








【あ】

会田

（四)7pM.33.4.24/15p5.30
會田
（四)31pM.33.9.13/49pM.34.l.28

青 木憲運
（四)22pM.33.7.5

青木恒三郎賛
書籍商（大阪･嵩山堂)、美術木版画活版印刷業

(-)7pM.29.7.20
（三)24pM.32.10.21
（四)29pM､33.8.14

青木正太郎賛
衆議院議員､京浜電気鉄道･横浜鉄道･東京殖産銀行取締役

（四)17pM.33.6.13,15/18p6.19/19p6.21
青柳
（二)41pM.31.5.27,28,29,30/42p6.1/43p6.2,3,4,5/46p6.6/47p6.7,8

青柳正吾賛<新潟三条監査役＞
小間物卸商(新潟）

（一)13pM.29.8.28
青柳清一郎
（三)52pM.33.3.18

青 柳頼廣
（二)41pM.31.5.25

青山
（三)46pM.33.2.21

青山く子爵＞
（三)30pM.32.ll.13/31pll.16,17/32pll.24

青山胤通賛･科
医学博士､東京帝国大学医科大学長･同大学付属病院長

（三)6pM.32.7.30/9p8.3/11p8.7/19p9.23/23plO.20/35pl2.5
（四)12pM.33.5.15/14p5.23,25,26/15p6.4/27p8.1/35plO.16/

36plO.21/44pl2.23/49pM.34.1.31
赤神〈大工＞
（四)32pM､33.9.25/33plO.3/39pll.14

赤津克郎賛く北蒲原郡長＞
新潟県出身

（一)14pM.29.8.28
赤 羽四郎賛

特命全権公使､外務省参事官

（三)22pM.32.10.10/25plO.24
秋月 新太郎賛

女子高等師範学校長､文部省参事官､貴族院議員
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有馬純郎
(-)30pM､30.8.15

有馬武
（三)52pM.33.3.16

阿波松之助
（三)14pM.32.8.26

阿波百子賛く松之助[阿波松之助]氏夫人＞
（二)55pM.32.5.17

安藤亀太郎
衆議院議員

（四)18pM.33.6.16
安藤謙三
（二)55pM.32.5.24

安藤太郎賛
外務省通商局長､キリスト教日本禁酒同盟設立

（三)9pM.32.8.2/16p9.13/24plO.23/25plO.27/26plO.31/
29pll．10/31pll.20/41pM.33.1.24

（四)19pM.33.6.22/28p8.9

【い】

飯島魁
理学博士､東京帝国大学理科大学教授

（三)40pM.33.1.18
（四)17pM.33.6.14

飯塚仁蔵

（三)43pM.33.2.5
飯塚仁兵衛賛

酒造家､東京府酒造組合頭取､内外火災保険設立､東京府会･東京市会議員
（三)43pM.33.2.8

飯田〈報知新聞社会計長＞
（四)43pM.33.12.13

飯田新七賛く高島屋＞
呉服織物商(京都)、高島屋飯田合名社長､京都商業会議所特別議員
（一)18pM.29.10.1
（四)16pM､33.6.13/18p6．16

飯盛挺造賛
女子高等師範学校教授

（三)9pM.32.8.2
五百井長平賛
（一)9pM､29.7.30

五十嵐
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（四)7pM.33.4.23
五十嵐甚蔵く越後国北蒲原郡金屋町＞

地主(新潟)、新発田第五十六国立銀行頭取､貴族院議員

（三)48pM.33.3.1
（四)46pM､33.12.30[別紙二］

五十嵐壽廣
（三)52pM.33.3.17

五十嵐喜廣
育児慈善事業家､飛騨育児院設立

（四)7pM､33.4.19
池田貫兵衞賛

貿易商(兵庫)、第六十五銀行頭取、日本毛織監査役

（一)15pM.29.9.6
池田謙斎

新潟県出身､男爵､医学博士､初代東京大学医学部総理

（三)25pM.32.10.26
池田謙三

兵庫県出身､第百国立銀行取締役兼支配人､東京貯蓄銀行頭取

（三)18pM.32.9.22/19p9.25
池田成彬

三井銀行常務取締役

（三)40pM.33.1.18
（四)36pM.33.10.25

池永新兵衞賛
油卸･洋紙商（大阪）

（一)9pM.29.8.1
池原康造賛<新潟県立病院長＞

新潟県出身､県立甲種新潟医学校付属病院長､市立新潟病院長､避病院長
（一)13pM.29.8.28

諌早家崇賛く貴族院＞
地主､貴族院議員

（二)36pM.31.5.1
伊沢脩二／伊澤修二賛

東京音楽学校･東京盲唖学校･高等師範学校校長､高等教育会議副会長､貴族院議
員

（一)31pM.30.10.3
（三)18pM.32.9.22/50pM.33.3.8
（四)14pM.33.5.29/29p8.19/40pll.20

石井
（四)11DM､33.5.12/13p5.22/14p5.24/15p5.29/28p8.7

石井かく

（四)38pM.33.11.6
石井義正

小石川区会･東京市会議員
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（四)23pM.33.7.11
岩谷定蔵
（四)35pM.33.10.15

岩谷松平／巌谷松平賛
紙巻たばこ製造･販売（天狗屋)、衆議院議員

（三)18pM.32.9.20/29pll.8/31pll.20/35pl2.5/40pM.33.1.18/
53p3.19/54p3.28

（四)43pM.33.12.8

【う】

上田く専門学務局長＞
（四)34pM､33.10.10

上田

（四)43pM.33.12.11
上田萬年賛･科

文学博士､東京帝国大学文科大学長､国学院大学長
（二)42pM.31.5.31
（三)50pM.33.3.12/52p3.15
（四)24pM.33.7.12[別紙裏]/25p7.23/28p8.6,9/32p9.24/33p9.26/

38pll.1/42pl2.5,7/43pl2.8,12,13/44pl2.14,15/48pM.34.l.16
上田安三郎

（四)10pM.33.5.7/13p5.18,21/15p5.306.4
植田理太郎賛<大和代議士＞

地主(奈良)、衆議院議員

(-)9pM.29.8.1/10p8.4/11p8．9
上 原六四郎賛

高等師範附属音楽学校主事

（三)6pM.32.7.31
植村
（四)31pM.33.9.13

植村俊平賛<住友本店支配人＞
山口県出身､住友家本店支配人､第百銀行頭取

（三)21pM.32.10.8
（四)27pM.33.8.6

浮田

（四)30pM.33.8.23/41pll.28
浮田和民賛･教

東京専門学校教授

（三)28pM､32.ll.7
（四)43pM.33.12.10

浮田桂蔵発
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奈良県出身､衆議院議員､商業会議所会頭

（一)11pM､29.8.9
（二)55pM.32.5.24

右近権右ヱ門発
大阪商業銀行頭取、日本海上保険取締役

（一)7pM.29.7.23
臼井儀兵ヱ

浦賀銀行専務取締役､浦賀船渠監査役

（三)19pM､32.9.22
宇田川善蔵賛［賛助員名簿は歌川善蔵］〈五泉＞

［歌川善蔵］地主(新潟)、五泉銀行頭取､五泉生糸織物設立

（一)13pM.29.8.28
内貴甚三郎
（一)20pM.29.10.8,11/30pM.30.8.14

内田康
（三)35pM､32.12.3

内田康治
（三)28pM､32.ll.7

内田康哉夫人
［内田康哉子爵､特命全権公使､外務総務長官］

（四)22pM.33.7.7/40pll.21/42pl2.3
内海〈男爵･知事･大阪府知事･京都府知事＞
（一)19pM.29.10.7,8/26pl2.16/28pM.30.5.26/29p5.26
（二)52pM.32.4.23,25,26/53p5.9/56p5.25/57p6.23,27/58p7.1
（三)12pM.32.8.14/44pM.33.2.11,13/45p2.16/47p2.24,27/

48p2.283.2/53p3.26
（四)11PM.33.5.11,13,14/15p5.296.4/17p6.14/20p6.25/21p6.30/

22p7.9/25p7.19/27p7.31/28p8.11/29p8.16,19/32p9.25/
34plO.10/35plO.18/36plO.20,25/37plO.30/41pll.24/
42pl2.1,6/43pl2.11/48pM.34.l.11/51p2.5/52p2.19

内海忠勝創・賛く男爵＞
山口県出身､大阪府･京都府知事､貴族院議員、内務大臣

（一)31pM､30.10.3
（二)52pM.32.4.24
（三)42pM､33.2.3/44p2.9,14/45pO2.18/46p2.22/47p2.26/53p3．22
（四)10pM.33.5.7/11p5.ll,14/36plO.22

内海夫人〈男爵夫人＞
（四)11pM.33.5.11/37plO.26

梅<博士･大学教授･文部総務長官＞
（二)55pM.32.5.19
（四)41pM､33.11.27

梅謙次郎／梅謙二郎賛
［梅謙次郎］法学博士､東京帝国大学法科大学教授､文部省総務長官､法政大学総
理
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（三)6pM.32.7.30/19p9.23/21plO.8/22plO.14/23plO.20/
29pll.11/30pll.12

（四)38plO.31/40pll.19/41pll.30/42pl2.3/43pl2.10
梅浦精一賛

石越石油取締役会長､東京石川島造船所専務取締役

（三)17pM.32.9.18/21plO.2/30pll.14/52pM.33.3.19/55p4.5
（四)6pM､33.4.17/16p6・5

梅木正兵衛
(-)30pM､30.8.9

梅沢夫人
（四)17pM.33.6.13

瓜 生繁子賛
女子高等師範学校･東京音楽学校教授

（二)44pM.31.6.5

【え】

江 川英武
地主

（三)51pM.33.3.12
（四)43pM.33.12.9

江副廉三
（三)51pM.33.3.13

江副廉蔵
東亜煙草取締役､金物及諸機械直輸入商

（三)17pM.32.9.18/19p9.26
江原素六賛<衆議院議員＞

東洋英和学校校長､麻布尋常中学校設立

（二)36pM.31.5.1
（三)9pM.32.8.2/11p8.9/47pM.33.2.27

【お】

大 石熊吉
（三)24pM.32.10.21

大江清兵衛
清酒醸造業(兵庫)、御影貯蓄銀行頭取

（一)30pM.30.8.9
大江卓

衆議院議員､東京株式取引所頭取
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（三)17pM.32.9.19/18p9.20,22/22p10.16/24p10.21/30p11.14/
32p11.21/50pM.33.3.8

大岡育造
山口県出身､弁護士､衆議院議員

（三)15pM.32.9.4,5
大岡力

中央新聞従軍記者･編集主幹

（三)29pM.32.11.9
大久保鉄作

衆議院議員

（四)19pM.33.6.21
大隈／ヲ､クマ〈伯爵･委員長＞
（一)27pM.30.5.22/28p5.23,26/29p5.26,29/30p_8.9
（二)36pM.31.5.1/37p5.3/38p5．4,10/39p5.13/41p5.29/43p6.4,5/

45b6.5,6/46p6.6/47p6.9,10/48p6.10,13,19/51p9.25/
52pM､32:4.27,29,30/53p5.2,8,9/54p5.12,14,15/55p5.19,24/
56p5.25,26,286.1/57p6.27

（三)6pM､32.7.30/8p8.1/9p8.2,3,4/10p8.5,6/11p8.7,8/12p8.14/
14p8.25/20p9:28/21Pl0.3/24pl0.21/25pl0.24/27pll.5/
286117/29b11.10/30p11.12/31p1l.16/33p11.27/34p11.29/
35b12.3/36b12.10,11/39pM.33.1.2/41p1.19,22,23,24/
42b1.262.1//43p2.6/44p2.10,13,14/45p2.15,17,18/46p2.23/
48P3.1/51p3.13,15/53p3.24/55p4,2/56p4.9,10

（四)8pM.33.4.25[別紙-]/9p5.4/10p5.9/11p5.12/13p5.18/
14P5",29/15p6.1,4/16p6.1"18p6.18/20p6.26,28//21p7.2/
22p7.7/25p7.21/26p7.28,30,31/29p8.15/30p8.29/31p9.1//
32b9.22,25/'34pl0.11/35p10.20/36p10.23/37p10.27,29,30/
38p11．1/39p1i.12/40p11.18,20/41p11.24,25,28,29,30/
43b12.8)9,10/44p12.14/45p12.26,27/47pM.34.1.5/49p1.29,31
50p2.1/51p2.8/52p2．18/53p2.26

大隈綾子発く伯爵夫人＞
大隈重信夫人

（一)23pM.29.11.9
大隈重信創[創立委員長]・賛･評く伯爵＞

侯爵､外務大臣､内閣総理大臣､東京専門学校設立

（一)23pM.29.11.9/31pM､30.10.3
（二)53pM.32.5.4
（四)36pM.33.10.22

大隈夫人／ヲヲクマフジン発く伯爵夫人＞
［大隈綾子］

（一)28pM､30.5.23
（二)57pM.32.6.27

大倉 喜八郎賛
男爵､大倉財閥創設､大倉高等商業学校設立
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(-)23pM.29.ll.9/30pM.30.8.9
（二)58pM､32.7.l

（三)16pM.32.9.13/37pl2.14/47pM.33.2.28/52p3.19/55p4.4,6
（四)35pM.33.10.15

大倉久米馬
大倉土木組長

（四)7pM.33.4.23/11p5.11/13p5.17/14p5.23/15p5.31/23p7.9
大倉徳子発
（一)24pM.29.ll.21

大崎
（三)43pM､33.2.5

大沢岳太郎／大澤岳太郎賛
医学博士､東京帝国大学医科大学教授

（三)10pM.32.8.5/21p9.30/22plO.9/26plO.30
（四)35pM.33.10.18/36plO.25/48pM.34.l.12

大沢謙 二／大澤謙二教
医学博士､東京帝国大学医科大学長

（三)24pM.32.10.21/26plO.30,31/27pll．4/28pll.6/30pll.12/
32pll.22

（四)35pM.33.10.16/37plO.28,29/44pl2.23/48pM.34.1.12,13/
49pl.23/51p2.9

大沢善助／大澤善助賛
京都府出身､同志社社員､京都府会･京都市会議員､京都電燈社長､大沢商会設立
（一)8pM.29.7.25/30pM.30.8.9

太田孫次右ヱ門
地主(新潟)、衆議院議員､第百三十九銀行取締役

（四)46pM.33.12.30[別紙二］
大 瀧傳十郎賛

地主(新潟)、衆議院議員､高田市成資銀行･高田貯蓄銀行頭取
（三)55pM.33.4.5

大竹貫一賛<越後代議士＞
地主(新潟)、新潟県会議員､衆議院議員､貴族院議員

（一)llpM.29.8.9
（三)24pM､32.10.21

大谷嘉兵衛／大谷嘉兵ヱ
横浜商業学校設立、日本製茶設立､貴族院議員

（三)15pM.32.9.3,5
大 塚益郎

地主(新潟)、長岡銀行専務取締役､小千谷銀行取締役

（四)46pM.33.12.30[別紙二］
大塚茂十郎賛

醤油醸造業･塩商売業（兵庫)、尼崎銀行監査役､尼崎挽材社長

（一)10pM.29.8.3
大塚常次郎賛
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成田鉄道･東京市衛生取締役､衆議院議員

（四)18pM､33.6.16
大戸復三郎賛

加島貯蓄銀行監査役､加島銀行理事

（二)56pM.32.5.25
大烏
（四)llpM､33.5.11

大西

（四)14pM.33.5.29
大西源助<廣岡酒造支店･灘新在家＞
（一)18pM.29.9.28/19plO.6/20plO.11,12/21plO.14

大西五一郎賛<堺市長＞
大阪府出身､大西銀行頭取､堺商業会議所副頭取

（一)15pM.29.9.5/19plO.8/30pM.30.8.9
（四)29pM､33.8.14

大橋
（二)41pM.31.5.29

大橋口子
（一)7pM.29.7.24

大橘新太郎賛
新潟県出身､書店博文館設立､東京瓦斯専務取締役､東京馬車鉄道監査役

（三)12pM.32.8.15/32pll.22/33pll.28/47pM.33.2.26
大東義徹賛

衆議院議員､司法大臣

（三)15pM.32.9.4/20p9.29/22plO.16
大三輪
（二)40pM.31.5.14/45p6.5
（三)46pM､33.2.23/47p2.24,25,26,27

大三輪長兵衛／大三輪長兵ヱ創・賛
大阪府会･大阪市会議長､第五十八銀行設立

（一)31pM.30.10.3
（二)40pM.31.5.14/56pM.32.5.28
（三)35pM.32.12.5/37pl2.16/42pM.33.2.2/46p2.21
（四)29pM.33.8.14/53pM.34.2.20

大村仁太郎賛
学習院教授､独逸協会学校校長

（三)25pM.32.10.25/27pll.2/32pll.21,22
大桃相資賛く東北日報社員＞

新潟県出身､新潟県非増租同盟会幹事

（一)14pM.29.8.28
大森<兵庫県知事〉
（二)37pM.31.5.4/38p5.8

大森鐘一賛
長崎県･兵庫県知事
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小笠原壽長賛く子爵＞
貴族院議員､愛国銀行･佐野商業銀行頭取、日本生存保険社長
（三)51pM.33.3.15/52p3.16/54p3.28

小鹿島筆子
（三)11pM.32.8.7

岡田<加島銀行＞
（一)28pM.30.5.23

岡田元太郎賛
兵庫県出身、日本水産販売専務取締役､兵庫運輸･兵庫精米取締役
（一)22pM.29.10.23

岡田良平賛
第一高等中学校教授､山口高等中学校校長､文部省視学官､貴族院議員
（二)42pM.31.5.31
（三)22pM.32.10.14/23plO.17,19/25plO.24/37pl2.14/

48pM.33.3.2,4/50p3.9,11/56p4.8
（四)8pM.33.4.26/14p5.28/18p6.19

緒方収次郎<緒方病院長＞
（一)11pM.29.8.7

緒方正規
医学博士､東京帝国大学医科大学長

（三)26pM､32.10.30,31/27pll.4/28pll.6/30pll.12/32pll.22/
35pl2.2/36pl2.6/42pM.33.2.2/46p2.20/48p3.5/49p3.7/
50p3.10/51p3.15/55p4.4

（四)6pM.33.4.12/17p6.14/37plO.29/44pl2.23
岡橋清蔵
（一)10pM.29.8.4/11p8.9

岡部〈子爵＞
（三)24PM32.10.21/27pll.5/30pll.12/31pll.17/32pll.21/

34pll.2912.2/51pM.33.3.13
（四)18pM.33.6.18//40Pll.18,21/41pll.28/42pl2.5/43pl2.8,12/

48pM.34.1.10,11/49pl.28/51p2.4/52p2．14/53p2.20
岡部長職賛･評く子爵＞

大阪府出身､外務次官､貴族院議員､東京府知事､司法大臣

（二)40pM.31.5.19
（四)49pM.34.2.1/50p2.1[別紙二］

岡部廣
江戸川製紙監査役､京浜銀行専務取締役､成田鉄道取締役
（四)15pM､33.5.31/16p6.8/17p6.15/23p7.11

岡宮そ め
（四)35pM.33.10.15

岡 本 善七
岡本銀行設立､吉田鉄道･利根運河取締役､本郷区会議員
（三)20pM.32.9.27/26plO.30/50pM.33.3.10

岡本徳永賛く吉野銀行取締＞
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奈良県出身､吉野銀行取締役､吉野材木銀行･吉野材木･日本製糸監査役
（一)18pM.29.10.2

荻原代吉<新潟師範学校教授＞
（四)37pM.33.10.27

奥繁三郎賛
京都府出身､弁護士､京都府会議員､衆議院議員､京都府教育会副会長
(-)9pM.29.7.28/30pM､30.8.9

奥田<次官･文部次官＞
（三)9pM.32.8.2/50pM.33.3.9
（四)24pM.33.7.12[別紙裏]/32p9．25

奥田藤治郎く郡山製油会社取締＞
（一)18pM.29.10.2

奥田義人賛･教･評<文部次官＞
男爵､法学博士､衆議院議員､貴族院議員､英吉利法律学校長
（二)55pM.32.5.17/58p7．1
（三)48pM.33.3.2/50p3.12
（四)27pM､33.8.2,6/28p8.9/32p9.24/33p9.26

小國／小国〈技手･文部省技師＞

（四)25pM.33.7.17/38plO.31/39pll.14/41pll.29,30/42pl2.1/
43pl2.13/44pl2.14

小倉幸賛
（一)6pM.29.7.20

小此木<ドクトル･博士＞
（三)34pM.32.11.30
（四)54pM.34.3.2

尾崎<男爵＞

（三)50pM､33.3.8
小 崎藍門
（三)31pM.32.ll.20

尾崎三良／尾崎三郎く男爵＞
［尾崎三良］京都府出身､法制局長官､貴族院議員、白水炭鉱社長､房総鉄道監杳役

（三)17pM.32.9.19/33pll.24
（四)10pM.33.5.8/llp5.11/15p6.2,4/21p6．29

尾崎行雄賛
衆議院議員､文部大臣､東京市長

（二)51pM.32.3
（三)39pM.33.l.8/43p2.8/45p2.15,16,17,18/46p2.22,23/48p3.5
（四)6pM.33.4.16/14p5.23/18p6.19/19p6.22/21p6.30/22p7.3/

34plO.12

小沢清左ヱ門
（三)16pM.32.9.13

小沢俊夫
（四)45pM.33.12.26

小田川金五
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（四)43pM.33.12.9
小田川彦一
（三)25pM.32.10.27

小田川全之

（三)51pM､33.3.12
小野英次郎賛
（三)55pM.33.4.6
（四)18pM.33.6.18/22p7.4/24p7.12[別紙裏］

小野英二郎
日本銀行検査局長心得兼副支配役

（三)17pM.32.9.19/32pll.21/37pl2.13/38pl2.20
小野金 六賛

第九十五銀行副頭取､東京割引銀行頭取､第十銀行支配人､富士製紙社長

（三)17pM.32.9.14/21plO.7/23plO.18,20/24plO.21/32pll.21/
35pl2.4/36pl2.6/37pl2.15/51pM.33.3.14/56p4.7

（四)6pM､33.4.13/7p4．19
小野夫人<三井組＞
（四)32pM.33.9.24

小野友次郎夫人
小野友次郎[三井工業部支配人]夫人

（四)17pM.33.6.13
尾村阿以子
（四)39pM.33.11.10

折田彦 市賛
文部省学務局長､第三高等中学校校長､高等教育会議員

（一)30pM.30.8.9
折田平助
（一)30pM.30.8.9

【か】

海江田信義
子爵､奈良県知事､枢密顧問官

（三)26pM.32.10.31
會彌善助〈司法大臣＞

［曾禰荒助］山口県出身､子爵､衆議院議員､フランス駐割特命全権公使､司法大

臣他諸大臣歴任

（二)43pM､31.6.5
香川
（一)28pM.30.5.23,24,25

香川敬三
伯爵､枢密顧問官
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武田錦子賛
女子高等師範学校教授

（三)28pM､32.11.8
武田貞吉賛

製茶家兼貿易雑貨商(兵庫)､神戸株式取引所重役

（一)31pM､30.10.3
武田民三郎
（一)30pM.30.8.15

武田みや子賛［賛助員名簿は武田宮子］
（一)31pM.30.10.3

竹村藤兵衛／竹村藤兵衞〈京都市区長＞
京都府出身､衆議院議員、中京銀行頭取､明教保険取締役

（一)18pM.29.10.6/20p10.8/30pM.30.8.9
竹山屯賛<医＞

新潟県出身､医師､新潟病院院長､北越医学会会長､赤十字新潟支部看護員養成所
教授

（一)13pM､29.8.28
田島信夫

北海道炭鉱鉄道･総武鉄道･倉谷鉱山･小野田セメント製造取締役

（四)10pM､33.5.7/11p5.14/21p6.29
龍居
（三)20pM.32.9.27/45pM.33.2.16/48p3.2

龍居頼三賛
日報記者､農商務大臣秘書官

（一)24pM.29.11.21
（三)9pM.32.8.2/18p9.20/20p9.28/24p10.23/27p10.31/29p11.10/

38p12.18/42pM.33.2.2
（四)31pM.33.9.6/41p11.24/47pM.34.1.7/54p2.283．4

辰野金吾賛
建築家､工学博士､東京帝国大学工科大学教授

（三)11pM.32.8.7/22p10.9,14/23p10.19
龍野周一郎賛

衆議院議員

（三)32pM.32.11.22/33p11.24
辰馬悦 蔵

清酒醸造業(兵庫)、神戸貯蓄銀行監査役

（一)19pM.29.10.8
辰馬喜十郎

兵庫県出身､恵美酒銀行頭取、日本摂酒社長

（一)19pM､29.10.8
辰馬吉左衛門

清酒醸造業(兵庫）

（一)19pM.29.10.8
伊達<侯爵＞

－50－



清酒麦酒醸造業(大阪）

(-)30pM.30.8.9
田口卯 吉 賛

法学博士､『東京経済雑誌』刊行､東京市会議員､衆議院議員
（三)9pM.32.8.2,3/29pll.8

田口 和 美
医学博士､東京帝国大学医科大学教授

（三)27pM.32.11.4/49pM.33.3.7/50p3.10/51p3.14
田口謙吉賛

売薬商参天堂主人(大阪）

（一)16pM.29.9.16
武 市庫太賛

衆議院議員

（三)43pM.33.2.7/45p2.18/50p3.8
（四)10pM.33.5.8

竹内

（三)29pM.32.11.10/30p11.12,14/39pM.33.1.5,9/40p1.10,11,16,18/
41p1.23/42p1.292.3/43p2.5/46p2.19/47p2.24,26/48p3.2/
53p3.24/54p3.28,29,30,31/55p4.4

（四)7pM.33.4.18,19/8p4.26/9p4.30/10p5.9/11p5.14/13p5.15/
14p5.23,27/15p5.30/16p6.6/18p6.16/19p6.19/20p6.25/
23p7.10/35p10.16/41p11.28

竹内駿二<三井地所部･牛込区運動委員＞賛
（三)31pM.32.11.15/32p11.21/33p11.26/34p11.29,3012.1/35p12.4/

44pM.33.2.9/46p2.22/49p3.7/50p3.12/52p3.16,19
（四)10pM.33.5.8/18p6.18/24p7.17/27p8.1

竹内綱
衆議院議員､茨城炭鉱専務取締役、白木炭鉱取締役

（三)17pM.32.9.19/20p9.26/24p10.21/50pM.33.3.8
竹尾治右ヱ門賛

呉服卸商錦屋(大阪)、日本綿花･摂津紡績社長
（一)9pM.29.7.31

竹越

（三)11pM.32.8.9/50pM.33.3.12/55p4.3
（四)23pM､33.7.9

竹越与三郎／竹越與三郎賛
新潟県出身､国民新聞記者､『世界之日本』主筆､衆議院議員､貴族院議員
（二)57pM.32.6.23
（三)18pM.32.9.20/20p9.27/24p10.21,23/29pll.8/32pll.22/

35p12.4/38p12.20/45pM.33.2.19/46p2.22/49p3.5
竹城
（四)28pM.33.8.9

武田く錦子良人＞
（四)41pM､33.1l.29
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（四)13pM.33.5.17/54pM.34.3.1
高田早苗賛･科

東京専門学校講師､衆議院議員､外務省通商局長､文部省参事官･専門学務局長
（一)30pM.30.8.14
（三)56pM.33.4.9
（四)10pM.33.5.7/34p10.11/41p11.29/44p12.14/54pM.34.3.4

高田慎蔵／高田慎藏
新潟県出身､高田商会設立

（三)17pM.32.9.14,18/18p9.22/22p10.10/25p10.25/28p1l.7/
29p11.8/32p11.21/34p11.30/35p12.5/37p12.13,15/
44pM.33.2.12/51p3.13

高野重 三賛
油類商

（三)11pM､32.8.8
高橋
（四)33pM.33.10.3/34p10.9

高橋勘七
（三)37pM.32.12.13,15

高橋是清
男爵､横浜正金銀行副頭取､貴族院議員
（三)33pM.32.11.28/37pM.32.12.14/38p12.20

高橋順太郎
医学博士､東京帝国大学医科大学教授
（三)36pM.32.12.9/43pM.33.2.4/49p3.7

高橋端七
（三)51pM､33.3.13

高松豊吉賛
工学博士､東京帝国大学工科大学教授
（三)9pM.32.8.2/21p9.30/23p10.19/24p10.23/48pM.33.3.5
（四)17pM､33.6.14

高嶺
（二)38pM.31.5.4

高嶺秀夫賛く女子高等師範学校･東京美術学校長＞
高等師範学校･女子高等師範学校校長
（二)37pM.31.5.3/44p6.5
（三)48pM.33.3.1
（四)23bM.33.7.10/24p7.13/29p8.15/37pl0.29/40pll.20

高安 道純 賛
医師(大阪)、愛国生命保険監査役
（一)8pM.29.7.27

田川大吉郎賛
郵便報知新聞記者､都新聞主筆
（三)11pM.32.8.9

宅徳平
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【た】

高岡<代議士＞
（三)53pM.33.3.24,27

高木

（一)28pM.30.5.23,24,25/29p5.27
高木兼寛

医学博士､海軍軍医総監､成医会講習所[東京慈恵会医科大学]設立､閃族院議員
（三)30pM､32.11.14/55pM.33.4.5/56p4.7
（四)9pM.33.4.27/13p5.18/15p5.316.2

高木喜一郎賛<大阪毎日新聞社員＞
関西石材取締役

（一)6pM.29.7.20
高木貞衛／高木貞ヱ〈事務長＞
（一)28pM.30.5.22,24
（四)29pM.33.8.14

高 木典三
（三)33pM.32.11.25

高崎<知事･京都府知事＞
（三)55pM.33.4.4
（四)11pM.33.5.13/39pll.17/40pll.18

高崎章親
（三)48pM.33.2.28

高崎親章／高嵜親章創・賛
内務省警保局長､茨城県･長野県･岡山県･宮城県･京都府･大阪府知事､貴族院議員
（三)41pM.33.1.23/48p3.2/56p4.9
（四)10pM､33.5.9

高崎均
（四)25pM.33.7.23

高崎正風
男爵､御歌所長､宮中顧問官､枢密顧問官
（三)27pM.32.11.2

高島小金吾

（四)10pM.33.5.7/15p6.2
高島小金次
（四)17pM､33.6.13

高嶋小金治
（四)11pM.33.5.14

高島諏之助
（一)30pM､30.8.9

高 田耕安賛
［高田峅安］東洋内科医院･結核サナトリウム南湖院設立
（三)10pM.32.8.5/11p8.7/18p9.20/21plO.2/22plO.10
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千家尊福賛
男爵､貴族院議員､文部省普通学務局長､埼玉県･静岡県･東京府知事

（三)22pM､32.10.17/23plO.19
千宗<西村総左エ門＞
（一)20pM､29.10.8,11

千田軍之助
（四)18pM.33.6.16

【そ】

相馬<子爵＞
（三)16pM.32.9.13

相馬永胤賛
（三)50pM､33.3.8/56p4.7

副島<伯爵＞［賛助員名簿に副島種臣あり］
［副島種臣］伯爵､枢密院副議長､内務大臣

（三)23pM.32.10.19/41pM.33.1.19
副島八十六
（四)7pM.33.4.25

曽我
（三)24pM､32.10.23

曽我 祐準
子爵､陸軍軍人､貴族院議員、日本鉄道社長

（三)26pM.32.10.28/27pll.2/29pll.8/30pll.14
外見吉明賛
（一)22pM.29.10.23

曽根外次郎賛
（一)22pM､29.10.23

曽根 忠兵衞賛
兵庫県出身､内外米殻問屋仲買商

（一)22pM.29.10.23
園田<第十五銀行頭取＞
（四)22pM.33.7.6

園田孝吉
男爵､横浜正金銀行頭取､十五銀行頭取

（三)50pM.33.3.8
（四)11pM.33.5.12/13p5.21/16p6.8/18p6.16

園田実徳／園田實徳
北海道炭鉱取締役､函館船渠社長

（四)10pM.33.5.7/11p5.12/13p5.17/15p5.31/110pM.33.5.7/11p5.12/13p5.17/15p5.31/16p6.5/22p7.6
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周布貞子 発
（一)25pM.29.ll.30

住友

（二)44pM.31.6.5/47p6.8/57pM.32.6.27
（三)36pM.32.12.12/45pM.33.2.16,17,19/46p2.23/47p2.25/

48p2.283.3

（四)14pM.33.5.29/19p6.23/20p6.26,27,28/21p6.29
住友吉左衛門／住友吉左ヱ門発・創・評

男爵､第15代住友家当主､貴族院議員､住友銀行設立
（一)32pM.30.10.3
（二)37pM.31.5.4/38p5.5
（三)14pM､32.8.30/31pll.20/35pl2.4,6/36pl2.6/37pl2.13/

38pl2.18/40pM.33.1.17/41pl.19,24/43p2.6,7/44p2.12,13,14/
46p2.22/49p3.6/51p3.13

(四)8pM.33.4.25[別紙二]/23p7.10

【せ】

関藤次郎 賛
奈良県出身､呉服太物商､奈良鉄道監杳役

（一)17pM.29.9.19
関口しず枝子
（四)47pM､34.1.8

関根正直教
文学博士､華族女学校･学習院･女子高等師範学校教授､東京帝国大学講師
（四)37pM.33.10.26/54pM.34.3.2

関矢橘太郎
（四)46pM.33.12.30[別紙二］

説 田彦助
日本商船社長、日本酒問屋取締役

（三)18pM.32.9.20
世良田

（二)57pM.32.6.23
（三)9pM.32.8.2
（四)27pM.33.8.4

世 良田亮賛
海軍軍人

（二)57pM.32.6.23
千家く男爵･東京府知事＞
（三)9pM.32.8.2/12p8.12/30pll.13,14/31pll.17/38pl2.18/

49pM､33.3.6

（四)17pM､33.6.15/34plO.11,12
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杉村万兵ヱ
（三)33pM.32.ll.25

杉本重遠賛<新潟県書記官＞
新潟県出身

（一)14pM.29.8.28
鈴木
（三)35pM.32.12.6
（四)21pM､33.6.30/23p7.11/46pl2.30[別紙二］

鈴木<鹿島組＞
（四)20pM､33.6.26/30p8.25/31p9.3

鈴木<知事＞
（四)10pM､33.5.9

鈴木巖雄
（三)55pM.33.4.6

鈴木清賛
兵庫県出身､北海道開拓団赤心社設立､神戸区議会議長
（一)14pM.29.8.28/30pM.30.8.9

鈴木茂太<二六新報社＞
（四)51pM､34.2.7

鈴木重遠
衆議院議員

（三)18pM､32.9.20/20p9.29
鈴木長蔵／鈴木長藏賛<新潟市長並県会議長＞

新潟県出身､新潟県会議員､農工銀行頭取
（一)llpM.29.8.9/17p9.18

鈴 木 長八賛
回船問屋(新潟)、新潟倉庫頭取､新潟米殻取引所理事長､新潟電燈･新潟水力電気
社長

（一)13pM.29.8.28
須藤周三郎
（三)12pM.32.8.11/16p9.13

須藤周二郎
（三)9pM.32.8.2

須藤時一郎
（三)8pM.32.8.1/lOp8.5/22plO.15

砂川

（一)29pM.30.5.26
砂川雄俊 発

弁護士､東京専門学校評議員､大阪府会議員､関西法律学校創立委員･講師･評議員
（一)28pM.30.5.24/31plO.3

周布公平賛<兵庫県知事＞
山口県出身､男爵､兵庫県･神奈川県知事､貴族院議員
（一)6pM.29.7.19
（三)14pM.32.8.26/28pll.6/34pll.30/50pM.33.3.8
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（一)8pM.29.7.25
（二)36pM､31.5.1
（三)18pM.32.9.20/20p9.28/33pll.24/52pM.33.3.17/55p4.6/

56p4.7

（四)42pM､33.12.4/54pM.34.3.4
島田重祐賛･教く兵庫県商業学校校長＞

山口県出身､山口高等中学教員､神戸商業学校校長
（一)10pM.29.8.6/15p9．6

島田勇吉
（四)43pM､33.12.8

島村成達賛く衆議院＞
（二)36pM.31.5.1

清水<牛込区役所助役＞
（四)26pM､33.7.31

清水弘博賛<東蒲原郡長＞
新潟県出身

（一)14pM.29.8.28
清水誠吾<尋常師範学校長･京都府尋常師範学校長＞
（一)8pM.29.7.25/10p8.5/20plO.8,ll

清水彦五郎賛
（三)35pM.32.12.5/36pl2.6,8/37pl2.16/38pl2.17/40pM､33.1.13/

41pl.20/42p2.2/43p2.5,6/46p2.20
（四)10pM.33.5.9/35plO.16/36plO.25/37plO.26

清水満之助
土木請負業

（三)17pM.32.9.15/33pll.25/34pll.30/35pl2.5/36pl2.6/
54pM.33.3.28

（四)30pM.33.8.27/33p9.2510.3/34plO.10
下郷傳平

近江製絲設立､長濱銀行頭取､貴族院議員

（一)30pM､30.8.15
下田歌子賛

華族女学校校長､帝国婦人協会会長､実践女学校･女子工芸学校設立
（一)12pM.29.8.20/13p8.23
（二)39pM.31.5.13/44p6.5/47p6.8/49p6.23,25,26
（三)32pM.32.11.22/34pll.30/35pl2.4/53pM､33.3.22/54p3.28
（四)11PM.33.5.11/15p5.31/23p7.11/24p7.17/25p7.19/29p8.18/

40pll.21/43pl2.10,11/44pl2.14
下村
（一)20pM.29.10.8

下山順一郎
薬学博士､東京帝国大学医科大学教授､私立薬学校初代校長

（三)37pM.32.12.12/43pM､33.2.6/48p3.5
（四)6pM.33.4.12/14p5.23,25/17p6.14

－42－









新潟県出身､新潟米殻取引所理事､県会議長､衆議院議員､新潟新聞社社長

（一)13pM.29.8.28
阪田貞一く東京工業学校長＞
（二)44pM.31.6.5

阪谷

（三)24pM.32.10.23
阪谷芳郎／坂谷芳郎評［評議員一覧表は阪谷芳郎］

［阪谷芳郎］子爵､法学博士､大蔵大臣

（三)29pM.32.ll.9/32pll.21
（四)37pM.33.10.27/42pl2.5

坂本<富山房＞
（三)9pM.32.8.3

坂本嘉治馬<富山房＞
富山房創業、日本書籍取締役

（三)32pM､32.11.22
阪本鈴之助賛<日本共同銀行取締＞
（一)10pM.29.8.4

坂本理一郎賛［賛助員名簿は阪本理一郎］〈衆議院＞
［阪本理一郎］地主

（二)36pM.31.5.1
相良く子爵＞
（三)24pM.32.10.23/31pll.17/32pll.21/46pM.33.2.20,23/47p2.24/

48p2.283.5.

桜井錠二
男爵､東京帝国大学教授､帝国学士院会員

（三)40pM.33.1.17/48p3.5
櫻田助作夫人
（三)56pM､33.4.9

佐々木<伯爵＞
（三)16pM.32.9.13

佐々木松平賛［賛助員名簿は佐々木松坪］〈中蒲原郡代議士＞
［佐々木松坪］地主(新潟)、衆議院議員

（一)13pM.29.8.28
佐々木勇之助

第一銀行取締役兼支配人

（三)20pM.32.9.27/27pll.5/30pll.12/31pll.20
（四)24pM､33.7.12/25p7.19

佐治実然賛
（三)30pM.32.ll.14/33pll.27/34pl2.2/36pl2.12
（四)30pM､33.8.22

佐々友房賛
衆議院議員

（三)46pM.33.2.22
陶華治兵衛／薩摩治兵ヱ
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西郷／西<侯爵･内務大臣＞
（二)44pM.31.6.5/55pM.32.5.24/57p6.23
（三)9pM.32.8.1,2/11p8.9/14p8.26/17p9.19/18p9.22/19p9.23,25/

20p9.28/24plO.23/26plO.28/27pll.2/33pll.25/37pl2.14/
47pM.33.2.27/49p3.5,6,7/50p3.8,9,12/52p3.15,17,19/
53p3.22,26/54p3.28,29,31

（四)8pM.33.4.25[別紙二]/11p5.14/17p6.15/18p6.16/23p7.11/
27p8.3/29p8.16/48pM.34.1.ll

西郷従道賛く侯爵･海軍大臣＞
内務大臣

（二)43pM.31.6.5
斉藤喜十郎賛

地主(新潟)、市会議員､新潟商業銀行専務取締役､衆議院議員､閃族院議員
（一)13pM.29.8.28

齊藤寿雄
衆議院議員､赤十字社員

（四)17pM.33.6.15
齋藤和平太

新潟県出身､渡部石油監査役

（四)17pM.33.6.15/18p6.18,19/19p6.21
西原清東 賛

弁護士､衆議院議員

（三)9pM.32.8.2/11p8.9/14p8.26/26plO.30/43pM､33.2.7
佐伯
（三)50pM.33.3.12/53p3.26

佐伯勢一郎賛
大阪府出身､南鉄道･大阪紡績･日本紡績取締役､大阪絲綿木綿取引所理事
（一)6pM､29.7.20

佐伯成充
（三)43pM.33.2.5,8

三枝光太郎
（三)53pM.33.3.19

坂仲輔
（四)36pM.33.10.25

酒井家執事
（四)52pM.34.2.14

酒井 明
十五銀行副頭取、日本鉄道理事

（三)17pM.32.9.19/20p9.26/24plO.23/33pll.24/50pM.33.3.8/
52p3．17

（四)9pM.33.4.26/13p5.21/16p6.8/18p6.16
坂口

（四)46pM.33.12.30[別紙二］
阪口仁一郎賛<越後新潟県会議員〉
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34plO.10/38plO.31/40pll.17/52pM.34.2.14/53p2.26
小島<牛込区長＞
（四)6pM､33.4.14

小島官吾賛<牛込区長＞
（三)14pM.32.8.25/24plO.21/43pM.33.2.5/44p2．9
（四)20pM.33.6.25/26p7.31/27p8.1

児島惟謙／兒島惟謙／兒嶋惟謙／児嶋惟謙創・賛･評<貴族院＞
大審院長､貴族院議員､衆議院議員

（一)24pM.29.ll.24/32pM.30.10.3
（二)36pM.31.5.1/52pM.32.4.30/53p5．8
（三)12pM.32.8.11/15p9.4/18p9.21/19p9.25/27plO.3111.4/

28pll.5,7/29pll.8,11/32pll.21/33pll.28/37pl2.16/
38pl2.18/39pM､33.1.8/40pl.17/43p2.5,6/44p2.12,14/
45p2.19/46p2.22/52p3.17

（四)15pM.33.5.316.4/19p6.22/24p7.12[別紙裏]/26p7.24,31/
27p7.31/33plO.3/35plO.20/36plO.20,22,25/38pll.2/
40pll.18,21,22/41pll.23/43pl2.11,12/45pl2.26/51pM.34.2.9

小島政吉
（四)37pM.33.10.26,28,30

龍手田安定<滋賀県知事＞
男爵､島根県･新潟県･滋賀県知事､貴族院議員

（一)8pM､29.7.27
小寺泰次郎
（一)19pM.29.10.8

後藤〈技手＞
（四)38pM.33.ll.4

五 鴫清太郎賛
［五島清太郎］山口県出身､理学博士､第一高等学校･東京帝国大学教授

（三)8pM.32.8.1/27pll.4
五嶋徳太郎
（四)52pM.34,2.17

小西新右エ門／小西新右ヱ門賛
地主(兵庫)、日本貯金銀行頭取

（一)10pM.29.8.3/30pM.30.8.9
小西信八賛
（四)36pM.33.10.25

近衛く公爵＞
（一)28pM.30.5.26/29p5.26/30p8.9
（二)36pM.31.5.1/38p5.4/47p6.8/50p7．3,15
（三)23pM.32.10.18/32pll.22/33pll.25,27/34pll.3012.1,2/

35pl2.5/36pl2.12/37pl2.13,14,15/40pM.33.l.17,18/
41pl.23,24,25/42p2.3/44p2.10,12,13,14/45p2.16,19/
46p2.20,21,22/47p2.27/50p3.8,11,12/51p3.14/52p3.15/
53p3.24/54p3.28
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【こ】

小池

（四)8pM.33.4.25[別紙二］
小池史郎

（一)28pM.30.5.23
小泉敦

（四)29pM.33.8.14
小泉清兵衞賛
（一)10pM.29.8.3

肥 塚

（二)53pM.32.5.8
肥塚龍創・賛

［肥塚竜］兵庫県出身､衆議院議員､東京府知事

（二)51pM.31.10.23
（三)46pM.33.2.23

小 出淳太賛
地主(新潟)、五泉生糸織物専務取締役､五泉銀行監査役､県議会議員
（一)13pM.29.8.28

河野廣中夫人［河野廣中は賛助員］
衆議院議員夫人

（四)17pM､33.6.13
鴻池

（一)25pM.29.12.9
（四)14pM､33.5.29

鴻池新十郎発
（一)6pM.29.7.19

小金井良精
新潟県出身､医学博士､東京帝国大学医科大学教授

（三)28pM.32.ll.6/35pl2.2/49pM.33.3.7
國分勘兵衛／國分勘兵ヱ

醤油問屋

（四)10pM.33.5.8/23p7.11
國分みさ子
（四)9pM.33.4.27

小嵜成章賛
（三)53pM.33.3.26

小柴
（四)15pM.33.5.30

児島
（二)38pM.31.5.4
（三)55pM､33.4.4
（四)llpM､33.5.12,14/17p6.14/19p6.20/20D6.27.28/22DllpM.33.5.12,14/17p6.14/19p6.20/20p6.27,28/22p7.4/
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（四)22pM.33.7.7/51pM.34.2.8
ミス･グリーン教
（四)36pM.33.10.22

栗 塚 省吾賛
判事､弁護士

（一)23pM.29.11.9
（三)12pM.32.8.ll

栗原亮一賛
衆議院議員

（三)46pM.33.2.22
栗山藤作

地主(奈良)、奈良県農工銀行･吉野材木銀行監査役

（一)10pM.29.8.4/11p8.9
久留く技師･文部省･文部省技師＞
（四)23pM.33.7.10/24p7.13/34plO.9,10/36plO.23/39pll.7,14/

42pl2.1/44pl2.14
久留正道賛<文部省技師＞

文部省学校建築技師

（二)36pM.31.5.l
（三)12pM､32.8.ll
（四)16pM.33.6.7/22p7.4,5/25p7.23/26p7.24,26,30/27p8.1,2,6/

28b8.14/29p8.16,20'32p9.24/33p9.2610.3/f34plO.12/
37PlO.27/38plO.31/40pll.19,22/41pll.30/42pl2.5

黒岩周六
（三)llpM.32.8.9/18p9.20/24plO．23

黒田<侯爵＞
（三)27pM.32.ll.4/31pll.17/34pll.30

黒田家執事
（三)30pM.32.ll.13

黒田長儀<侯爵＞
（三)23pM.32.10.19

黒田長成
侯爵､貴族院議員

（三)22pM.32.10.16/26plO.28
黒田利成賛<中魚沼郡長＞

新潟県出身､北蒲原郡書記

（一)14pM.29.8.28
桑田<神田区長＞
（三)18pM.32.9.20/20p9.27,29/28pll.7/29pll．8

桑田房吉賛
判事､神田区区長

（三)27pM.32.ll.4/30pll.15
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木村 鷹太郎賛
翻訳家､評論家

（三)25pM.32.10.26
木村正幹

三井家監査役

（四)10pM.33.5.8
肝付兼行賛
（三)14pM.32.8.26/19p9.25/50pM.33.3.1l

清野
（四)43pM.33.12.10

清野勇賛
三高教授､大阪府医学校校長

（一)9pM.29.7.29
金原明善

天竜運輸･天竜木材･金原銀行設立

（四)7pM.33.4.21,25/14p5．25

【く】

久我<大隈伯代人＞
（四)41pM.33.11.25

陸実賛
内閣官報局長

（三)14pM.32.8.26/16p9.9/27pll.2
九鬼〈男爵＞
（一)31pM.30.10.3
（四)30pM.33.8.28

九鬼隆輝
（一)18pM.29.10.6/22plO.2911.7/30pM.30.8.9

九鬼 隆一 発
兵庫県出身､男爵､帝国博物館初代総長

（三)47pM.33.2.26
日下 義 雄

長崎県･福島県知事､京釜鉄道取締役､東邦火災保険社長､衆議院議員

（三)20pM.32.9.27,28/23plO.19/29pll.10/52pM､33.3.16/55p4.5
（四)6pM.33.4.17/18p6.16,19/19p6.21,22/20p9.27

日下部三之介／日下部三之助賛
大日本教育会理事､東京府会議員､東京教育社社長

（三)7pM.32.7.31/8p8.1/46pM.33.2.23
草刈親明賛<衆議院議員＞

弁護士､群馬県知事

（二)36pM.31.5.1
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高等師範学校教授､東京専門学校教授

（三)15pM.32.9.7/26plO.28
（四)43pM.33.12.9/47pM.34.l.9

北垣国道／北垣國道く男爵＞
京都府知事､北海道庁長官､貴族院議員

（三)28pM､32.ll.8/35pl2.5/53pM.33.3.19
北里柴三郎

男爵､医学博士､大日本私立衛生会伝染病研究所長､北里研究所設立

（三)23pM.32.10.18/26plO.31/43pM.33.2.5/46p2.22/51p3.14/
56p4．7

（四)9pM､33.4.27/15p6.2/21p6.29
喜 谷 市 郎右ヱ門賛

東京府議会員､富士製紙･八十四銀行･興業貯蓄銀行取締役

（三)17pM､32.9.18/19p9.26/34pl2.1/51pM.33.3.13
喜谷市郎ヱ門

（三)36pM､32.12.11/37pl2.13,15/52pM､33.3.19
北畠／キタバタケ〈男爵＞
（一)28pM.30.5.23/29p5.26
（二)37pM.31.5.3/38p5.4/48p6.13/53pM､32.5.9/56p5.28/57p6．23
（三)34pM､32.ll.29/35pl2.3/36pl2.10
（四)14pM.33.5.29

北畠治房創･賛･評
奈良県出身､男爵､大阪控訴院院長

（一)32pM.30.10.3
北村

（三)41pM､33.l.23
北村宗四郎
(-)10pM.29.8.4/11p8.9

北村又兵衞
（一)lOpM.29.8.4/11p8.9

木戸孝正
山口県出身､侯爵､貴族院議員

（三)27pM.32.11.2
木下

（四)38pM.33.ll.5
木下廣次賛<専門学務局長＞

法学博士､貴族院議員､京都帝国大学総長

（一)8pM.29.7.25
木 原忠兵衛発

大阪府出身､木原銀行行主､中立貯蓄銀行取締役

（一)28pM.30.5.23
木村静幽賛

大阪アルカリ頭取、大阪土木社長

(-)7pM､29.7.20
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門野幾之進
慶應義塾塾頭､衆議院議員､千代田生命保険設立､貴族院議員

（三)24pM､32.10.23
金井く大学教授･博士＞
（二)55pM.32.5.19

金井延
法学博士､東京帝国大学法科大学教授

（三)23pM.32.10.19/26plO.31
金 沢仁作賛

大阪府出身､平野紡績･大阪生命病傷保険取締役

（一)6pM､29.7.20
金沢仁兵衞賛

肥料問屋兼米殻問屋(大阪)、大坂共立銀行･第四十二銀行頭取、日本紡績･平野紡
績社長

（一)7pM.29.7.23
金森通倫

同志社社長代理､東京番町教会牧師

（三)25pM.32.10.26/37pl2.13/40pM.33.1.15
鐘ヶ江

（四)16pM.33.6.5/19p6.20/25p7.23
鐘ヶ江女史

（四)17pM､33.6.13/27p8.2
鐘ヶ江夫人／鐘ヶ江あい子<愛子＞
（四)14pM.33.5.26/23p7.10/32p9.17

鐘ヶ江未亡人／鐘ヶ江録子く録子＞
（四)17pM､33.6.13,15/24p7.17/32p9.24/41pll.27/52pM.34.2.14

金子

（二)40pM､31.5.16
金子堅太郎賛く農商務大臣＞

伯爵､司法大臣､貴族院議員､枢密院顧問

（二)43pM.31.6.5
（三)14pM､32.8.26/20p9.28/49pM.33.3.5
（四)11pM､33.5.13/23p7.11

兼重梅子
（四)25pM.33.7.22

金城
（四)12pM.33.5.15

嘉納<高等師学校校長＞
（二)45pM.31.6.5/47p6.8/53pM.32.5.2
（四)43pM.33.12.13/47pM.34.l.7/53p2.26

嘉納治五郎創・賛･科〈高等師範学校長＞
兵庫県出身､講道館柔道の創始､学習院教授､貴族院議員

（一)24pM.29.ll.21/31pM.30.10.3
（二)37pM.31.5.3/39p5.13,14/44p6.5/46p6.7
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（三)27pM.32.11.2
香川千三郎
（一)28pM.30.5.22,24

柿崎鉄兵
（四)29pM.33.8.14

柿沢

（四)26pM.33.7.27
柿沢谷蔵
（四)22pM.33.7.5/25p7.21

鍵 冨三作賛

地主(新潟)、新潟銀行取締役､新潟電燈監査役、日本郵船･北越鉄道設立に関与
（一)11pM.29.8.9

柿沼

（四)20pM､33.6.27/31p9.11
柿沼谷蔵／柿沼谷藏賛

綿糸商､富士紡績･東京瓦斯紡績･下野紡績取締役

（三)13pM.32.8.18/19p9.26/28p11.7/30p11.14/32p11.22/
51pM.33.3.13

（四)20pM.33.6.26/26p7.30/31p9.10
角田眞平
（三)26pM.32.10.31

鹿島岩蔵／鹿嶋岩蔵／鹿島岩藏賛
人夫供給土木請負業（鹿島屋）

（三)19pM.32.9.22,25/22p10.15/35p12.4,6/49pM.33.3.6/55p4.6
（四)21pM.33.7.1/22p7.4/23p7.9,10,11

鹿嶋清左ヱ門
（三)19pM､32.9.22

片岡
（四)43pM.33.12.8

片 岡健 吉賛
衆議院議長､基督教青年会理事長､同志社社長兼校長
（二)56pM.32.6.8

（三)23pM､32.10.20/29p11.9/32p11.21/38p12.20/43pM.33.2.7/
44p2.12/48p3.5/50p3.12/52p3.15,19

（四)9pM.33.5.5/13p5.17,21/21p6.30/28p8.8,10/29p8.16/
32p9.17/43p12.7

片岡直温 賛
日本生命保険設立､衆議院議員､貴族院議員

（一)7pM､29.7.21
（二)40pM.31.5.15

片山国嘉／片山國嘉賛
医学博士､東京帝国大学医科大学教授､東京帝国大学総長
（三)27pM.32.ll.4/32pll.22/48pM.33.3.5
（四)36pM.33.10.25
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（三)35pM.32.12.4
本多靜 六

林学博士､東京帝国大学農科大学教授

（三)27pM.32.11.2
本多増次郎
（三)25pM.32.10.25

本多庸一
弘前日本基督公会設立､東京英和学校校長
（三)27pM､32.11.1
（四)11pM.33.5.11/44pl2.14

本間新 作
（四)46pM.33.12.30

【ま】

前川
（二)45pM､31.6.5
（四)38pM.33.11.5

前川太郎兵衛／前川太郎兵ヱ賛
織物問屋近江屋当主､東京瓦斯紡績社長
（三)16pM.32.9.13/17p9．15/18p9.22/19p9.26/38p12.17
（四)13pM.33.5.22

前川槇造／前川槇蔵発・創
（一)28pM.30.5.24/32p10.3
（二)37pM.31.5.3/56pM.32.5.28
（三)35pM､32.12.5/37p12.16/40pM.33.1.17,18/41p1.20/42p2.2/

44p2.10/46p2.21,22/47p2.24
（四)29pM.33.8.14

前島密
新潟県出身､男爵､東京専門学校校長､関西鉄道･北越鉄道社長､逓信次官､貴族院
議員

（四)17pM.33.6.14/49pM､34.1.29
前田正名賛

山梨県知事､東京農林学校校長､農商務次官､貴族院議員
（三)14pM､32.8.26
（四)44pM.33.12.15

前原巌三郎
（一)30pM.30.8.9

前原厳太郎
（四)29pM.33.8.14

真木平一郎賛く米国理学士＞
(-)15pM.29.9.8

－78－



（四)52pM､34.2.19
星島謹一郎賛

貴族院議員

（一)20pM.29.10.11/21plO.19/30pM.30.8.9
細川<侯爵＞
（二)58pM.32.7.1

（三)23pM.32.10.20/30pll.12/31pll.17/34pll.29/51pM.33.3.13/
53p3.25

（四)18pM､33.6.18/23p7．10/29p8.17/40pll.20,21/41pll.27/
細川く侯爵家令に面談＞
（三)28pM.32.11.7

細川家執事
（四)41pM.33.ll.28

細川く男爵＞

（四)23pM.33.7.11/36plO.23/40pll.23/42pl2.5,7
細川潤次郎賛く華族女学校長＞

男爵､文学博士､貴族院議員､東宮大夫､女子高等師範学校･華族女学校校長､学習
院院長心得

（二)44pM.31.6.5/55pM.32.5.16
（三)34pM.32.ll.30
（四)40pM､33.ll.21

穂積歌子

（四)49pM､34.1.29
穂積銀子教

女子高等師範学校教師

（四)37pM.33.10.30/48pM.34.1.11
穂積陳重夫人／穂積夫人［穂積陳重は賛助員］

［穂積宇多子］東京帝国大学法科大学教授夫人
（四)37pM.33.10.26,30

穂積八束
法学博士､東京帝国大学法科大学学長､賀族院議員

（三)21pM､32.9.30/22plO.9,14/23plO.19/24plO.21/26plO.30/
33pll.24/51pM.33.3.15/55p4．4

堀謙二郎

(-)30pM.30.8.9
堀親篤く子爵＞
（三)48pM.33.3.3

本庄太一郎賛く京都府尋常中学校長･京都中学校長＞
（一)8pM.29.7.25/10p8.5/17p9.24

本多
（三)41pM､33.l.19

本田幸介
（三)26pM.32.10.28

本田政次
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福永文之助賛
書籍業､警醒社社主

（三)30pM.32.11.14/31p11.20
福原有信

大日本製薬･帝国生命保険設立

(三)lZpM.32.9.18/19p9.26/22plO.10,16/23plO.18/25plO.24
32pll.22/34pll.30/35pl2.4/36pl2.11/37pl2.13;15/
43pM､33.2.5/45p2.15,16/46p2.22/51p3.13//55p45

（四)14pM.33.5.23
福原秀緒
（四)52pM.34.2.15

福原鎖二郎賛<子爵･奈良県参事官＞
奈良県･鳥取県警部長､文部省参事官･視学官
（一)7pM,29.7.23/10p8.5/15p9.5/25pl2.2

藤沢
（三)29pM.32.ll.9

藤沢和喜太郎
（三)40pM.33.1.18

伏島

（三)18pM､32.9.20
藤島正健

（三)25pM.32.10.28/30pll.14/31pll.18
藤田

（四)25pM.33.7.21/26p7.27,30
藤田藤一郎
（三)13pM.32.8.18,21,22
（四)20pM.33.6.26/22p7.4

藤田文治賛
新潟県出身､米殻商､商工会議所常議委員
（一)llpM､29.8.9

藤野四郎兵衛
(-)14pM.29.9.2

藤本庄太郎
（四)22pM.33.7.7

藤本清七賛
（一)12pM､29.8.13

藤本清兵衞賛
福島紡績･藤本銀行設立

（一)12pM.29.8.13
藤本荘太郎

大阪府出身､大阪府椴通組合長､堺商業会議所会頭
（三)29pM､32.ll.8

藤山雷太
芝浦製作所支配人､王子製紙専務
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（三)18pM､32.9.20
平野平兵衞賛
（一)7pM.29.7.21

平山信
理学博士､東京帝国大学理科大学教授

（三)41p33.1.22/50p3.8
廣岡

（一)6pM､29.7.17,18/13p8.23,27/15p9.3,4/16p9.18/17p9.23/
25pl2.9/28p5.22,23,24,25

（二)57pM.32.6.27
（三)8pM.32.7.31[別紙二]/12p8.14/44pM.33.2.11

廣岡浅子／廣岡あさ子／廣岡あさ／廣岡アサ発・評
京都府出身､米問屋兼両替商(加島屋)廣岡信五郎夫人､筑前潤野炭鉱経営､加島銀
行設立･経営に参加､大同生命創業に関与、日本YWCA中央委員
（一)12pM､29.8.10/14p9.2/19p10.6/20p10.12
（二)56pM.32.5.28

（三)36pM.32.12.9,11/37p12.15/44pM.33.2.9,14/45p2.15,16
（四)20pM.33.6.24/21p6.29/23p7.9

廣 岡亀子
（二)49pM､31.6.24

廣岡久右ヱ門発
大阪府出身､加島銀行設立･頭取､大阪市会議員
（一)25pM.29.12.3/26p12.23

廣岡信五郎創・賛
大阪府出身､米問屋兼両替商加島屋

（一)28pM.30.5.24/32p10.3
（四)8pM.33.4.25[別紙二］

廣 岡 夫 人発・評
［廣岡浅子］

（一)8pM.29.7.25/9p7.31/10p8.4/11p8.7,8,9/12p8.11,12,13,20/
20p10.11/21p10.14,19/23p11.9/26p12.9/27p12.28,31/
29pM.30.5.29

（二)36pM､30.5.1/51pM.31.10.23/53pM.32.4.305.2,9
（三)49pM､33.3.8
（四)20pM.33.6.26,28/53pM､34.2.24,26

廣川長八賛く新潟三条銀行頭取＞
（一)13pM.29.8.28

廣瀬
（二)41pM.31.5.29

廣瀬呉文
（二)48pM.31.6.12

廣瀬宰平発
住友家総理事､大阪株式取引所設立､大阪商船設立

（一)25pM.29.11.30/29pM.30.5.26
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（四)36pM.33.10.22
土方夫人<伯爵夫人＞
（二)36pM.31.5.1
（三)53pM.33.3.20

土方寧
法学博士､大学教授

（三)36pM､32.12.9
菱谷清兵衞賛
（一)9pM.29.7.28

肥田野畏三郎賛く三島郡[新潟県]長＞
（一)14pM.29.8.28

秀島家良
倉庫業､三十銀行監査役

（三)9pM.32.8.2
仁杉く日本橋区長＞
（三)12pM.32.8.12/13p8.18
（四)15PM.33.6.2/16p6.10/17p6.15/20p6.24/31p9.10

仁杉英賛
日本橋･浅草区長､府会議員､衆議院議員

（三)10pM.32.8.5/17p9.14/18p9.20/19p9.26/32pll.24/
51pM.33.3.13

人見一太郎賛く民友社員＞
民友社社員､東京第一基督教会会員､国民新聞記者

（一)9pM.29.7.31
日比谷

（四)13pM､33.5.22
百武長兵衛
（四)46pM.33.12.30[別紙二］

平井太郎
（一)10pM.29.8.4/11p8.9/12p8.13

平岡興
（三)18pM.32.9.20

平 賀義美創・賛
工学博士

（三)28pM.32.11.6,8/29pll．10
（四)29pM.33.8.14

平瀬亀之輔賛
日本火災保険社長

（一)8pM.29.7.27
平田東助

子爵､貴族院議員､法制局長兼内閣恩給局長､農商務大臣
（三)26pM.32.10.28,30/27pll.2/30pll.14/31pll.18

平沼専蔵
横浜銀行･金叶貯蓄銀行設立､貴族院議員､衆議院議員
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（一)24pM.29.ll.21
濱岡光 哲創・賛

京都府出身､京都商工銀行設立､農商工高等会議員､衆議院議員

（一)15pM.29.9.8/30pM.30.8.14
（二)37pM.31.5.4/55pM.32.5.24
（三)27pM.32.10.31/34pll.29,30/40pM.33.1.17/41pl.23/

44p2.10,12,14/45p2.17,19/46p2.22/47p2.26,27
（四)16pM､33.6.13

濱田玄達／濱田玄逹
医学博士､東京帝国大学医科大学長､浜田産婆学校設立

（三)6pM.32.7.31/9p8.3/25plO.26/33pll.24/44pM.33.2.13
濱名 信 平
（四)18pM.33.6.19/19p6.22/21p6.30/27p8.3/28p8.13

濱中八三郎賛
（一)10pM､29.8.5

濱野寅吉<新潟県師範学校長＞
（一)16pM.29.9.18

林賢徳
日本鉄道設立

（四)9pM.33.5.1
林吾一
（四)37pM.33.10.27

林俊太郎賛<大阪府学務課長＞
（一)7pM.29.7.20

林セン子

（一)6pM.29.7.19
林彦一
（四)18pM､33.6.18

林有造賛
衆議院議員､逓信大臣､農商務大臣

（二)56pM.32.6.8
原敬賛

大阪毎日新聞社長､逓信大臣

（一)31pM､30.10.3
（三)50pM.33.3.12

原胤昭賛
銀座独立教会創立会員､十字屋書店創業､原女学校設立､出獄人保護所開

（三)47pM､33.2.27
（四)42pM､33.12.4

原弥兵衞賛
（一)9pM.29.7.29

原亮三郎／原亮三郎
書店金港堂創業､第九十五銀行頭取､衆議院議員

（三)48pM.33.3.3/50p3.10/51p3.15

－70－

設



法学博士､弁護士､帝国大学法科大学教頭､東京専門学校長､衆議院議員
（一)30pM.30.8.9

（三)25pM.32.10.27/26plO.31/28pll.8/29pll.10/30pll.13/
31pll.16,20/33pll.25

鳩 山 和 夫夫人賛
［鳩山春子］共立女子職業学校校長
（四)40pM､33.11.21

鳩山春子賛
［鳩山和夫夫人］

（二)39pM.31.5.13/44p6.5
（三)34pM.32.11.29
（四)6pM､33.4.17/36plO.25/37plO.26

鳩山夫人
（三)25pM.32.10.24

（四)10pM.33.5.9/11p5.12/18p6.16/49pM.34.1.29
花木甚右ヱ門
（一)17pM.29.9.24/21plO.14

花木甚左ヱ門賛
(-)30pM.30.8.9

花房直三郎
法学博士､首相秘書官､内閣統計局長
（三)34pM.32.ll.29

羽田

（三)6pM.32.7.31/11p8.7,8,9,10/12p8.11,14,15,16/
13p8.17,18,19,20,21,22,23,24/14p8.25,26,28,29,30/
15p9.1,2,3,4,5/16p9.9,10,11,13/17p9.19/18p9.20,22/19p9.25/
20p9.26,27,28,29/21p9.30/22plO.16/23plO.19/24plO.21,23/
25plO.25,26,27,28/26plO.30/27pll.2/28pll.6,7/
29pll.8,9,10,11/30pll.13,14,15/31pll.16,17,18/32pll.21,22/
33pll.24,25/35pl2.6

羽田浪之紹
（四)15pM.33.6.2

濱弘一

（四)40pM.33.ll.20
濱尾
（二)37pM.31.5.3

濱尾新
兵庫県出身､男爵､文部省専門学務局長､貴族院議員､東京帝国大学総長､文部大
臣

（三)36pM.32.12.10/37pl2.15/50pM.33.3.8
濱岡
（三)44pM.33.2.9
（四)17pM.33.6.14/19p6.22/20p6.27

濱岡章子発
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12.13,14/

p3.l/49p3.5/

（三)8pM.32.8.l
（四)23pM.33.7.10

野崎／野嵜

（三)45pM.33.2.16,17/46p2,21
野崎武吉郎／野嵜武吉郎発・創

塩業家､貴族院議員

（一)30pM.30.8.9/31plO.3
（二)37pM.31.5.4/47p6．8
（三)33pM.32.ll.24,25,27/34pl2.1/36pl2.12/37pl2.13,14/

43pM､33.2.5,7/44p2.10,12,14/46p2.22,23/48p3.l/49p
52p3．15

（四)45pM､33.12.27/48pM.34.1.10
野尻精一賛

東京尋常師範学校校長､文部省視学官､図書審査官
（三)21pM.32.10.7
（四)34pM.33.10.9/43pl2.10

野 田鶴通

男爵､陸軍監督長､陸軍監督総監､貴族院議員
（三)27pM.32.11.2

野中万助／野中萬助
新潟県出身､運送業､有馬組汽船部無限責任社員
（三117pM:32｡9=13"20p9.28/29pll.10/51pM.33.3.13/56p4.6
（四)7pM33.4221/10p5.8/13p5.22/15p6．1

野村利兵衞賛
（一)10pM.29.8.4/11p8.9

【は】

袴田喜四郎
大日本水産社長

（四)9pM､33.5.4/12p5.15
橋本綱蔵

（三)29pM.32.11.11/30pll.14/35pl2.5
長谷川

（四)9pM.33.5.4/lOp5.7
長谷川寛治賛<病院長＞

新潟県出身､医師､新潟医学校校長､新潟精神病院設立
（一)13pM､29.8.28

長谷川泰

新潟県出身､東京府病院長､内務省衛生局長､衆議院議員､東京市会議員
（三)31pM.32.ll.20

長谷川為治賛く造幣局長･大阪造幣局長＞
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新田

（一)6pM､29.7.17/7p7.23,24/8p7.25/11p8.7/12p8.11,12/
14p8.30,319.1/19plO.6,7/20plO.8/24pll.21/25pl2.2/
27pl2.31/28pM､30.5.23

丹羽

（三)34pM.32.ll.30
丹羽清二郎
（三)25pM､32.10.25

丹羽誠之助
（三)34pM.32.11.2912.2

丹羽勉
（三)46pM､33.2.19
（四)11pM.33.5.12/20p6.26/29p8.17/30p8.27/34plO.9/

35plO．18,19/36plO.24/37plO.27/38pll.1/41pll.24,28/
42pl2.7/43pl2.8,11/44pl2.14/48pM.34.1.11/49pl.26

丹羽藤吉郎賛
薬学博士､東京帝国大学医科大学教授

（三)35pM.32.12.5/36pl2.8/37pl2.12,14/40pM.33.1.13/41pl.20/
42p2.2/43p2.5,6,7/45p2.15/48p3.5

（四)10pM.33.5.9/17p6.14/26p7.25

【ぬ】

布井良之助賛
（一)9pM､29.7.30

【ね】

根本正賛
東京禁酒会結成､衆議院議員

（三)32pM.32.11.22/33pll.24/41pM.33.1.24/52p3.15/53p3.26
（四)19pM.33.6.22/39pll.12

【の】

野口保興賛く女子高等師範学校教授＞
地理学者､東京師範学校･女子師範学校･高等師範学校教授

（二)47pM.31.6.8
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（三)16pM.32.9.13/18p9.21/23plO．18/55pM.33.4.4,6
（四)18pM.33.6.16/20p6.25/21p6.29/23p7.ll

南部利克く大審院長＞
（一)23pM.29.ll.9

【に】

西徳次郎<男爵･外務大臣＞
駐露公使､駐清公使

（二)43pM.31.6.5
西尾槽右エ門賛
（一)10pM.29.8.6

西川宗兵衛賛
米殻商､東京精米監査役

（三)43pM.33.2.8
錦江
（四)9pM､33.5.1

西澤〈書記官＞
（四)8pM.33.4.28[別紙二］

西沢之介
（二)47pM.31.6.8

西沢正太郎

（一)30pM.30.8.15
西沢房太郎賛
（一)22pM､29.10.23

西田由賛

（二)56pM.32.5.25/57p6．27
西村茂樹

東京修身学社設立､宮内顧問官､華族女学校校長､貴族院議員
（二)47pM.31.6.8/49p6.22

西村治兵衞
(-)20pM.29.10.8,11

西村淳蔵／西村淳蔵 賛
（三)41pM.33.1.24/46p2.22/47p2.26/48p3.2/49p3.6/50p3.8

西村小市
果物問屋､缶詰業､萬世銀行頭取､東京府会議員､東京市会議員
（三)28pM､32.ll.7/29pll.9/30pll.15

西村輔三賛
（一)17pM.29.9.22

西村総左ヱ門
織物商(京都）

（一)20pM.29.10.ll
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（二)48pM.31.6.10
中村利兵衞
(-)llpM､29.8.9

中村録太郎
（四)28pM.33.8.8

長屋忠明
（二)57pM､32.6.27

中山操太 賛
（二)57pM.32.6.30
（三)24pM.32.10.22
（四)14pM.33.5.29

長与

（三)41p33.1.22
長與稻吉賛

長与胃腸病院院長

（三)14pM､32.8.26/20p9.29/23plO.20/29pll.8
長与専斎／長與専斎／長与専齊

内務省衛生局長､貴族院議員､宮中顧問官

（三)25pM.32.10.26/32pll.21/37pl2.13/40pM.33.1.15/50p3.8
（四)llpM.33.5.ll

名古

（四)21pM､".721/23p7.9/24p7.13/25p7.21/26p7.27,30/28p8.11/
32p9.20/33plO.2

名古新七

（四)19pM.33.6.19/27p8.1
名 越愛助賛
（一)14pM.29.8.29

鍋島夫人<侯爵夫人＞
（二)47pM､31.6.10

並川一賛
（一)14pM.29.8.28

奈良
（四)27pM､33.8.1

成川尚義

内務省･大蔵省書記官､三重県知事､貴族院議員
（三)26pM.32.10.28/27pll.2/29pll.8/30pll.14/31pll.18

成瀬

（一)6pM.29.7.17!18/7p7.24/10p8.6/13p8.23,27/14p9.1,2/
15p9.3,4,5/16p9．14/17p9.23,26/19plO.7,8/20PlO.il/
22plO.23,24/24pll.20/25pl2.2/26Pl2.23,25/27pl2.31/
28pM.30.5.22,23,24,25/29p5.298.8/30p8.14,17,18,.199.11/
31p9.16,23,24

（二)37pM.31.5.1,3,3/38p5.4,7,10/39p5.13,14/40p5.14,16,17,19,25/
41p5.29,30/42p5.316.1/43p6.2,3,4,5/46p6.6/4766:8,"6>
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中西く南和鉄道長＞
（三)27pM.32.11.2

中西光三郎賛
（三)27pM､32.10.31

中野<小石川･小石川区長＞
（四)42pM､33"12.1/51pM.34.2.5/53p2.21

中野真之助
（四)39pM.33.11.7

中野寅次郎
（四)33pM､33.10.1/34p10.10/49pM.34.1.28

中野初子賛
工学博士､東京帝国大学工科大学教授

（三)24pM.32.10.21/48pM.33.3.5
中野武営／中野武管賛

衆議院議員､東京株式取引所理事長､東京商業会議所会頭

（三)9pM.32.8.2/10p8.5/19p9.25/22p10.16/23p10.20/25p10.24/
54pM､33.3.30

中上川
（三)20pM.32.9.27/55pM.33.4.3,4
（四)11pM.33.5.12,13/12p5.15/16p6.13/18p6.18/22p7.7/29p8.16

中上川彦次郎賛
慶応義塾出版[時事新報]社長､三井銀行理事

（三)19pM.32.9.26/26p10.28,30/32p11.22/43pM.33.2.7/49p3.6
（四)35pM､33.10.15/42p12.4

中村
（一)15pM.29.9.3
（三)41pM.33.1.23

中村<陸軍次官＞
（三)48pM.33.3.1

中村栄助／中村榮助賛
（一)8pM.29.7.25,26/30pM､30.8.9
（三)40pM.33.1.17/46p2.21,22,23/47p2.26,27/54p3.31/56p4.8
（四)18pM､33.6.16

中村恭平く新潟県尋常中学校長＞
東京帝国大学書記官心得兼文官普通試験委員

（一)16pM.29.9.18/18p9.28
中村清蔵

米殻味噌問屋及び倉庫業､中加貯蓄銀行頭取､倉庫銀行頭取

（三)19pM.32.9.22
中村達太郎

工学博士､東京帝国大学工科大学教授

（三)24pM.32.10.21/48pM.33.3.5
中村雄次郎

男爵､陸軍仕官学校長､陸軍次官､陸軍総務長官､貴族院議員
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中川謙次郎<女子高等師範学校教官＞
（一)8pM.29.7.25

中川謙二郎賛･科
（三)9pM.32.8.2/21p9.30
（四)13pM.33.5.16/30p8.26/43pl2.10/47pM.34.1.10/51p2.9/

53p2.23

中 川源造

（四)46pM.33.12.30[別紙二］
中川小十郎幹[幹事長]･賛

京都府出身､京都帝国大学書記官､京都法制学校設立

（一)30pM.30.8.14/31plO．3
（二)37pM.31.5.3/39p5.13/56pM.32.5.25
（三)17pM､32.9.16/32pll.22/47pM.33.2.24/48p3.1/49p3.5,6/

50p3.12/52p3.17/55p4.5/56p4.7,8
中沢東一郎
（四)36pM､33.10.23

中沢彦吉
酒醤油販売及倉庫業､第八十四銀行頭取

（三)17pM.32.9.18/21plO.2/30pll.14/36pl2.11/37pl2.13/
51pM､33.3.12,13/52p3.19/55p4.5

（四)10pM.33.5.8/13p5.22/15p6.1/23p7.11
中島鋭治／中嶋鋭治

工学博士､東京帝国大学工科大学教授

（三)24pM.32.10.21/49pM.33.3.5
中島大五郎
（四)19pM.33.6.22

中島泰蔵 賛
札幌農科大学教授

（三)23pM.32.10.18
中島又五郎
（四)19pM.33.6.22

中島力造 賛
京都府出身､哲学博士､文学博士､高等商業学校講師､女子高等師範学校･東京帝国
大学文科大学教授

（二)48pM.31.6.15

（三)8pM.32.8.1/15p9.4/48pM.33.3.l
中田

（三)24pM.32.10.23
中田康哉
（四)54pM.34.2.28

永田仁作
（一)llpM､29.8.9

永富
（四)9pM､33.5.l
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54p2.283.1,2,4,5
戸川安宅幹･賛･教

［戸川残花]麹町教会牧師､詩人､評論家

（二)58pM.32.7.16
（三)6pM､32.7.16/15p9.7/16p9.13/44pM.33.2.14
（四)20pM.33.6.28/23p7.12[別紙表]/28p8.8/36p10.22

徳川〈公爵＞
（四)49pM､34.1.28

徳川<伯爵＞
（三)31pM.32.11.17/32p11.21/47pM.33.2.27

徳川家達<公爵＞
貴族院議員

（四)49pM.34.2.1
徳川達孝<家令に面談＞

伯爵､貴族院議員

（三)30pM.32.11.13
徳大寺<侯爵＞
（三)9pM.32.8.1/28p11.6
（四)23pM.33.7.11/40p11.22

徳大寺實則賛
京都府出身､公爵､侍従長､内大臣

（一)25pM.29.11.30
徳富く家庭雑誌＞
（二)48pM､31.6.10

徳富猪一郎／徳冨猪一郎賛
［徳富蘇峰］民友社設立､内務省勅任参事官

（二)40pM.31.5.17/57pM.32.6.23
（三)18pM､32.9.20/25p10.26

徳山文治郎
（三)55pM､33.4.3

土倉
(-)12pM.29.8.12/28pM.30.5.22,23,24,25/30p8.17/31p9.24
（二)37pM.31.5.3/40p5.25/52pM.32.4.25,26/53p5.8/56p5.28/

57p6.27

（三)12pM.32.8.14/44pM.33.2.11/45p2.16/47p2.26,28
（四)8pM.33.4.25[別紙二］

士 倉庄
（一)30pM.30.8.9

土倉庄三郎創・賛･評
奈良県出身､林業家､水陸海路御用掛

(-)11pM､29.8.7/12p8.ll/28pM.30.5.23/31p10.3
（二)38pM.31.5.10/39p5.13/40p5.16/52pM､32.4.25/53p5.2
（三)34pM.32.12.2/37p12.14/39pM.33.1.2/40p1.17,18/41p1.19,

42p1.31/43p2.7/44p2.9,14/45p2.16,17
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医学博士､東京帝国大学医科大学教授

（三)27pM.32.11.4/37p12.12/51pM.33.3.15
土 居光華賛

自由新聞記者､衆議院議員

（二)37pM.31.5.1
土居通夫発

大阪控訴裁判所判事､鴻池家顧問､大阪電燈社長､衆議院議員
（二)56pM.32.5.28
（三)29pM.32.11.8/37p12.16

東伍久作
（二)36pM.31.5.1

戸狩

（四)21pM､33.6.30
戸狩権之助

山形米殻生絲株式取引所理事長､山形商業会議所会頭､衆議院議員
（四)18pM､33.6.19

戸川

（二)58pM.32.7.16

（三)6pM.32.7.31/8p8.1/9p8.2,3/10p8.5,6/11p8.7,8,9,10,11/
12p8.12,14,15,16/13p8.20,21,23,24/14p8.25,26,28,29/
15p9.1,2,3,5/16p9.10,11/17p9.14,15,16/18p9.20,22/
19p9.25,26/20p9.27,28,29/22p10.15/23p10.17,18,20/
24p10.21,23/25p10.24,25,27/26p10.28,31/27p11.1,2/
28p11.6,7,8/29p11.9,10,11/30p11.12,13,14/31p11.15,17/
32p11.21,22,24/33p11.25,26,27,28/34p11.29,3012.1,2/
35p12.4,5,6/39pM.33.1.1,2,5,8,9/40p1.10,11,14,16,18/
41p1.19,23,24/42p1.29,302.3,4/43p2.5,8/44p2.9,12,13/
45p2.17/46p2.19,20,21,22,23/47p2.24,26,27/48p2.283.1,2,3,5/
49p3.7/50p3.8,10,12/51p3.13,15/52p3.16,19/
53p3.20,22,24,26/54p3.27,28,29,30,31/55p4.2,4,5/56p4.6,9,10

（四)6pM.33.4.11,12,13,14,16,17/7p4.18,19,23,25/8p4.26/
9p4.27,28,305.1,3,4/10p5.6,7,8/11p5.9,11,12,14/
13p5.15,16,17,18,19,21,22/14p5.23,24,25,26,27,28/
15p5.29,30,316.1,2,4,5,6/16p6.7,8,9,10,12/17p6.13,14,15/
18p6.16,18/19p6.19,20,21,22/20p6.23,24,25,26,27,28/
21p6.29,307.1,2/22p7.3,4,5,6/23p7.9,10,11/24p7.13,16,17/
25p7.18,19,20,21,23/26p7.26,27,28,30/27p7.318.1,2,4/
28p8.6,7,9,10,11,13,14/29p8.18,20/30p8.22,23,25,29,30/
31p9.1,3,4,6,7,8,10,11,13/32p9.17,18,19,20,21,22,24/
33p9.25,26,2710.1,2,3/34p10.5,9,10,12/35p10.16,17,18,19,20/
36p10.23,24,25/37p10.26,27,29/38p10.3111.4/
41p11.23,26,27,28,29/42p12.1,3,4,5/43p12.9,10,11,12,13/
44p12.14,17/49pM.34.1.28/51p2.5,6,7,8,9/
52p2.12,13,14,15,16,18/53p2.19,20,21,22,23,26,27/
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大阪府出身､大阪市長､大阪明治銀行監査役

（一)28pM.30.5.24/31plO.3
（二)37pM.31.5.3/38p5.10

田村利七賛
東京紡繍社長

（三)18pM.32.9.20,22/28pll.7/38pl2.17/48pM.33.3.5/51p3.14,15
52p3.19/55p4.4

丹後俊平
（一)14pM.29.8.30

丹波敬三
兵庫県出身､薬学博士､東京帝国大学医科大学教授

（三)27pM.32.11.4/36pl2.6/43pM､33.2.7/48p3.5/49p3.7
（四)6pM.33.4.12/14p5.23,25/17p6．14

丹波清次郎
（三)45pM､33.2.15

丹波藤吉郎
（三)49pM.33.3.7
（四)6pM.33.4.12/14p5.23/17p6．14

【ち】

千葉貞幹賛
奈良県出身､大津･岡山･神戸地方裁判所所長

（一)30pM.30.8.15

【つ】

塚越芳太郎
（三)29pM､32.11.8

津軽く伯爵＞
（四)50pM.34.2.1

辻新次賛
男爵､文部次官､帝国教育会会長､貴族院議員

（二)58pM.32.7.1
（三)27pM､32.11.4,5/33pll.28/43pM.33.2.6,7/56p4.9
（四)21pM.33.7.1/24p7.12[別紙裏]/29p8.16,20/30p8.21,25/

36plO.21,22/40pll.20/47pM.34.l.6,9,10/48pl.11
辻信次郎<京都市区長＞

京都府出身､京都合資･川島織物合資相談役

（一)19pM､29.10.6/30pM.30.8.14
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（三)26pM.32.10.31
玉江貞太郎賛

地主(新潟)、県会議員､北越鉄道設立に関与

（一)13pM.29.8.28
玉置く加島銀行＞
（四)15pM.33.5.29/21p6.29

玉木

(-)28pM.30.5.23,24,25/29p5.27,28,296.1,2,3
田巻三郎兵衛
（一)17pM.29.9.18

田巻丈七郎
地主(新潟）

（一)17pM､29.9.18
玉置治郎三郎賛
（一)7pM.29.7.22

玉木善作賛
呉服商(新潟）

（一)llpM.29.8.9/13p8.28
（二)50pM.31.6.30
（四)26pM.33.7.30

玉木泰次郎

（一)27pM､30.5.22
玉木為三郎

京都府出身､保険学会設立､弁護士

（四)24pM.33.7.12[別紙裏]/25p7.19,21
玉田金三郎賛
（一)15pM.29.9.5/30pM.30.8.9

玉手弘通賛
奈良県出身､大阪石油社長､大阪商船･大阪電燈取締役

(-)18pM.29.9.30
田村
（一)28pM.30.5.22
（四)35pM.33.10.18/37plO.26/44pl2.15

田村<大阪市長＞
（二)56pM.32.5.28

田村寛一郎賛
新潟県出身､県会議員

（一)13pM.29.8.28/14p8.309．2
田村金松賛

砂糖商､牛込区会議員

（三)43pM.33.2.5,8
田村武治
（四)47pM､34.1.10

田村太兵衛発・創
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松平忠亮
（二)47pM.31.6.8

松平忠正く子爵･公爵＞
旧上田藩主家督後継者

（二)57pM.32.6.23
（三)6pM.32.7.31

松平直亮く伯爵＞
貴族院議員

（三)23pM.32.10.17/25p10.24/27p11.1/34p12.2
松平直亮夫人

［松平充子］

（二)48pM.31.6.12
松平直 正〈子爵＞

（三)9pM.32.8.2
俟野景孝賛
（一)9pM.29.7.28

松村

（二)40pM.31.5.16/49p6.23/51p10．23
（三)54pM.33.3.29
（四)24pM.33.7.13/38p10.31/40p11.17

松村介石賛･科
兵庫県出身､北越学館教頭､新潟女学校教頭

(-)25pM､29.12.9
(=)39pM.31.5.13

（三)15pM.32.9.7/17p9.19/41pM.33.1.19/51p3.12,13/52p3.16
（四)7pM､33.4.25/14p5.26/15p6.1/25p7.22/40p11.19/44p12.18/

45p12.25
松村任三賛

理学博士､東京帝国大学理科大学教授

（三)40pM.33.1.17/43p2.6/48p3.5/49p3.7
松本
（四)48pM.34.1.16

松本亀太 郎賛
（一)21pM,29.l0.14,19

松本君平賛
東京新聞主幹､衆議院議員､大日本軌道取締役

（二)57pM.32.6.23
松本順吉

（四)43pM.33.12.13/48pM､34.l.17
松本忠次郎

東京堅鉄製作所取締役､小樽木材監査役

（四)7pM､33.4.25/9p5.4/16p6.6/20p6.26/23p7.11
松本藤一郎
（三)31pM.32.11.20
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～

松本濱子発く松本重太郎夫人＞
松本重太郎［銀行･鉄道･紡績関連実業家］夫人

（一)24pM､29.ll.16
松本亦一郎
（三)32pM､32.ll.22

松本亦太郎教･評
文学博士､高等師範学校･女子高等師範学校教授

（四)44pM.33.12.23/52pM.34.2.17/53p2.24
松山 高 吉

新潟県出身､神戸教会牧師、日本基督伝道社長､同志社神学校･神戸女学院･平
安女学院講師

（一)30pM､30.8.14
松山傳十郎賛
（三)25pM.32.10.26/26plO.30

的場中
工学博士､東京帝国大学工科大学教授

（三)24pM.32.10.21/48pM､33.3.5
真野文治
（三)28pM.32.11.6/30pll.12

真野文二
工学博士､東京帝国大学工科大学教授､文部省実業学務局長

（三)21pM.32.10.8/23plO.19/31pll.16
馬淵鋭太郎賛<兵庫県参事官＞
（一)6pM.29.7.19

【み】

三浦謹之助
医学博士､東京帝国大学医科大学教授

（三)33pM.32.11.24
三浦謙三
（三)27pM､32.ll.4

三浦泰治
（三)28pM､32.11.6

三浦泰輔賛く甲武鉄道会社長＞
京浜電気鉄道社長､小倉鉄道専務取締役

（一)23pM.29.11.9
（三)14pM.32.8.26/20p9.28/28pll.6,7
（四)23pM.33.7.11

三浦守治
医学博士､東京帝国大学医科大学教授

（三)36pM､32.12.9/49pM､33.3.7/51p3.15
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三井高保
京都府出身､男爵､三井銀行総長
（二)54pM.32.5.15
（三)20PM.32.9.28/28p11.7/53pM.33.3.21
（四)16pM.33.6J"17b6.16/19P6.20/22p7.5/25p7.17/36p10.21/

39pll.17/40pll.21,22
三井武之助

京都府出身､三井銀行監査役

（二)54pM､32.5.15
三井得右衛門

京都府出身､三井合名会社･三井物産監査役
（二)54pM､32.5.15

三井八郎右衛門／三井八郎右ヱ門発・評く男爵＞
京都府出身､三井総本家､三井合名初代社長
（二)53pM.32.5.9/54p5.12/55p5.18
（三)22pM.32.10.16/52pM､33.3.15/53p3.21
（四)12pM.33.5.15/19p6.20

三井八郎左ヱ門〈男爵＞
（四)17pM.33.6.16

三井八郎次郎
京都府出身､男爵､三井物産社長
（二)54pM.32.5.15

三井復太郎
（二)54pM.32.5.15

三井元之助
京都府出身､三井物産社長､三井銀行監査役
（二)54pM.32.5.15
（三)53pM.33.3.20

三井守之助
京都府出身､芝浦製作所所長､三井銀行取締役
（二)54pM.32.5.15

三井養之助
京都府出身､鐘淵紡績取締役社長､堺セルロイド社長､三井物産取締役
（二)54pM.32.5.15
（三)53pM.33.3.22

箕作佳吉賛
理学博士､東京高等女学校校長､東京帝国大学理科大学教授･学長
（三)9pM.32.8.3/24plO.21/33pll.24
（四)37pM､33.10.26

光田梅子
（一)20pM.29.10.ll

源川万吉賛く三条町三条銀行取締＞
新潟県出身､三条町会議員､三条銀行専務
（一)13pM､29.8.28
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箕浦勝人賛
郵便報知新聞社長､衆議院議員

（三)10pM.32.8.4/14p8.26/36pl2.6/43pM､33.2.7/48p3.3
三野村
（三)37pM.32.12.13

三野村利七
（三)19pM.32.9.22

三野村利助賛
（三)33pM.32.ll.27,28
（四)47pM.34.1.8

宮内<大臣＞

（三)9pM.32.8.1/20p9.28
宮川く都新聞社＞
（三)31pM.32.11.15/44pM.33.2.13/46p2.23/47p2.24
（四)15pM.33.5.31/16p6.5/25p7.23/32p9.17/44pl2.17/

53pM.34.2.23

宮 川鉄次 郎／宮川鉄弐 郎 賛
東京市会副議長､牛込区長､東京市助役

（三)11pM､32.8.11/29pll．9/30pll.12,14/32pll.21/33pll.25/
35pl2.4,6/40pM.33.1.16,18/43p2.8/44p2.9/52p3.19

（四)8pM.33.4.26/22p7.4/43pl2.11
三宅龍子賛･教

［三宅花圃］小説家､随筆家､歌人､三宅雪嶺夫人

（二)39pM､31.5.13
三宅秀教

医学博士､東京帝国大学医科大学教授･学長､貴族院議員

（四)38pM､33.ll.2/41pll.30/42pl2.6,7
宮崎純三賛
（三)24pM.32.10.21

宮崎豊二賛く京都府勧業課長＞
（一)18pM.29.10.5/20plO.11,12/21plO.19

宮崎道三郎
法学博士､東京帝国大学法科大学教授､法制局参事官

（三)36pM.32.12.9/37pl2.14
宮地佐之介賛［賛助員名簿は宮地佐之助］〈越後国古志郡長＞
（一)13pM.29.8.26/14p8.28

宮本<京都府勧業課長＞
（一)19pM.29.10.6/20plO.8/21plO.19

宮本平九郎
（三)32pM.32.11.22

三好 晋六郎／三好晉六郎賛
工学博士､東京帝国大学工科大学造船学教授､逓信省技師､築地工手学校校長

（三)26pM.32.10.31/28pll.6/31pll.16/34pl2.2/50pM.33.3.9/
51p3.15
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（四)21pM.33.6.30
三好退助
（一)24pM.29.11.21

三好退 蔵賛
大審院院長､東京弁護士会会長､貴族院議員

（三)16pM.32.9.13/18p9.20/35p12.4
三好普六郎
（三)48pM.33.3.5

三好学
理学博士､東京帝国大学理科大学教授

（三)40pM.33.1.18/49p3.7/50p3．9
三輪潤太郎賛

新潟県出身､衆議院議員

（一)11pM.29.8.9
（三)47pM.33.2.24/48p3.2,3/49p3.5
（四)46pM.33.12.30[別紙二]/51pM.34.2.8

三輪田／三輪田女史
（二)48pM.31.6.10,12/49p6．26
（三)6pM.32.7.31

三輪田真佐子／三輪田眞佐子賛･教
京都府出身､私塾翠松学舎開設､三輪田高等女学校設立

（二)39pM.31.5.13/44p6.5/47p6.8
（三)43pM.33.2.7/54p3.30
（四)22pM.33.7.5/35p10.15/42p12.2,5/43p12.11/48pM.34.1.11

【む】

牟田口
（四)9pM.33.4.27

牟田口元学／牟田口元學
東京馬車鉄道社長､小田原馬車鉄道取締役

（三)10pM.32.8.5/18p9.22/20p9.26/22plO.16/24plO.23/
50pM.33.3.8/56p4.7

（四)11pM.33.5.12/13p5.18,21/15p5.316.2
陸奥夫人く伯爵夫人＞
（四)29pM.33.8.18

棟居喜久馬賛［賛助員名簿は棟居喜九馬］〈大阪府参事官＞
［棟居喜九馬］山口県出身､熊本県･大阪府参事官､逓信事務官

（一)6pM､29.7.20
村井
（二)57pM.32.6.27
（三)45pM.33.2.19

－86－







（四)18pM.33.6.19/19p6.22/22p7.4/42p
54p2.28

森村米次郎賛<郡山製油会社取締＞
（一)18pM.29.10.2

森山章之助
（三)12pM.32.8.ll

12.1/47pM.34.1.10/

【や】

八尾新助賛
新潟県出身､東洋石油社長

（三)18pM.32.9.20/21p11.2/52pM.33.3.19/56p4.7
（四)6pM.33.4.13,17/16p6.5

八木

（三)35pM.32.12.5
安井健治賛<大阪南区長＞
（一)9pM.29.7.28

安田善次郎
安田財閥創設､第三国立銀行設立、日本銀行監事､帝国海上保険設立

（三)22pM､32.10.16/24p10.22/48pM.33.3.3
安田太三郎
(-)10pM.29.8.4/11p8.9

保田久成
活版印刷所秀英舎設立に関与

（三)9pM.32.8.2
安田正秀賛く越後南蒲原郡長＞
（一)14pM､29.8.29

安原大内
（三)12pM.32.8.14

安廣伊一郎
（四)12pM.33.5.15

安廣伸一郎
（三)49pM.33.3.7

安廣胖一郎賛［賛助員名簿は安廣伴一郎］
［安廣伴一郎］貴族院議員､農商務･総務長官

（三)50pM.33.3.12
八十島／八十嶌
（三)56pM.33.4.9
（四)9pM.33.5.4/11p5.14/30p8.21/32p9.24/33p9.28/35p

52pM､34.2.13

八十島親行

（三)49pM.33.3.7/51p3.12/55p4.5
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（四)21pM.33.6.29
八十島親徳

渋沢栄一男爵家理事､渋沢倉庫･東京帽子･品川白煉瓦櫻山鉱業取締役
（三)17pM.32.9.18
（四)7pM.33.4.21/13p5.21,22/30p8.25

柳原<伯爵＞
（三)14PM.32.8.26/16p9.13/24plO.23/31pll.17/32pll.21/

36pl2.12/47pM.33.2.27
（四)28pM.33.8.9

柳原義光
伯爵､貴族院議員

（三)30pM.32.11.13
薮田勘兵衛／薮田勘兵衞／薮田勘兵ヱ発・創
（一)6pM.29.7.19/8p7.25,26/30pM.30.8.9
（三)22pM.32.10.16/24plO.21
（四)29pM.33.8.14

薮田勘祐
（二)57pM.32.6.23

山内<侯爵＞
（四)51pM､34.2.6

山尾<子爵＞
（三)9pM.32.8.2/16p9.13

山尾庸三く子爵＞
山口県出身､宮中顧問官､法制局長官

（三)11pM.32.8.9
山縣／山懸／山県／山<侯爵･総理大臣･首相＞

［山県有朋］山口県出身､公爵､内閣総理大臣､司法大臣､枢密院議長､元帥
（二)58pM.32.7.1
（三)9pM.32.8.2/18p9.22/24plO.23/26plO.28,31/27pll.1,2/

29pll.9/30pll.12/31pll.18/35pl2.5/37pl2.14,15/
49pM.33.3.7/50p3.12/51p3.13/53p3．25

（四)8pM.33.4.25[別紙二]/10p5.6,9/llp5.12,14/12p5.15/16p6.13/
17p6.15/18p6.16,18/19p6.20/23p7.10/29p8.16,17/35plO.17

山川健次郎
男爵､理学博士､東京帝国大学理科大学学長､東京帝国大学総長､貴族院議員
（三)8pM､32.8.1/19p9.23

山極勝三郎
医学博士､東京帝国大学医科大学教授

（三)27pM､32.11.4/41pM.33.1.18/49p3.7
山際操賛<南魚沼郡長＞

新潟県出身､新潟県農工銀行取締役

（一)14pM.29.8.28
山口吉 郎 兵 衞 賛

山口銀行取締役社長

－90－









（三)54pM.33.3.28
吉村鉄之助／吉村鉄之介賛[賛助員名簿は吉村鉄之助］

［吉村鉄之助]満州製粉･同胞生命保険･土浦電気社長
(-)24pM.29.11.21
（三)26pM.32.10.28/27pl1.2/47pM､33.2.26/54p3.31
（四)23pM.33.7.11/30p8.22/37p10.26,30

吉村寅太郎
（二)46pM､31.6.7

米倉一平
（三)14pM.32.8.26/52pM.33.3.16

【れ】

レオナーデ

（四)29pM.33.8.20
レナード〈教授＞
（四)40pM､33.11.22

ミス･レナード

（四)40pM.33.11.23
ミセス･レナード／ミスセス･レナード
（四)47pM､34.1.9/51p2.6

教

【わ】

和井田佐七賛
（一)9pM.29.7.28

若井源左ヱ門賛
（一)18pM.29.9.28

若林源左ヱ門
（一)30pM.30.8.9

若林與左衞門／若林与左ヱ門賛
（一)18pM.29.9.28/21plO.14/30pM.30.8.9

若林與兵衞／若林与兵衞／若林与兵衛賛
（一)17pM､29.9.24/18p9.28/21plO.14/30pM.30.8.9

鷲尾久太郎賛
（一)18pM.29.10.3/19plO.8/30pM.30.8.9

鷲尾幸次郎
（一)19pM.29.10.8

鷲尾伴五郎
(-)19pM､29.10.8

－94－
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