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東川手関係写真

5006003 東川手関係写真【　資料群： 】

その他

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

123

1 昭和５ 1930 徴兵検査　宮澤写真 写真 昭和５年～１０年の間

2 年代写真 ― 集合写真　茶葉らしき葉を手に持って
いる　中嶋写真館

写真

3 大正１４・
１１・２２

1925 赤十字社員第三回愛国婦人会第一
回総会　松本城　松本市小池町宮澤
写真

写真 ２点（撮影場所が違う）

4 年代不詳 ― 大内沢の堰堤完成ヵ　洋服　和装　明
科フタバ写真店

写真 同じ写真３点

5 明治３９・３ 1906 第五回卒業生記念写真　建物前にて
　男女一緒　袴　松本町保里写真館

写真

6 昭和５・７・
６

1930 鉄橋　竣工記念　神主　橋の両側に
向き合いで出席者が座っている

写真

7 明治 ― 白坂トンネル貫通祝記念集合写真　
西口　国旗　アーチ　保里高政写

写真

8 年代不詳 ― 護岸工事と村道の開削　記念写真　
外套　明科フタバ写真店

写真 同じ写真３点

9 年代不詳 ― 日本赤十字社愛国婦人会総会夜会　
会場建物前にて　集合写真　男女共
正装　松本市小池町宮澤写真

写真

10 昭和８ヵ 1933 東川手消防組第三部詰所完成祝　建
物前にて集合写真　法被　神主

写真

11 大正１１ヵ 1922 花見消防組十五週年祝　農事改良組
合事務所前にて記念写真　法被

写真

12 大正２・
１２・３

1913 東川手農会主催第一回屑繭整理講
習会　東川手尋常高等小学校にて記
念集合写真　

写真

13 大正３・
１２・１４

1914 東川手村農会第二回屑繭整理講習
会　記念集合写真

写真

14 大正４・
１０・６

1915 東川手村農会主催第三回屑繭整理
講習会　記念集合写真　松本市保里
（写真）

写真

15 年代不詳 ― 東川手村農会主催第六回屑繭整理
講習会　松本市保里（写真）

写真 同じ写真２点

1/4 ページ 安曇野市　教育委員会



東川手関係写真

その他

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

123

16 年代不詳 ― 東川手村農会主催第八回屑繭整理
講習会　建物前にて記念集合写真

写真

18 昭和３ 1928 東川手村農会主催第十一回屑繭整
理講習会　建物前にて記念集合写真

写真

19 昭和６・９ 1931 東川手村農会主催第十四回屑繭整
理講習会　建物前にて記念集合写真
　明科フタバ写真店

写真

20 年代不詳 ― 祝詞 紙

21 年代不詳 ― 建物前にて記念集合写真　女性　袴　 写真

22 年代不詳 ― 生坂葉改良創始記念　畑　和装　洋
装　松本市保里（写真）

写真

23 明治３５・３ 1902 東川手尋常高等小学校　第一回卒業
生　国旗　保里高政写

写真 同じ写真２点

24 昭和１３・
４・９

1938 東筑摩郡筑北十三ヶ村更生研究会　
室内にて記念集合写真　長テーブル
　湯呑茶碗　急須

写真 同じ写真３点

25 年代不詳 ― 明治天皇伏見桃山御陵 その他 織物

26 年代不詳 ― 昭憲皇太后伏見桃山東御陵 その他 織物

27 年代不詳 ― 建物前にて記念集合写真　男性のみ
　羽織袴

写真

28 年代不詳 ― 記念式典　幔幕に十時のマーク　紅
白の棒　正装　壇上にいるのは男性の
み　松本市小池町宮澤（写真）

写真

29 年代不詳 ― 工事現場にて記念集合写真　和装　
男性のみ

写真

30 大正１５・
６・３０

1926 郡役所廃止記念　集合写真　松本市
宮澤写真館　和装と洋装　女性２人は
袴

写真

31 大正８・
１０・１

1919 南米伯刺西爾（ブラジル）国移住堀内
市多郎氏一家壮行会記念撮影　建物
前にて　松本市保里（写真）

写真

32 年代不詳 ― 記念集合写真　男女生徒と教師　女
性は和装　松本市白鳥写真館

写真

33 昭和３５・
８・２２

1960 賞状　 長野県知事　西澤権
一郎

松本埴生線東川手　
道路愛護会

紙
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34 年代不詳 ― 東川手村役場前にて　記念集合写真
　宮澤写真館

写真

35 年代不詳 ― 東川手村役場　集合写真 写真

36 明治４２・３ 1909 第八回卒業記念写真　男女生徒　松
本市保里写真館

写真

37 明治３６・３ 1903 東川手尋常高等小学校第二回卒業
生記念集合写真　男女生徒

写真

38 年代不詳 ― 集合写真　男性１９人女性２人 写真 同じ写真３点

39 年代不詳 ― 記念集合写真　明科フタバ写真店 写真

40 明治３３・
１２・２４

1900 東筑摩郡東川手村第一回織染業講
習会閉会式　建物前にて記念集合写
真　松本保里高政写

写真

41 明治３７・４ 1904 故陸軍歩兵一等卒金子伊寿次郎君
建碑式　写真師福澤

写真 明治２７、８年戦役戦死者

42 年代不詳 ― 建築中の建物前にて記念写真 木下写真部 写真

43 年代不詳 ― 東川手消防組　建物前にて記念集合
写真　法被　橋本写真館

写真

44 昭和１１・
１・１０

1936 東川手消防組出初式並ニ春季小巡
検記念　建物前にて記念集合写真　
吹奏楽器　白鳥本店（写真）

写真

45 年代不詳 ― 建物前にて記念集合写真　若い男性
のみ　学生服・制服・スーツ・和装　全
員帽子着用　北安池田町中嶋写真館

写真

46 昭和４ 1929 教員ヵ　集合写真　男性のみ　ハシモ
ト（写真）

写真

47 年代不詳 ― 大座敷　ピアノ　床の間　黒板　演台　
鶴の掛軸　大阪市此花区佐々木写真
館

写真

48 明治３７・３ 1904 東川手尋常高等小学校　第三回卒業
生集合記念写真　建物前にて　保里
高政写

写真

49 明治３８・３ 1905 東川手尋常高等小学校　第四回卒業
生記念集合写真　建物前にて　保里
高政写

写真

50 年代不詳 ― 建築中の建物前にて 写真

51 年代不詳 ― 潮沢街道沢田橋完成記念写真 写真 昭和１０年頃
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52 年代不詳 ― 建物前にて記念写真　 写真

53 年代不詳 ― 東川手村農会主催第一回染色講習
会　建物前にて集合記念写真　松本
市スギウラ（写真）

写真

その他

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

123 h

17 年代不詳 ― 東川手村農会主催第十回屑繭整理
講習会　東川手尋常高等小学校前に
て記念集合写真

写真
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