2-17

深水〔清〕 永里吉光 状 １ 封筒と書翰の
作成者、作成
年月日が異
なっている。
封筒は岡沢作
成、書簡は清
水作成。

2-10

深水清（佐敷いろはや） 永里吉光（津奈木村大字小津
奈木）

状 １ 2-12

深水清（東京麹町区富士見町
五七）

永里吉光（熊本県葦北郡津奈
木村）

状 １ 2-11

東京富士見町五ノ七　深水清 熊本県葦北郡津奈木村　永里
吉光

状 １ 2-18

深水清 永里吉光 状 １ 2-29

深水清 永里吉光 状 １ 2-30
深水清 永里吉光 状 １ 2-31
深水清（東京富士見町五七） 熊本県葦北郡津奈木　永里吉

光
状 １ 2-5

深水清（クマモトシタカダハ
ラクスノキマチ三）

永里吉光（葦北郡津奈木） 状 １ 2-7

深水清（熊本市高田原楠町） 葦北郡津奈木村　永里吉光 状 ２ 2-8
深水清 永里吉光 状 ３ 2-24
深水清 永里吉光 状 １ 2-27

深水清 永里吉光 状 ２ 2-26

深水清 永里吉光 状 ２ 2-34
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

82 資料／書簡 〔書簡〕（結婚について） 〔大正〕13年５月

83 資料／書簡 〔書簡〕（犬重の件） 10月８日
84 資料／書簡 〔書簡〕（桑原の件、秘密書木戸へ渡置） 11月４日
85 資料／書簡 〔書簡〕（土地売買と金の工面） 11月４日

86 資料／書簡 〔書簡〕（一五円返済、尾崎、大岡、武富評） 12月27日

87 資料／書簡 〔書簡〕（東都の情況） ４日
88 資料／書簡 〔書簡〕（鶴田の儀、協議） ５日
89 資料／書簡 〔書簡〕（湯浦政策） ５日
90 資料／書簡 〔書簡〕（大兄一個人の利益は将来我党発展の障害） ７日
91 資料／書簡 〔書簡〕（津奈木訪問の報告） 12日
92 資料／書簡 〔書簡〕（深水の事業） 13日

93 資料／書簡 〔書簡〕（ご面語希望） 15日
94 資料／書簡 〔書簡〕（借款問題、屋敷抵当迷惑） 20日
95 資料／書簡 〔書簡〕（妹について、島本と面会） 22日
96 資料／書簡 〔書簡〕（選挙後の結果と水俣への対策） 22日
97 資料／書簡 〔書簡〕（来水の知らせ） 28日
98 資料／書簡 〔書簡〕（鹿本・飽託両郡、農工銀行のこと）
99 資料／書簡 〔書簡〕（鶴田を同道、無理すれば発熱）
100 資料／書簡 〔書簡〕（予約出版法の写） ７月30日

101 資料／書簡 〔書簡〕（借金工面の依頼） 〔明治〕35年７月16日

102 資料／書簡 〔書簡〕（選挙時における得票売買の様子） 〔明治〕35年９月５日

103 資料／書簡 〔書簡〕（借金工面の依頼） 〔明治〕36年１月７日

104 資料／書簡 〔書簡〕（村会議員のこと、福島君のこと、政友会） ４月

105 資料／書簡 〔書簡〕（缶詰原料として絶好、製造準備中） ４年２月10日

106 資料／書簡 〔書簡〕（健康法） ２月27日
107 資料／書簡 〔書簡〕（壮丁身体検査結果） 〔明治〕44年４月22日
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

深水清（京城南大門東通） 永里吉光（熊本県葦北郡津奈
木）

状 １ 2-2

深水清 永里吉光（芦北郡津奈木） 状 ２ 2-23
深水清 永里吉光 状 １ 2-33
深水清 永里吉光（熊本県葦北郡津奈

木）
状 ２ 2-9

深水清 永里吉光 状 ２ 封筒に「九十
円在中」とあ
り

2-32

深水〔清〕 永里 状 １ 2-35
深水清 永里吉光 状 １ 2-37
深水清 永里吉光 状 １ 2-40
深水〔清〕 永里吉光 状 ３ 2-38
深水〔清〕 永里〔吉光〕 状 ２ 2-4
深水清（北海道札幌南二、一
四五、二六鹿内方）

永里吉光（熊本県葦北郡津奈
木）

状 １ 2-19

深水清 永里一行 状 １ 2-42
深水清、鶴田雅頭 永里吉光 状 １ 2-39
深水〔清〕 永里〔吉光〕 状 １ 2-3
深水清 永里吉光 状 ２ 2-25
深水〔清〕 永里一行 状 １ 2-28
深水清（熊本市桜井町長野方） 鶴田直久（葦北郡津奈木） 状 ２ 2-6
深水〔清〕 永里盟兄 状 ３ 2-41
深水好（熊本市京町一ノ二四） 永里吉光（葦北郡津奈木村中

園）
状 ２ 石坂繁積宛永

里吉光宛書簡
（マルクスに
ついて）付属

47-21

深水静（東京小石川区茗荷町
七五有斐閣舎）

永里吉光（熊本県芦北郡津奈
木村）

状 １ 2-20

深水静（東京小石川区茗荷谷
町七五）

永里吉光（熊本県芦北郡津奈
木）

状 １ 2-16

深水静（東京下谷区上野桜木
町円珠院）

永里吉光（肥後葦北郡津奈木
村）

状 １ 2-15

深水静（本郷区台町一九三洲
館）

永里吉光（熊本県芦北郡津奈
木）

状 １ 2-21

福田作四郎（呉市和庄区二丁
目海軍中佐福田一郎方）

永里吉光（肥后国葦北郡津奈
木村長）

状 １ 47-25

福田乕 状 ４ 14
福本助役、野田書記 永里 状 １ 59
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

108 資料／書簡 〔書簡〕（演説会三万名以上、中村宏規ヤジで大面目
つぶし痛快）

大正13年４月20日

109 資料／書簡 〔書簡〕（癌薬からの撤退勧告）

110 資料／書簡 〔書簡〕（薬礼状）

111 資料／書簡 〔書簡〕（熊本出張前御仕掛け一件） ５月１日
112 資料／書簡 〔書簡〕（国道路線杜絶） 1962年７月10日
113 資料／書簡 〔書簡〕（歌会始式陪観）
114 資料／書簡 〔書簡〕（松崎君昇天、拙毫送付） 明治35年12月13日

115 資料／書簡 〔書簡〕（近況報告） 35年７月17日
116 資料／書簡 〔書簡〕（鎮西館からの金銭配分、自身の活動報告） 35年７月19日
117 資料／書簡 〔書簡〕（先日のお礼、選挙） ４月23日
118 資料／書簡 〔書簡〕（選挙の戦術） ５日
119 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付の要請）

120 資料／書簡 〔電報〕（デンヤルタクルカエン） 〔明治〕38年３月14日

121 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付の要請）

122 資料／書簡 〔書簡〕（郷民会を組織の旨） 〔明治〕37年４月16日

123 資料／書簡 〔書簡〕（臨時村会開会における諸役員選挙） ４年10月19日
124 資料／書簡 〔書簡〕（挨拶状の配布） ２月19日
125 資料／書簡 〔書簡〕（小生の善後策、友人同道し交渉） ４月４日
126 資料／書簡 〔書簡〕（安達より人吉にて同志集会可否問い合わ

せ）
９月26日

127 資料／書簡 〔書簡〕（試験場に到着、入場許可） 大正５年５月３日

128 資料／書簡 〔書簡〕（矢野氏進退と選挙に関して） ４年９月11日
129 資料／書簡 〔書簡〕（愚息上京、御配慮） ９月22日
130 資料／書簡 〔書簡〕（同志の演舌会開催、熊本において三月頃立

憲同志会発足式）
〔大正〕３年３月13日

131 資料／書簡 〔書簡〕（公開演説会期、各弁士日程、会場） 〔大正〕３年４月２日
132 資料／書簡 〔書簡〕（公開演舌会は都合にて当分延期、中央の状

況全く暗黒）
〔大正〕３年４月７日

133 資料／書簡 〔書簡〕（選挙御見込定まり、同志の方々と御折合充
分にて御奮闘）

〔大正〕３年11月３日

134 資料／書簡 〔書簡〕（黒江郡長の事、大安心） 〔大正〕３年12月16日
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

藤崎長寿 永里吉光（葦北郡津奈木村） 状 ３ 仮領収証（大
正15年）２枚
付属

47-19

藤田穆（熊本病院薬学部） 永里吉光（熊本県葦北郡津奈
木町）

状 １ 70-23

松尾源右エ門（高尾野町上水
流）

永里義光（熊本県芦北郡津奈
木村町原）

状 １ 70-17-7

松崎助役 永里村長 状 １ 32
松本〔敬〕 永里白峰（津奈木村町原） 状 １ 47-9
松本敬 永里吉光 状 ２ 47-8
松本敬 永里白峰 状 ５ 書画等のみの

紙もあり
47-7

蓑田潅 永里吉光 状 １ 19-1
蓑田潅 木戸行重・永里吉光 状 １ 19-3
蓑田潅 永里吉光 状 １ 19-2
蓑田潅 大渕龍太郎 状 １ 19-4
宮内ムメ子（鹿児島県出水市
西出水石城）

永里吉光（熊本県芦北郡津奈
木村字町原）

状 １ 70-17-14

モリヤマ ナガサトヨシミツ（津奈木村
大字小津奈木）

状 １ 封筒あり 47-3

柳迫勝（福岡県粕屋郡志免町
田富上鈴木重信方）

永里吉光（熊本県芦北郡津奈
木村字町原）

状 １ 70-17-11

矢野英記 永里吉光 状 ２ 佐敷郷民会会
則同封

20-2

矢野英記 永里吉光 状 １ 20-1
矢野英記 永里吉光・深水清 状 １ 20-3
矢野英誠 永里吉光 状 １ 47-29
矢野英記 永里吉光 状 ２ 47-33

山下重義（熊本県） 永里吉光（熊本県葦北郡津奈
木村）

状 １ 47-18

山田 永里吉光 状 １ 27
山本 永里 状 ２ 前欠 47-20
吉川亀太郎 永里吉光 状 ４ 13-1

吉川亀太郎 永里吉光 状 ３ 13-2
吉川亀太郎 永里吉光 状 ３ 13-3

吉川亀太郎 永里吉光 状 ３ 13-4

吉川亀太郎 永里吉光 状 ２ 13-5
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

135 資料／書簡 〔書簡〕（地方課における認可、議会解散不得止事） 〔大正〕３年12月28日
136 資料／書簡 〔書簡〕（反対候補者の出現地は結果劣る、水俣も大

分も随分好成績）
〔大正〕４年10月２日

137 資料／書簡 〔書簡〕（参院補選、桜井前参議の意志をつぐ、独善
的権力政治の排除）

138 資料／書簡 〔書簡〕（御芳書の件至急片付度） 大正３年３月12日
139 資料／書簡 〔書簡〕（返入延期願） ３年12月16日

140 資料／書簡 〔書簡〕（材木商関連） ２年５月28日
141 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付の要請） 〔昭和〕30年

142 資料／書簡 〔書簡〕（英ソとの開戦をこう） 昭和14年８月
143 資料／書簡 〔書簡〕（候補者の選定につき、矢野と交渉、得失を

論ず）
１月12日

144 資料／書簡 〔書簡〕（訪問の知らせ） ３月20日
145 資料／書簡 〔書簡〕（縁組の日程） ６月29日

146 資料／書簡 〔書簡〕（矢野意見御高覧願） ８月15日
147 資料／書簡 〔書簡〕（第三次世界対戦を防ぐ座談会の提案） ８月31日
148 資料／書簡 〔書簡〕（松本書記差上、伊藤分と貴殿分は全く別

物）
11月29日

149 資料／書簡 〔書簡〕（土地抵当）
150 資料／書簡 〔書簡〕（土地売買）
151 資料／書簡 〔書簡〕（不漁の原因、当村の陳情、刺網禁止期間）
152 資料／書簡 〔書簡〕（縁組の相談）

153 資料／書簡 〔書簡〕（日清開戦の意義）

154 資料／書簡 〔書簡〕（熊本都市内人物取調、運動費） ２年11月30日

155 資料／書簡 〔書簡〕（薬の効能）
156 資料／書簡 〔書簡〕（ガンの薬送付の依頼）

157 資料／原稿等 〔書類〕（明治年代実業家成功失敗鑑草稿） 明治43年７月
158 資料／原稿等 〔メモ〕（永里吉光作「愛国行進曲」）
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

吉川亀太郎 永里吉光 状 ２ 13-6
吉川亀太郎 永里吉光 状 ３ 前欠 13-7

吉田安（熊本市春竹町） 永里吉光（芦北郡津奈木村小
津奈木）

状 １ 47-10

吉田仁三郎（林産商） 永里吉光 状 １ 47-32
吉住友次郎（葦北郡佐敷町大
字佐敷）

葦北郡津奈木村字 状 ２ 47-5

吉野周蔵 永里吉光 状 １ 12-2
安田まさ（東京都荒川区尾久
町四の一八五七）

熊本県芦北郡津奈木村大字小
津奈木字町原

状 １ 70-17-15

永里吉光 荒木貞夫 綴 １ 下書ヵ ８

永里〔吉光〕 安達〔謙蔵〕 状 １ 下書ヵ 47-13

永里吉光 藤田 状 １ 下書ヵ 70-21
永里吉光 深水清 状 １ 47-15 ～ 17は

同一書簡の下
書ヵ

47-16

永里〔吉光〕 深水春郎 状 ３ 下書ヵ 47-12
永里吉光 小泉信三 状 １ 下書ヵ ９

永里吉光 伊藤光喜 状 １ 下書ヵ 47-14

永里吉光 白坂茂 状 １ 42-106
永里吉光 白坂茂 状 ２ 42-107
永里吉光 平木清吉 状 ２ 封筒なし 47-1
〔永里吉光〕 状 ２ 47-15 ～ 17は

同一書簡の下
書ヵ

47-17

〔永里吉光〕 状 １ 47-15 ～ 17は
同一書簡の下
書ヵ

47-15

差出人不明 永里吉光 状 ３ 差出人破損の
ため解読不能

26

差出人不明 状 １ 70-19
差出人不明 状 ２ 後欠、封筒な

し
70-17-8

永里吉光 綴 １ ４

状 ２ 新聞記事切り
抜き「リズム
に乗る本社募
集大陸行進
曲」付属

63
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

159 資料／原稿等 〔新聞記事切抜〕（「広島県宇品港」等風景に関するも
の）

160 資料／村政 〔書類〕（明治三十八年度県税等級議案） 明治38年４月17日

161 資料／村政 〔書類〕（津奈木村大字岩城区有林造成規約） 明治38年11月１日

162 資料／村政 〔書類〕（報告書類） 明治39年７月28日

163 資料／村政 〔書類〕（熊本県葦北郡津奈木村明治四十年度歳入出
予算表）

明治40年３月28日

164 資料／村政 〔書類〕（明治四十年度府県税等級案） 明治40年３月28日
165 資料／村政 〔書類〕（明治四十一年度県税等級議案） 明治41年４月19日
166 資料／村政 〔書類〕（熊本県葦北郡津奈木村明治四十三年度歳入

出総計予算）
明治43年３月29日

167 資料／村政 〔書類〕（予算更正議決書） 明治43年４月26日
168 資料／村政 〔書類〕（明治四十三年度県税等級議案） 明治43年４月28日
169 資料／村政 〔書類〕（熊本県葦北郡津奈木村明治四十三年度歳入

出予算表）
明治43年９月１日

170 資料／村政 〔葦北郡農会関係書類〕（明治四十三年度葦北郡農会
経費収入支出決算書並に会務の状況）

明治43年

170 資料／村政 〔書類〕（津奈木村基本財産蓄積条例） 明治45年３月14日
171 資料／村政 〔諮問案〕（条例等改正等） 明治44年３月28日
172 資料／村政 〔書類〕（明治四拾四年度県税等級議案） 明治44年４月22日
173 資料／村政 〔書類〕（熊本県葦北郡津奈木村明治四十三年度歳入

出総計決算）
明治44年７月12日

174 資料／村政 〔書類〕（熊本県葦北郡津奈木村手数料条例） 明治44年７月13日
175 資料／村政 〔書類〕（熊本県葦北郡津奈木村明治四十四年度歳入

出追加総計予算表）
明治44年11月21日

176 資料／村政 〔書類〕（明治四十四年自至十二月津奈木役場事務報
告）

明治44年

177 資料／村政 〔書類〕（四拾四年度県税等級下調） 明治44年
178 資料／村政 〔書類〕（明治四十五年度熊本県葦北郡津奈木尋常高

等小学校歳入歳出予算書）
明治45年１月12日

179 資料／村政 〔書類〕（村税及夫役徴収法議決） 明治45年３月14日
180 資料／村政 〔書類〕（明治四十五年度県税等級下調） 明治45年
181 資料／村政 〔書類〕（明治四十五年度県税等級下調） 明治45年
182 資料／村政 〔書類〕（明治四十五年度熊本県葦北郡津奈木村歳入

歳出予算書）
明治45年

183 資料／村政 〔書類〕（明治四十五年度熊本県葦北郡津奈木村歳入
歳出予算書）

明治45年
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

状 33 掲載誌紙等不
明

62

六車茂一郎（葦北郡津奈木村
長）

綴 １ 49-1

六車茂一郎（葦北郡津奈木村
長）

綴 １ 49-2

六車茂一郎（葦北郡津奈木村
長）

綴 １ 49-3

斎藤季格（津奈木村長） 綴 １ 49-4

綴 １ 49-5
斎藤季格（津奈木村長） 綴 １ 49-6
斎藤季格（津奈木村長） 綴 １ 49-11

斎藤季格（津奈木村長） 状 １ 49-8
斎藤季格（津奈木村長） 綴 １ 49-7
斎藤季格（津奈木村長） 綴 １ 49-9

葦北郡農会 綴 １ 46-3

永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-20
〔永里吉光〕 状 １ 76-16
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-13
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-10

永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-34
永里吉光（津奈木村長） 状 １ 49-17

綴 １ 49-15

綴 １ 49-12
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-22

永里吉光（津奈木村長） 状 １ 49-16
綴 １ 49-14
綴 １ 49-18

永里吉光（熊本県葦北郡津奈
木村長）

綴 １ 49-19

永里吉光（熊本県葦北郡津奈
木村長）

綴 １ 49-21
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

184 資料／村政 〔書類〕（自明治四十五年一月至大正元年十一月津奈
木村役場事務報告）

明治45年

185 資料／村政 〔書類〕（自明治四十五年度一月至大正元年十二月津
奈木村役場事務報告）

明治45年

186 資料／村政 〔書類〕（大正二年度熊本県葦北郡津奈木尋常高等小
学校佐入出予算）

大正２年２月26日

187 資料／村政 〔書類〕大正二年度熊本県葦北郡津奈木村赤崎尋常
小学校歳出予算）

大正２年２月26日

188 資料／村政 〔書類〕（大正二年度熊本県葦北郡津奈木村平国尋常
小学校歳入出予算）

大正２年２月27日

189 資料／村政 〔書類〕（自大正元年度至大正五年度　熊本県葦北郡
津奈木村土木費継続年期及支出方法）

大正２年３月17日

190 資料／村政 〔書類〕（村会資料） 大正２年３月31日
191 資料／村政 〔書類〕（大正弐年度熊本県葦北郡津奈木村歳入出追

加更生予算）
大正２年11月27日

192 資料／村政 〔書類〕（大正二年度熊本県葦北郡津奈木村歳入出追
加予算）

大正２年11月27日

193 資料／村政 〔書類〕（大正二年度熊本県葦北郡津奈木村歳入出予
算）

大正２年

225 資料／村政 〔葦北郡農会関係書類〕（葦北郡農会大正貳年度経費
収入支出予算書）

大正２年

194 資料／村政 〔書類〕（大正三年度熊本県葦北郡津奈木村歳入歳出
予算）

大正３年２月26日

195 資料／村政 〔書類〕（立木買収ニ付伐採御届、控） 大正３年７月15日

196 資料／村政 〔葦北郡農会関係書類〕（葦北郡農会大正参年度経費
収支予算書）

大正３年

197 資料／村政 〔書類〕（大正四年度県税等級議案） 大正４年４月19日
198 資料／村政 〔書類〕（大正四年度熊本県葦北郡津奈木村歳入出追

加予算）
大正４年11月23日

199 資料／村政 〔領収証〕（金銭） 大正７年１月27日
200 資料／村政 〔水産経費関係書類〕（大正九年度熊本県水産組合経

費徴収方法）
大正９年３月16日

201 資料／村政 〔メダル・バッジ〕（大日本衛生会熊本支会、国勢調
査記念、熊本市主催大典記念国産共進会協賛会徽
章、通常愛国婦人会徽章、大礼記念章等）

大正９年

202 資料／村政 〔造林関係書類〕（村有林野委託造林条例案） 大正10年11月19日
203 資料／村政 〔葦北郡農会関係書類〕（建議案） 大正11年３月３日
204 資料／村政 〔水産経費関係書類〕（水産基本調査） 大正11年３月７日
205 資料／村政 〔水産経費関係書類〕（大正13年度葦北郡水産会経費

予算書）
大正13年３月８日
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-23

状 ２ 49-36

永里吉光（葦北郡津奈木村長） 状 ５ 49-28

永里吉光（葦北郡津奈木村長） 綴 １ 49-30

永里吉光（葦北郡津奈木村長） 綴 １ 49-29

永里吉光（葦北郡津奈木村長） 綴 ３ 49-35

永里吉光（津奈木村長） 状 １ 49-24
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-26

永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-27

永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-25

綴 １ 46-4

永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-31

宮島弥久馬 黒江軍太郎（葦北郡長） 綴 １ 葦北郡津奈木
村罫線紙

56

綴 １ 46-2

永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-32
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-33

肥後農工銀行 永里吉光 状 ４ 43-12
綴 １ 45-2

個 ６ 71

津奈木村長 綴 １ 44-1
状 １ 46-1

田代徳二（葦北郡水産会長） 永里吉光 状 １ 45-4
染井淳二（葦北郡水産会長） 綴 １ 45-1
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

206 資料／村政 〔水産経費関係書類〕（木部委員及出水郡長始メ委員
ト協定事項）

大正10年９月25日～
27日

207 資料／村政 〔水産経費関係書類〕（陳情書） 大正13年８月

208 資料／村政 〔書類〕（昭和四年度熊本県菊池郡菊池村歳入出予
算）

昭和４年

209 資料／村政 〔書類〕（昭和五年度菊池郡菊池村特別税戸数割納税
義務者資力算定議案）

昭和５年

210 資料／村政 〔書類〕（昭和五年度熊本県菊池郡菊池村歳入出予算
表）

昭和５年

211 資料／村政 〔書類〕（昭和五年度熊本県菊池郡加茂川村歳入歳出
予算）

昭和５年

212 資料／村政 〔書類〕（昭和七年度菊池村二ヶ村伝染病隔離病舎組
合歳入出予算表）

昭和７年

213 資料／村政 〔答辞書〕（高等葦北北部小学校大試業授与式の答
辞〕

昭和22年３月28日

214 資料／村政 〔原稿〕（村治改善に関する原稿）

215 資料／村政 〔原稿〕（納税の状況、葦北郡津奈木村）

216 資料／村政 〔書類〕（八月十八日区長会提出事項）
217 資料／村政 〔書類〕（歳出表）

218 資料／村政 〔書類〕（宮崎往還出入貨物調） 明治43年

219 資料／村政 〔書類〕（無限責任津奈木村信用組合定款）
220 資料／村政 〔書類〕（津奈木村の沿革）
221 資料／村政 〔書類〕（村内の各概要）
222 資料／村政 〔書類〕（玉瀧村の現況）
223 資料／村政 〔メモ〕（水俣町の財政）
224 資料／村政 〔葦北郡農会関係書類〕（葦北郡農会大正貳年度経費

収入支出予算書）
225 資料／村政 〔水産経費関係書類〕（七月三十一日委員会提出問

題）
226 資料／村政 〔水産経費関係書類〕（津奈木村漁業組合）
227 資料／村政 〔造林関係書類〕（村有林野委託造林条例案）
228 資料／村政 〔造林関係書類〕（津奈木村　造林組合規約）
229 資料／村政 〔領収書〕（立木調査代）

230 資料／村政 〔書類〕（勤怠表）
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

綴 １ 45-7

永里吉光（葦北郡津奈木村漁
業組合理事）

綴 ３ 45-3

綴 １ 51-1

綴 １ 51-5

綴 １ 51-4

綴 １ 51-6

綴 １ 51-7

永里光吉（卒業生） 状 １ 64

綴 １ 葦北郡津奈木
村罫線紙

52

綴 １ 葦北郡津奈木
村罫線紙

53

状 ４ 51-3
永里吉光（菊池村外二ヶ村組
合長）

状 ３ 51-2

綴 ４ 葦北郡津奈木
村罫線紙

60

綴 １ 67
綴 １ 54
綴 30 55
綴 １ 68
状 １ 61
綴 １ 46-4

状 １ 45-5

津奈木村漁業組合 状 １ 45-6
綴 １ 44-3
綴 １ 44-2
状 １ 下書ヵ　津奈

木村罫線紙
41-8

状 ２ 葦北郡津奈木
村罫線紙

57
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

231 資料／村政 〔調書〕（緒方キヨについて）

232 資料／村政 〔調書〕（孝女能加ノ略暦）
233 資料／村政 〔調書〕（佐々木善三郎について）

234 資料／村政 〔調書〕（千々岩常雄について）

235 資料／村政 〔調書〕（節婦平川さめ略歴）
236 資料／村政 〔調書〕（孝子千々岩常人事蹟・孝女仝人妻ツモ事

蹟）
237 資料／村政 〔招待状〕（大饗のお知らせ）

238 資料／選挙 〔メモ書〕（選挙得票関係ヵ） 大正７年
239 資料／事業（林業） 〔書類〕（大字小津奈木歌坂三岳官山払下明細） 明治43年11月
240 資料／事業（林業） 〔書類〕（明治四十三年払下小津奈木部分林明細） 明治43年
241 資料／事業（林業） 〔書類〕（明治四十四年五月十八日本村会ニ於テ議決

シタル物置場設置ニ関スル別案）
明治44年７月

242 資料／事業（林業） 〔証書〕（小津奈木村字屏風岩ニ槙付分苗木代積立
金）

大正12年８月21日

243 資料／事業（林業） 〔領収書〕（肥後山林会会費） 大正14年３月11日
244 資料／事業（林業） 〔契約書〕（国有林下戻払下運動共同者） 大正14年10月31日
245 資料／事業（林業） 〔売渡証〕（立木） 昭和２年５月28日
246 資料／事業（林業） 〔受取証〕（佐敷山勘定吉野ヨリ受取金）
247 資料／事業（林業） 〔契約証〕（立木売買）
248 資料／事業（林業） 〔小売受取証〕（水俣檜等）
249 資料／事業（林業） 〔小売計金簿〕（水俣・佐敷材木）
250 資料／事業（林業） 〔算用目録〕（檜船板代）
251 資料／事業（林業） 〔木材リスト〕（木材現今）
252 資料／事業（林業） 〔メモ〕（材木諸経費関連）
253 資料／事業（林業） 〔メモ〕（水俣勘場製材費払）
254 資料／事業（林業） 〔メモ〕（林業につき借用金関連）
255 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（売薬行商届済証書換申請書） 昭和８年９月30日

256 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（医道の完成を希ふ） 昭和19年１月１日

257 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（売薬行商届）
258 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（各種名薬取扱品）
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

綴 １ 表彰の推薦
文、津奈木村
役場罫線

50-4

綴 １ 表彰の推薦文 50-3
綴 １ 表彰の推薦

文、津奈木村
役場罫線

50-6

綴 １ 表彰の推薦
文、津奈木村
役場罫線

50-5

綴 ２ 50-1
綴 １ 50-2

波多野敬直（宮内大臣） 永里吉光（熊本県葦北郡津奈
木村長）

状 ２ 66

綴 ７ 48
綴 １ 49-38
綴 １ 49-39

永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-37

永里吉光 状 １ 42-49

熊本県庁内　肥後山林会長 永里吉光 状 １ 41-25
永里吉光、阿武丈夫 綴 １ 47-26
石田茂太郎 山崎善太郎 状 １ 42-32

状 １ 42-69
状 １ 42-67
状 １ 42-66
綴 ２ 42-58
状 １ 42-110
綴 １ 42-68
状 ２ 42-73
状 ２ 42-74
綴 ２ 42-70

永里吉光（売薬読売営業者） 岩下律（水俣警察部長警部） 綴 １ 70-2～19は一
括されていた

70-2

永里吉光、永里吉香、永里一
吉

綴 ２ 70-18

永里吉光 石井一三 状 ２ 70-1
状 ３ 70-5
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

259 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（「海人草」に関する件）
260 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（純日本流ニシテ自家経営トスベキ薬

種）
261 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（病歴）
262 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（各薬広告・宣伝・効能）
263 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（各薬説明書）

264 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（萬病適薬）
265 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（薬餌見聞録）
266 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（癌の薬発見と其治療法）

267 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（来客控帳）
268 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（名刺） 中村猶一
269 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（雑誌切り抜き「ロードポウ」）
270 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（メモ）
271 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（メモ）
272 資料／事業（売薬業） 〔説明書〕（癌の煎茶）
273 資料／事業（その他） 〔差入証〕（日本窒素肥料株式会社水俣工場より借入

金の連帯保証人を依頼）
大正９年２月10日

274 資料／事業（その他） 〔書類〕（佐敷大字鶴木山計画セメント会社計画図）
275 資料／資産（土地） 〔地所買入証文〕（津名木村の田地） 明治22年２月９日
276 資料／資産（土地） 〔地所売渡証〕（津奈木村の畑地） 明治31年７月７日

277 資料／資産（土地） 〔地所売渡証〕（津奈木村の畑地） 明治32年３月24日

278 資料／資産（土地） 〔土地売渡証〕（津奈木村の田地） 明治34年２月28日

279 資料／資産（土地） 〔領収書〕（津奈木の山林） 明治36年３月９日
280 資料／資産（土地） 〔所有権移転登記申請書控〕（津名木村の田地、家督

相続のため）
明治36年５月

281 資料／資産（土地） 〔売渡証〕（津奈木村の田地） 明治36年12月24日

282 資料／資産（土地） 〔売渡証〕（津奈木の田地） 明治37年～大正11年

283 資料／資産（土地） 〔売渡証〕（津名木村の田地） 明治39年４月11日

284 資料／資産（土地） 〔保証書〕（津奈木村の山林所有権移転登記） 明治42年11月19日



432（31）

作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

鹿児島農商課 慈愛園 状 １ 70-6
状 ４ 70-8

状 １ 70-9
状 19 70-10

田島繁喜（咸南新興郡東上面
槍鉾索道事務所）

状 ２ 70-12

綴 １ 70-14
綴 １ 70-15

永里暢敏（葦北郡津奈木村三
天堂薬局主）

綴 １ 70-16

綴 １ 70-17-1
状 １ 70-3
綴 １ 掲載誌不明 70-13
状 １ 70-4
状 ７ 70-7
状 １ 70-20

鶴田雅領、蓑田安太郎 永里吉光 状 １ 42-99

状 １ ３

永里熊記 宮崎達意 綴 １ 76-10
（７永田政勝）葦北郡津奈木村
大字小津奈木四十四番地

永里吉光（仝所五拾五番地） 状 １ 42-85

（永里義修）葦北郡津奈木村大
字六拾四番地

永里吉光（仝所五拾五番地） 状 １ 42-83

福山太吉（葦北郡津奈木村大
字小津奈木）

永里吉光（仝所五拾五番地） 綴 １ 42-80

六車茂一郎 永里吉光 状 １ 41-6
永里吉光 八代区裁判所水俣出張所 綴 １ 76-5

売渡人　農原松次（葦北郡津
奈木大字津奈木千弐百拾四番
地、売渡人）

永里吉光（仝村大字小津奈木
五拾五番地）

綴 １ 42-92

平松作太、菱沼恵七郎、成田
兼作

永里吉光 状、綴 ３ 76-7

原野円作（葦北郡津奈木村大
字津奈木千四拾弐番地　売渡
人）

永里吉光（仝村大字小津奈木
五拾五番地）

綴 １ 42-88

伊藤保満、丁廣之 綴 １ 42-77
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

285 資料／資産（土地） 〔売渡証・保証書〕（津奈木村の田地） 明治42年11月19日

286 資料／資産（土地） 〔抵当地所明細書〕 明治44年６月２日
287 資料／資産（土地） 〔保証書〕（津奈木村の畑地と田地　抵当権設定登

記）
明治44年８月７日

288 資料／資産（土地） 〔小作証書、耕作証書〕 大正４年１月10日～
大正５年７月25日

289 資料／資産（土地） 〔書付〕（母養育費として付与されていた土地の権利
を嫁いだため返却）

大正４年７月27日

290 資料／資産（土地） 〔所有権保存登記申請書〕（津奈木村の土地） 大正14年11月30日

291 資料／資産（土地） 〔売渡証〕（津奈木村の土地） 昭和２年６月５日
292 資料／資産（土地） 〔領収証〕（森売渡代） 昭和２年６月22日
293 資料／資産（土地） 〔領収書〕（閲覧申請費） 昭和２年６月30日

294 資料／資産（土地） 〔売渡証〕（水俣町大字江添の田地、木造瓦葺平屋） 昭和２年12月28日

295 資料／資産（土地） 〔領収証〕（抵当権抹消申請他） 昭和３年６月６日
296 資料／資産（土地） 〔契約書・解約書〕（志田久平氏ノ件、土地売買） 昭和３年７月12日
297 資料／資産（土地） 〔領収証〕（売買登記申請、保証書等） 昭和３年８月17日

298 資料／資産（土地） 〔保証書〕（葦北郡津奈木村大字小津奈木の土地登
記）

昭和３年９月22日

299 資料／資産（土地） 〔契約書〕（津奈木山林土地売買） 昭和３年12月29日
300 資料／資産（土地） 〔抵当権消滅登記申請書〕（水俣町大字江添の田地） 昭和４年７月29日
301 資料／資産（土地） 〔抵当権設定〕（大字津奈木字立山　抵当権） 昭和４年11月９日
302 資料／資産（土地） 〔不動産競売手続き開始決定〕（葦北郡水俣町の宅

地）
昭和６年５月18日

303 資料／資産（土地） 〔書類〕（不動産競売手続開始決定、永里所有地の競
売）

昭和６年９月16日

304 資料／資産（土地） 〔不動産競売関連書類〕 昭和８年11月16日
305 資料／資産（土地） 〔抵当権設定〕（葦北郡水俣大字浜抵当権） 昭和12年12月30日

306 資料／資産（土地） 〔領収証〕（土地代） 昭和21年１月19日
307 資料／資産（土地） 〔所有権移転登記申請書　副本〕（津奈木村の田地）
308 資料／資産（土地） 〔メモ〕（水俣土地関連）
309 資料／資産（土地） 〔物件目録〕（津名木村の畑地）
310 資料／資産（土地） 〔略図〕（佐敷大字鶴木山字北浦地先海面埋立平面

図）
311 資料／資産（金銭） 〔株券〕（有限会社横浜炭砿会社仮株式券状） 明治24年
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

売渡人　福島正孝（葦北郡津
奈木村大字壱千弐百参拾六番
地ノ壱）

永里吉光（同村小津奈木五拾
五番地）

綴 １ 42-12

綴 １ 42-54
日本勧業銀行 綴 １ 42-78

山本松太郎、福山又一 永里吉光 状 ２ 76-6

永里トク 兄上 状 １ 76-8

（永里吉光）葦北郡津奈木村大
字小津奈木五拾五

八代区裁判所水俣出張所 綴 １ 42-11

山崎亭蔵 永里吉光 状 １ 42-38
永里吉光 山崎亭蔵 状 １ 42-36
（広田末熊）八代区裁判所水俣
出張所構内司法代書人

永里吉光 綴 １ 42-29

緒方惟規（葦北郡水俣町大字
江添参百七拾八番地）

永里吉光（仝郡津奈木村大字
小津奈木五拾五番地）

綴 １ 42-40

水俣町陣内（司法代書人） 永里吉光 状 １ 43-28
綴 ４ 42-48

広田末熊（八代区裁判所水俣
出張所構内　司法代書人）

永里吉光 状 ３ 43-18

永里吉光（葦北郡津奈木村大
字小津奈木五拾五番地）

綴 ２ 42-13

元村惣市・永里吉光 綴 ２ 42-28
永里吉光（登記権利者） 綴 １ 42-18
株式会社　日本勧業銀行 永里吉光 状 １ 42-15
山林縷次郎（区裁判所判事）、
田上政美（裁判所書記）

綴 １ 42-75

山村勝従郎（八代区裁判所　
判事）

綴 １ 42-101

服部少介、永里吉光 八代区裁判所判事　大田行儀 状 ２ 42-53
久保忠（株式会社肥後銀行水
俣支店支店長）

状 １ 42-14

白坂茂 永里吉光 状 １ 42-25
綴 １ 42-51
状 １ 42-55
状 １ 42-65
状 １ 65

有限会社横浜炭砿会社 永里吉光 状 ２ 76-2
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

312 資料／資産（金銭） 〔送金記録〕（書留郵便受取証・受領証書） 明治27～32年

313 資料／資産（金銭） 〔預証〕（熊本銀行株式） 大正４年６月30日

314 資料／資産（金銭） 〔領収証〕（金銭） 大正５年11月21日
315 資料／資産（金銭） 〔書類〕（株式引受申込証） 大正８年１月18日
316 資料／資産（金銭） 〔領収証書〕（金銭） 大正11年１月８日
317 資料／資産（金銭） 〔所得申告関係書類〕 大正11年４月17日
318 資料／資産（金銭） 〔受領票〕（金銭） 大正11年

319 資料／資産（金銭） 〔受領票〕（金銭） 大正12年９月６日

320 資料／資産（金銭） 〔約束手形〕 大正12年
321 資料／資産（金銭） 〔領収書〕（金銭） 昭和２年５月７日
322 資料／資産（金銭） 〔受取証〕（金銭） 昭和２年６月２日
323 資料／資産（金銭） 〔領収証〕（金銭） 昭和２年６月12日
324 資料／資産（金銭） 〔受取証〕（金銭） 昭和２年６月30日
325 資料／資産（金銭） 〔領収書〕（金銭） 昭和２年６月30日

326 資料／資産（金銭） 〔約束手形〕（金銭） 昭和３年３月31日

327 資料／資産（金銭） 〔領収証書〕（金銭） 昭和３年５月13日
328 資料／資産（金銭） 〔仮領収書〕（金銭） 昭和３年６月30日
329 資料／資産（金銭） 〔領収証〕（金銭） 昭和３年12月21日

330 資料／資産（金銭） 〔領収証〕（金銭） 昭和４年２月28日

331 資料／資産（金銭） 〔当座勘定計算書〕 ３年３月12日

332 資料／資産（金銭） 〔受領証〕（金銭） ７年６月７日

333 資料／資産（金銭） 〔小為替金受領証書〕 10年３月19日～15年
５月11日

334 資料／資産（金銭） 〔受取証〕（町原字坂下土地代金） 昭和21年８月27日
335 資料／資産（金銭） 〔メモ〕（金銭）
336 資料／資産（金銭） 〔メモ〕（貸付金等受入金額、借入金・訴費等払金額）
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

永里一行 永里吉光 状 86 一部綴形態の
ものがある
が、状として
数えた

１

熊本銀行（熊本市紺屋町壹丁
目貳拾六番地）

永里吉光 状 １ 43-11

株式会社　肥後農工銀行 永里吉光 状 ４ 43-10
松本一登 内藤正義（肥後銀行銀行頭取） 状 ８ 69
永松彦熊 永里吉光 状 １ 42-24
津奈木村役場 永里吉光 綴 １ 42-57
株式会社肥後農工銀行（熊本
市紺屋町壹丁目壹番地）

永里吉光（払込人名） 状 ２ 43-8

株式会社肥後農工銀行（熊本
市紺屋町壹丁目壹番地）

永里吉光（払込人名） 状 １ 43-6

永里吉光 鶴田雅顕 状 25 42-105
吉田文太郎（湯浦村大字女島） 永里吉光 状 １ 42-7
横田義之（津奈木村字岩城） 山崎善太郎 状 １ 42-103
横田義立 藤木茂太郎 状 １ 43-29
株式会社　肥後共同銀行 永里吉光 状 １ 43-17
四浦四皓（葦北郡水俣町大字
陣内二、八四三番地ノ一）

永里吉光 状 １ 42-17

永里吉光（葦北郡津奈木村大
字小津奈木五拾五番地）

株式会社　肥後銀行水俣支店 状 １ 42-31

松崎龍藏 永里吉光 状 １ 42-23
草野文雄 永里吉光 状 １ 42-30
江口丑一（葦北郡水俣町大字
宝川内七百九拾壱番地）、村
田平四郎（仝郡仝町大字陣内
千八百四拾参番地）

葦北郡津奈木村大字小津奈木
五拾五番地　永里吉光

状 １ 42-39

山崎文太郎（葦北郡津奈木村
大字津奈木村百四拾弐番地）

福島正孝（仝郡仝村大字仝所
壱千弐百参拾六番地ノ吉）

状 １ 42-8

株式会社肥後銀行水俣支店
（熊本県葦北郡水俣町濱）

永里吉光（津奈木村） 状 ３ 43-32

株式会社肥後農工銀行（熊本
市紺屋町壹丁目壹番地）

永里吉光 状 ４ 43-20

状 ７ 43-24

斉藤次郎熊 永里吉光 状 １ 42-111
状 ２ 42-43

43-4
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

337 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（津奈木の住民への貸付） 明治35年３月26日～
大正５年９月29日

338 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証書〕（金銭） 明治36年７月16日

339 資料／資産（金銭貸借） 〔延期証〕（借用金返済） 明治37年11月15日
340 資料／資産（金銭貸借） 〔金子借用証〕 明治38年１月10日

341 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証書〕（金銭） 明治38年11月８日

342 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 明治43年２月23日

343 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 明治44年３月24日

344 資料／資産（金銭貸借） 〔弁済証〕（金銭） 明治44年７月27日
345 資料／資産（金銭貸借） 〔借用書〕（金銭） 明治44年７月29日
346 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 明治45年４月８日

347 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正２年３月17日
348 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕 大正２年９月７日

349 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕 大正２年11月６日
350 資料／資産（金銭貸借） 〔証書〕（金銭受取証） 大正３年１月11日
351 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕 大正４年10月28日

352 資料／資産（金銭貸借） 〔金借用証書〕 大正５年９月16日

353 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正６年１月６日
354 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正６年１月６日
355 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正６年８月20日
356 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正６年８月21日
357 資料／資産（金銭貸借） 〔領収証〕（遅延利息） 大正７年11月22日



426（37）

作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

尾上浩他、25名 永里吉光 状＋綴 27 76-4

吉住友次郎（葦北郡佐敷村大
字佐敷百五拾番地　貸主）

永里吉光 状 １ 42-84

葦北郡久木　伊藤行恒 同郡津奈木村　永里久行 状 １ 42-81
葦北郡水俣村大字小津奈木　
長野恵一、仝郡津奈木村大字
小津奈木　伊藤久平

仝郡津奈木村大字小津奈木　
永里吉光

状 １ 42-33

葦北郡津奈木村大字小津奈木
弐拾弐番地　借主　福山又市

仝所五拾五番地　永里吉光 綴 １ 42-86

和歌山県東牟婁郡新宮町矢百
三十一番地　岡本楠松

永里吉光 状 １ 42-35

葦北郡津奈木村大字岩城弐千
五拾番地　借用主　山口鉄次
郎、仝郡水俣村小津奈木六百
八番地　抵当権設定者　犬童
逸次

同郡津奈木村弐千八百四拾九
番地　松本貢

綴 １ 42-82

山崎松次 黒山喜洋次 状 １ 76-13
永松仙吉 永里吉光 状 １ 42-79
葦北郡津奈木村大字千代廿二
番地　連帯借主　斎藤実業、
斎藤惣七、斎藤孝

仝郡津奈木村大字小津奈木　
永里吉光

綴 １ 42-87

新立宇三郎 永里吉光 状 １ 42-94
葦北郡津奈木大字小津奈木五
拾五番地　借主　永里吉光

伊藤弘綱 状 １ 42-91

永里吉光 津奈木物産会社 状 １ 42-89
熊八、佐一郎 状 １ 42-96
葦北郡津奈木村大字小津奈木
五拾五番地　借主　永里吉
光、葦北郡津奈木村大字津奈
木五百弐番地　保証人　伊藤
已熊

葦北郡津奈木村大字福濱吉野
周蔵仕立拾円講　担当人　松
本市太郎・吉野寅喜

状 １ 42-90

葦北郡津奈木村大字小津奈木
五拾五番地　永里吉光、仝郡
仝村大字津奈木五百弐番地　
伊藤已熊

津奈木物産株式会社 状 １ 42-97

永里吉光 山田勇 状 １ 42-76
永里吉光 鶴川清 状 １ 42-60
永里吉光 竹田頭陳 状 １ 42-63
永里吉光 竹田頭陳 状 １ 42-93
株式会社　肥後農工銀行外務
書記　寺本維穂

永里吉光 状 ５ 43-34
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

358 資料／資産（金銭貸借） 〔返済証〕（金銭） 大正８年１月10日
359 資料／資産（金銭貸借） 〔領収証〕（借入金返済） 大正８年２月14日
360 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕 大正10年８月25日

361 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕 大正11年３月29日

362 資料／資産（金銭貸借） 〔督促状）（未納金入金督促） 大正11年11月28日

363 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正12年10月18日

364 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正12年11月４日

365 資料／資産（金銭） 〔借用証〕（金銭） 大正12年12月４日

366 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正14年４月17日

367 資料／資産（金銭貸借） 〔領収証〕（年賦契約借入） 大正14年５月７日
368 資料／資産（金銭貸借） 〔領収証〕（遅延利息） 大正14年５月７日
369 資料／資産（金銭貸借） 〔金円借用証〕 大正15年１月21日

370 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正15年４月１日

371 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕 大正15年８月17日

372 資料／資産（金銭貸借） 〔返済証書〕（金銭） 大正15年９月13日

373 資料／資産（金銭貸借） 〔書類〕（林信義氏方計算書） 大正15年
374 資料／資産（金銭貸借） 〔金銭貸付簿〕（鶴田雅顕から永里への金銭貸付） 昭和２年６月
375 資料／資産（金銭貸借） 〔連帯借用金証書〕 昭和２年３月21日



424（39）

作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

園田願 永里吉光 状 １ 76-15
株式会社肥後農工銀行 永里吉光 状 ５ 43-19
葦北郡津奈木村大字小津奈木
五拾五番地　永里吉光、葦北
郡津奈木村大字千代六一七番
地　野田熊次郎

株式会社中西銀行水俣支店支
配人　中西孝麿

状 １ 42-52

葦北郡津奈木村大字小津奈木
五拾五番地　永里吉光、葦北
郡津奈木村大字津奈木五百弐
番地　伊藤已熊

株式会社水俣銀行 状 １ 42-98

熊本市紺屋町壱丁目　株式会
社肥後農工銀行

葦北郡津奈木村大字　永里吉
光

状 １ 43-13

津奈木村大字小津奈木五拾五
番地　永里吉光、仝所五拾番
地　斎藤豊熊、仝所　永松善
助

葦北郡水俣町字初野村　松本
吉治

状 １ 42-61

葦北郡津奈木村小津奈木　長
松善助

状 １ 42-104

葦北郡津奈木村小津奈木　岡
本初次

状 １ 42-37

津奈木村大字小津奈木村五拾
五番地　借主永里吉光、水俣
町大字浜　保証人前田隆、水
俣町大字江添四拾七番地　保
証人山田勇

状 １ 42-56

株式会社　肥後農工銀行 永里吉行 状 １ 43-16
株式会社　肥後農工銀行 永里吉光 状 １ 43-27
葦北郡津奈木村大字小津奈木
五拾五番地　借主永里吉光、
仝郡水俣町大字浜二八九九　
保証人前田隆

四浦四浩 状 １ 42-62

大字小津奈木五拾五番地　永
里吉光

山本亀太郎 状 １ 42-26

葦北郡津奈木村大字小津奈木
五拾五番地　永里吉光

葦北郡水俣町大字浜参千百参
番地ノ吉　株式会社水俣銀行

綴 １ 42-9

葦北郡水俣町大字浜弐千四拾
六番地　岡本唯次

仝郡仝町大字袋参千六拾八番
地　川野駒蔵

綴 １ 42-6

状 17 42-50
鶴田雅顕 永里吉光 綴 13 麻紐一括 76-1
葦北郡津奈木村大字小津奈木
五拾五番地　永里吉光、葦北
郡津奈木村大字岩城二〇六参
番地　林主計

葦北郡湯浦村大字女島　吉田
文太郎

綴 ３ 42-47
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

376 資料／資産（金銭貸借） 〔連帯借用金証書〕 昭和２年５月22日

377 資料／資産（金銭貸借） 〔領収書〕（御用金元本・利息） 昭和２年６月29日

378 資料／資産（金銭貸借） 〔抵当権設定証書〕（津奈木村の土地が抵当） 昭和２年７月22日

379 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕（金銭） 昭和２年７月24日

380 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証書〕 昭和２年８月22日
381 資料／資産（金銭貸借） 〔督促状〕（利子入金の要請） 昭和２年９月７日

382 資料／資産（金銭貸借） 〔督促状〕（御用立金期限） 昭和２年９月25日

383 資料／資産（金銭貸借） 〔償還督促〕（融通金銭につき） 昭和３年２月12日
384 資料／資産（金銭貸借） 〔督促状〕（御用立金期限） 昭和３年２月21日
385 資料／資産（金銭貸借） 〔支払命令書〕（金銭） 昭和３年３月13日

386 資料／資産（金銭貸借） 〔証書〕（津奈木の土地を抵当権とする貸し付け） 昭和３年８月23日
387 資料／資産（金銭貸借） 〔約定書〕（金銭借用） 昭和３年９月18日

388 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 昭和３年９月27日
389 資料／資産（金銭貸借） 〔契約書〕（株券返済につき抵当権設定） 昭和３年11月10日
390 資料／資産（金銭貸借） 〔契約証書〕（支払い命令執行） 昭和３年11月19日
391 資料／資産（金銭貸借） 〔督促状〕（御用立金期限） 昭和３年11月22日
392 資料／資産（金銭貸借） 〔証書〕（金銭借用） 昭和３年

393 資料／資産（金銭貸借） 〔保証書〕（水俣の土地、抵当権抹消登記につき） 昭和４年７月29日
394 資料／資産（金銭貸借） 〔土地抵当関係〕津奈木村の土地 昭和４年～昭和13年
395 資料／資産（金銭貸借） 〔年賦償還金員貸借契約公正証書謄本〕（金銭） 昭和５年１月１日
396 資料／資産（金銭貸借） 〔貸付物件及価額料金表〕 昭和６年３月11日
397 資料／資産（金銭貸借） 〔金銭貸付及譲渡使用貸借公正証書原本〕（抵当とし

て霧箪笥、茶箱、軸物）
昭和７年４月４日

398 資料／資産（金銭貸借） 〔書類〕（債権（金銭）転付命令） 昭和７年10月29日

399 資料／資産（金銭貸借） 〔申請書〕（林田昌蔵（下益郡隈庄町）第一証人申請） 〔昭和７年〕

400 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金、利息リスト〕 13年９月
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

葦北郡湯浦村大字小津奈木五
拾五番地　永里吉光、葦北郡
仝大字岩城二〇六参番地　林
主計

葦北郡湯浦村大字女島　吉田
文太郎

綴 １ 42-42

株式会社葦北銀行　津奈木支
店

永里吉光 状 11 43-33

葦北郡津奈木村大字小津奈木
五拾五番地　永里吉光　仝郡
仝村大字津奈木五百弐番地　
右証人伊藤已熊

仝郡湯浦村大字女島千参拾参
番地　吉田文太郎

綴 １ 42-2

葦北郡津奈木村大字小津奈木
五拾五番地　永里吉光

葦北郡湯浦村大字女島　吉田
文太郎

状 １ 42-5

綴 １ 42-41
熊本県葦北郡水俣町濱　株式
会社肥後共同銀行水俣支店

永里吉光 状 ２ 43-14

熊本県葦北郡水俣町　株式会
社水俣銀行

葦北郡津奈木村小津奈木　永
里吉光

状 ２ 43-15

日本勧業銀行熊本支店 葦北郡津奈木村　永里吉光 状 １ 43-5
株式会社　水俣銀行 永里吉光 状 ３ 43-21
区裁判所判事　小金直三郎 債権者　吉田文太郎、債務者　

永里吉光、債務者　伊藤已熊
綴 １ 永里宛吉田領

収証３枚付属
42-4

湯浦村大字湯浦　宮崎洗馬 永里吉光 状 １ 42-22
津奈木村大字千代八百五拾四
番地　松崎磨

綴 １ 42-20

永里吉光 状 １ 後欠 76-14
永里吉光、山田勇 綴 １ 76-17
松崎作嘉（原告） 永里吉光（被告） 状 １ 42-21
水俣銀行 葦北郡津奈木村　永里吉光 状 ２ 43-31

仝郡湯浦大字女島　吉田文太
郎

綴 ２ 42-44

深見宇八、森山勝 永里吉光 綴 １ 42-10
永里吉光 八代区裁判所水俣出張所 状、綴 ３ 76-9
受継公証人　馬杉虔 綴 １ 42-19

状 １ 76-12
熊本地方裁判所公証人　笹永
喜一郎

坂本徹夫（債権人）、永里吉光
（債務人）

綴 １ 76-11

熊本区裁判所判事　中上友三
郎

綴 １ 42-16

状 １ 金銭関係の示
談

42-100

山本喜太郎 永里吉光 状 １ 43-23
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

401 資料／資産（金銭貸借） 〔書簡〕（御恩借の金員、返済延期願） 12月28日
402 資料／資産（金銭貸借） 〔覚書〕（昭和七年十二月一日二日三日ノ示談経過

覚）

403 資料／資産（金銭貸借） 〔仮受取証〕（金銭、川野駒蔵への用立金に対する利
息）

404 資料／資産（金銭貸借） 〔契約書〕（金銭訴訟和解）
405 資料／資産（金銭貸借） 〔債権計算書〕（金銭）
406 資料／資産（金銭貸借） 〔算出表〕（貸付金等受入と第一回払戻等払）
407 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭）
408 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（連帯借用金証書）

409 資料／資産（金銭貸借） 〔証書〕（金銭借用証・受領証〕

410 資料／資産（金銭貸借） 〔メモ〕（借用金に関するメモヵ）
411 資料／資産（金銭貸借） 〔メモ〕（借用金リスト）
412 資料／資産（金銭貸借） 〔メモ〕（借金支払関連）
413 資料／資産（金銭貸借） 〔利息一覧〕
414 資料／資産（社会活動・

日用品等）
〔領収書〕（中村君講掛金） ２月25日

415 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔領収書〕（乗合馬車一台売渡し） 明治37年３月11日

416 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔津奈木信用購買組合出資払込領収書〕 大正３年５月31日

417 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔領収書〕（書籍代） 大正10年５月

418 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔領収書〕（肥後佐敷町いろは屋旅館の領収書） 大正10年９月27日

419 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔領収書〕（カステラ代） 大正10年10月８日

420 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔受領証〕軍人後援会年醵金 大正11年

421 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔領収書〕（湯出温泉橋口屋） 大正12年２月９日

422 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔領収書〕（湯出温泉ツルヤ百貨店） 〔大正12〕年２月９日

423 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔領収書〕（いろは屋旅館、旅館よしや、水俣こばや
し）

大正12年２月９日～
４月20日
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作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

鶴田 永里〔吉光〕 状 １ 封筒なし 76-18
綴 １ 俸給支払をめ

ぐり永里が訴
えられる

42-102

株式会社肥後銀行水俣支店 永里吉光 状 １ 43-3

状 １ 後欠 42-34
状 １ 42-64
状 １ 43-4

永里吉光 造林委員長　岡本米七 状 １ 42-1
葦北村津奈木村大字小津奈木
五拾五番地　永里吉光　葦北
郡湯浦村大字女島　吉田文太
郎

綴 １ 42-3

熊本県葦北郡津奈木村大字小
津奈木五拾五番地　債務者永
里吉光・永里チマ

榎本留次郎 状 ２ 42-109

状 １ 42-45
状 ３ 43-22
綴 １ 42-72
状 １ 42-59

園田原心・伊藤 永里吉満 状 １ 41-7

斎藤員堯 永里吉光 状 １ 41-1

有限責任津奈木信用購買組合 永里吉光 状 １ 42-95

下谷区上野桜木町43憲政公論
社　小瀧辰雄

永里吉光 状 １ 41-24

いろは屋旅館 〔永里吉光〕 状 １ 41-4

熊本市南新町坪井町菓舗　福
栄堂

よしや 状 １ 41-23

帝国軍人後援会 永里吉光 状 １ 43-25

下田万次郎 〔永里萬次郎〕 状 １ 41-2

ツルヤ百貨店 〔永里吉光〕 状 １ 41-3

熊本県水俣町浜小路小林、肥
後佐敷町いろは屋旅館、熊本
市藪ノ内町二番地旅館よしや

永里〔吉光〕、福田 綴 １ 41-5



（44）419

資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

424 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔領収書〕 大正13年10月27日

425 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔領収証〕（米代） 大正13年12月19日

426 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔領収書〕（肥料申込書） 大正14年６月

427 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔領収書〕（木炭代等） 大正15年11月28日

428 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔領収証〕（早稲田大学校友会、憲政公論社、旅館よ
しや　他）

大正

429 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔受取証〕（米代） 昭和２年１月31日

430 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔受領証〕（新聞代受領証）

431 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔領収書〕（中村君講掛金） ２月25日

432 資料／資産（社会活動・
日用品等）

〔支払いリスト〕（茶代等）

433 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬代） 大正２年６月26日
434 資料／資産（医療費） 〔領収書〕 大正２年12月25日
435 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬価） 大正２年12月31日
436 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（治療料） 大正９年12月24日
437 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬代請求書） 大正10年12月１日
438 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬価請求書） 大正10年12月23日
439 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（医療費） 大正10年12月29日～

13年２月４日
440 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬代請求書） 大正11年12月15日
441 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬代請求書） 大正11年12月
442 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬代請求書） 大正13年４月22日
443 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬価請求書） ２月４日
444 資料／資産（医療費） 〔領収書〕 大正10年12月20日

445 資料／資産（医療費） 〔領収書〕

446 資料／履歴 〔書簡〕（衆議院選挙選挙立会人辞令） 明治35年８月７日
447 資料／履歴 〔書簡〕（衆議院選挙選挙立会人辞令） 明治36年２月18日
448 資料／履歴 〔感謝状〕（村費の寄附により表彰） 大正６年６月20日
449 資料／履歴 〔感謝状〕（小学校建築費寄附により） 明治39年６月15日
450 資料／履歴 〔感謝状〕（清公三百年会における地方委員としての

協力のため）
明治43年２月10日



418（45）

作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

肥後水俣陳町伊藤商会　正直
屋

永里吉光 状 １ 41-26

状 １ 42-46

肥後水俣町肥料其他農具　会
城商会

永里〔吉光〕 状 １ 41-27

津奈木村岩城佐敷屋　山口寅
次郎商店

永里吉光 状 ２ 41-22

早稲田大学校友会等 状 ５ 76-3

小津奈木　石田三平 永里吉光 状 １ 42-27

熊本市新鍛冶屋四十番地　大
熊本新聞社営業部

葦北郡津奈木村　永里吉光 状 １ 41-28

園田原心・伊藤 永里吉満 状 １ 41-7

状 １ 42-71

大野村西医院 永里〔吉光〕 状 ３ 41-20
肥後津奈木　松本医院 永里吉光 状 １ 41-21
誠心堂 永里〔吉光〕 状 １ 41-19
尾上医院 永里吉光 状 １ 41-18
水俣町宇小野　緒方医院 永里吉光 状 １ 41-16
尾上医院 永里吉光 状 １ 41-10
肥後津奈木　松本医院 永里吉光 状 ３ 41-13

肥後津奈木　松本医院 永里吉光 状 １ 41-17
共立病院 永里吉光 状 ２ 41-12
高瀬乙次郎 永里吉光 状 １ 41-14
共立病院 永里吉光 状 １ 41-9
葦北郡津奈木村桜戸　藤本家
畜医院

永里吉光 状 １ 41-15

葦北郡津奈木村桜戸　藤本家
畜医院

永里吉光 状 １ 41-11

熊本県 永里一行 状 １ 封筒あり 15-1
熊本県 永里一行 状 １ 封筒あり 15-2
太田政弘 永里吉光 状 １ 37
江木千之 永里吉光 状 １ 38
川路利恭 永里吉克

〔ママ〕 状 １ 39
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資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

451 資料／履歴 〔任命書〕（御即位記念大参宮会の地方委員の任命） 大正２年12月15日
452 資料／揮毫 〔筧克彦書〕 昭和６年４月14日
453 資料／揮毫 〔徳富蘇峰書　済世救人〕
454 資料／揮毫 〔書〕
455 資料／揮毫 〔書〕
456 資料／揮毫 〔書〕
457 資料／揮毫 〔書〕
458 資料／その他 〔名刺〕（肥後農工銀行員　石浦敏行）
459 資料／その他 〔印刷物〕（「津奈木公民館報」における深水玄門の記

事）
昭和36年１月10日

460 資料／その他 〔書類〕（台湾移住のための書類群）
461 資料／その他 〔郵便物受領証〕 ５年12月28日



416（47）

作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序
資料番号

御即位記念大参宮会 永里吉光 状、綴 １ 40
筧克彦 状 １ ５

徳富蘇峰 状 １ ６

冊 １ 72
冊 １ 73
冊 １ 74
冊 １ 75
状 １ 43-2

津奈木公民館 状 １ 2-1

綴＋状 11＋45 戸籍あり ７

本田柳蔵、浜本庄三郎 状 ２ 43-30


