
重要文化財書跡・古文書（８件）
名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

1 紙本墨書寂室和尚遺誡 一幅 永源寺 南北朝 明治39年4月14日 永源寺高野町

2 紙本墨書寂室元光消息（二月九日華蔵寺宛） 一幅 永源寺 南北朝 昭和11年5月6日 永源寺高野町

3 紙本墨書寂室元光墨蹟（風攪飛泉詩） 一幅 永源寺 南北朝 昭和11年5月6日 永源寺高野町

4

紙本墨蹟永源寺開山祭文（貞治六年九月二日）
紙本墨蹟永源寺開山初七日香語（貞治六年九月
                                                              八日）
紙本墨蹟永源寺開山十三回忌法語
　　　　　　　　　　　　　　　　（康暦元年九月一日）
紙本墨蹟永源寺開山三十三回忌陞座語竝ニ香語
　　　　　　　　　　　　　　　　（応永六年九月一日）
紙本墨蹟永源寺開山西来庵入祖堂法語
　　　　　　　　　　　　　　　　（永和三年季春）

一幅
一幅

二幅

三幅

一幅

永源寺 南北朝・室町 昭和11年5月6日 永源寺高野町

5
紙本墨書寂室元光墨蹟　遺偈
　　　　　　　　　　　　　　　 貞治六年九月一日

一幅 永源寺 南北朝　貞治６ 昭和33年2月8日 永源寺高野町

6 今堀日吉神社文書（九百四十七通） 六六冊 日吉神社 鎌倉～江戸 昭和62年6月6日 今堀町

7
寂室元光墨蹟　越谿字号并説(蝋牋)
　　　　　　　　　 貞治五年仲秋月

二幅 退蔵寺 南北朝 平成2年6月29日 青野町

8 永源寺文書（八千七百四十七通）
八七四七
通

永源寺 鎌倉～大正 平成14年6月26日 永源寺高野町

重要美術品書跡（１件）
名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

1 絹本墨書安南国書（永祚陸年陸月初五日） 一幅 正眼寺 江戸 昭和9年4月10日 五個荘小幡町

県指定有形文化財書跡・古文書（９件）
名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

1 紺紙金字妙法蓮華経　開結経共 十巻 百済寺 平安 昭和63年3月31日 百済寺町

2

弥天永釈墨蹟
　永安禅寺置文　    一幅
　龍井庵常住注文　一幅
　永源寺文書目録　一幅

三幅 永安寺 南北朝～室町 平成11年3月31日 永源寺高野町

3 見性悟心禅師号　足利義持筆 一幅 永安寺 室町 平成11年3月31日 永源寺高野町

4 見性悟心禅師諡号勅書 一幅 永安寺 室町 平成11年3月31日 永源寺高野町

5

霊仲禅英墨蹟
　弥天永釈寿位安奉語   一幅
　曹源庵門中置文　　　 　一幅
　萬法皈一之法語　　　　 一幅
　霊仲禅英書状　　　　　　一幅
　円応禅師号　　　　　　　 一幅

五幅 曹源寺 室町 平成12年3月10日 愛東外町

6
寂室元光墨蹟
　出山釈迦図賛

一幅 永源寺 南北朝
平成13年3月19日
員数変　平成14年6月26日 永源寺高野町

7 三千仏名経　寂室元光筆 三巻 永源寺 南北朝 平成13年3月19日 永源寺高野町

8 永源寺文書 二六九点 永源寺 江戸～明治
平成11年3月31日
員数変　平成14年6月26日 永源寺高野町

9
法華経開結共（厳暹筆こけら経）
　　附　こけら経断片　一括
　　竹製箍輪　　二本

四九七五
枚

宗教法人松尾
神社

南北朝 平成29年3月23日 八日市松尾町



市指定書跡・古文書（１８件）
名称 員数 所有者 時代 指定年 所在地

1 大燈国師墨蹟 一幅 大徳寺 鎌倉 昭和47年11月3日 能登川町

2 光明寺文書 八点 光明寺 鎌倉－室町 昭和52年4月26日 和南町

3 端家文書 三十点 個人 室町－江戸 昭和52年4月26日 山上町

4 熊原権現由来録 六点 熊原神社 室町 昭和59年5月1日 永源寺相谷町

5 大般若波羅蜜多経 四四九巻 上山神社 平安～鎌倉 昭和60年11月3日 山路町

6 中西　馬瓢作　筆の塵 二巻 個人 江戸 昭和62年10月2日 平尾町

7 中西　馬瓢作　月の話 一巻 個人 江戸 昭和62年10月2日 平尾町

8 中西　馬瓢作　俳画集 一巻 個人 江戸 昭和62年10月2日 平尾町

9 版本大般若波羅蜜多経 六百巻 春日神社 鎌倉 昭和63年6月16日 小八木町

10
版本妙法蓮華経
　永和三年丁巳六月日　の刊記がある
　　附　台付経箱

八巻 地蔵院
南北朝
（永和３年・１３7７）

平成2年3月15日 大沢町

11 山部神社中世文書 六三通 山部神社 平安～室町 平成2年3月31日 下麻生町

12 大般若経
六百巻
(内二巻
欠)

日吉神社 鎌倉～江戸 平成3年1月17日 青山町

13 大般若波羅蜜多経 七四巻 柳瀬在地 鎌倉 平成4年11月19日 伊庭町

14 八王子法橋伝来文書 九〇点 安楽寺五人衆 鎌倉末～近代 平成6年10月27日 能登川町

15 押立神社文書(1019 点) 一件 押立神社 平成10年10月15日 北菩提寺町

16 三枝家文書 一〇八点 北須田区 江戸～明治 平成11年11月1日 北須田町

17
八王子稚児宿伝来文書
    附、桐箱二点

四八〇点
安楽寺区 室町～昭和 平成17年3月10日 能登川町

18 大般若波羅蜜多経
五五九巻（版
本四七〇巻・
写本八九巻）

日枝神社 鎌倉・南北朝 平成22年4月1日 黄和田町


