
初代
＜日向守　従5位下　初百助　三次郎＞
＜毛利輝元二男　＞
慶長7年（1602）9月3日山城国紀伊郡伏見村藤森里に生れる
延宝7年（1679）8月8日江戸三田邸にて卒　78歳
法諡発性院殿忽生本然大居士　(徳山　大成寺）　墓碑59
母　児玉三郎右衛門元良の女　二の丸と称す　法諡清泰院殿栄誉周慶大姉　（山口　周慶寺）
室  毛利秀元の女　松菊子　元和７年（1637）婚姻　寛永14年（1637）離縁　延宝5年（1677）卒67歳（正寿院）
再室　中川吉左衛門重政の女　
　　　　延宝9年（1621）6月17日卒　法諡襌海院殿茲航了玄大姉　（江戸貝塚　万年山青松寺）　墓碑96
側室　法諡性雲院殿圓貞理融大姉　(徳山　大成寺）　墓碑64

伊勢子　大河内
寛永2年（1625）5月朔日江戸桜田邸に生れる
寛文10年（1670）正月11日卒　46歳　法諡祥光院殿瑞中以松大姉　（都濃郡河内村　松心寺）
母　家女房の良子　富山兵部隆明の妹　（永心寺）

千福子
泉州岸和田分家岡部主税高成の室
寛永3年（1663）3月27日江戸愛宕下邸に生れる
延宝元年（1673）6月5日卒　48歳　法諡覚性院殿相誉円清大姉　（江戸深川　霊厳寺塔頭栄寿院）
母　毛利秀元の女　松菊子

吉子
葉室大納言頼孝の室
寛永16年（1639）7月24日江戸に生れる
宝永8年（1711）正月10日卒　73歳　法諡長寿院殿天桂照栄大姉　（京都西山　浄住寺）
母　家女房の良子　富山兵部隆明の妹

鍋子　萬子
京極内記高冬の室
延宝4年（1676）11月4日卒　　法諡芳林院殿妙香日秀大姉　（江戸谷中　瑞林寺）
母　家女房の滝子　佐藤出雲隆信の女　（清涼院）

房子　竹子
房州勝山酒井越前守忠栄の室
明暦3年（1657）江戸三田邸に生れる
享保3年（1718）10月22日卒　62歳　法諡修性院殿玉楼乗鳳大姉　（江戸　青松寺）
母　家女房の滝子　佐藤出雲隆信の女　（清涼院）　

千代松丸
寛文3年（1663）正月27日江戸三田邸に生れる
同8年4月14日卒　6歳　法諡盛岩院殿月庭露心童子　（江戸麻布　春桃院）　墓碑7
母　側室の加祢子　中川吉左衛門重政の女　法諡祥海院殿了玄大姉

岩松丸
寛文4年（1664）正月27日江戸三田邸に生れる
同8年11月6日卒　5歳　法諡瑞鳳院殿感嶺宗格童子　（江戸麻布　天真寺）　墓碑48
母　側室の加祢子　中川吉左衛門重政の女　法名祥海院殿了玄大姉

千代春子
下総高岡藩井上筑後守政敞の室
寛文5年（1665）正月10日江戸三田邸に生れる
元禄12年（1699）11月17日卒　35歳　法諡秋葉院殿法順元正大姉　（江戸　青松寺）
母　側室の加祢子　中川吉左衛門重政の女　法名祥海院殿了玄大姉

千寿丸
寛文9年（1669）5月17日江戸三田邸に生れる

就隆

女

女

女

女

女

男

男

女

男



同13年4月11日渋谷下邸にて卒　5歳　法諡惺窓涼夢童子　（江戸三田寺町　玉鳳寺）　墓碑10
母　側室の加祢子　中川吉左衛門重政の女　法諡祥海院殿了玄大姉

二代
＜日向守　従5位下　初元丸　式部　元隆＞

寛文10年（1670）6月14日江戸三田邸に生れる
元禄3年（1690）5月21日三田邸にて卒　21歳　法諡大陽院殿玉峰澄和大居士　（江戸　青松寺）　墓碑66
母　側室の加祢子　中川吉左衛門重政の女　法諡祥海院殿了玄大姉
室　酒井修理大夫忠直の女　貞享4年（1687）正月18日婚姻　元賢卒後元禄3年9月6日生家に帰る

永井

亀之助　主計
寛文11年（1671）生れ　実は7年生れ　元賢の兄である　元禄3年（1690）元賢の養子となり跡を継ぐ

幸春子　好春子
寛文12年（1672）7月江戸三田邸に生れる
同年8月2日夭　法諡露英幻華童女　（江戸　玉鳳寺）　墓碑9
母　側室の加祢子　中川吉左衛門重政の女　法諡祥海院殿了玄大姉

三代
＜飛騨守　従5位下　初永井亀之助　主計　初諱賢富　賢充　＞
就隆の五男（実は四男）　元賢の養子となり跡を継ぐ
寛文7年（1667）11月18日京都に生れる
享保4年（1719）11月19日高輪二本榎下邸にて卒　53歳　
法諡曹源院殿性海滴水大居士　（徳山　大成寺）　墓碑41
母　側室　銀子　宝永元年（1704）12月21日卒　法諡性雲院殿☐圓貞理融大姉
内室　備中新見城主関備前守長政の女　実は作州津山城主森大内記長継女
　　　　元禄6年（1693）8月6日三田邸にて卒53歳　法諡瑞雲院殿亨岩全祥大姉　（白銀台　瑞聖寺）　墓碑94
再室　松平播磨守頼隆の女　元禄10年（1697）婚姻　元禄13年（1700）5月13日離縁

主計
元禄4年（1691）10月朔日江戸三田邸に生れる
同8年10月6日同三田邸にて卒　3歳　法諡唯心院殿遠離是観禅公子　（江戸　青松寺）　墓碑90
母　関備前守長政の女

逸子
元禄6年（1693）6月12日江戸三田邸に生れる
同7年12月21日同三田邸にて卒　2歳　法諡長光院殿善應映珠公女　（江戸　青松寺）　墓碑91
母　関備前守長政の女

虎子　百子
下総小見川内田信濃守正偏の室
元禄11年（1698）4月朔日徳山に生れる
寛延2年（1749）10月18日江戸日ヶ窪邸にて卒　52歳　法諡源霽院殿啓誉超旭悟真大姉　（浅草　竜宝寺）
母　家女房の佐津子　後竹浦　増野八右衛門政勝の孫

春子
元禄14年（1701）4月10日渋谷下邸に生れる
同15年6月8日卒　2歳　法諡花蔭涼散童女　（江戸玉鳳寺より徳山大成寺に改葬）　墓碑8
母　家女房の右近　

四代
＜日向守　従5位下　初亀松　亀次郎　百次郎　初元国　就久　就清＞

元禄15年（1702）8月16日徳山に生れる
享保6年（1721）2月11日今井谷邸にて卒　20歳　

女

女

女

元堯

女

元次

男

元賢

元次



法諡豪徳院殿家山紹運大居士　（江戸　青松寺）　墓碑43
母　側室の宮内　寛保2年（1742）3月23日卒　法諡蓮性院殿董室昌貞大姉　墓碑5
室　黒田豊前守直邦の女　利子　故有って破談

喜久子
城州淀稲葉玄蕃正恒の室
元禄16年（1703）9月20日三田邸に生れる
享保11年（1726）7月22日江戸にて卒　24歳　法諡霊照院殿心月珠泉大姉　（江戸湯島　麟祥院）
母　家女房の美喜子　佐野氏江戸の人

辻子　元子　幸子
宗藩毛利伯耆元運の室
宝永元年（1704）10月16日徳山に生れる
宝暦12年（1762）7月4日萩にて卒　59歳　法諡定光院殿月巌慧明大姉　（徳山　大成寺）　墓碑36
母　側室の宮内

永井三次郎　後5代広豊
享保6年（1721）4月16日兄日向守元堯の跡を継ぐ

五代
＜山城守　従5位下　初永井三次郎　但馬守　初広房　茅山＞
実は元次公の末子にして、元堯の弟なり。元堯の養子となり広豊と改名す。
宝永6年（1709）4月4日江戸三田邸に生れる
安永2年（1773）10月29日下松にて卒　65歳　法諡天了院殿廓翁湛然大居士　（徳山　大成寺）　墓碑33
母　側室の津礼子　寛永2年（1749）正月晦日卒　良寿院殿　墓碑39
室　松平遠江守忠喬の女　享保15年（1730）12月3日卒　法諡雲鏡院殿亮月知鑑大姉　（江戸　青松寺）　
再室　相馬弾正少弼尊胤の妹　元文4年（1739）4月23日卒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↖墓碑95

吉子
享保11年（1726）3月6日徳山に生れる
享保12年（1727）3月8日卒　2歳　法諡桃萼知散童女　（徳山　大成寺）　墓碑81
母　家女房の重子　江村平之丞の女

鶴槌子
享保13年（1728）9月13日徳山に生れる
享保14年（1729）7月17日卒　2歳　法諡初雲了劫童女　（徳山大成寺葬　墓福田寺）　墓碑5
母　家女房の蝶子（長子）　京都の人

春子
享保17年（1732）2月2日徳山に生れる
同年10月29日卒　1歳　法諡寒雲恵暁童女　（徳山　大成寺）　墓碑40
母　家女房の八千代　初喜代子　千尾　亀谷小兵衛和之の女　

数馬　初竹次郎　松次郎　
享保18年（1733）11月16日徳山に生れる
明和元年（1764）2月22日江戸今井谷邸にて卒　25歳　
法諡慈徳院殿仁嶽道忠大居士　（徳山　大成寺）　墓碑51
母　家女房の常子　京都の人　

六代
＜志摩守　従5位下　初永井久米三郎　求馬　初豊長　＞

享保18年（1733）11月12日徳山に生れる
明和元年（1764）2月22日江戸にて卒　32歳　法諡泰崇院殿俊巌亮逸大居士　（江戸　青松寺）　墓碑53
母　側室の縫殿　京都の人　宝暦元年（1751）4月10日卒　清光院殿
室　松平兵部少輔長喬の妹　寛政12年（1800）11月25日江戸にて卒　

女

女

廣房

広豊

広寛

女

女

女

廣矩



     法諡瑞仙院殿南嶺芳樹大姉 （江戸　青松寺）　墓碑87

豊子
享保19年（1734）6月15日今井谷邸に生れる
享保20年（1735）4月8日卒　2歳　法諡宝顔珠光童女　（江戸　月円山長松寺）　墓碑25
母　家女房の為子　江戸の人

秀子
享保20年（1735）10月7日徳山に生れる
延享4年（1747）10月11日卒　13歳　法諡雲光院殿秀嶺玄璋童女　（江戸麻布　春桃院）　墓碑11
母　家女房の常子　京都の人　

三助
享保20年（1735）12月21日今井谷邸に生れる
寛保2年（1742）正月17日卒　8歳　法諡俊峰了英童子　（江戸麻布　春桃院）　墓碑13
母　家女房の掃部

松野

東馬　初千助　吉之助　藤馬　入家後孫左衛門　助紑　孫八　
松野源左衛門助能養嗣
元文元年（1736）9月7日今井谷邸に生れる
文化9年（1812）2月2日卒　77歳　法諡是空院殿松誉実照居士　（江戸小石川指谷町　巌浄院）
母　家女房の浪江　江戸の人　
室　本間十左衛門後佐渡守季道の女

兼子
元文元年（1736）生れ
同3年　故有り与力高山友右衛門宅に入る　詳細不明
法諡智屋恵林童女　（江戸　月円山長松寺）
母　家女房の三輪笹川氏　江戸の人　

美代子　初嘉代子　美知子
八条侍従隆輔朝臣室
元文2年（1737）4月26日徳山に生れる
明和6年（1769）5月14日卒　33歳　法諡蓮光院殿清岸妙薫大姉　（京都今出川　廬山寺）
母　家女房の元子　京都の人　

小笠原

兵馬　初又五郎　平馬　入家後正良　正美
小笠原大吉正衍養嗣
元文2年（1737）6月18日徳山に生れる
天明元年（1781）8月19日卒　45歳　法諡篤性院殿要道良弼大居士　（江戸浅草　海禅寺）
母　家女房の常子　京都の人　
室　養父小笠原大吉正衍の女

毛利

秀之助　入家後遠江　駿河　就盈
宗藩大夫毛利七郎兵衛元連養嗣
元文4年（1739）正月22日徳山に生れる
安永5年（1776）2月13日江戸麻布邸にて卒　38歳　法諡淳了院珪翁成円大居士　（江戸にて火葬）
母　家女房の元子　京都の人　
室　養父毛利元連の女

森

相馬　初松之助
家臣森氏の祖　維新後毛利氏を称す
元文5年（1740）7月22日今井谷邸に生れる
寛政6年（1794）6月16日卒　55歳　法諡葆光院殿閑叟自適大居士　（徳山　大成寺）　墓碑58
母　家女房の蝶子　江戸の人　

亦三郎　登山後豊丸　少将　権僧都　孝暁　
城州八幡豊蔵坊孝山の法弟
寛保2年（1742）4月19日今井谷邸に生れる

豊都

女

豊完　

女

就正　

豊嘉　

豊明　

女

女

男



明和6年（1769）6月22日遷化　28歳　法諡権僧都法印伝燈阿闍梨孝暁大和尚　（山下清水ﾏﾝｼﾔｳ寺）
母　家女房の蝶子　江戸の人　

利子　初千代子　未世
延享元年（1744）1月6日今井谷邸に生れる
宝暦７年（1757）8月20日卒　14歳　法諡桂輪院殿直如慈光童女　（江戸麻布　春桃院）　墓碑12
母　家女房の槇尾　江戸の人　

久米子　
延享2年（1745）10月5日徳山に生れる
宝暦5年（1755）7月18日吉田侍従二位兼雄嫡男佐兼隆の室公許
同７年11月晦日嫁がずにして卒　13歳　法諡実相院殿無染明鏡大姉　（徳山　大成寺）　墓碑38
母　家女房の斉宮　京都の人

吉川

吉五郎　初豊房　入家後監物　永貞　衡山　
吉川左京経永養嗣
延享3年（1746）5月13日今井谷邸に生れる
享和3年（1803）9月13日卒　58歳　法諡大乗院殿即心円通大居士　（岩国　洞泉寺）
母　家女房の見世　江戸の人　
室　一柳土佐守末栄の女
再室　石川八郎左衛門義当の女

松子　
花房近江守職明養女
延享4年（1747）正月4日今井谷邸に生れる
宝暦8年（1758）4月27日卒　12歳　法諡清瑤院殿心月妙艶大姉　（江戸赤坂三分坂　種徳寺）
母　家女房の槇尾　江戸の人　

千代助　
寛延元年（1748）9月6日今井谷邸に生れる
即日夭　法諡幻室如漚童子　（江戸麻布　春桃院）　墓碑24
母　家女房の縫殿　江戸の人　

専之助
宝暦14年（1764）2月25日兄広寛病死につき広寛の養嗣となり七代目を継ぐ

富子　
宝暦元年（1751）10月15日徳山に生れる
宝暦6年（1756）11月11日夭　6歳　法諡玉巌秀清童女　（徳山　大成寺）　墓碑47
母　家女房の藤野　京都の人

源子
宝暦2年（1752）正月28日今井谷邸に生れる
同4年7月22日夭　3歳　法諡宝雲理源童女　（江戸麻布　春桃院）　墓碑18
母　家女房の縫殿　江戸の人　

行子　初綾子
宝暦2年（1752）7月25日今井谷邸に生れる
文化10年（1813）11月25日卒　62歳　法諡善行院殿真性妙観大姉　（徳山　大成寺）　墓碑56
母　家女房の槇尾　江戸の人　

中務　初久米之助　永井繁之丞　造酒　入院後繁丸　治部卿　智順　因順　心啓
宝暦2年（1752）12月21日今井谷邸に生れる
安永元年（1772）2月18日家臣鳥羽玄蕃寛直弟分に為り　広島竜原山仏護寺１２世の弟に附く
文政９年（1826）１０月３日遷化　７４歳　法諡仏護寺１３世伝燈歓喜院釈因順心啓大和尚　（中山村通寺）
母　家女房の縫殿　江戸の人　
室　祖父大順の女

女

豊和　

男

就馴　

女

女

女

経倫　

女

女



吉之助
宝暦3年（1753）9月29日徳山に生れる
同5年2月11日夭　３歳　法諡槐窓春夢童子　（徳山　大成寺）　墓碑44
母　家女房の美代野　京都の人　

主計　初亦五郎　入院後秀丸　兵部卿　天順　
宝暦3年（1753）11月10日徳山に生れる
明和4年（1767）2月25日家臣奈古屋蔵人豊敬弟分に為り　広島竜原山仏護寺１1世大順の弟に附く
明和7年（1770）１2月14日遷化　18歳　法諡仏護寺１2世寺務本寿院釈天順法師　（中山村通寺）
母　家女房の藤野　京都の人

猪野子
宝暦4年（1754）5月朔日今井谷邸に生れる
明和3年（1766）2月9日卒　13歳　法諡恵照院殿光誉貞艶大姉　（徳山　大成寺）　墓碑75
母　家女房の縫殿　江戸の人　

土方

熊五郎　入家後内蔵助　勝幼
上総国長柄郡土方右源太勝芳養嗣
宝暦4年（1754）6月25日今井谷邸に生れる
天明2年（1782）8月11日卒　29歳　法諡仙樹院殿智鳳実秀居士　（江戸伊皿子　仙谷山大円寺）
母　家女房の槇尾　江戸の人　
室　養父勝芳の養女

要子　初呉子　入輿後和子
姉小路中将公聡の室
宝暦4年（1754）12月5日今井谷邸に生れる
文化4年（1807）10月26日卒　54歳　法諡貞寿院殿瑞誉照運大姉　（京都寺町　清浄華院塔頭松林院）
母　家女房の歌子　江戸の人　

遊子　
初　大岡越前守忠恒の室許　嫁がずに破談　後平野遠江守長里嫡男中務長純の室
宝暦5年（1755）9月10日今井谷邸に生れる
天明７年（1787）5月4日卒　32歳　法諡浄光院殿法雲智月大姉　（江戸芝　万松山泉岳寺）
母　家女房の縫殿　江戸の人　

大島

織之助　初松五郎　富五郎　入家後雲四郎　義珍　義順　美珎
幕府旗本大嶋雲四郎義苗養嗣
宝暦6年（1756）正月16日今井谷邸に生れる
文化12年（1815）6月19日卒　60歳　法諡高勝院殿本源宗無居士　（江戸麻布　天真寺）
母　家女房の伊保子　江戸の人　
室　牧野遠江守康満の女
再室　大嶋内蔵助の女

松之助
宝暦6年（1756）8月28日徳山に生れる
同年12月29日夭　法諡本相非幻童子　（徳山　大成寺葬　墓は福田寺）　墓碑4
母　家女房の歌子　江戸の人　

好子
宗藩大夫吉敷毛利伊予就兼の室
宝暦6年（1756）10月7日今井谷邸に生れる
安永9年（1780）正月12日卒　25歳　法諡春霄院薫山智芳大姉　（吉敷　黄竜山玄済寺）
母　家女房の佐世子　江戸の人　

吉助
宝暦6年（1756）11月12日徳山に双子として生れる
同8年3月19日夭　３歳　法諡劫外禅春童子　（徳山　大成寺葬）　墓碑80
母　家女房の槇尾　江戸の人　

豊候　

女

女

男

豊正　

女

豊敏　

男

女

男



吉子
宝暦6年（1756）11月12日徳山に双子として生れる
同8年3月13日夭　３歳　法諡本光知瑞童女　（徳山　大成寺葬　墓は福田寺） 墓碑6
母　家女房の槇尾　江戸の人　

亀五郎
宝暦8年（1758）7月24日今井谷邸に生れる
同年10月19日夭　法諡幻台是泡童子　（江戸麻布　春桃院）　墓碑15
母　家女房の伊保子　江戸の人　

（性別定かではない）

宝暦9年（1759）6月5日今井谷邸に生れる
即日夭　法諡幻霊童子　（江戸麻布　春桃院）　墓碑21
母　家女房の婦美子　江戸の人　

鉄子
岡部千次郎利寛室
宝暦9年（1759）7月20日江戸二本榎邸に生れる
文化10年（1813）11月2日卒　55歳　法諡円台院殿心月智鏡大姉　（江戸高輪　仏日山東禅寺）
母　家女房の伊保子　江戸の人　

澄子　初信子
宝暦9年（1759）9月7日今井谷邸に生れる
同13年6月16日夭　5歳　法諡涼台慈雲童女　（江戸麻布　春桃院）　墓碑17
母　家女房の縫殿　江戸の人　

武子　初崎子
宗藩大夫宇部福原丹波就郷後豊前就清室
宝暦10年（1760）5月3日今井谷邸に生れる
文政6年（1823）7月2日卒　64歳　法諡錬功院霞山養真大姉　（萩江向　徳麟寺）
母　家女房の槇尾　江戸の人　

粟屋

猪之助　入家後主殿　清栄　房清
宗藩臣粟屋主殿清痛養嗣
宝暦10年（1760）12月12日今井谷邸に生れる
明和2年（1765）2月6日家臣奈古屋蔵人豊敬子分に為り　清通の養嗣に為る
文政9年（1826）7月12日卒67歳　法諡徳性院青山寿栄居士　（萩東光寺末門内鉢多院）
母　家女房の縫殿　江戸の人　
室　益田頼母房実の女

笹川

吉太郎　入家後内蔵　外記　凞芳
宗藩臣笹川治右衛門就猷養嗣
宝暦13年（1763）9月8日下松に生れる
明和8年（1771）3月27日家臣鳥羽玄蕃寛直子分に為り　就猷の養嗣に為る
文政10年（1827）6月11日卒65歳　法諡徹真院託誉誓巌居士　（萩　報恩寺）
母　家女房の紺(古武）　江戸の人　
室　志道五郎右衛門就久の女

栄子　初浅子
宗藩臣粟屋三九郎俊満室
宝暦13年（1763）12月18日下松邸に生れる
家臣粟屋蔵主豊躬子分に為り　宗藩臣飯尾右門養女に為る
安永9年（1780）3月8日卒　18歳　法諡玉樹院春粧霊輝大姉　（萩　総源山海潮寺）
母　家女房の際子　京都の人　

熊吉
明和2年（1765）正月元日下松邸に生れる
同3年10月14日夭　2歳　法諡玉山宗麟童子　（徳山　大成寺）　墓碑42
母　家女房の紺　江戸の人　

女

男

女

女

清平　

芳和　

女

男

男

女



又三郎　初春五郎
明和2年（1765）正月9日下松邸に生れる
同4年7月8日夭　3歳　法諡空海一漚童子　（徳山　大成寺）　墓碑35
母　家女房の磯子　京都の人　

多野子　初菊子　関子
明和2年（1765）9月18日下松邸に生れる
同4年7月27日夭　3歳　法諡蕣光露英童女　（徳山　大成寺）　墓碑37
母　家女房の千恵子　京都の人　

幾子
明和5年（1768）8月12日下松邸に生れる
同6年9月27日夭　2歳　法諡円巌了智童女　（徳山　大成寺）　墓碑50
母　家女房の紺　江戸の人　

七代
＜石見守　従5位下　初専之助　大和守　就馴(ﾅﾘﾖｼ）(ﾀｶﾖｼ)(ﾅﾘﾖﾘ)(ﾅﾘﾖｼ)　　＞

寛延3年（1750）2月24日今井谷邸に生れる
明和元年（1764）2月25日兄広寛の養子に為り　兄広寛を継ぐ（実は広豊の11男）
文政11年（1828）3月19日富田にて卒　79歳　法諡隆興院殿徳運全功大居士　（徳山　大成寺）　墓碑76
母　家女房の縫殿　江戸の人　法諡法心院殿性誉元浄大姉　（下松　周慶寺）　墓碑82
室　関小十郎政辰の妹（実は新見藩播磨守政富の女）　泰　後増　
　　 明和3年（1766）5月23日縁組公許　安永3年（1774）正月15日結婚
　   天明3年(1783)12月26日卒　法諡浄願院殿満元良既大姉　（江戸　青松寺）　墓碑49

喜勢子　初佐屋子　差子
野州足利戸田大炊頭忠伸　後大隅守忠喬室
宝暦9年（1759）10月15日徳山に生れる
寛政2年（1790）正月26日小川町邸にて卒　32歳　
法諡春台院殿華萼良薫大姉　（江戸牛込　蒼竜山松源寺）
母　家女房の千代子　後袖　河田武左衛門政周の女

政子　
坪内美濃守式部定恒　後定系室
宝暦11年（1761）7月3日徳山に生れる
寛政元年（1789）10月21日卒　29歳　法諡慈明院殿江月恵照大姉　（江戸渋谷　禅河山東北寺）
母　家女房の千代子　後袖　河田武左衛門政周の女

満子　初豊子
明和8年（1771）10月22日徳山に生れる
安永2年（1773）7月11日夭　3歳　法諡桂叢霊苗童女　（徳山　大成寺）　墓碑52
母　家女房の千恵子　京都の人　

喜尾子　
小笠原彦太郎　後又左衛門正弇室
安永元年（1772）3月23日今井谷邸に生れる
天保5年（1834）3月23日卒　63歳　法諡潙鏡院殿古菱智尖大姉　（浅草　海禅寺）
母　家女房の登恵子（外恵）　江戸の人　

福原

勝三郎　入家後豊前　俊明　房俊　房純
宗藩大夫宇部福原豊前就清養嗣
安永元年（1772）6月6日今井谷邸に生れる
天保7年（1836）正月2日卒65歳　法諡智徳院高巌義尚大居士　（萩江向　福原山徳麟寺）
母　家女房の須磨　江戸の人　
室　宍戸美濃就年の女

就馴

女

女

女

女

馴倫　

男

女

女



久子　初国子
上州安中板倉伊予守　後主計頭勝意室
安永4年（1775）12月10日今井谷邸に生れる
天保14年（1843）10月28日江戸佐久間町下邸にて卒　69歳　
法諡貞亨院殿松室寿操大姉　（江戸麻布　吸江寺）
母　関政辰妹

八代
＜日向守　従5位下　初徳太郎　兵庫　大和守　就寿　兵庫頭　　＞

安永6年（1777）9月23日今井谷邸に生れる
慶応元年（1865）12月16日卒　89歳　法諡承天院殿広州鎮裔大居士　（徳山　大成寺）　墓碑84
母　関政辰の妹　
室　青山大膳亮幸完の女　寛政6年（1794）3月25日縁組公許　同9年9月7日未娶破談
再室　伊達若狭守村芳妹　種子　文化6年（1809）11月23日離縁
継室　秋元左衛門久朝姉棄也子　後喜哉　
　　　　天保6年（1835）6月29日卒　法諡本源院殿寂湛智清大姉　（江戸　青松寺）　墓碑67
側室　滝瀬　初喜勢　京都町奉行所書記方三宅才助博賞の女
　　　　安政3年（1856）10月18日徳山にて卒　40歳　法諡三明院殿寒月梅香大姉　（徳山　大成寺）　墓碑88

安永9年（1780）5月22日江戸今井谷邸に生れる
即日夭　法諡幻相童子　（麻布　春桃院）　墓碑23
母　家女房の嘉佐枝　江戸の人　

虎次郎
天明5年（1785）3月24日江戸今井谷邸に生れる
寛政11年（1799）8月19日卒　15歳　　法諡馨徳院殿蘭庭宗秀大居士　（徳山　大成寺）　墓碑54
母　家女房の登恵子　江戸の人　

天明6年（1786）9月17日今井谷邸にて死産
法諡空華童女　（麻布　春桃院）　墓碑22
母　家女房の嘉代子　江戸の人　

勝三郎千之助　専次郎　出家後了円　入寺後久丸　法印権少僧都　権大僧都井別当　珙清
城州八幡社務善法前大僧正立清養嗣
寛政元年（1789）6月9日徳山に生れる
文政11年（1828）正月19日遷化40歳　法諡前別当権僧正法印珙清大和尚　（善法律寺）
母　家女房の梅野　京都の人　
室　東坊城故式部大輔の女
再室　桜井三位氏全の女

豊子　初茂子
岩国吉川監物経礼室
寛政4年（1792）8月18日今井谷邸に生れる
文化5年（1808）2月18日小笠原正弇の養女に為り、大橋与惣右衛門嫡子鋳五郎に嫁ぐ
同6年離縁　同12年9月24日経礼の室になることを許される
天保14年（1843）7月13日卒　52歳　法諡盛豊院殿慈観恵心大比丘尼　（岩国　洞泉寺）
母　家女房の類子　江戸の人　

寛政8年（1796）3月20日今井谷邸にて死産
法諡春英童女　（麻布　春桃院）　墓碑20
母　家女房の嘉代子　江戸の人　

良之丞
寛政9年（1797）10月晦日江戸今井谷邸に生れる

馴
ヨリ

仁
チカ

女

広鎮

男

女

易直
ヤスナオ

女

女

男



同10年12月28日夭　2歳　　法諡塊岳宗珍童子　（徳山　大成寺）　墓碑34
母　家女房の兼子　江戸の人　

勝子
享和元年（1801）3月4日富田仮邸に生れる
同8月19日日夭　　法諡玉容妙慧童女　（富田　建咲院）　墓碑2
母　家女房の由為子　初幸子　加藤氏江戸の人　

三治郎
享和2年（1802）6月富田仮邸に生れる
同3年4月5日夭　2歳　　法諡天祐良瑞童子　（富田　建咲院）　墓碑1
母　家女房の由為子　初幸子　加藤氏江戸の人　

鎰子（イツコ）
文化2年（1805）4月25日富田仮邸に生れる
同3年4月18日夭　2歳　法諡要学智影大童女　（大円山　本正寺）　墓碑3
母　家女房の由為子　初幸子　加藤氏江戸の人　

郁子　初美寿子
京極主水　後備後守高聰室　後離縁
享和2年（1802）3月朔日今井谷邸に生れる
天保8年（1837）12月2日卒　36歳　法諡精修院殿禅定円智大姉　（貝塚　青松寺）　墓碑89
母　伊達村芳の妹　

徽子（ヨシコ）
享和3年（1803）8月2日徳山に生れる
文化元年8月24日夭　2歳　法諡蘭英智芳童女　（徳山　大成寺）　墓碑71
母　家女房の益井　初喜佐子　益子　佐々木氏京都の人　

雅太郎
文化2年（1805）正月12日徳山に生れる
同7年5月29日夭　6歳　　法諡秀巌了清童子　（徳山　大成寺）　墓碑57
母　家女房の益井　初喜佐子　益子　佐々木氏京都の人　

寛之進　初幹之進
文化6年（1809）4月3日徳山に生れる
文政10年（1827）7月6日卒　19歳　法諡等覚院殿霊鑑自光大居士　（徳山　大成寺）　墓碑55
母　家女房の益井　初喜佐子　益子　佐々木氏京都の人　

房子　初猷子（ミチコ）
小笠原正弇嫡男仙之丞正国室　嫁がず離縁
芸州竜原山仏護寺15世本順室
文化6年（1809）11月6日徳山に生れる
明治8年（1875）3月25日卒　法諡聞名院釈妙喜大姉　
母　家女房の邑子　初里子　京都の人　

鋭三郎
文化7年（1810）4月17日江戸今井谷邸に生れる
同13年8月27日夭　7歳　法諡涼峯周蔭童子　（徳山　大成寺）　墓碑70
母　家女房の英子　江戸の人　

堅田

俶之進　入家後駿河　元俶　元徳　元琦
宗藩臣堅田宇右衛門就正養嗣
文化8年（1811）4月21日徳山に生れる
文久3年（1863）5月16日卒　53歳　法諡竜城院恬退宣静大居士　（湯野　常照院）
母　家女房の邑子　初里子　京都の人　
室　父就正嫡子外記房忠の女

広
ヒロ

衷
ヨシ

女

男

寿俶

女

女

女

男

男

女



寧子（ヤスコ）
宗藩大夫宇部福原豊前房純嫡男繁次郎凞賢室　
文化8年（1811）5月22日徳山に生れる
慶応元年(1865)7月13日卒　55歳　法諡真相院貞巌茂松大姉　（宇部　宗麟寺）
母　家女房の益井　初喜佐子　益子　佐々木氏京都の人　　

雍五郎
文化10年（1813）5月20日徳山に生れる
文政10年（1827）6月28日卒　15歳　法諡頴聡院殿良道全彰居士　（徳山　大成寺）　墓碑30
母　家女房の益井　初喜佐子　益子　佐々木氏京都の人　　

福原

徴之助　入家後主殿　越後　勝定　元定　元僴
宗藩佐世親長の養子に為る　後福原左近允跡の養子に為る
文化12年（1815）8月28日徳山に生れる
元治元年（1864）11月11日岩国に於いて自刃　50歳　法諡隆文院頤堂全忠居士　（宇部　宗麟寺）
母　家女房の益井　初喜佐子　益子　佐々木氏京都の人　　

九代
＜淡路守　従五位下　従四位　三位　初徳太郎　山城守　就軌　広篤　　＞
徳山藩知事
文化13年（1816）7月25日今井谷邸に生れる
明治17年（1884）7月22日東京芝区愛宕町邸にて卒　69歳　白金瑞聖寺境内に埋葬　墓碑85
母　秋元久朝の姉　
室　本家大膳大夫毛利斉元公養方妹　斉凞公の女八重姫
　　 明治33年(1900)3月29日卒　81歳　法諡貞松院殿鶴誉宝林智操大姉　（萩　大照院）

訓子
松野熊之丞助永室　
文化14年（1817）3月6日徳山に生れる
元治元年（1864）10月27日卒　48歳　法諡松葉院殿玉誉姿麗貞訓大姉　（江戸小石川　臨川山厳浄院）
母　家女房の益井　初喜佐子　益子　佐々木氏京都の人　　

良子　サタ子
文政元年（1818）5月27日今井谷邸に生れる
同2年10月6日夭　2歳　法諡梅容院殿心願清香禅公女童女　（江戸　青松寺）　墓碑92
母　秋元久朝の姉　

勅子（トキコ）　初絢子
宗藩大夫厚狭毛利備前元教室　
文政2年（1819）2月23日徳山に生れる
明治12年（1879）2月2日卒　61歳　法諡順調院咏玩琴窓大姉　（長州厚狭　正法寺）
母　家女房の益井　初喜佐子　益子　佐々木氏京都の人　　

秋元

譔佐　入家後佐衛門左　従五位下　但馬守　従四位　贈従三位　
上州館林秋元但馬守久朝養嗣　秋元家10代館林藩主
文政3年（1820）3月13日今井谷邸に生れる
明治9年（1876）7月26日　57歳　　東京上野　護国院にて葬
母　秋元家8代秋元永朝の女（秋元久朝の姉）
室　良　上杉斉定の女（上杉弾正大弼斉憲の妹）　法諡清容院殿涼地瓊光大姉（護国院）
再室　本多忠孝の女（本多中務大輔忠民養方妹）　法諡円璋院殿智宝妙繋大姉（護国院）

儷子
文政5年（1822）6月28日今井谷邸に生れる
同6年2月9日夭　2歳　法諡芳春院殿玉心智鮮禅公女　（江戸　青松寺）　墓碑93
母　秋元久朝の姉　

侃子（ナオコ）
天保7年（1836）9月14日徳山に生れる
同10年6月2日夭　4歳　法諡観相慧光童女　（徳山　大成寺）　墓碑69
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女
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女

女
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女



母　家女房の民子　京都の人　

顒亮（ギョウスケ）
天保8年（1837）2月10日今井谷邸に生れる
同12年6月2日卒　5歳　法諡璋峯顒光童子　（徳山　大成寺）　墓碑68
母　家女房の千賀子　江戸の人　　

毛利

騄尉　入家後長門守　従四位侍従　従三位　従二位　正二位　従一位　勲一等　公爵　
初廣封　明敬　入家後定広　元徳
宗藩大膳大夫慶親公養子　第14代長州藩最後の藩主
天保10年（1839）9月22日徳山に生れる
安政元年（1854）2月7日慶親公婿養子届け
明治29年（1896）12月23日卒　58歳　
母　側室滝(多喜）瀬　京都の人　　
室　慶親公養女安　初銀子　実は毛利甲斐守元運公の女　安政5年正月22日納采　同日婚姻
（養女　寿美子　明治20年（1887）9月16日卒　墓碑72 ）

鏘之進
天保14年（1843）11月12日徳山に生れる
弘化元年（1844）6月6日卒　2歳　法諡一超曹滴童子　（徳山　大成寺）　墓碑26
母　側室滝(多喜）瀬　京都の人　　

英子（テルコ）
弘化2年（1845）7月4日徳山に生れる
同3年12月27日夭　2歳　法諡得法妙果童女　（徳山　大成寺）　墓碑78
母　側室滝(多喜）瀬　京都の人　　

澤子（ツヤコ）
嘉永2年（1849）正月26日徳山に生れる
同3年8月17日夭　2歳　法諡光林智澤童女　（徳山　大成寺）　墓碑61
母　側室滝(多喜）瀬　京都の人　　

寿亮（ヒサスケ）
安政3年（1856）9月12日徳山に生れる
同4年（1857）11月21日卒　2歳　法諡瓊林霜葩童子　（徳山　大成寺）　墓碑65
母　側室滝(多喜）瀬　京都の人　　

穆子
天保7年（1836）2月6日今井谷邸に生れる
同年6月29日夭　　法諡清蓮自馨童女　（麻布　春桃院）　墓碑19
母　家女房袖子　江戸の人　　

加代子　初嘉代子
天保14年（1843）4月14日徳山に生れる
弘化2年（1845）2月12日夭　3歳　法諡願海加乗童女　（徳山　大成寺）　墓碑77
母　家女房福亀子　江戸の人　　

節子（トキコ）
清末毛利出雲守元承室
実は清末毛利讃岐守元世三女　弘化元年（1844）正月15日実子契約
嘉永5年（1852）9月12日愛宕下邸にて卒　法諡智放院殿観光恵音大姉　（江戸芝　萬松山泉岳寺）　

琴子
弘化2年（1845）6月13日徳山に生れる
同4年6月22日夭　3歳　法諡心戒浄珠童女　（徳山　大成寺）　墓碑27
母　家女房福亀子　江戸の人　　
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義太郎
弘化4年（1847）5月25日徳山に生れる
嘉永元年（1848）4月29日夭　2歳　法諡圓覚良義童子　（徳山　大成寺）　墓碑60
母　幾崎宮本氏　江戸の人　　

嘉祢子
嘉永元年（1848）4月17日今井谷邸に生れる
同2年7月17日夭　2歳　法諡妙光院殿全體自映禅童女　（江戸　青松寺）　墓碑86
母　斉元公養方妹

鍋治郎
嘉永2年（1849）6月5日今井谷邸に生れる
同年7月24日夭　法諡智泉月鼎童子　（麻布　春桃院）　墓碑14
母　幾崎宮本氏　江戸の人　　

嘉永3年（1850）8月26日今井谷邸に生れる
同日夭　法諡蓉花童子　（麻布　春桃院）　墓碑16
母　幾崎宮本氏　江戸の人　　

十代
＜大和守　従五位下　正五位　従四位　正四位　勲四位　子爵　初平六郎　就右　＞
長府毛利左京亮元周養方弟　実は甲斐守元運二男
嘉永4年（1851）4月3日江戸日ヶ窪邸に生れる
明治33年（1900）8月8日東京赤坂霊南坂邸にて卒　50歳　墓碑73
母　土屋相模守彦直の女　
室　養父元蕃の女　寿美子　明治7年（1874）1月28日婚姻　同10年11月30日離縁
再室　越前坂井郡丸岡子爵有馬道純二女　鈺子　
　　　　明治11年（1878）12月6日婚姻　大正9年11月14日卒　59歳　墓碑74
　　　　
寿美子　初喜知子　幾子　萬寿子
毛利元功公室　病弱により離縁　後宗家元徳養女
嘉永5年（1852）10月8日今井谷邸に生れる
明治20年（1887）9月16日卒　36歳　　（白金　瑞聖寺）
母　幾崎宮本氏　江戸の人　　

凞次郎
安政5年（1858）10月5日徳山に生れる
同6年10月10日夭　2歳　法諡緝巌文凞童子　（徳山　大成寺）　墓碑28
母　家女房婦久子　江戸の人　　

岩　初巌
万延元年（1860）7月9日徳山に生れる
文久元年（1861）12月11日夭　2歳　法諡覚海自航童子　（徳山　大成寺）　墓碑79
母　家女房婦久子　江戸の人　　

錐之允　得三郎
明治4年（1871）正月4日徳山に生れる　同年徳山村士族永井家名跡を襲ぐ
同5年3月17日夭　2歳　法諡覚愛憐得心童子　（徳山　大成寺）　墓碑83
母　家女房飛佐子　久子　岐阜県士族峯岸秀成の姉　　

元茂
明治12年（1879）10月3日二本榎邸に生れる
同年同月24日夭　神号元茂霊神　（白金　瑞聖寺）　墓碑63
母　有馬道純の女　鈺子
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十一代

明治13年（1880）9月23日二本榎邸に生れる
昭和17年（1942）5月30日卒　（徳山　大成寺）
室　南部利恭長女庸子（ﾂﾈｺ）　昭和39年（1964）1月16日卒　（徳山　大成寺）　墓碑98
母　有馬道純の女　鈺子

秋元

寛三郎
子爵秋元興朝の養嗣子と為る
明治14年（1881）9月10日二本榎邸に生れる
母　有馬道純の女　鈺子

斉四郎
明治15年（1882）9月2日二本榎邸に生れる
同17年12月5日夭　　（白金　瑞聖寺）　墓碑62
母　有馬道純の女　鈺子

宍戸

子爵宍戸璣の遺跡を継ぐ
明治18年（1885）7月21日二本榎邸に生れる
母　有馬道純の女　鈺子

粟屋

粟屋穂波の遺跡を継ぐ
明治19年（1886）12月24日二本榎邸に生れる
母　有馬道純の女　鈺子

粟屋

明治22年（1889）5月4日二本榎邸に生れる
母　有馬道純の女　鈺子

波子
子爵立見豊丸の室
明治23年（1890）8月6日二本榎邸に生れる
母　有馬道純の女　鈺子

大岡

子爵大岡忠量の養子となり忠礼と改める
明治25年（1892）4月8日下松仮邸に生れる
母　有馬道純の女　鈺子

静子
明治26年（1893）5月29日徳山邸に生れる
同年7月23日夭　神号静子霊神　（徳山　大成寺）　墓碑29
母　有馬道純の女　鈺子

光雄
明治27年（1894）11月11日徳山邸に生れる
同28年8月25日夭　神号光雄霊神　（徳山　大成寺）　墓碑46
母　有馬道純の女　鈺子

政子
子爵鍋島直縄の室
明治28年（1895）12月13日徳山邸に生れる
母　有馬道純の女　鈺子

元秀

春朝

男
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女
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艶子
子爵細川利寿の室
明治30年（1897）11月に生れる

十二代

明治41年（1908）9月5日生れる

昭和36年（1961）9月18日卒　54歳　（徳山　大成寺）　墓碑97

妻　行子　昭和20年10月17日卒　（徳山　大成寺）　墓碑97

母　南部利恭長女庸子（ツネコ）

明治44年（1911）4月21日生れる

母　南部利恭長女庸子（ツネコ）

大正3年（1914）5月14日生れる

母　南部利恭長女庸子（ツネコ）

昭和13年（1938）1月30日生れる

十三代

昭和14年（1939）7月28日生れる

平成22年（2010）5月2日卒　72歳　（徳山　大成寺）　墓碑99

妻　永子

昭和16年(1941)1月3日生れる　
周南市鹿野在住

妻　正子　平成12年(2000)4月11日卒　墓碑31

昭和17年(1942)4月3日生れる

昭和20年(1945)7月15日生れる　
妻　和子　平成24年(2012)11月2日卒　墓碑32

十四代
徳山毛利家現当主
昭和47年（1972）生れる
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