
NUM-Ln01
奈良坂源一郎関係史料（履歴関係）
名古屋大学博物館

枝番号 種別 年月日 発信者 発信者肩書 内容 形状(縦×横ｃm） 備考

001 履歴書
公私履歴書　[冒頭]安政元年六月十五日陸奥国（今之陸前国也）仙台桃生
郡矢本ﾉ村ﾆ生ﾙ…[最終]昭和五年四月解剖学会ﾖﾘ同会名誉会員ﾆ推ｻﾙ 27×19、11丁

002 卒業証 明治14年7月4日 池田謙斎
東京大学医学部
綜理

医学卒業候事　卒業試験全成績　試業委員　東京大学医学部教授　ﾄﾞｸﾄﾙ・
ｳｨﾙﾍﾙﾑ・ｼｭﾙﾂ、ﾄﾞｸﾄﾙ・ｴﾙｳｨﾝ・ﾍﾞﾙﾂ、ﾄﾞｸﾄﾙ・ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ・ﾗﾝｶﾞﾙﾄ、ﾄﾞｸﾄﾙ・ﾌﾟﾛ
ﾌｪｽｿﾙ・ｴﾙﾝｽﾄ・ﾁｰｹﾞﾙ、ﾄﾞｸﾄﾙ・ﾖｾﾞﾌ・ﾁﾞｽｾ 34×46

宮城県士族奈
良阪源一郎
履歴書に無し

003 卒業証 明治14年7月9日 加藤弘之
東京大学総理正
五位

奈良坂源一郎医学科ヲ修メ定期ヲ歴テ其業ヲ卒ヘ考試咸完シ乃予カ掌ル所
ノ権ニ拠リ授クルニ医学士ノ位ヲ以テス爾後優待令名ノ此位ニ属セル者ハ永
ク汝ノ享有ニ帰セン因テ東京大学ノ印ヲ鈐シ予ノ名ヲ署シテ以テ之ヲ證ス
[後記]東京大学総理加藤弘之ノ申稟ヲ領シ證スルニ予ノ名ヲ以テス　文部卿
正四位福岡孝弟 38×53 履歴書に無し

004 辞令類 明治14年10月19日 野村賀眞
愛知縣少書記官
正七位 任愛知医学校一等教諭　　　[野村・・・奉] 22×27

005 辞令類 明治14年10月19日 愛知縣 　 月俸金百弐拾圓給與候事 20×27
006 辞令類 明治14年10月26日 愛知醫学 　 解剖学生理学分擔申付候事 19×26
007 辞令類 明治14年10月27日 愛知醫学 　 組織学分擔申付候事 19×26
008 辞令類 明治15年5月18日 愛知醫学 　 解剖学組織学局所解剖学分擔申付候事 19×26
009 辞令類 明治15年9月1日 愛知醫学 　 局所解剖学分擔申付事 19×26
010 辞令類 明治15年12月26日 愛知縣 　 職務勉勵候二付金四拾圓給與候事 20×26

011 会員証 明治16年4月 同好社 　
特別社員之證　第五十八号　一　五株　奈良坂源一郎殿　本社ヲ維持スル為
メ上件ノ株主トナル故ニ此ノ證券ヲ付与スル者也 20×26 履歴書に無し

012 辞令類 明治16年4月10日 愛知縣 　 自今為手當毎月金拾圓宛給與候事 20×26 履歴書に無し

013 辞令類 明治16年6月15日 山田顯義 内務卿
第壹萬壹千貳百七拾號　板權免許之證　奈良坂源一郎編輯　解剖大全　中
本三冊　　右者明治十六年六月十五日ヨリ向三十年ノ間板權免許候也 21×28 履歴書に無し

014 開業願 明治16年12月

[宛先]
国貞兼平
殿　　野村
賀真殿

愛知県令
県令代理

医術開業願　私議今般名古屋区南園町二丁目六番地ニ於テ諸科医術開業
仕度候間開業免状御下附被下度依之東京大学医学部ノ医学卒業証書並ニ
履歴書相添此段奉願候也　[後記朱書]書面願之趣聞届医術開業免状下渡
候事　明治十七年二月五日　愛知県令国貞兼平 30×40 履歴書に無し

015 辞令類 明治16.12.26 愛知縣 　 職務勉勵候二付為手當金四拾圓給与候事 20×26

016 辞令類 明治17年 内務省 　
明治十七年第一回名古屋醫術開業試験委員勤務二付為慰労目録之通給與
候事 23×32 履歴書に無し

017 辞令類 明治17年4月8日 内務省 　 明治十七年第一回名古屋醫術開業試験委員申付候事 23×32

018 免許証 明治17年6月17日

村上與三
郎正之、鷲
嶺

植松殿内
當職五大坊

賞詞　日本生花司　松月堂古流花道累年積功ﾆ付事理既備依之今般以特例
陸前一国総会頭被令免許候條可被得其意者也　[後記]可為前書者也　従四
位雅徳 36×50

包紙に「証状」
履歴書に無し

019 辞令類 明治17年12月24日 愛知縣 　 職務格別勉勵二付為手當金四拾圓給與候事 20×26 履歴書に無し
020 辞令類 明治18年8月21日 内務省 　 明治十八年第二回名古屋醫術開業試験委員申付候事 23×31 　

021 辞令類 明治18年10月4日 内務省 　
明治十八年第二回名古屋醫術開業試験委員勤務二付為慰労目録之通給與
候事 23×31 履歴書に無し

022 辞令類 明治19年5月3日 愛知醫学 　 明治十九年第一回入學試験委員申付候事 20×27 履歴書に無し
023 辞令類 明治19年9月 内務省 　 明治十九年第二回名古屋醫術開業試験委員勤務二付為手當目録之通給與 23×31 履歴書に無し
024 辞令類 明治19年9月14日 内務省 　 明治十九年第二回名古屋醫術開業試験委員申付候事 23×31
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奈良坂源一郎関係史料（履歴関係）
名古屋大学博物館

枝番号 種別 年月日 発信者 発信者肩書 内容 形状(縦×横ｃm） 備考

025 会員証 明治19年10月23日

川原汎
熊谷幸之
輔

愛衆社副長医学
士　　　愛衆社長
医学士

社員之證　宮城県士族医学士奈良坂源一郎　社員タルヲ承諾ス仍テ此證状
ヲ贈ルモノ也 37×45 履歴書に無し

026 辞令類 明治19年12月28日 愛知縣 　 職務格別勉勵二付為手當金三拾五圓ヲ給ス 20×26
027 辞令類 明治20年1月24日 愛知縣 　 名古屋驅楳院醫長兼務ヲ給ス 23×31
028 辞令類 明治20年3月10日 内務省 　 明治廿年第一回金澤醫術開業試験委員申付 23×31
029 辞令類 明治20年3月12日 愛知縣 　 任愛知縣愛知醫學校教諭 23×31
030 辞令類 明治20年3月12日 愛知縣 　 名古屋驅棋院醫長兼務ヲ命ス 23×31
031 辞令類 明治20年3月12日 愛知縣 　 月俸百弐拾圓ヲ給ス 23×31
032 辞令類 明治20年3月12日 愛知縣 　 手當トシテ毎月金拾圓ヲ給ス 20×26 履歴書に無し
033 辞令類 明治20年3月27日 内務省 　 明治廿年第一回金澤醫術開業試験委員勤務ニ付為手當目録之通給與 23×31 履歴書に無し
034 辞令類 明治20年9月16日 愛知縣 　 知多郡醫師組合總會ニ付出張ヲ命ス 20×26
035 辞令類 明治20年12月28日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付其賞トシテ金五拾圓ヲ給ス 20×27
036 委嘱状 明治21年1月 大窪實 愛知教育會長 本會理學部委員ヲ依託ス 20×27 履歴書に無し
037 辞令類 明治21年4月17日 愛知縣 　 愛知驅楳院醫長兼務ヲ命ス 23×31 履歴書に無し
038 辞令類 明治21年4月24日 内務省 　 明治廿一年第一回金澤醫術開業試験委員申付 23×31
039 辞令類 明治21年5月5日 内務省 　 明治廿一年第一回金澤醫術開業試驗委員勤務ニ付為手當目録之通給與 23×31
040 辞令類 明治21年9月25日 愛知縣 　 教育品展覧會審査委員ヲ命ス 20×26
041 辞令類 明治21年12月27日 愛知縣 　 職務格別勉勵二付為金四拾圓ヲ賞與ス 20×27
042 辞令類 明治22年12月27日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金三拾五圓賞與ス 20×27
043 辞令類 明治22年12月3日 愛知醫学 　 明治廿二年第二回入學試驗委員ニ命ス 18×25

044 辞令類 明治22年12月5日 勝間田稔 愛知縣知事
明治二十二年十二月五日付願授業上取調ノ義ニ付上京ノ件允許ス　愛知県
指令衛三第一四六〇号 28×20、罫紙 履歴書に無し

045 辞令類 明治23年6月14日 愛知縣 　 除服出仕ヲ命ス 20×27

046 感謝状 明治24年8月6日 岩村高俊
愛知縣知事従三
位勲三等

愛知醫學校ヘ川原汎外七名共同短艇三艘寄付候仮奇特ニ付為其賞木盃壹
個下賜候事 23×31

047 辞令類 明治24年12月24日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金四拾圓賞與ス 20×26

048 感謝状 明治25年7月20日 千田貞暁
愛知縣知事従四
位勲四等

明治二十二年九月當縣下暴風海嘯ノ為メ被害者救恤トシテ金四圓恵與候段
奇特ニ候事 23×31

049 辞令類 明治25年12月24日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金三拾五圓ヲ賞與ス 23×31
050 辞令類 明治26年11月30日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金四拾圓賞与ス 22×29
051 辞令類 明治26年12月7日 愛知縣 　 医学校事務取調トシテ上京ヲ命ス 22×29

052 感謝状 明治26年12月20日 時任為基
愛知縣知事正四
位勲三等

明治廿四年當縣下震災被害者救恤トシテ金拾圓恵與候段奇特ニ付為其賞
木盃壹個下賜候事 23×31 履歴書に無し

053 辞令類 明治28年5月11日 愛知縣 　 自今月俸金百四拾圓ヲ給ス 23×31

054 辞令類 明治28年10月14日 時任為基 愛知縣知事
明治廿八年九月十四日附願ヨッセル氏局所解剖學壱部出願愛知医學校ヘ
寄附之件許可ス　愛知県指令三第八四三三号 24×17、罫紙 履歴書に無し

055 辞令類 明治28年11月28日 時任為基
愛知縣知事正四
位勲三等

明治廿八年十月愛知醫学校ヘヨッセル氏局所解剖學壹部寄附シタルハ奇特
トス仍チ為其賞木盃壹個下賜ス 23×31 　

056 辞令類 明治29年3月25日 愛知縣 　 除服出仕
29×20、県辞令
用紙 履歴書に無し
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名古屋大学博物館

枝番号 種別 年月日 発信者 発信者肩書 内容 形状(縦×横ｃm） 備考
057 辞令類 明治29年4月7日 愛知縣 　 自今月俸金百五拾圓給與 23×31

058 会員証 明治29年9月5日 花房義質
神苑會々頭從三
位勲一等男爵

證　一金拾圓也右本會設立ノ主旨ヲ賛成セラレ書面ノ金員御寄附相成候段
領承本會規制ニ照シ事業擴張ノ資ニ供スヘク候依テ總裁威仁親王殿下ノ令
旨ヲ奉シ會員證牌及御交付候也� 22×29 履歴書に無し

059 辞令類 明治29年12月26日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金四拾圓ヲ賞與ス
28×21、県辞令
用紙

060 辞令類 明治30年5月27日 農商務省 　 愛知外四縣五二會聯合品評會出品醫療器械眼鏡教育用品審査官ヲ嘱託ス
28×20、農商務
省罫紙 履歴書に無し

061 感謝状 明治30年6月10日 大給恒
賞勲局總裁正三
位勲一等子爵 亡妻かね明治二十七八年戰後ノ際有志共同軍用品獻納候段奇特ニ候事 23×31 履歴書に無し

062 辞令類 明治30年7月10日 愛知縣 　 年俸金千八百圓ヲ給ス 23×31

063 辞令類 明治30年7月26日 松方正義
内閣總理大臣正
二位勲一等伯爵 任愛知縣愛知醫學校教諭　　　[松方・・・宣] 23×31

064 辞令類 明治30年7月28日 知事官房 　 別紙縣令御送付及候条請書御呈回之有之度候也 25×17、県罫紙 履歴書に無し

065 辞令類 明治30年12月23日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金六拾圓ヲ賞與ス
29×21、県辞令
用紙

066 辞令類 明治31年12月21日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金六拾圓ヲ賞與ス
28×20、県辞令
用紙

067 感謝状 明治32年

名古屋市
三蔵尋常
小學校　聯
合區内総 　

拝啓　陳者今般三蔵尋常小学校新築落成二付開校祝賀費並二學事奨勵基
金として金参圓御寄附相成正二領収斯道之為め御奇特之段感謝ニ不堪候
此処御挨拶旁如此ニ候　敬具 20×26 履歴書に無し

068 辞令類 明治32年4月22日 愛知縣 　 年俸貳千圓下賜 23×31

069 辞令類 明治32年5月3日 愛知縣 　 第三高等學校及大坂醫学校ヘ出張ヲ命ス
28×20、県辞令
用紙

070 辞令類 明治32年12月20日 愛知縣 　 職務勉勵ニ付金七拾円賞与ス 27×19、県罫紙 履歴書に無し

071 辞令類 明治32年12月27日 愛知縣 　 愛知醫學校監事兼務ヲ命ス
28×20、県辞令
用紙

072 辞令類 明治32年12月27日 愛知縣 　 年俸貳千參百圓下賜 23×31
073 辞令類 明治33年1月14日 愛知縣 　 上京ヲ命ス 27×19 履歴書に無し

074 感謝状 明治33年5月1日
大本山永
平寺 　

今般　宗祖承陽大師六百五十回大遠忌営弁及仏殿僧堂等造営ニ付キ報恩
謝徳ノ為メ浄財ヲ喜捨セラレ候段洵ニ奇特ノ至リトス依テ茲ニ賞詞ニ及ヒ候 23×30 履歴書に無し

075 辞令類 明治33年12月27日 愛知縣 　 職務勉勵ニ付金七拾五圓ヲ賞与ス 28×20
076 辞令類 明治34年3月22日 愛知縣 　 京都府ヘ出張ヲ命ス 27×20

077 委嘱状 明治34年3月29日 黒川通軌
日本體育會長從
三位勲一等男爵

總裁大勲位載仁親王殿下ノ旨ヲ奉シ奈良坂源一郎君ニ日本體育會愛知縣
委員ヲ嘱託ス 23×31

078 辞令類 明治34年4月24日 愛知縣 　 年俸弐千四百圓下賜 23×31
079 辞令類 明治34年6月7日 愛知縣 　 依願愛知醫學校監事兼務ヲ免ス 23×31

080 辞令類 明治34年9月20日 田中光顯
宮内大臣従二位
勲一等子爵 敘従六位　　　　　[田中・・・宣] 23×31

081 辞令類 明治34年12月25日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金八拾圓ヲ賞与ス 27×20
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082 感謝状 明治35年2月24日

大本山永
平寺大遠
忌事務局 　

特第七一号　領収証　一金七円也　右は高祖承陽大師六百五十回大遠忌営
弁に付仏殿僧堂庫院等新築費並に書堂宇大修繕費其他御遠忌営弁準備の
費用として報恩謝徳の為め篤志の御寄付被成下辱く領収致候也 21×32 履歴書に無し

083 辞令類 明治35年3月31日 愛知縣 　 上京ヲ命ス 27×20

084 辞令類 明治35年9月30日
愛知縣立
醫學校 　 除服出仕ヲ命ス 20×26 履歴書に無し

085 辞令類 明治35年11月28日
愛知縣立
醫學校 　 本年第二定期試験二於ケル生理學臨時試験委員ヲ命ス 20×26 履歴書に無し

086 辞令類 明治35年12月22日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金八拾五圓ヲ賞與ス 27×20 履歴書に無し

087 辞令類 明治36年6月16日
愛知縣立
医學校 　 當分解剖學授業兼担ヲ命ス 20×26

088 辞令類 明治36年12月21日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金八拾五圓賞與ス 27×20
089 辞令類 明治37年4月25日 愛知縣 　 一級下賜 23×31

090 感謝状 明治37年8月17日 大原重明

軍人遺族救護義
会副会長正三位
伯爵

爰ニ下堀川町奈良坂源一郎氏本会ノ主旨ヲ翼賛シ金壱円ヲ寄贈セラル依テ
其厚志ヲ深謝ス 22×27 履歴書に無し

091 辞令類 明治37年12月23日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金八拾五圓賞與ス 27×20

092 感謝状 明治38年4月5日
熊谷幸之
輔

愛知県立医学専
門学校同窓会長

謹啓解剖簡明一冊解剖大全一部今回御寄贈被成下御厚情之儀奉感謝候受
領仕候貴書ハ丁寧ニ保管致尚御芳名ヲ本会ノ記録ニ存シ永遠ニ伝ヘ可申先
ハ謝辞申上度如此御座候敬具 26×39 履歴書に無し

093 辞令類 明治38年4月28日 愛知縣 　 京都大阪二府ヘ出張ヲ命ス 27×20

094 辞令類 明治38年7月15日
愛知縣立
醫學専門 　 教務部長兼務ヲ命ス ２０×２6

095 感謝状 明治38年8月21日 深野一三
愛知縣知事従四
位勲三等 明治三十七八年戰後ノ際恤兵費ノ内ヘ金貳圓八錢寄附候仮奇特ニ候事 23×31 履歴書に無し

096 辞令類 明治38年9月30日 田中光顯
宮内大臣従二位
勲一等子爵 敘正六位[田中・・・宣] 23×31

097 辞令類 明治38年12月22日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金八拾五圓賞與ス 28×20
098 辞令類 明治39年3月29日 愛知縣 　 上京ヲ命ス 27×20
099 辞令類 明治39年12月24日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金八拾五圓賞與ス 27×20

100 感謝状 明治39年12月24日
鈴木仙太
郎 愛知縣会議長

愛知県立医学専門学校教諭奈良坂源一郎君ハ明治十四年本県ニ赴任以来
恪勤克ク其職ヲ奉シ二十五年一日ノ如ク鋭意専心斯道ニ為ニ尽瘁セラレ其
功績ノ大ナル斉シク県民ノ多トスル所ナリ因テ本会ノ議決ヲ経テ感謝ノ意ヲ表 20×79

101 感謝状 明治40年3月
愛知育児
院 　

礼状　一道徳講五拾口　右ハ今回育児養育費トシテ御加盟ニ成厚情之段感
謝之至リニ候固テ御礼申陳有也 20×27 履歴書に無し

102 感謝状 明治40年3月13日 大給恒
賞勲局總裁従二
位勲一等子爵

本年一月愛知縣立醫學専門學校備品校旗購入費金百貳圓餘寄附候段奇特
ニ付為其賞木杯壹組下賜候事 23×31 履歴書に無し

103 感謝状 明治40年5月16日 谷口長雄
私立熊本医学専
門学校長

一解剖簡明三冊（四、五、六）　右本校エ御寄贈被下正ニ拝受仕候先ハ御礼
迄御座候敬具 28×20、罫紙 履歴書に無し

104 感謝状 明治40年5月25日 佐藤勤也 横井文庫主管
別記の書籍本文庫へ御寄贈相成正に領収御厚意深謝致候即文庫に於て永
く供すべく候敬具　御寄贈品目　一新訂五版解剖簡明巻ﾉ五､六　二冊 26×22、切断 履歴書に無し
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105 感謝状 明治40年6月20日 佐藤勤也 横井文庫主管
別記の書籍本文庫へ御寄贈相成正に領収御厚意深謝致候即文庫に於て永
く供すべく候敬具　御寄贈品目　新訂五版解剖簡明巻ﾉ七 26×22、切断 履歴書に無し

106 感謝状 明治40年7月11日 佐藤勤也 横井文庫主管
別記の書籍本文庫へ御寄贈相成正に領収御厚意深謝致候即文庫に於て永
く供すべく候敬具　御寄贈品目　新訂五版解剖簡明巻ﾉ八 26×22、切断 履歴書に無し

107 辞令類 明治40年11月19日 愛知縣 　 京都大坂二府ヘ出張ヲ命ス 28×20
108 辞令類 明治40年12月23日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金百圓賞與ス 28×20

109 感謝状 明治40年12月24日 佐藤勤也 横井文庫主管
別記の書籍本文庫へ御寄贈相成正に領収御厚意深謝致候即文庫に於て永
く供すべく候敬具　[裏面]御寄贈品目　増補五版簡明胎生学　壱部 26×35 履歴書に無し

110 感謝状 明治40年12月25日
二条基弘
島津忠亮

神武天皇御降誕
大祭会総理正二
位公爵　　会長
正三位伯爵

謝状　神武天皇御降誕大祭会ノ挙ヲ賛助シ金壱円ヲ寄附セラル依テ其厚意
ヲ表彰シ茲ニ謝状ヲ呈ス 27×36 履歴書に無し

111 感謝状 明治41年2月1日

龜井英三
郎　平岡定
太郎　笠井
信一

宮城縣知事従四
位勲二等　福島
縣知事正五位勲
四等　巖手縣知
事正五位勲四等

一金五圓　明治三十八年縣下凶作ノ際窮民ノ救恤トシテ頭書之通寄附候段
奇特ニ候事 23×31

112 辞令類 明治41年3月31日 愛知縣 　 除服出仕ヲ命ス 27×20

113 感謝状 明治41年4月24日 大給恒
賞勲局總裁従二
位勲一等伯爵

本年四月愛知縣立醫學専門學校生徒奨學資金トシテ金壹千七拾圓寄附候
段奇特ニ付為其賞銀杯壹箇下賜候事 23×31 履歴書に無し

114 辞令類 明治41年12月23日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金百圓賞與ス 27×20

115 感謝状 明治42年1月21日 深野一三
愛知縣知事正四
位勲二等

本縣立醫學専門學校ヘ奨學資金トシテ金參拾貳圓五拾錢寄附候段奇特ニ
付為其賞木杯壹個下賜候事 23×31

116 辞令類 明治42年3月18日 愛知縣 　 岡山縣ヘ出張ヲ命ス 27×20 履歴書に無し
117 辞令類 明治42年9月4日 愛知縣 　 除服出仕ヲ命ス 28×20
118 辞令類 明治42年12月24日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金百圓賞與ス 27×20 履歴書に無し
119 辞令類 明治43年2月5日 愛知縣 　 加俸年額參百圓下賜 23×31

120 会員証 明治43年2月21日
加藤重三
郎

名古屋開府三百
年記念会会長 今般貴下ヲ本会商議員ニ推挙致候間御承諾被下御尽力相成度候也 21×58、

封筒共
履歴書に無し

121 委嘱状 明治43年3月1日
高橋要治
郎 愛知教育会長

拝啓益々御清栄之段賀上候偖第十回関西府県聯合共進会開会ヲ機トシ帝
国教育大会及青年大会等相催スヘキ計画ニ有之候就テハ貴下ニ該委員御
委嘱申候間御承認之上御尽力相願度此段得貴意候敬具　　追テ接待係後
担任被下度此義モ併セテ御依頼申候 20×53 履歴書に無し

122 感謝状 明治43年3月30日 川島純幹
滋賀縣知事正五
位勲四等

一金参圓　明治四十年八月縣下震災ノ際罹災者救助トシテ頭書ノ通施與候
段奇特ニ候事 23×31 履歴書に無し

123 感謝状 明治43年8月20日 津田明巌 京都救済院長
感謝状　今般本院ヘ特ニ御同情ヲ表セラレ金壱円也御寄付相成候段感佩ノ
至リニ堪ヘス候右ハ深厚ナル御賛助ニ対シ茲ニ誠実ナル感謝ノ意ヲ表シ候 19×27 履歴書に無し

124 辞令類 明治43年12月24日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金百圓賞與ス 27×20
125 辞令類 明治44年4月14日 愛知縣 　 加俸年額金五百圓下賜 23×31

126 辞令類 明治44年12月11日 渡邊千秋
宮内大臣従二位
勲一等伯爵 敘従五位　　　[渡邊・・・宣] 23×31
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127 辞令類 明治44年12月25日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金百圓賞與ス 27×20
128 辞令類 大正1年12月25日 愛知縣 　 職務格別勉勵ニ付金百貳拾五圓賞與ス 27×20
129 会員証 大正2年2月28日 中央歌文 　 会友證　会友番号第七七四八　本会の規定に照し会友に列す 20×28 履歴書に無し
130 辞令類 大正2年7月31日 愛知縣 　 加俸年額金八百圓下賜 23×31

131 感謝状 大正2年8月10日 桂太郎

恩賜財団済生会
会長正ニ位大勳
位功三級公爵

本会ノ事業ヲ翼賛シ金壱百九拾九円余ヲ寄贈セラル仍テ総裁貞愛親王殿下
ノ御沙汰ニ依リ敬テ謝意ヲ表ス 22×31 履歴書に無し

132 感謝状 大正2年9月25日
名古屋盲
人会 　

感謝状　一金壱拾円也　右本会事業ニ御同情ヲ寄セラレ頭書之通御寄附被
成下御厚情之段感佩之至リニ堪ヘス茲ニ謹而謝意ヲ表シ候也　大正二年九
月二十五日　名古屋盲人会 19×52

包紙封筒共
履歴書に無し

133 招待状 大正2年11月12日 渡邊千秋 宮内大臣伯爵
特別大演習終了ノ後名古屋市ニ於テ催サルル宴会ニ可被為召旨御沙汰候
條来十七日午後二時三十分参入可有之此段申入候也 19×14

菊御紋封筒入
り　履歴書に無
し

134 表彰状 大正2年11月15日 辻新次他

東京毎夕新聞社
開催十五年勤続
表彰会会長正三
位勲一等男爵

表彰状　奈良坂源一郎殿　貴下ハ満十五年以上同一ノ業務ニ従事シ忠実恪
勤一日ノ如ク専心励精復他ヲ顧ミス其篤行洵ニ一世ノ模範タリ茲ニ之ヲ表彰
ス 27×35 履歴書に無し

135 辞令類 大正2年12月26日 愛知縣 　 職務格別勉励ニ付金百貳拾圓賞與ス 27×20 履歴書に無し
136 辞令類 大正3年12月25日 愛知縣 　 職務格別勉励ニ付金百貳拾圓賞與ス 28×20

137 辞令類 大正4年3月13日
愛知縣立
醫學専門 　 依願教務部長ヲ解ク 20×26

138 辞令類 大正4年4月23日 大隈重信
内閣總理大臣伯
爵 願ニ依リ本職ヲ免ス　　　[大隈・・・宣] 23×31 履歴書に無し

139 辞令類 大正4年5月6日 愛知縣 　 愛知縣立醫學専門學校講師ヲ命ス　年手當金壹千五百圓ヲ給ス 27×20 履歴書に無し

140 辞令類 大正4年5月7日
愛知縣立
醫學専門 　 胎生學及局處解剖授業擔當ヲ命ス 20×27

141 推薦状 大正4年7月1日
熊谷幸之
輔

愛知県立医学専
門学校交友会長 本会名誉会員ニ推薦ス 19×26

理事会決議通
知、封書とも
履歴書に無し

142 辞令類 大正4年11月10日
正親町実
正

賞勲局総裁従ニ
位勲三等伯爵

大礼記念章之證　従五位勲六等奈良坂源一郎　大正四年勅令第百五十四
号ノ旨ニ依リ大礼記念章ヲ授与セラル　[後記]　此證ヲ勘査シ第五万七千四
百七十四号ヲ以テ大礼記念章簿冊ニ記入ス　賞勲局書記官正五位勳四等藤 33×42 履歴書に無し

143 感謝状 大正4年12月15日 俵孫一
北海道廳長官從
四位勲三等

大正二年北海道外六縣凶作及同三年鹿兒島縣櫻島爆發ノ際罹災窮民ヘ金
八圓餘賑恤候段奇特ニ候事 23×31 履歴書に無し

144 感謝状 大正4年12月20日 中島潮造

愛知県立医学専
門学校交友会図
書部長

拝啓倍御隆昌慶賀此事ニ御座候　　陳ハﾎﾙｽﾀｲﾝ解剖書ﾍﾙﾄｳｨﾋ胎生学同胎
生学摘要ﾗｲﾂ顕微鏡目録四冊　今般本会ヘ御寄贈被成下御厚情之段奉深
謝候該書籍ハ鄭重ニ保管可致ハ勿論会員一般ノ閲覧ニ供シ尚御芳名ハ本
会記録ニ載セ以テ永遠ニ伝ヘ可申候先ハ御挨拶旁々得貴意候　敬具 18×39 履歴書に無し

145 辞令類 大正4年12月23日 愛知縣 　 職務格別勉励ニ付慰勞トシテ金五拾圓ヲ給ス 27×20

146 感謝状 大正5年9月7日 伊達邦宗 仙台育英会総裁
第七五号　感謝状　一金拾円也　本会ノ事業ヲ賛襄シテ前記ノ金額御寄贈ニ
預リ感謝ノ至ニ堪ヘズ茲ニ厚ク謝詞申述候也 21×29 履歴書に無し
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147 感謝状 大正5年9月27日
黒田三樹
三

愛知県立医学専
門学校交友会図
書部長

拝啓倍御隆昌慶賀此事ニ御座候　　陳ハﾖﾊﾈｽﾛｲﾝｽ動物学貳冊ﾌﾗｲｼﾏﾝ動
物学壱冊ｱｳｹﾞﾍﾝｾ字書壱冊ｼﾞｲﾓﾉｳｨﾂ組織学壱冊　今般本会ヘ御寄贈被成
下御厚情之段奉深謝候該書籍ハ鄭重ニ保管可致ハ勿論会員一般ノ閲覧ニ
供シ尚御芳名ハ本会記録ニ載セ以テ永遠ニ伝ヘ可申候先ハ御挨拶旁々得 18×39

封筒共　　履歴
書に無し

148 辞令類 大正5年12月22日 愛知縣 　 職務格別勉励ニ付金五拾圓賞與ス 27×20 履歴書に無し

149 感謝状 大正6年5月14日
大本山永
平寺副寺 　 證　一金壱円也　右正ニ領収候也 20×26 履歴書に無し

150 辞令類 大正6年12月20日 愛知縣 　 職務格別勉励ニ付金七拾圓賞與ス 27×19
151 辞令類 大正7年12月20日 愛知縣 　 職務格別勉励ニ付金七拾圓賞與 27×19
152 辞令類 大正8年3月25日 愛知縣 　 四等級ヲ給ス 27×19
153 辞令類 大正8年12月22日 愛知縣 　 職務格別勉励ニ付慰勞トシテ金壹百圓ヲ給ス 27×19 履歴書に無し

154 領収証 大正9年3月2日 梶川乾堂

大本山総持寺再
建事務本部会計
課長

證　一金壱円也　一口　大本山総持寺萬人講々金　右御納金相成正ニ領収
仕候依テ当本山大詞堂ニ於テ志趣ノ霊位ヲ賽志スルノ證トシテ領収證如斯
候也 21×29 履歴書に無し

155 辞令類 大正9年12月23日 愛知縣 　 職務格別勉励ニ付慰勞トシテ金壱百圓ヲ給ス 27×20
156 辞令類 大正10年4月29日 愛知縣 　 職務格別勉励ニ付金千五百圓賞與 27×20 履歴書に無し
157 辞令類 大正10年4月30日 愛知縣 　 願ニ依リ本職ヲ解ク 27×20

158 辞令類 大正10年6月2日 川口彦治 愛知縣知事
サンゴ類骨軸外八種　大正十年五月六日付願頭書ノ物件ヲ愛知醫科大學豫
科ニ寄附ノ件許可ス　　指令学三八九九号 28×20、県罫紙 履歴書に無し

159 辞令類 大正10年6月2日 川口彦治 愛知縣知事
大洋ノ深部探検外二十三種　大正十年五月六日付願頭書ノ書籍ヲ愛知醫科
大學ニ寄附ノ件許可ス　　指令学三八九九号 28×20、県罫紙 履歴書に無し

160 感謝状 大正13年10月31日 山脇春樹
愛知県知事従三
位勳二等

褒状　愛知県名古屋市千種町奈良坂源一郎　大正十年六月愛知県医科大
学ヘ大洋ノ深部探検外二十三種及珊瑚類骨軸外八種寄附ス仍テ褒賞條例
ニ依リ之ヲ表彰セラル 27×37 履歴書に無し

161 招待状 昭和3年11月1日
一木喜徳
郎 宮内大臣

来十六日大饗第一日ノ儀行ハセラルルニ付当日正午愛知県第一中学校校
庭ニ於テ饗饌ヲ賜リ候條此段申入候也 19×14

賜饌資格届の
下書き共菊御
紋封筒入り
履歴書に無し

162 辞令類 昭和3年11月16日 天岡直義
賞勲局総裁正四
位勲二等

大礼記念章之證　従五位勲六等奈良坂源一郎　昭和三年勅令第百八十八
号ノ旨ニ依リ大礼記念章ヲ授与セラル　[後記]　此證ヲ勘査シ第二十七万八
千四百五十二号ヲ以テ大礼記念章簿冊ニ記入ス　賞勲局書記官従五位伊手 33×42

163 推薦状 昭和5年4月
日本解剖
学会 　 会則第十壱條ノ規定ニ依リ貴下ヲ本会名誉会員ニ推薦ス 25×34

４月20日付第
38回会頭塚口
利三郎名の推
戴状、封書とも
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