
西尾市岩瀬文庫特別展
『新編西尾市史 資料編 3 近世 1』刊行記念

江 戸 時 代 の 西 尾
展示品目録
　会期　令和 3年 12月 4日（土）～ 翌年 2月 27日（日）

　※岩瀬文庫所蔵資料の場合、(104-94)などとして函号も併記する。

番号 資料名 員数 時代 所蔵

1章　西尾の領主と領地

1 御役所引渡目録扣帳 1冊 文政 11年（1828） 鈴木家文書

2 小牧陣屋鳥瞰図（「郷土史小言小牧邨編」

所収）

1枚 昭和 2年（1927）写 小牧村文書

3 小牧陣屋図面（「郷土史小言小牧邨編」所

収）〔パネル〕

1枚 昭和 2年（1927）写（原本慶応 4年（1868）） 小牧村文書

4 幕府老中御書付写 1通 万延元年（1860）ヵ 田代藤右衛門家文書

（参考 A）西尾藩天王陣屋跡地碑〔パネル〕

（参考 B）恩沢池標石/恩沢池碑〔パネル〕 慶応 3年（1867）/同 2年

（参考 C）恩沢池〔パネル〕

（参考 D）松平和泉守之碑〔パネル〕 明治 13年（1880）

（参考 E）磯野宮〔パネル〕

5 松平乗全像 1幅 江戸時代後期 盛巌寺

6 鎧池争論幕府裁許絵図 1鋪 江戸時代中期写（原本 寛文 11年（1671）） 木田村文書

2章　西尾城下

7 三州幡豆郡吉良庄西尾城之図 1鋪 元治元年（1864） 個人蔵

8 須田先盆之夕景（「西尾八景」より）　 1枚 弘化 3年（1846）頃刊 岩瀬文庫 (49-89)

（8参考）須田門跡〔パネル〕

（8参考）須田門付近（〈7〉より）　　

　〔パネル〕

9 祇園会御旅所（「西尾八景」より）　 1枚 弘化 3年（1846）頃刊 岩瀬文庫 (49-89)

10 伊文山の社（「西尾八景」より）　 1枚 弘化 3年（1846）頃刊 岩瀬文庫 (49-89)

（10参考）伊文山の社（「西尾八景」　

　　より、絵葉書）〔パネル〕

1枚 原本 弘化 3年（1846）頃刊 西尾市教育委員会

11 広瀬九左衛門日記 計 3冊 江戸時代後期 広瀬家文書

-1 　広瀬九左衛門壱番日記 1冊 嘉永 4年（1851）

-2 　広瀬九左衛門弐番日記 1冊 嘉永 4年（1851）

-3 　広瀬九左衛門日記 1冊 嘉永 2年（1849）

12 御馬印御纏其外諸合印帳 1冊 江戸時代後期～明治時代写 岩 瀬 文 庫 　 　

(100-27)

13 義倉世話方拝借米証文 1通 文久 2年（1862） 義倉会資料

（13参考）義倉蔵〔パネル〕

14 義倉米引換札 江戸時代後期～明治時代 義倉会資料

-1 　引換札 6通

-2 　引換札　一括 2点



番号 資料名 員数 時代 所蔵

3章　産業と流通

15 仲買鑑札 計 3枚 江戸時代後期 稲垣小左衛門家文書

-1 　西尾組木綿仲買鑑札 1枚 　天保 9年（1838）

-2 　米穀万仲買鑑札 1枚 　江戸時代後期

-3 　万仲買鑑札 1枚 　江戸時代後期

16 木綿生産の帳簿 計 3冊 天保 8年（1837） 杉浦茂左衛門家文書

-1 　実綿請払帳 1冊

-2 　繰綿請払帳 1冊

-3 　小寄木綿帳 1冊

17 鋳物師職許状 1通 安政 4年（1857） 太田家文書

18 雲母 数点 令和 2年（2020）採集 西尾市教育委員会

（18参考）雲母坑〔パネル〕

19 雲母改につき西尾藩地方役所一札 1 通（包

紙付）

江戸時代後期 磯貝利助家文書

20 八面山の春興（「西尾八景」より）　 1枚 弘化 3年（1846）頃刊 岩瀬文庫 (49-89)

21 糟谷縫右衛門家の決算帳簿 計 2冊 安永 9年（1780） 糟谷縫右衛門家文書

-1 　糟谷縫右衛門家安永八年勘定目録改下帳 1冊

-2 　糟谷縫右衛門家安永八年取入払改下帳 1冊

22 諸商品送り状 計 3通 江戸時代後期 広瀬家文書

-1 　新渡場問屋善重（十）合薬送り状 1通 　卯年

-2 　新渡場問屋善十莨送り状 1通 　午年

-3 　新渡場問屋善十莨送り状 1通 　未年

23 船荷物積手板 計 3冊 佐久島松本家文書

-1 　白子久三郎船荷物積手板 1冊 安政 3年（1856）

-2 　白子久治郎船登り荷物積手板 1冊 慶応元年（1865）

-3 　白子久三郎船登荷物積手板 1冊 安政 3年（1856）

24 西尾藩米切手 28枚 慶応 4（明治元）年（1868） 辻利八家文書

4章　西尾の寺社

25 兼山詩文〔パネル〕 1冊 江戸時代前期写 個人蔵

（25参考）梵鐘〔パネル〕 1口 寛文 11年（1671） 信龍寺

26 棟札 1枚 延宝 6年（1678） 御剣八幡宮

（26参考）御剣八幡宮　全景〔パネル〕

27 神明宮等四社奉納般若心経 1巻 貞享 4年（1687） 瀬門神社文書

28 血脈 1枚 享保 10年（1725） 長圓寺文書

29 長圓寺檀那板倉勝澄請疏 1通 享保 17年（1732） 長圓寺文書

（29参考）板倉勝澄肖像〔パネル〕 1幅 江戸時代中期 長圓寺

30 仁孝天皇女房奉書 1通 文政 9年（1826） 妙善寺文書

31 仁孝天皇綸旨 1通 文政 9年（1826） 妙善寺文書

32 口宣案 1通 嘉永 3年（1850） 厳西寺文書

33 弁官方宣旨 1通 嘉永 3年（1850） 厳西寺文書

34 円頓戒相承印信 1通 天保 11年（1840） 養寿寺文書


