
水野家／経営／土地金融証文

（金五両借用証文）　四ッ屋村借用人又兵衛他2名　五 安政5年6月 竪紙・包紙・1枚 0899－1

荷村水野惣蔵様

（頼母子四番会無相違差上一札）　四ッ屋村問屋又兵 安政2年4月 竪紙・1枚 0899－2

衛、石面人武右衛門　五田村水野惣蔵様

覚（金五両借用）　堀角左衛門代印三橋道蔵水野小右 文久2年12月 竪紙・折封・1枚 0880
衛門殿

（四両借用金子返済月延一札）　下今井村借主多右衛門、 文久2年12月日 竪紙・折封・1枚 0903
同村請人要証　五荷村水野小右衛門殿

（酒造鑑札洋酒造道具書入金三拾八両借用証文案文） 文久3年3月 竪紙・1枚 0891

小境村借用主　水野小右衛門殿

（金五両借用証文）　上境肝管主孫兵衛他5名　五荷村水 文久3年4月 竪紙・1枚 0958
野小右衛門殿

（酒造御鑑札酒造諸道具書入金三拾八両借用証文下書） 文久3年5月 竪紙・1枚 0920
小論村借用人数右衛門、同人養父庄造　水野小右衛門殿

（借用金月延証文）　柳新田村当人喜右衛門他3名　五荷 文久4年3月8日 竪継紙・折封・1通 0884
村水野小右衛門殿

高橋郎斉金子借用書類 慶応2年7月 包紙・1枚 0983

覚（金五両借用）　高橋郎斉水野小右衛門殿 慶応2年7月 竪紙・1枚 0983－1

覚（頼母子講金五拾五両受取）　高橋郎斉水野小右 丑12月 横切継紙・1枚 0983－2

衛門様

覚（金百両借用証文）　本多内記水野小右衛門殿 慶応3年12月 竪紙・1枚 0928『

（水野家宛金子借用証文留綴）　一部裏打 慶応3年12月～明治7年 半・1綴 0997
3月29日

（金百両借用証文）　高田多仲　水野小右衛門殿 慶応4年正月 竪紙・折封・1枚 0960

回目金子借用証書紛失対応）　吉松雄蔵水野小右衛門 明治2年9月 竪紙・折封・1枚 0878
殿

（借用金子証文写）・①水内郡桑名川村借用主名主要助他 ①明治3年4月15日、② 横切継紙・1通 0844
5名、②桑名川村借用人源蔵他17名　①水内帯側荷村村惣 明治3年9月

蔵殿、②五荷村小右衛門殿奥印あり

松代東寺尾村法円寺恵了借用金関係書類 明治3年6月 折封 1003

（書籍買入金拾両借用証文）　松代東寺尾村法円寺町 明治3年6月 竪紙・1枚 1003－1

醜痕2名　飯山在五荷村水野小右衛門殿

別府出張先二而帯副寺書状（松代恵了法師書籍買入 （明治3年）6月4日 竪紙・捻封・1枚 1003－2

金借用願）　五荷村水野小右衛門様

特認尉論叢鱗鎌即吟より返済二 （明治4年）4月17日 横切継紙・封紙・1

ﾊ
1003－3

（田地引当金九拾両借用証文学）　高井郡小見村借用人 明治3年11月日 竪紙・1枚 0917
山崎庄右衛門他3名　水内郡五荷村水野小右衛門殿　奥書
あり

（金五拾両御用達金借用一札）　浅山何有　水野弥八郎 明治4年正月 竪紙・1枚 0990
殿

（屋敷添田地引当金百三拾五両借用証文）　高井郡針田
@村借用人妻長右衛門他2名　水内堅甲荷村水野弥八郎殿

明治4年10月 竪紙・1枚 0956

奥印あり

水沢村市左衛門借用金関係書類 明治7年1月日 折封 1001
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（金弐拾両借用証文）　水沢村下組借用主中沢市左衛門 明治7年1月日 竪紙・1枚 1001－1
五荷村水野弥八郎殿　印紙あり

水沢村市左衛門書状（借用金利息上納、元金来春返 （明治8年）10月25日 横切継紙・1通 1001－2
済二付手書）　五荷村水野弥八郎様

田地売渡（金三十円六十銭）之証　常盤村売渡人中 明治11年5月日 竪紙・1枚 1001－3
沢市左衛門他2名　豊田村水野弥八郎殿　奥印あり　印
紙あり

地所売買地券証御書換願控　買請人水野弥八郎 （明治12年）卯12月25 竪紙・1枚 1001－4

（金弐百円借用証文）　高井郡針田村借用人林長右衛門、 明治7年4月 竪紙・折封・1枚 0954
受人林桂助　水内郡五野村水野弥八郎殿

水内馬面井村小林岸次郎借用金関係書類 0906

（金弐拾九両借用年賦証文）　水内郡倉井村借用主小 明治6年10月日 竪紙・折封・1枚 0906－1

林岸次郎、同断受人田中秀松　水内郡五荷村水野弥八
郎殿　印紙あり

借用金年延依頼証券案文　借用人、請人北野廿八大 明治9年12月何日 竪紙・1枚 0906－2
区三面区水内画譜五荷水野弥八郎殿

借用金証券（畑地引当金拾弐円五拾銭）　長野県第廿 明治9年4月10日 竪紙・1枚 0896
壱大区三相気高井郡関沢村借用主武田信之輔、受人品澤
常蔵　第廿八大区丁丁区水内郡五荷村水野弥八郎殿　印
紙・奥印あり

借用金証券（案文）　北第廿七大区五小平水内郡飯山町 明治9年11月30日 竪紙・1枚 1000
何番屋敷借主、請人　北第廿八大区三小区水内郡豊田村
之内山五荷水野弥八郎殿　灰色宿紙

（金三百五拾円借用返金延期証券）　下高井郡高野村之 明治12年4月2日 竪紙・折丁・1枚 0955
内針田借用人証長右衛門他2名　下水内郡豊田村水野弥八
郎殿

（金五円借用証券）　下高井郡高野村関沢借用人武田信之 明治12年5月28日 赤色（証券界紙） 0995
助、同村受人大平伊三良　水内郡五荷村水野忠四郎殿 罫紙・1枚

（返済金）済方日延証書　下高井至高野村武田信之輔　下 明治16年6月27日 竪紙・1枚 0692
水内郡三五荷村水野忠四郎殿　印紙あり

大倉崎鈴木要蔵借用金関係書類 明治17年9月30日 包紙 1019

借用金返済方約定証　大倉崎鈴木要蔵　旧五野村水野 明治17年9月30日 赤色半罫紙・1枚 1019－1

忠四郎殿

借用金証券（耕地抵当金金四拾五円）　常盤村大倉 明治18年9月20日 赤色罫紙・1枚 1019－2
門門借用人鈴木要蔵、同村受人鈴木民五郎　旧五肉牛
水野忠四郎殿　印紙あり

記（誌面預り手形）　旧大倉崎鈴木要蔵　旧五荷村水 明治19年12月13日 横切継紙・1通 10り9．3

野長四郎様　印紙あり

証（下高井郡針田林桂助殿小作籾代金弐拾弐円八銭 明治21年3月16日 横切継紙・1通 1019－4
借用）　旧大倉崎村鈴木要蔵代理鈴木民五良　旧五荷
村水野忠四郎様　印紙あり

借用金証書（金五円）　下高井郡高埜村借用入林桂助 明治21年4月5日 竪紙・1枚 0883
下水内郡豊田村水野忠四郎殿

勘定の証（貸金勘定）　下平丸石田喜三龍水野忠四郎 明治23年9月3日 横切継紙・1通 1014
殿　印紙あり

金員借用証券（金四拾円五拾銭）　下水内郡太田村五百 明治38年7月25日 赤色半罫紙・1枚 1038
六拾九番地情強和三郎　水野惣蔵殿
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借用金証書（金七拾四円九拾銭）　下高井郡豊郷村三百
@壱番喉輪用人酒田啓治郎　下水内郡太田村水野惣蔵殿

明治41年12月18日 竪級・1枚 1039

小田切伊之助外二名貸附証文譲渡関係書類 明治42年1月10日 包紙 1020

債権譲渡証書　下水内骨太田村弐百六拾弐番地譲渡人水 明治42年1月10日 黒色半罫紙・1枚 1020・1

野惣蔵　同郡同村水野良太郎　印紙あり

領収証（小田切伊之助外二人二対スル通知書）　飯 明治42年2月17日 横切紙・1枚 1020－2

山区裁判所執達吏　水野惣蔵殿

送達状（仮執行命令正本）　飯山区裁判所小島泰照 明治42年7月20日 竪紙・1枚 1020－3

長野県下水内郡太田村二六一水野良太郎殿

領収証（小田切宇一郎外一人二対スル執行費用） 明治42年7月20日一 横切紙・1枚 1020－4

飯山区裁判所執達吏役場　水野良太良殿

野州　下水内郡岡山村小田切宇一郎、同朋同村小田切伊 明治42年7月27日 竪紙・1枚 1020－5

之助

金円借用証書（金弐拾円）　下水内郡岡山村大字照岡弐 大正4年12月1日 竪紙・1枚 1040
千六拾番地月岡勇太郎　下水内直土田村水野惣蔵殿

中条村善次、野沢村嘉助借用証文関係書類 0905

覚（金屏風引当金五両借用証文控）　中条村道具屋 子7月5日 横切紙・折回・1枚 0905－1

善次、野沢村表具師嘉助　惣蔵様

柏曇麗塗鞘難座繰雛鋳樫荷糠 7月5日 横切継紙・封・1通 0905－2

野惣蔵様

（金壱両借用手形）　大塚村庄兵衛五ケ村小右衛門殿 卯6月22日 竪紙・1枚 0870

覚（金壱両借用）下元右衛門小右衛門殿 酉11月4日 横切紙・1枚 0989

水野家差出

（金弐拾両弐分濫悪、十一ケ年賦証文）　五岩村惣蔵 文政4年4月 竪紙・1枚 0894
北条村清蔵殿

（金五拾両拝借証文）　水内郡五荷村借主惣蔵、同北条村 天保9年7月日 竪紙・1枚 0937
請人孫右衛門　水沢村四良右衛門殿　墨消、惣蔵印墨
消・孫右衛門印切取

（金弐拾両借用証文）　1五荷村借主惣蔵、同請人善蔵水 天保9年10月7日 竪紙・1枚 0968
沢村市左衛門殿墨消

（金弐両借用証文）　借主惣蔵　当村清右衛門殿墨消 天保10年5月日 竪紙・1枚 0975

（金弐拾両借用証文）　五荷村借主惣蔵藤屋岡岬殿墨 天保11年10月15日 竪紙・1枚 0971
消

（小布施町小林屋庄吉殿より借用金弐拾両請証文）
@　　　　　　　　　　　　　　　　惣蔵印墨消　五荷村庄屋惣蔵　高畠応身禅和尚様

天保11年11月19日 竪紙・折封・1枚 0877

（金五拾両拝借証文）　水内郡五荷村借主惣蔵、同罪大坪 天保12年8月日 竪紙・1枚 0939
村請人小重郎　坪山村増右衛門殿　墨消

（金弐拾両借用証文）　五荷村惣蔵　上野村彦右衛門殿 天保13年3月 竪紙・折封・1枚 0962
日付三月を墨消し「十月六日（印）」　墨消

（金百両借用証文）　五荷村借主惣蔵、瀬木村親類請人安 天保13年5月 竪紙・1枚 0931
左衛門　上野新田彦右衛門殿　安左衛門印焼消

（金四拾両借用証文）　五荷村惣蔵七沢屋祐吉殿　「寅 天保13年5月日 竪紙・1枚 0976
十二月返済」（後置）　函南
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（金百両借用証文）　水内郡五荷村借主惣蔵他2名　高井 天保13年8月 竪紙・1枚 0932
郡坪山村増右衛門殿　惣蔵他2名子墨消

（金五拾両借用証文）　五荷村借主惣蔵藤屋銀豆殿墨 天保13年10月9日 竪紙・1枚 0969
消

（金百両借用証文）　五荷村惣蔵上野村彦右衛門平金 天保14年7月19日 竪紙・包紙・1枚 0966
額・惣蔵印墨壷

（金五拾両借用証文）　五荷村惣蔵上野村彦右衛門殿 天保14年閏9月 竪紙・面諭・1枚 0964

（金百両拝借証文）　五荷村惣蔵　上野村彦右衛門殿 天保15年9月8日 竪紙・1枚 0941
「巳四月十一日返済」　墨消

（金弐百両借用証文）　五荷村惣蔵上野新田彦右衛門殿 弘化2年8月13日 竪紙・1枚 0933
墨壷

覚（金拾五両借用）　水野惣蔵清右衛門殿　墨消 弘化2年12月22日 竪紙・1枚 0978

覚（金拾両借用）　水野惣蔵吉左衛門殿　墨消 弘化2年12月 横切継紙・1通 0979

（金百両拝借証文）　五荷村惣蔵　上野村彦右衛門殿　墨 弘化3年6月11日 竪紙・1枚 0942
消

（金五拾両借用証文）　五荷村惣蔵藤屋銀助殿 弘化4年10月 竪紙・並並・1枚 0963

（金四拾両拝借証文）　五荷村惣蔵　上野村彦右衛門殿 嘉永元年10月 竪紙・1枚 0940
金額・惣蔵印黒鼠

（金六拾両拝借証文）　五荷村惣蔵上野新田彦右衛門殿 嘉永元年10月 竪紙・折封・1枚 0945
金額・惣蔵間男消

（金三拾八両借用証文）　借主水野惣蔵、北条村請人孫右 嘉永2年10月 竪紙・折封・1枚 1004
衛門　中条村武右衛門殿　印墨消

（金弐拾五両借用証文）　水野惣蔵大坪村小十郎殿 嘉永3年2月3日 竪紙・1枚 0961

（金百両借用証文）　五荷村借主惣蔵、同断幸蔵上野新 嘉永3年11月 竪紙・1枚 0967
田村彦右衛門殿　墨消

（伊奈高三郎臨御発起無尽当圏金拾五両借用証文） 安政4年5月 竪紙・折封・1枚 0991
水野惣蔵　和泉屋庄右衛門殿　墨消

（金四百両借用証文）　五荷村借用主小右衛門、同断弥八 元治元年11月 竪紙・血豆・1枚 0992
郎　桑名川村伊之右衛門殿　墨消

覚（金弐拾両借用証文）　小右衛門　当村弥右衛門殿 慶応3年6月11日 横切継紙・折封・1

ﾊ
0900

覚（金弐拾五両借用証文）　水野小右衛門　下今井村上 慶応4年4月 竪紙・折回・1枚 0902
組喜三右衛門殿　墨消し

旧劇雄治借用金関係書類 0867

（金弐拾両借用証書）　水解雄治牧野長蔵様 明治6年3月 竪紙・折封・1枚 0867－1

記（貸金勘定請取）　牧埜水野様 （明治7年）戌4月10日 横切継紙・1通 0867－2

記（金拾円借用）　水野雄治水野吉左衛門様 明治6年11月1日 竪紙・折身・1枚 0868

水野雄司借用金関係書類 明治11年11月10日 紙繕一括 1032

借用金証書（金五拾円）　五荷村水野雄司　五荷村水 赤色半罫紙・1枚 1032－1

野庄助殿　奥異筆「明治廿九年十一月廿四日夜取消」
印墨消　明治ll年ll月10日　「長野県下塗廿八大区三
小畔」

借用金証書（金弐拾五円）　下水内郡豊田村ノ内面荷 明治12年8月10日 赤色罫紙・1枚 1032－2
組水野雄司　二二同村ノ内同組水野庄助殿　二二筆
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「明治廿九年十一月廿四日夜取消」　印墨消

借用金証書（金拾円）　下水内郡豊田村水野雄司　同 明治12年12月16日 赤色罫紙・1枚 1032・3
郡同村水野庄助殿　奥異筆「明治廿九年十一月廿四日
夜取消」　印墨消

よね書状（雄司借用金依頼）　庄助様奥異筆「明治 横折紙・1枚 1032－4
廿九年十一月廿四日夜取消」

（甥纈纈鶴田鵠甥参二輝輝①103肱
（明治19年）戌年12月28日

竪継紙・1通 1032－5

金子預り証券（写）　水野惣蔵庚亀作殿 明治30年12月17日 朱門罫紙半裁・1枚 0772

水野家証人・請人

（生酒引当金百両借用添書）　大坪村清三郎　当村市左衛門殿、五離村惣蔵殿

文政4年5月 竪紙・1枚 0924

（御口入弐口金弐百両借用証文）　大坪村借主清三郎　五困臥惣蔵殿、当村市左衛門殿　奥印あり

文政4年6月 竪紙・1枚 0965

（貴殿亡父金子加判返済方一札）　大坪村兵次郎、請人　市左衛門　五荷村喜十郎殿

文政5年11月 竪紙・折封・1枚 0895

戸狩村真宗寺借用証文書類 慶応4年10月 包紙・1枚 1231

（金四拾両借用金子証文拍）　戸狩村借用人真宗寺、　受人五荷村水野小右衛門　前坂村源之丞殿　奥書あり
慶応4年10月 竪紙・1枚 1231－1

覚（仕切）　越後長岡裏二之町亀屋儀左衛門　戸狩真宗　寺様御内大塚新兵衛様

卯3月13日 横切継紙・1通 1231－2

回忌弁済

覚（伊奈高三郎借用金三拾両請取）　坂本三蔵、吉松　四郎左衛門水野惣蔵殿

o（中嶋森之助借用金百五拾両受取）　浅山儀兵衛　水野小右衛門

嘉永6年12月

K8月

竪紙・折封・1枚

G紙・折封・1枚層

0881

O471

貸金請取
（元利金子壱両、銭八百文請取手形）　同村与五左衛門　小右衛門殿

元禄4年12月7日 竪紙・1枚 0856－

覚（金百両請取）　五山村惣蔵常田善之助代印　牧野庄　右衛門殿　　　　　　印墨消

天保4年12月三白． 横切継紙・1通 0861

覚（貸金元利之内金百七拾五両請取写共）三二勘定書　五荷村弥八郎　　　　　　　　桑名川村名主仙右衛門殿

明治5年5月3日 竪紙、横切紙・3枚 0848

覚（金弐百拾五両之内金五両仮請取）　五荷村幸右衛　門善左衛門代印　戸狩村真宗寺様

丑極月6日 竪紙・1枚 0859

辰4月22日 竪紙・1枚 0854

覚（去午九月貸金之内金三百両請取）　五荷村弥八郎　桑名川村仙右衛門殿

辛未7月3日 竪紙・1枚 0847

酉6月13日 横切紙・1枚 0843
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帳　簿

（時貸覚帳） （天明）元年～文化6年 横長美・1冊 0339－1

（利足金請取帳） 寛政2年～明治16年 横長美・1冊 0337－2

時かし覚帳　五荷村水野惣蔵 ’文化7年主月
横長美・1冊 0339－2

時借〔覚帳〕 文化12年10月改 横長美・1冊 0339－3

利足金請取帳　五荷村水野 文化12年～天保6年 横長美・1冊 0337－1

年賦金通帳　五荷村惣蔵　北条村清三殿 文政4年4月 横三半・1冊 0350

時貸帳　五自村水野惣蔵 文政4年10月吉日 横長美・1冊 0339－4

時貸帳　五自村水野喜重郎　　　　　　　　　、 文政8年正月吉日 横長美・1冊 0339－5

利足金拍帳　信州水内郡五荷邑水野惣蔵 （天保7年）申～天保12 横長美・1冊 0338
年

利銀取附帳 天保13年～嘉永5年 横長美・1冊 0334

利金勘定帳水野惣蔵 嘉永7年～万延2年 横長美・1冊 0335

利足金覚帳　水野小右工門 文久2年～慶応4年 横長美・1冊 0336

（利足金請取帳） 慶応3年 横長美・1冊 0337－3

紙仕入金借用帳　蕨野村丑太郎 明治元年ll月 横半半折・1冊 0390

丁丁　下水内郡豊田村ノ内五荷水野忠四朗　借用金領収証 明治17年8月～ 横半列・1冊 0344－1
綴朱書「第壱号」

証記　下水内郡太田村ノ内五荷水野鶴　朱書「第弐号」 明治17年8月～明治28 横半弓・1冊 　　　　　弓O344－2
年4月

弐類証記　下水内郡旧五荷村水野忠四郎朱書「第三号」 明治21年2月～ 横半列・1冊 0344．3

臨時信用貸金帳 明治42年～昭和10年 横長美・1冊 0341

その他

（金弐拾両借用証文）　五荷村借用主百姓代久吉他4名 文政3年10月日 竪継紙・1通 0926
大坪村清三郎殿

（金拾両借用証文）　借用三五荷村百姓代久吉、組頭源九 文政3年10月日 竪紙・1枚 0987
良、庄屋七右衛門　水沢村茂右衛門殿　奥書あり

（金子四両借用証文控）　今井村ノ内横川借主甚右衛門、 文政5年4か日 竪紙・1枚 1197
平野請人九右衛門、同断庄作、以下欠損］　欠損

（金三両借用証丁丁）　借用主五ケ村高源院、請人同村庄 文政9年5月日 竪紙・1枚 0923
屋源九郎　北条村平左衛門殿

（金子七両借用書入立合二付無尽返済法一札）　下今井 天保12年10月日 竪紙・1枚 0908
村当人次右衛門他3名　五荷村善左衛門殿

（借用金子証文案文） 安政5年3月 竪紙・1枚 0892

（金子百子両借用添書案文） 文久元年10月 竪紙・1枚・ 0919

借用金証券（案文） （明治9年） 竪紙・1枚・ 0998

借用四月延依頼証券（案文） （明治10年） 竪紙・1枚 0999

田畑引当金子借用証書雛形　北大廿八大区三小区借主、 明治11年 竪紙・1枚 0949
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請人

証（地券書換二付貸金証文預写）　旧五荷水野忠四郎 明治13年7月2日 竪紙・1枚 0770
旧今井高橋金次郎平他2名

（「難朧醐籍調帯贈野人青木小吉貸与金 明治26年 茶罫紙・1綴（2枚） 0157－18

証明書下書（太田村水野源次貸付金勘定）　下水内郡 大正4年2月17日 竪紙・1枚 1029
太田村水野惣蔵

（金子借用添書一札下書） 竪紙・1枚 0922

借用金証券（案文） （明治） 竪紙・1枚 0874

（借用金証書案文） （明治） 竪紙・1枚 0875

（酒蔵屋敷田畑等引当借用金証文下書） （明治） 竪紙・1枚 0921

（酒造屋敷・酒造蔵・諸道具引当）金子借用証書下書 （明治） 竪紙・1枚 0950

質　入

（男袷小袖・黒天女帯質置証文）　大坪村清三良　五荷
　村惣蔵殿

戌5月 竪紙・1枚 0601

小作地

当寅止血子取立覚帳　五盈虚惣蔵 文政元年10月改 横長美・1冊 0286－01

重富止血子改覚帳　水野惣蔵 文政2年9月 横長美・1冊 0286－02

丁丁ノ年小作丁丁帳　五丁丁水野惣蔵 文政2年10月 横長美・1冊 0286－03

当辰ノ秋小作籾入帳　藤木惣蔵 文政3年9月 横長美・1冊 0286－04

当巳小作籾改覚帳　五荷村 文政4年10月 横長美・1冊 0286－05

幽冥ノ小作籾入帳　五荷村水野惣蔵 文政5年10月 横長美・1冊 0286－06

利足井小作方改丁　五荷村喜重郎 文政6年10月 横長美・1冊 0286－07

（小作金取立覚帳） 文政7年4月 半・1冊 0292

申ノ小作籾改覚帳　水内郡五国璽藤木喜重郎 文政7年10月 横長美・1冊 0286－08

酉小作理解 文政8年10月 横長美・1冊 0286－09

酉町作方籾下り改帳　五荷村喜重郎 文政8年極月22日 横長美・1冊 0286－10

戌小作籾改帳　五町村水野幸右衛門 文政9年10月朔日 横長美・1冊 0286－11

暦年小作改帳　五荷邑水野幸右衛門内やい 文政9年10月 横長美・1冊 0286－12

戌小作籾改帳　五荷村水野幸右衛門 文政9年10月朔日 横長美・1冊 0286－13

当面小作籾出鼻　五箇三水野心右衛門 文政10年10月吉日 横長美・1冊 0286－14

当子ノ小作羽入帳　五荷村水野幸右衛門 文政11年10月 横長美・1冊 0286－15

当丑小作籾入帳　五集村水野幸右衛門 文政12年10月 横長美・1冊 0286－16

当山小作籾改帳　五荷邑水野幸右衛門 文政13年10月 横長美・1冊 0286－17

当卯ノ小作籾改丁　五荷邑水野幸右衛門 天保2年10月 横長美・1冊 0286－19
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当辰小作籾改帳　五荷引孝右衛門 天保3年10月吉日 横長美・1冊 0286．18

当時ノ入特改帳　信州水内郡五荷邑水野三右衛門 天保5年10月 横長美・1冊 0286－20

小作入上野帳　信州五荷村水野幸右衛門 天保6年10月 横長美・1冊 0286－21

コ入上野取附帳　五閉村水野惣蔵 天保8年10月吉日 横長美・1冊 0286－22

作徳下取附帳　五荷村水野惣蔵 天保9年10月吉日 横長美・1冊 0286－23

当小作門門覚帳　水野惣蔵 天保10年10月吉日 横長美・1冊 0286－24

当小作門門覚帳　五二村水野惣蔵 天保11年10月吉日 横長美・1冊 0286－25

当作徳下階覚帳　信州水内郡五荷村水野惣蔵蔵 天保12年10月吉日 横長美・1冊 0286－26

寅年下作籾覚帳　水野惣蔵 天保13年10月吉日 横長美・1冊 0286－27

寅年徳米籾為替門門 天保13年 横長美・1冊 0290

当小作籾覚帳 天保14年10月 横長美・1冊 0286－28

当辰小作籾入覚帳　信陽水内郡五荷村水野惣蔵 天保15年10月吉日 横長美・1冊 0286－29

当座覚（籾請払覚） 天保15年10月 横長美・1冊 0291－2

二三下弓入覚帳　水野惣蔵 弘化2年10月吉日 横長美・1冊 0286－30

当小作二三覚帳　水野惣蔵 弘化3年9月吉日 横長美・1冊 0286－31

（小作地書入）　戸狩村助三郎　五荷村水野惣蔵殿　墨消 弘化3年10月 横切紙・1枚 1223

当小作籾入覚帳　水野惣蔵 弘化4年10月 横長美・1冊 0286－32

善左衛門納所地畝歩井小作入立改 弘化5年3月16日 横長美・1冊
　　↓

O287

当小作三三覚帳 嘉永元年10月 横長美・1冊 0286－33

二酉小作三下覚帳 嘉永2年10月 横長美・1冊 0286－34

当田畑小作下上帳　水野惣蔵 嘉永3年10月 横長美・1冊 0286－35

当小作籾覚帳　水野惣蔵 嘉永4年10月 横長美・1冊 0286－36

当小作籾覚帳　水野惣蔵 嘉永5年10月 横長美・1冊 0286－37

当小作入籾勘定帳　五荷村水野惣蔵 嘉永6年10月 横長美・1冊 0286－38

当寅年小作入門覚帳　五荷村水野惣蔵 嘉永7年10月 横長美・1冊 0286－39

当小作入門覚帳　五三門水野惣蔵 安政2年10月 横長美・1冊 0286．40

当辰小作籾受取帳　水野惣蔵 安政3年10月吉旦 横長美・1冊 0286－41

当馬作州請取帳　水野惣蔵 安政4年9月 横長美・1冊 0286－42

当小作籾請取帳　水野惣蔵 安政5年9月 横長美・1冊 0286－43

当小作籾請取帳　五荷村水野小右衛門 安政6年10月 横長美・1冊 0286－44

当小作籾入門帳　五二村水野小右衛門 万延元年10月吉日 横長美・1冊 0286－45

当酉小作籾町上覚帳　水野小右衛門 文久元年10月吉日 横長美・1冊 0286．46

当小作籾入上覚帳　五二村水野小右工門 文久2年10月吉日 横長美・1冊 0286－47

当小作入学覚帳　五丁丁水野小右衛門 慶応2年10月吉日 横長美・1冊 0286－48
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（堀添地小作米難渋佗証文）　深沢弥助他5名　五荷村水 慶応3年3月 竪紙・1枚 0735－2

野小右衛門殿

当小作入籾覚帳　信州水内三五荷村水野弥八郎　表紙裏貼 明治4年10月吉之日 横長美・1冊 0286－49

紙：同年長野県郡別石代値段布達，内容記事なし

当小作入籾覚帳　信州水内郡五荷邨水野弥八郎 明治5年10月吉之日 横長美・1冊 0286－50

当戌年小作聖上籾調帳信州水内郡五荷邨水野弥八郎 明治7年10月差吉 横長美・1冊 0286－51

小作米受取帳 明治19年度 横長美・1冊 0288

（田畑宅地租税上納二付御届）　右持主水野ッル・小作人 明治19年12月4日 朱罫紙・竪切紙・1 0157－20
佐々木源吉　下水内郡照岡村・一山村戸長代理筆生藤巻 綴

源藤治殿

小作料全納受入帳 昭和21年度 横長半・1冊 0289

（籾渡覚帳） 丑 横長美・1冊 0293

（小作籾覚帳） 酉5月 横長美・1綴 0284

（小作籾取立覚帳） （江戸） 横長美・1綴 0285

当座覚帳（籾請払覚） （江戸） 横長美・1冊 0291－1

（小作山隠覚帳） （明治） 横長美・1冊 0286－52

（二藍立覚帳） 横長美・1綴 0414

小作証文

（田畑小作証文）　大坪村小作人仁左衛門、同立合九右衛 享和4年3月目 竪紙・1枚 0695
門　五荷白白右衛門殿

（畑地小作証文）　下今井村小作人金三郎、同村庄屋金左 文化4年3月日 竪紙・1枚 0704
衛門　五荷村幸右衛門殿

（譲り田地証文井二小作継証文）　蕨野村地主藤左衛門他 享和元年6月日、（小作 竪融・1通
0800－1

4名、（小作証文）蕨野村小作主藤左衛門、．曽根村受人平 証文）文化4年6月日
蔵　五ケ村幸右衛門殿（小作証文共）

（田地小作証文）　瀬木村内深沢小作人久右衛門、請人善 文化7年3月日 竪紙・1枚 0728
左衛門　五帰村惣蔵殿

（田地小作証文）　小作人大坪村九右衛門、同村立合又右 文化7年4月 竪紙・1枚 0724
衛門　五ケ村惣蔵殿

（田地小作証文）　五東村小作主武右衛門、小作請人武左 文化8年2月 竪紙・1枚 0702
衛門　五荷卸幸右衛門殿　奥印あり

（田地小作証文）　下今井村小作人左右衛門他2名　五荷 文化8年3月日 竪紙・1枚 0722
村幸右衛門殿

（田地小作証文）　大坪村小作人文六、請人千二良五荷 文化9年3月 竪紙・1枚 0712
村惣蔵殿

（田地小作証文）　瀬木村内深沢小作主清左衛門他2名 文化9年4月日 竪紙・1枚 0721
五荷村惣蔵殿奥印あり

（田地小作証文）　蕨野村小作人藤左衛門他4名　五ケ村 文化9年6月日 竪紙・1枚 0726
惣蔵殿

（田地小作証文）　蕨野村小作人惣三良他2名　五ケ村惣 文化11年3月日 竪紙・1枚 0800－2
蔵殿

（田地小作証文）　下今井村小作人金左衛門他2名　五荷 文化12年3月日 竪紙・1枚 0686
村惣蔵殿
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（田地小作証文）　下今井村小作主三郎右衛門他2名　五 文化13年3月日 竪紙・折封・1枚 0709－1
荷村惣蔵殿

（田地小作証文）　下今井村小作主九左衛門他2名　五荷 文化13年3月日 竪紙・1枚 0709－2
村惣蔵殿

（田地小作証文）　下今井村小作主惣左衛門他2名　五荷 文化15年3月日 竪紙・1枚 0707
村惣蔵殿

（田地小作証文）　下今井村小作人孫市他2名　五荷村惣 文化15年3月日 竪紙・1枚 0708
立命

（畑地小作証文）　下今井村小作人清助、同庄屋金左衛門 文化15年3月日 竪紙・1枚 0711
五荷村惣蔵殿

（田地小作証文）　下今井村小作主八左衛門他2名　五荷 文政2年3月日 竪紙・1枚 0696
村惣蔵殿

（田地小作証文）　瀬木村内深沢小作人仙六後家他3名 文政2年4月日 竪紙・1枚 0720
五荷村惣蔵殿

（田地小作証文）　曽根村小作人平右衛門他2名　五荷村 文政4年3月 竪紙・1枚 0710
惣蔵殿

（田畑小作証文）　下今井村小作主七良右衛門他2名　五 文政7年4月日 竪紙・1枚 0705
田村喜重郎殿

（田地小作証文）　下今井村小作人五左衛門、同断庄屋久 文政7年10月日 竪紙・1枚 0706
左衛門　五ケ村喜重良殿

（田地小作証文）　下今井村小作人真当院、同村請人吉左 文政12年3月日 竪紙・1枚 0690
衛門　五油壷幸右衛門殿　奥印あり

（新畑新田小作証文）　大坪村小作人作左衛門、同村請人 文政13年4月日 竪紙・1枚 0676
与四郎　五荷村幸右衛門殿　奥印あり

（田地小作証文）　下今井村小作人清助、請人右村庄屋平 天保5年3月日 竪紙・折封・1枚 0665
蔵五荷村水野惣蔵殿

（田畑小作証文）　下今井村小作人久次良他2名　五荷村 天保5年3月日 竪紙・1枚 0713
幸右衛門殿

（田畑小作証文）　下今井村小作人兵太夫他2名　幸右衛 天保6年3月日 竪紙・1枚 0693
門殿

（田地小作証文）　飛沢小作人甚三郎、同村受人沖右衛門 天保9年4月 竪紙・1枚 0685
五荷村惣蔵殿

（田畑小作証文）　下今井村小作人茂左衛門他2名　五荷 天保10年3月日 竪紙・折封・1枚 0689
村惣蔵殿奥印あり

（田地小作証文）　下今井村小作人兵左衛門、同請人源蔵 天保10年3月日 竪紙・折封・1枚 0715
五荷駄惣蔵殿奥印あり

（田地小作証文）　下今井村小作人五左衛門他2名　五荷 天保11年3月日 竪紙・折封・1枚 0714
村惣蔵殿

（田地小作証文）　深沢小作人清蔵、同受人平蔵　五荷村 天保12年3月日 竪紙・折封・1枚 0677
惣蔵殿奥印あり

（畑地小作証文）　下今井村小作人文太夫、請人只右衛門 天保12年3月日 竪紙・折封・1枚 0716
五荷村惣蔵殿奥印あり

（地所小作証文）　下今井村小作人只右衛門、同請人文太 天保12年3月日 竪紙・折封・1枚 0717
夫惣蔵殿　奥印あり

（田畑小作証文）　下今井村小作人文太夫、同村請人藤右 天保13年3月日 竪紙・二二・1枚 0672
衛門　五荷崩惣蔵殿　奥印あり
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（田地小作証文）　大坪村小作人安五郎、同村請人久蔵 嘉永4年3月日 竪紙・1枚 0723
五牙関水野惣蔵殿　奥印あり

（田地小作証文）　下今井面作主六右衛門、同請人孫右衛 嘉永6年3月 竪紙・折封・1枚 0664
門　五荷村水野惣蔵殿　奥印あり

（田畑小作証文）　下今井面作主孫右衛門、同請人六右衛 嘉永6年3月 竪紙・取 0701
門　五荷村水野惣蔵殿　奥印あり

（田畑小作証文）　下今井村小作人仁太夫、同親類請人只 嘉永6年3月 竪紙・折封・1枚 0718
右衛門　水野惣蔵殿　奥印あり

（田地小作証文）　瀬木之内深沢小作人平蔵他2名　五荷 安政4年4月 竪紙・折回・1枚 0687
村水野惣蔵殿

（田畑小作証文）　下今井村小作主久松、同村請人見代吉 文久元年3月日 竪紙・折封・1枚 0666
五三唱水野小右衛門殿　奥印あり

（田地小作証文）　戸狩村小作預主藤兵衛、同村親類請人 文久元年3月 竪紙・折封・1枚 0673
源之助　水野小右衛門殿　奥印あり

（田畑小作預り証文下書） 文久元年10月日 竪紙・1枚 0697
5　｝

（田地小作証文）　下今井村小作主重三郎、同村請人源三 元治2年3月 竪紙・折封・1枚 0668
郎　水野小右衛門殿　奥印あり

（畑地小作証文）　下今井村小作人三右衛門他2名　同村 文久3年3月日 竪紙・折封・1枚 0699
水野小右衛門殿　奥印あり

（田畑小作証文）　大坪村小作人安五郎、同村受人仁左衛 元治2年3月 竪継紙・折封・1通 0671
門　水野小右衛門様　奥印あり

（田地小作証文）　下今井村小作主面左衛門、同村請人長 慶応元年7月日 竪紙・折封・1枚 0669
右衛門　五荷村水野小右衛門殿　奥印あり

（田畑小作証文）　大坪村小作人喜右衛門、同村親類請人 慶応3年3月 竪紙・折封・1枚 0667
久蔵水野小右衛門様

●　　　　　9

（田畑小作証文下書）　曽根村小作主他2名　奥印あり 慶応3年4月 竪紙・1枚 0703

（畑地小作証文）　下今井村小作人六右衛門、同村請人惣 明治3年3月日 竪紙・折封・1枚 0670
四郎馳五荷村水野小右衛門様　奥印あり

（田地小作証文）　曽根村小作主二宮善衛門、同村受人二 明治6年4月日 竪紙・折封・1枚 0725
宮治良三良　五荷台水野弥八郎殿　奥印あり

小作入前引受添証　北第二十八大区二小区旧今井水野源 明治11年7月21日 竪紙・折封・1枚 0674
治郎、小作入揚引受人村松彦三郎　同大区三小当幽幽荷
村水野弥八郎殿　印紙あり

永代（田地）小作証券　下水内郡一山村小作人渡辺藤左 明治17年12月6日 竪紙・1枚 0684
衛門、伺村証人久保田小弥二良　下郡豊田村水野忠四郎
殿　印紙あり

地所（宅地・畑）小作証証　長野県下水内郡豊田村之内 明治18年3月19日 丁半罫紙・1枚 0678
旧五荷小作人水野新之丞　同郡同村水野ツル殿　印紙あ

小作水入証書　長野県下水内郡豊田邨旧五荷小作人村山ゆ 明治18年3月7日 栓竪罫紙・折封・1 0730
き、保証人水野新之丞　地主水野ツル殿　印紙あり 枚

耕地（畑）小作証書　下高井郡高野村小作人佐藤弥市、 明治21年5月9日 竪紙・1枚 0679
同村証人佐藤三年作　下水内郡豊田村水野忠四郎殿　印
紙あり

下水内郡太田村柳冨治郎小作関係書類 主題・1枚 0680

（田地小作証文）　下水内郡太田村大字二郷之内旧大坪 明治22年1月20日 竪紙・1枚 0680－1
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小作人柳冨治郎、同郡同村之内旧曽根証人丸山伊右衛
門　同郡同村之内旧五荷　印紙あり

拾ケ年賦借用金証券　下水内郡太田村大字常郷之内開 明治22年9月26日 竪紙・1枚 0680－2
曽根借用人丸山伊右衛門、同郡同村之内大坪組証人柳
冨治郎　同郡同村豊田村之内旧五荷水野忠四郎殿　印
紙あり

小作証券　下水内郡常郷村第百五拾九番地回ノ宮小右衛 明治22年5月1日 丁半罫紙・折封・1 0675
門、同意百六拾五番地請人ニノ宮要右衛門　五荷水野忠 枚
四郎殿　印紙あり

（田地）小作証券　太田村今井組小作人村上源十郎、同村 明治23年5月24日 丁半罫紙・折封・1 0682
保証人栗山九右衛門　同村水野忠四郎殿　印紙あり 枚

耕地（畑・原野）小作証書　小作人柳要五郎水野つる 明治27年3月31日 竪紙・1枚 0683
殿　印紙あり

諸記入帳　五下松屋Nα1 明治36年 三半半折・1冊 0345

（田地小作証文）　下今井村小作人林右衛門、同請人文太 竪紙・1枚 0694
夫　水野惣蔵殿　奥印あり

（斉藤兼五郎小作地、借地反別書上） （明治） 竪紙・1枚 0996

（耕地小作預書案文） 竪紙・1枚 0700

小作籾払

（甲子勘定取金書上）　断簡 寛政元年極月 折紙・1枚 0416－3

当早年唐子払方覚帳　五荷村水野幸右衛門 文政12年4月吉日 横長美・1冊 0398－03－2

当辰野籾売野帳　五荷村藤木氏 天保3年4月吉日 横長美・1冊 0398・03－1

当巳籾叩売野帳信州水内二五荷村水野幸右衛門 天保4年4月～天保6年 横長美・1冊 0398－02

三豊売払日記牒　五二村藤木 天保7年2月吉日 横長美・1冊 0398－01

丁年叩売勘定下り覚帳 天保a年正月 横長美・1冊 0398・04

地子売払帳水野惣蔵 天保12年正月吉日 横長美・1冊 0398－05

申幽幽売血足元画帳 嘉永元年12月 横長美・1冊 0398・08

年々籾売払出 嘉永元～3年 横長美・1冊 0398－06

年々籾払方覚帳 嘉永5年正月～7年 横長美・1冊 0398－07

籾子払覚帳水野惣蔵 安政4年4年～明治4年 横長美・1冊 0398－09

（籾子払覚） 丑10月　拍 横長美・1綴 0398－10

（籾代金覚） 寅11月 横長美・1綴 0398－11

（鵯灘艘鑛叢野州へ編麟添陳 8月15日 横切紙・1枚 1198

川洲太良様

（翁渡方覚） （江戸） 横長美・1冊 0399

水野家小作

（町方小作証文）　五町村弥八郎　上野新田村七右衛門殿 明治3年6月 竪紙・折封1枚 0733
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絵　図

（小作田地絵図面）
明治3年3月 竪紙・4枚 0807

（小作預り地絵図面）　北第廿八大区二小区常郷村北組小
作人小境伊左衛門他2名　同大区三小区豊田村地主水野弥 明治11年 竪紙・折封・1枚 0604
八郎殿　印紙あり

（小作預り絵図面）　北第二＋八大区二三区二郷村中下川
面佐々木金造　同大区三小口豊田村水野源八郎殿 （明治21士力） 竪紙・折封・1綴（ 0698

2枚）

（田地小作絵図面下書）　北第廿八大区劃鉱区常郷村北組
小作人、右村代議人ニノ宮 竪紙・1枚 0729

その他

売仕切（作徳米千俵代金） 金徳屋三良兵衛 水野惣蔵 慶応3年8月23日 竪継紙・1通 0797
様

（小作地村々田等級留） 茶色宿紙 （明治） 折紙、横切紙・1綴 0415

（斉藤兼五郎小作地書上） 横折紙・1枚 0727

酒　造

（酒造株譲り証文）　堀之内村酒造株譲人又兵衛他2名 天保11年12月 竪紙・折封・1枚 1068
当切藤左衛門殿

（酒造御鑑札出野幸左衛門方へ譲渡願書写）　酒造譲 天保14年5月 竪紙・1枚 1071
主願人上町孫助他4名　御奉行様　奥印あり、本文書はNα
1070文書作成時の雛形

（譲渡酒造御鑑札証文写）　酒造御鑑札三主堀之内二二 嘉永2年4月 竪紙・1枚 1069
左衛門他5名　水野惣蔵殿

（酒造御鑑札水野惣蔵方へ譲渡願書写）　酒造譲主願人 （嘉永2年） 竪紙・1枚 壌070

堀之内村藤左衛門他7名　高野助一郎様

（畑高井酒造一巻質入証文下書）　水内郡戸隠新田質置 嘉永7年閏7月 竪継紙・1通 1073
主他3名　同郡柏原宿御本陣問屋中村六左衛門殿　奥書あ

（酒造一巻預り証文下書）　水内郡戸隠新田酒造一巻預 嘉永7年閏7月 竪紙・1枚 1074
人他2名　同郡柏原宿問屋御本陣中村六左衛門殿　奥書あ

一札之事（酒造御鑑札借請証文）　堀之内村借主達次郎、 嘉永7年10月 竪紙・折封・1枚 1072
同村請人藤左衛門　五荷村水野惣蔵殿　奥印あり

酒蔵（ママ）御鑑札譲請御礼配物控　水野惣蔵 安政2年10月 横長美・1冊 0223

慶応四辰年正月酒造一件二付飯山出張控 慶応4年正月 横長美・1冊 0404

（酒造石数二階村々配当酒造人歎願書）　小境村配当酒 慶応4年正月 横長美・1冊 0407
造人岩蔵・普光寺村同断清三郎・芋川村同断平次郎他32
名

越後米請取覚 （明治2年）巳2月 垂垂半折・1冊 0391

白米請取通　利助　三蔵殿 （明治2年）巳12月 横半半折・1冊 0386－2

普請当用書類 明治2年 袋・1枚 1212

巳十一月桶工作料仕切関係書類 包紙・1枚 1212－01
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覚（仕切）　桶や零次郎五荷村水野旦那様 巳極月20日 横切継紙・1通 1212－01－1

おぼへ（仕切）　桶工零次郎水野旦那様 明治2年11月4日 横切紙・1枚 1212－01－2

（桶工人日書上） 折紙・1枚 1212－01－3

（桶仕様書上） 折紙・1枚 1212－01－4

桶駅手合金関係書類　包紙ウワ書「赤沢村久右衛門殿 明治2年 包紙・1枚 1212－02
桶応手合金請取入」

覚（見積及内金請取）　越後赤沢久左衛門　五荷村 （慶応4年）辰3月26日 横切紙・1枚 1212－02－1

水野小右衛門様　貼紙：内容は水野家書留で11月24
日先方手代が来て桶注文多いため大桶のみ受注、先
日羽守中一夜止宿の人物評　貼紙あり

越後赤沢久左衛門書状（去冬使之者不将御詫、小 4月22日 横切継紙・1通 1212－02－2
物まで網羅、大坪渡之旨）　五荷村水野小右衛門
様

覚（①船方勘定、②船先内金受取、③桶荷受取） ①8月2日、②8月3日 横切継紙、横切紙 1212－02－3

①西大瀧太左衛門、②船頭巳之松、③五ケ村小右衛 糊付・1通、2枚

門　①②五司直小右衛門、②船頭巳之助

積贈り状　西大瀧村善八五荷村小右衛門様貼紙あ
@り

巳8月6日 横切紙・1枚 1212－02－4

覚（酒桶子代金請取）　赤沢村久左衛門　五荷村小 巳9月18日 横切紙・1枚 1212－02－5

右衛門様

覚（見積）　赤沢村久左衛門 横切継紙・1通 1212－02・6

（記号及寸法書） 折紙・1枚 1212－02－7

松板・竹送り関係書類 包紙・1枚 1212－03

覚（面識仕切）　戸隠村喜左衛門　五荷村小右衛門 辰12月16日 横切紙・1枚 1212－03－1

様

（諸仕切綴） 巳3月19日～7月13日 横切継紙、横切 1212－03－2
紙・1綴（1通、7枚）

覚（板数寸法書）　五自村小右衛門様 巳4月3日 折紙・1枚 1212－03－3

覚（借用板控） 巳9月19日 横切継紙・1通 1212－03－4

覚（板代金勘定） 横切紙・1枚 1212－03－5

（出村石工関係仕切等綴）　4～15紙繕一括 巳3月21日～4月13日 横切継紙、横切 1212－04
紙・1綴（3通、3枚）

覚（仕切）　信州飯山本町越路屋惣蔵五荷水野様 巳5月13日 横切紙・1枚 1212－05

覚（釘代金勘定） 7月5日 折紙・1枚 1212－06

覚（針金代金勘定）　□□丹二良上 7月11日 横切継紙・1通 1212－07

越村石工伊之松書状（御引合石割御渡日延願）　五 7月22日 横切紙・1枚 1212－08
荷出御苗宗蔵様

覚（仕切）　道具や弥三郎五荷村水野様 9月20日 横切紙・1枚 1212－09

覚（仕切）　①②上町かじゃ勝蔵①中嶋屋源右衛門様、 ①巳10月14日、②巳12 横切継紙・2通 1212－10

②五荷村水野宗蔵様袖糊付 月

覚（仕切）　かちや善右衛門　五荷村幸右衛門様 明治2年10月18日 横切紙・1枚 1212．11

覚（仕切）　戸狩丁丁かじ　上袖糊付 巳12月20日 横切紙・2枚 1212－12
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覚（仕切）　山石屋五荷村直助様 巳12月 横切継紙・1通 1212．13

覚（釘代金仕切）　こしぢや惣蔵　中嶋屋様 明治2年 横切紙・1枚 1212－14

戸狩村山石屋書状（賀詞井仕切）　五荷村小右衛門 正月17日 横切継紙・1通 1212－15

様

桶越・材木仕切関係書類 包紙・1枚 1212－16　．

覚（二子仕切）　西大瀧村売人作之助、立会人同村 巳3月22日 横切紙・1枚 1212－16－1

祐助　五荷村水野小右衛門様

覚（板・小葉数書上） 3月22日 竪紙・1枚 1212－16－2

覚（荘子船方杉之助渡）　巳4月朔日 横切継紙・1通 1212－16－3

おぽい（船賃銭請取）　舟方杉之助　五荷村小右衛 巳4月朔日 横切紙・1枚 1212－16－4

門様

（桶子見積） 横切紙・1枚 1212－16－5

覚（材木作料仕切）　高砂や　水野様貼紙あり 明治2年12月 横切紙・1枚 1212－16－6

五東村高橋越前守書状（御本社脇杉木値段及伐木 6月6日 横切継紙・1通 1212－16－7

許可）　小峰村高砂屋数右衛門様

酒造当座帳　信［州］水内郡五荷卸松屋弥八郎 明治3年2月吉日 横長美・1冊 6406

白米請取通利助 明治3年10月 横半半折・1冊 0386－1

玄米請取通 明治3年10月 横半半折・1冊 0387

籾請取通帳 明治3年10月 横乗半折・1冊 0388

記（籾代金請取）　飛沢戸長廣瀬孫左衛門　五荷村水野 明治6年1月15日 竪紙・1枚 0769
弥八郎殿

（酒造規則不心得御宥免願）　下水内郡醸造人水野弥八 明治12年12月10日 赤色半罫紙・折 1065
郎　長野県醸造検査員小野萬吉殿　奥印あり　印墨消 封・1枚

酒造営業委任状聖画書類控綴込　水野つる 明治25年12月～ 半・1冊 0403－1

相続証明願控（遺産相続旧記出願二三）　水野さく　太 明治26年2月8日 竪・1枚 0403－3

田村長阿部守三郎殿

請求書（酒造税法ニヨリ納税保証ノ為メ物件相願置候二 明治29年11月14日 竪・1枚 0403－2
付）　水野つる　飯山支金庫御中

桶子聴覚 （明治） 横美半・1冊 0392

記（酒造仕入勘定） （明治） 横切継紙・1通 1078

（金籾勘定拍） 辰～未 横長美・1綴 0348

未十一月廿一日より廿四日迄酒造集会関係書類 包紙・1枚 1217

大坪村市左衛門書状丸写（酒値段相談致度旨）　大 ll月4日 横切紙・1枚 1217－1

坪山根屋他1名　酒造人衆中様

覚（酒造関係人給分取極）　戸狩村二而集会 未11月21日 折紙・1枚 1217－2

（酒造関係人給分取極）　戸狩三二而集会 未11月21日 横切紙・1枚 1217－3　、

（酒造人集二二末書、酒造人より市左衛門方へ付合
f書状控）

11月24日 折紙・1枚 1217－4

覚（酒造諸費） 未11月 折紙・1枚 1217－5
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覚（酒造関係人諸費） 横切継紙・1通 1217－6

（酒蔵杜氏奉公人請状下書） 竪紙・1枚 0798

覚（酒蔵引請証文案文） 竪紙・1枚 0862

（酒造御鑑札譲渡願書雛形）　酒造株譲り主願人他10名 竪紙・1枚 1075

（二丁譲り渡証文雛形）　二丁譲り主他2名、村役人 竪紙・1枚 1076

（酒造一巻質入証文雛形） 竪紙・1枚 1077

養　蚕

養蚕諸雑用帳 明治3年 横長美・1冊 0405

真宗寺真正講長

（無尽金勘定）　真宗寺世話人五荷水野弥八郎様貼紙 明治9年12月28日 横切継紙、横切 1242
あり、灰色宿紙 紙・1通、1枚

年賦金借用証（金拾七円）　下水内郡太田村三百弐最下 明治40年11月目 竪紙印刷・1枚 1021
番地借用人小林庄作、同郡同村三百四拾五番地保証人青
木助治　水野惣蔵殿　印紙あり

年賦金借用証書．（金百弐拾円）　下高井郡豊郷村大字坪 明治42年5月17日 青色半罫紙・1枚 1028
山百八拾壱番地借用人片塩源治　同村酒田啓治郎殿　飯
山区裁判所虫生出張所登記済証あり　印紙あり

年賦金借用証（金六拾参円）　下水内郡太田村大坪真宗 明治43年11月17日 竪紙・1枚 1022
寺坊守借主井上利枝、同郡岡山村温井保証人村山廣右工
門　真正平々長水野惣蔵殿　印紙あり

金円借用証券（金四拾円）　下水内郡太田村借用人井上 明治44年3月6日 竪紙・1枚 0957
興恵、同郡岡山村字上境保証人市村伊右工門　真正講々
長水野惣蔵殿　印紙あり

借用金証書（金弐拾五円）　下水内郡外様村借主清水千 明治44年5月22日 竪紙・1枚 1034
代造　同郡太田村真宗寺真正講長同郡太田村水野惣蔵殿

年賦金連帯借用証券（金七円五拾銭）　下水内郡岡山 明治44年11月25日 竪紙・1枚 1023
村弐番地連帯借用人樋口又右工門他3名　真正講長水野惣
蔵殿

年賦借用金証券（金参拾円）　下水内郡岡山村借用人小 明治44年11月日 竪紙・1枚 1035
田切又七、同郡同村八二〇番地借用人小田切清　真正
講々長水野惣蔵殿　奥異筆「本金正二領収候也大正七年十
二月十八日」　印紙あり

年賦連帯借用金証券（金四拾八円）　下水内郡外様村
@五番地借主服部七左衛門、同郡同村同番地借主服部熊次

明治45年5月28日 赤色半罫紙・1枚 1024

郎　真正講々長水野惣蔵殿

年賦連帯借用金証書（金拾五円）　下水内郡岡山村大字
@一山三四三〇番組用人藤巻信次、同郡同村弐百参拾番地

（明治45年） 竪紙・1枚 1025

借用人高藤長吉　真正講長水野惣蔵殿　印紙あり

年賦償還金借用証書（金三拾六円）　下水内郡岡山村
@八二〇番地借主小田切清、同村保証人小田切伊之助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真

大正元年11月17日 赤色半罫紙・1枚 1026

正講々長水野惣蔵殿　印紙あり

年賦金借用証券（金拾弐円）　越後国中頸城郡長沢村借 大正2年5月20日 竪紙・1枚 1027
主大野助左衛門村山廣右衛門代印　真正講々長水野惣蔵
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門

借用金証券（金六円）　下水内郡岡山村借用人佐藤徳太 大正2年11月17日 竪紙・1枚 1036
郎、同歯同村保証人吉越想吉　真正講々長水野惣蔵殿

連帯借用金証書（金七百八円）　下水内郡太田村借用人 大正4年1月20日 竪紙・包紙・1枚 1037
水野惣蔵他8名　真正講々長水野惣蔵殿

井上家貸付証書　折封ウワ書「大正三年七月調内証四通」 大正7年12月28日 晶出 1031

とあるも2枚のみ

連帯借用金証書（四百九拾八円五拾七銭七厘）　下 大正7年12月28日 竪紙・1枚 1031－1

水内郡太田村雨用人井上扇面、同郡太田村借用人井上
惟定　真正講世話人水野惣蔵殿

連帯借用金証書（四百六拾四円参拾五銭五厘）　下 大正8年6月10日 竪紙・1枚 1031－2

水内郡太田村井上興恵、下水内郡太田村井上惟定　真
正面々長水野惣蔵殿

調書（証書額面） 横折紙・1枚・ 1031・3

（戸狩村真宗寺様無尽懸ケ金勘定） 横切紙・1枚 1209

（無尽金勘定） 横切継紙・1通 1239

（無尽金勘定）　灰色宿紙 横切継紙・1通 ¶240

記（無尽金勘定）　真宗寺無尽世話方　旧五荷水野様 横切紙・1枚 1241

赤色罫紙裁断

無　尽

覚（北条村幸右衛門取立無尽残金引請証文〉　五荷村 天明8年2月16日 竪紙・1枚 0852
当人三郎右衛門他3名　当村小右衛門殿

（無尽譲り証文）　下今井村横川譲り主清右衛門、請人権 寛政2年4月 竪紙・1枚 0829
太郎　五ケ村運右衛門殿

籾無尽取立帳　適当曽右衛門 寛政12年10月12日～文 横長美・1冊 0351
政7年10月

（尾崎村甚太夫殿無尽金懸継一札）　大坪三九右衛門 文化7年10月日 竪紙・1枚 0823
五荷村惣蔵殿

勘定覚帳水野惣蔵 文化9年正月吉日 横長美・1冊 0342－1

頼母子取立帳　総記水野惣蔵 文化9年10月3日～文政 半・1冊 0352
8年4月

頼母志掛金取附帳　発記水野惣蔵 文化9年10月3日 横長美・1冊 0353

勘定覚帳　五荷村醸蔵村々勘定覚 文化10年正月吉日 横長美・1冊 0342－2

勘定覚帳水野宗蔵 文化11年正月吉日 横長美・1冊 0342－3

忠見寺頼母子割返帳　五荷村庄や庄蔵 文化11年極月 横長美・1冊 0360

覚（借用金無尽引受証文写）　当村惣蔵他2名　常治郎 文化12年正月日 竪紙・1枚 0855
殿

子ノ勘定帳　五荷村惣蔵 文化13年正月 横長美・1冊 0342－4

当丑ノ諸勘定帳　五荷村惣蔵 文化14年正月 横長美・1冊 0342－5

当寅年勘定帳　五二村惣蔵 文化15年正月 横長美・1冊 0342－6
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（無尽金預り規定一札）　大坪村発起人清三郎、立合市左 文政3年7月日 竪紙・三二・1枚 0824
衛門　五荷村惣蔵殿　奥書あり

（無尽会合日書上）　（文政3年） 横切紙・1枚 1099

無尽掛金覚帳　水野幸右衛門 文政13年・天保2年 横美半・1冊 0354－2

無尽掛金覚帳　水野幸右衛門 天保3年 横美半・1冊 0354－3

頼母子掛金覚　信州水内郡五荷村水野惣蔵 天保4年～13年 横長美・1冊 0354－1

万覚日記拍帳（妙林寺無尽）　寅蔵 天保14年閏9月 横長美・1冊 0362

修理講金請取通　世話人和泉屋茂三郎・伊藤林右衛門・出 嘉永4年5月 横美声・1冊 0366
野重次郎他1名　水野惣蔵殿

（愛宕町長右衛門分無尽端金請取証文）　中条村武右衛 嘉永5年12月日 竪紙・折封・1枚 0827
門　五荷村宗蔵殿

頼母子懸金請取通　伊奈高三郎　五荷村水野惣蔵殿・泉 嘉永6年5月 横美半・1冊 0363－1

志望右衛門殿取次

（頼母子講閲金三拾両預証文）　五荷村水野惣蔵、同村 嘉永7年4月 竪紙・折封・1枚 0461
庄屋請人清右衛門　仙境村儀右衛門殿

（頼母子講閻金三拾両預証文）　五荷村預り主水野惣蔵、 嘉永7年4月 竪紙・折封 0468
霊境新田請人長右衛門　御連中様

（無尽当極規定書一札）　下今井村無尽問屋甚兵衛、同村 安政6年11月日 竪紙・包紙・1枚 0826
請人源三郎　五荷村水野小右衛門様

融通講御通　牧埜庄右衛門　水野小右衛門様 安政6年極月吉日 横坐半・1冊 0368

頼母身幅掛金請取通　森良伯水野小右衛門様 文久元年11月 横坐半・1冊 0363－2

頼母子御通　発起人升多屋又左衛門　五山村真助様 文久元年12月 横坐半・1冊 0363－3

頼母子講掛金通帳　発起人戸隠新田政右衛門・世話人水 文久2年11月吉日 横美半・1冊 0363－4
沢村茂右衛門・藤屋直兵衛印他1名　五旭村水野直助様

融通血止曲金通　柏尾村発記人血右衛門五荷村水野様 文久3年8月 横美半・1冊 0369

（名所清水田引当惣御連中様より金子拾五両預り証文） 文久3年8月 竪紙・折封・1枚 0869
五荷村預主水野小右衛門、小境村請人平之丞　柳沢村平
昇殿

（無尽金弐拾両預証文）　水野小右衛門小出通兆様墨 元治元年4月28日 竪紙・1枚 0464
抹消

（無尽金勘定書） （元治元年5月） 折紙・1枚 1094

六親講頼母子掛金通　発起人中條周輔世話人　水野小右 慶応元年閏5月吉日 横陛下・1冊 0364
衛門殿

六親構（ママ）御壁金請取通　発起人佐兵衛水野小右衛門 慶応元年閏5月 横飛半・1冊 0365
様

一札之事（中曽根村長左衛門無尽当極引合書）　中曽 元治2年6月日 竪紙、横切継紙・1 1180
根村発起人長左衛門、世話人重右衛門、平左衛門　五荷 枚、1通

村水野小右衛門様　包紙あり

（無尽引合一札）　下今井村発起人小三郎、同村請人源三 慶応元年8月日 竪紙・二言・1枚 0828
郎水野小右衛門様

融済講仕方帳　順慶寺世話人 慶応元年10月 半・1冊 0372

頼母子講取集通帳　大坪村市左衛門　水野小右衛門様 横言半・1冊 0363－5

慶応2年4月吉日
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融通講請取帳　戸狩村真宗寺世話人五荷村水野小右衛門 慶応2年5月 横三半・1冊 0370
様

頼母子掛金通　本多氏岡田大助・世話人伊藤銀助・中村屋 慶応3年6月 横美半・1冊 0363－6

伝右衛門他1名　五荷村水野小右衛門殿

御掛金通帳　戸隠新田発起人喜左衛門　世わ人中　五荷村 慶応4年4月13日 横美半・1冊 0367
小右衛門様

融通講六人発起御盛金請取通　野沢村健命寺水野小右 明治元年ll月27日始 横山盛・1冊 0371

衛門様

頼母子講掛金通　永江村発起人長右衛門　水野小右衛門様 明治2年11月～ 横丁半・1冊 0363－7

顔戸村弓蔵殿無尽取入書立 明治6年7月20日 折紙、横切紙、横 1177
切継紙・3枚、1通

（御無尽延金千円借用証文控）　借用人五荷村水野弥八 明治7年5月 竪紙・1枚 0953
郎、請人水野庄助、借用人飯山町牧野長蔵、請人牧野庄
右衛門　嶋津金四郎殿堂5名

無尽名画簿 明治10年12月 横長美・1冊 0356

記（拙者発起無尽掛戻金請取）　柏尾村川久保源左衛門 明治11年5月12日 横切紙・折回・1枚 0822
五二村水野弥八郎様

弐番会取回帳　取番中澤惣左［衛門］ 明治11年5月16日 横長美・1冊 0357－01

三番会取回帳　取番水野惣［次郎］ 明治11年11月28日 横長美・1冊 0357－02

四番二二附記　取人水野健順 明治12年5月9日会 横長美・1冊 0357－03

頼母子掛金通　小林伝兵衛発起世話人水野彌八郎様 明治12年5月 横美半・1冊 0363－9

頼母子通　発起五束五荷水野弥八朗様 明治12年9月28日 横美半・1冊 0363－8

五番会取回帳　取人高橋三蔵 明治12年11月8日 横長美・1冊 0357－04－1

六番会取回　取人丸山七右衛門 （明治）13年5月13日 横長美・1冊 0357－04－2

七番会取回　取人丸山重吉 （明治）13年11月28日 横長美・1冊 0357－05

八番会取回帳　取人水野利［兵衛］ 明治14年5月16日 横長美・1冊 0357－06

九番会取付帳　水野［吉左衛門］ 明治14年11月17日 横長美・1冊 0357－07

拾番会盟附帳　取人水野庄［助］ 明治15年5月8日 横長美・1冊 0357－08

拾壱番乱取附奪取人高橋竹蔵・同中澤峯松 明治15年11月21日 横長美・1冊 0357－09

拾弐番糟取附帳　取人高橋民右衛門 明治16年5月2日 績長美・1冊
0357－10

拾三番会取附帳　取人中澤曽右衛門 明治16年11月25日 横長美・1冊 0357－11

拾四番二丁附帳　取人高橋三蔵 明治17年5月4白 横長美・1冊 0357－12．

拾五番会児等帳取人丸山磯三治 明治17年11月16日 横長美・1冊 0357－13

拾六番会取痩肉取人水野嘉市 明治18年5月8日 横長美・1冊 0357－14

拾七番脂取附帳　取入人中澤惣左衛門 明治18年11月18日 横長美・1冊 03与7－15

拾八番判取附帳　取人中澤藤右衛門 明治19年5月18日 横長美・1冊 0357－16

拾九番会取直帳　取人丸山［］ 明治19年11月22日 横長美・1冊 0357－17

第弐拾会取附帳　常郷村之内曽根［組］取人湯川泰［三 明治20年5月 横長美・1冊 0357－18
郎］．
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諸方無尽請取書井二勘定書入袋 （明治）20年8月改メ 1袋 0375

（無尽掛金請取書）　（水野宛） 明治12年～明治15年 横切紙、横切継 0375－01
紙・1綴

（無尽掛金請取書）　（水野宛）　水色宿紙 明治15・17年 横切紙、横切継 0375－02
紙・1綴

（無尽掛金請取書）　（水野宛） 明治16・17・19年 横切紙・1綴 0375－03

（無尽掛金請取書）　（水野宛） （明治）18年 横切紙・1綴 0375－04

（無尽掛金請取書）　（水野弥八郎） 明治17年 横切紙、横切継 0375－05
紙・1綴

（県社講無尽掛金請取書）　県社講世話人　（水野 （明治）18～20年 横切紙・1綴 0375－06
宛）

（無尽掛金請取書）　（水野宛） 明治18・19・22・23年 横切紙、横切継 0375－07
紙・1綴

（無尽掛金請取三井勘定書） 明治19・20年 横切紙、折紙・1綴 0375－08

（三二寺無尽掛金控井請取書） （明治13年） 横切紙・1綴 0375－09

（飯山おかず無尽掛金請取書）　（水野宛） 明治18年 横切紙・1綴 0375－10

（無尽掛金請取書）　（水野宛） 明治20年 横切紙・1綴 0375－11

（無尽掛金請取書）　（水野宛） （明治）17・18年 横切紙・1綴 0375－12

（無尽掛金請取書）　（水野宛） 明治16・17年 横切紙・1綴 0375－13

（無尽掛金請取島井勘定書） 明治20年 横切紙、横切継紙、 0375－14
折紙・1綴

（無尽掛金請取書）　五荷村無尽帳場水野忠四郎殿 （明治） 横切紙・1枚 0375－15

弐拾壱番掛取附帳　豊田村ノ内五荷組取人水野［］ 明治20年11月15日 横長美・1冊 0357－19

弐拾弐番会取附帳　取人丸山善之助・同上旧曽根丸山鶴 明治21年5月8日 折紙・1枚 0357－20
蔵　綴じ紐なし

弐拾三番会誌定帳　宿村山ヨキ・丸山豊吉 明治21年11月24日 横長美・1冊 0357－21

弐拾四番二二二二　取人水野新之［丞］・水野良［太郎］ 明治22年5月16日 横長美・1冊 0357－22

諏方講無尽発起取附帳　発起五荷組 明治22年5月28日 横長美・1冊 0358

弐拾五番階調附帳　取人水野つる 明治22年11月13日 横長美・1冊 0357－23

諏方講弐番会回附帳　取人小野沢魯雄 明治22年11月23日 横長美・1冊 0359－1

諏方講第参番取附帳　取人丸山七右工門 明治23年5月3日 横長美・1冊 0359－2

弐拾六番幹理付帳　取人水野庄左衛門 明治23年5月10日 横長美・1冊 0357－24

諏方講参四番鼠取附帳　取人水野健順 明治23年11月23日 横長美・1冊 0359－3

弐拾七番会取附帳　取人水野与助 明治23年11月28日 横長美・1冊 0357－25

弐拾八番会取附帳　取人水野惣次［郎］ 明治24年5月16日 横長美・1冊 0357－26

伍番会取附帳　取人水野吉左衛門 明治24年5月23日 横長美・1冊 0359－4

六番会取附帳　取人宮澤藤兵衛・水野五右衛門 明治24年11月23日 横長美・1冊 0359－5

弐拾九番会添附帳　取人水野つ［る］ 明治24年12月17日 横長美・1冊 0357－27
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三拾番会取付帳　取人中澤和太［郎］ 明治25年5月16日 横長美・1冊 0357－28

元方講七番会ヨリ合帳　7番会～25番会 明治25年5月23日～明 横長美・1冊 0359－6
治34年5月23日

三拾壱番会回附帳　取人水野又右［衛門］ 明治25年11月28日 横長美・1冊 0357－29

九番会取附帳　取人高橋猶吉壱本・水野卯之吉半 明治26年5月23日 横長美・1冊 0359－7

拾番会取附帳取人市村仙之助・水野卯之助 明治26年11月24日 横長美・1冊 0359・8

（諏方講弐拾六番会ヨリ幽晦）　26番会～30番会 明治34年11月23日～明 横長美・1冊 0374・1
治36年11月23日

安楽寺発起無尽第八餌取附帳　取入人足立継造 明治37年11月16日 横長美・1冊 0361

（幸右衛門無尽取附帳）　幸右衛門無尽世話人晶晶連中 辰4月15日～ 横長美・1冊 0374－4
様

覚（柏尾村源左衛門無尽金取入勘定）　源左衛門無尽 巳4月15日 竪紙・1枚 1178
世話人　小右衛門様　包紙あり、貼紙あり

中曽根村長左衛門、高橋良斉老無尽取入勘定書　包紙 巳4月25日 横切紙、横切継 1179
あり 紙・3枚、1通

覚（無尽金勘定綴） 巳7月・8月 横切継紙・1綴（3 1210－05
枚）

（無尽金請取・勘定綴）　①きた屋文右衛門、②セ話人、 ①申5月8日、②午5月2 横切紙、横切継 0845
③セ話人、④山根、⑤のだや、⑥文右衛門無尽世話人 日、③午4月29日、⑤4 紙・1綴（4枚2通）

①水野様、②小松屋様、③水野小右衛門様、⑥五荷村水 月29日、⑥午4月27日
一様

覚（無尽金品勘定書）　　　　● （午6月） 横切継紙・1通し 1096

（中曽根長左衛門無尽金勘定） 未3月25日写 横切継紙・1枚 1175

覚（無尽金勘定） 未10月 横切継紙・1通 1185」

上境村小出通兆無尽一件書類 1174～1185紙紐一括 包紙・1枚 1174’

通兆書状（当面巳之助徳米料未納、日延二参上御引 申3月14日 折紙・1枚 1174－1
願）’　五荷車水野弥八郎様

通兆書状（金づまり二付人数多島抜、当順二会意御　勘弁被千度旨）　水野弥八郎様

申4月 折紙・1枚 1174－2

通兆書状（重三郎証文拙方取置報知）　水野弥八郎 申10月17日 横切紙・1枚 1174－3
様

通兆書状（御勘定延引御勘弁願）　水野弥八郎様 申11月4日・ 折紙L1枚 1174－4
包紙あり

通兆書状（御勘定延引近々参上御勘弁願）丁水野弥 酉4月17日 竪紙・1枚 1174－5
八郎様

通兆書状（御勘定日延御用捨願）　松屋御本宅 酉4月25日 横切紙・1枚 1174－6

おぼえ（無尽金勘定） （未・筒型） 横切継紙・1枚 1174－7

（関沢新左衛門無尽覚帳）　関沢新左衛門　五荷村水野 申ll月 横長美・1綴 0374－5
幸右衛門様

飯泉鋸盤三編騰舗麟i三三 亥2月5日 横切継紙・1通 1183

長右衛門様

ち吾辛辛織準準縷麟）（頼霧轟凝弐 亥12月13日 折紙・1枚 0376
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牧豊書状（御無心金本月御返金約定日延願）　水野様 6月9日 横切継紙・1通 1184

関麟二二雀麟逗騰i門守顯鰯喫 7月17日 竪紙・1枚 1176

郎等　青色罫紙、封筒あり
半・1冊 0373

寄（ママ）特講割合写　町々世話人 （江戸）

（村々無尽取面詰） （江戸） 横長美・1冊 0374．2

（村々無尽取附帳） （江戸） 横長美・1冊 0374－3

（無尽覚帳） （江戸） 横長美・1綴 0374－6

（当山御堂再建助成融通頼母子講仕方帳） 横折紙・1枚 0821

（無尽月半勘定書） 折紙・1枚 1095

（無尽金勘定書） 横切紙・1枚 1097

（無尽金勘定書） 横切紙・1枚 1098

（無尽金勘定） 横切継紙・1通 斜81

小堺村畠山数右衛門書状（不足金拾円差上、残金日延
@願）　五荷水野弥八郎様　包紙あり

横切継紙・1通 1182

家政／相続

印鑑証明願・相続証明願（拍）　下水内郡太田村登戸五 明治26年10月6日 竪折紙・1綴（2枚） 0157－27
十八番地水野さく　下水内郡太田村長吉野義太郎殿　朱
書「瑞穂村役場へ出ス拍」

献　上

若殿様只乗出御祝儀献上拍　4月22日会所において着帳、
　祝儀献上金5両（小右衛門・直助）

文久元年4月 横長美・1冊 0266

御　賞

（六人口下賜）　俸給方五荷村庄屋中（水野弥八郎） （明治4年）辛未4月27 横切紙・1枚 1279

（糊鰯鯉脇鮮嚇ノ鴨翻羅灘害 明治30年5月30日 竪紙・1枚 1213

一　長野県平民水野ツル

（旧記御払忌詞付）　本＋郎右衛門政周　水野惣蔵殿　包 2月 折紙・1枚 1230
紙あり

被下物

（金三百疋）

i金三百疋）

天保12年12月26日

V保13年12月25日

折紙・1枚

ﾜ紙・1枚

1143

P147
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（金三百疋） 天保14年12月20日 折紙・1枚 1140

（江戸御下屋敷御類焼冥加金外様之者金弐百疋） 弘化2年4月27日 折紙・1枚 1142

（金三百疋） 弘化2年12月25日 折紙・1枚 1128

（為御名一本多助之進様御巡村御泊り被仰付候節茶代 弘化4年9月 包紙・1枚 1151
金百疋）　1151～1172紙紐一括

（金千疋） 嘉永元年12月18日 折紙・1枚 1169

（無尽世話方二付金千疋）　1123～1150紙紐一括 嘉永2年11月25日 折紙・1枚 1122

（御無尽御入連金千疋） 嘉永2年11月25日 折紙・1枚 1，146

（金弐百疋） 嘉永2年12月25日 折紙・1枚 1145

（金五百疋） 嘉永3年12月 折紙・1枚 1157

（江戸御中屋敷御類焼御見舞献上二付金百疋） 嘉永3年 折紙・1枚 1153

（例年之霜露五百疋） 嘉永4年2月25日 折紙・1枚 斜41

（若殿様初邑城着御祝儀献上二付金弐百疋） 嘉永4年12月 折紙・1枚 1154

（金五百文） 嘉永5年 折紙・1枚 1156

（御無尽御引物金弐百疋） 嘉永（6年）丑10月 包紙・1枚 1131

（出精二付金五百疋） 嘉永6年12月14日 折紙・1枚 1148

（出精二付金弐百疋） 嘉永6年12月24日 折紙・1枚 1165

（金五百疋） 安政元年12月23日 折紙・1枚 1164

（金三百疋） 安政2年12月24日 折紙・1枚 羽26

（金五百疋） 安政3年12月 折紙・1枚 1125

（金千疋） 安政6年12月24日 折紙・1枚 1171

（例年頂戴金壱両） 元治元年12月19日 折紙・1枚 1149

（金壱両弐分） 慶応2年12月19日 折紙・1枚 1161

（例年之増金七両弐分） 明治2年12月21日 包紙・1枚 1123

（別段頂戴金弐分） 明治2年12月 包紙・1枚 1124

御紋付縮御帷子拝領（書上）　水野弥八郎 明治4年6月28日 横美半・1冊 0227

（当年格段出精二付金三百疋） 子12月24日 折紙・1枚 1155

（御無尽引物毛座料銀壱枚） 戌10月 包紙・1枚　1 1129

（銀弐枚・金壱両弐分） 戌12月19日 包紙・1枚 1150

（金弐百疋） 折紙・1枚 1127

（毛髭料金弐百疋） 包紙・1枚 1130

（金千疋） 折紙・1枚 1132

（毛髭料金五百疋） 包紙・1枚 1133

（銀五枚） 包紙・1枚 1134

（金三両） 包紙・1枚 1135
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（金弐百疋） 折紙・1枚 1136

（御料理代金弐百疋） 包紙・1枚 1137

（金弐百疋） 折紙・1枚 1138

（金三百疋） 折紙・1枚 1139

（金三百疋） 折紙・1枚 1144

（香典金百疋）　常田善兵衛、佐藤傳次、田中佐左衛門 包紙・1枚 1152

（御紋付御上下） 竪紙・1枚 1158

（御紋付御料紙箱） 竪紙・1枚 1159

（金弐百疋） 包紙・1枚 1160

（御料理代金百疋） 包紙・1枚 1162

（御料理代金弐百疋） 包紙・1枚 1163

（金五百疋） 折紙・1枚 1166

（金三百疋） 折紙・1枚 1167

（金千疋） 折紙・1枚 1168

（金五百疋） 折紙・1枚 1170

（御引物料金三百疋） 折紙・1枚 1172

（金壱両） 包紙・1枚 1278

吉　凶

吉凶諸事見舞物出方控　水野氏 安政6年正月～明治18 横長美・1冊 0216
年

料理献立 19日 横長美・1冊 1222

祝儀・縁組

（縁付（田地持参）証文・写共） 親小右衛門他2名 当 延享4年2月 竪紙・2枚 0806－1
村佐五兵衛殿　正本奥後筆「明和六年丑年売渡シ此証文
之内西田幸右衛門二売渡シ申候覚」

（持参田地受取証文）　佐五兵衛他2名 当村小右衛門殿 延享4年2月 竪紙・1枚 0806－2

名改祝儀帳（喜十郎改名幸右衛門） 幸右衛門 文政9年正月吉日 横長美・1冊 0252

婚礼諸入用帳　五荷村水野幸右衛門 文政13年10月 横長美・1冊 0239

独礼御免祝儀覚帳　五荷村年十七歳水野幸右衛門 天保3年12月19日 横長美・1冊 0253

御紋付御小袖拝領入用井二祝儀覚帳 幸右衛門惣蔵と改 天保7年12月4日拝領 横長美・1冊 0254
名、天保6未12月26日願書差上候、当申21歳

御扶持頂戴披露祝儀覚帳　正月7日村披露 天保9年極月21日被仰 横長美・1冊 0255
付

婚礼万拍帳 天保10年明吉日 横長美・1冊 0219－01

御紋付御上下頂戴披露祝儀受納帳 天保12年12月 横長美・1冊 0256
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饅i別祝儀井二諸入用帳　20日周婚礼・23日婿入 天保14年8月20日・23 横長美・1冊 0219－02

苗字帯刀御免祝儀覚帳 弘化2年4月27日 横長美・1冊 0257

五節句井臨時進物拍 嘉永5年～ 横長美・1冊 0214－1

御紋付御帷子頂戴（祝儀覚帳）　水野惣蔵 嘉永7年8月27日 横長美・1冊 0258

庄屋並御目見御免控帳野草儀受納覚　幸蔵ll月24日 嘉永7年11月 横長美・1冊 0259

御扶持加増御礼配物覚帳　水野惣蔵 安政2年12月12日 横長美・1冊 0260

火性覚・祝儀受納覚　28日申中刻生 安政5年正月28日 横長美・1冊 0219・04

御繍離†懇懲編懸露祝巖納●同独率L御 安政5年11月晦日 横長美・1冊 0261

（別府野牛寺牧野長蔵献立） 万延元年4月2日 横長美・1冊 0219－03

五節句井臨時進物拍 文久2年正月吉日 横長美・1冊 0214－2

御紋付御硯箱・弐人扶持御加増拝領御礼拍　水野小右 文久2年6月19日 横長美・1冊 0262
衛門

璽紙箱小右衛門●御鮒御上下弥八郎拝領御礼配物 元治元年5月26日 横長美・1冊 0263

取締役御免御礼物控　水野小右衛門 明治2年12月 重美半・1冊 0251

祝儀帳水野雄次 明治4年5月之吉 横長美・1冊 0219－07

代替御礼配物井披露帳水野弥八郎 明治4年 横坐半・1冊 0226

戸長点相勤候二付祝儀（帳）1　水野弥八郎 明治6年10月 横坐半・1冊 0228

離別示談関係書類 折封 0474

（離別示談金証書）　小境論薗部嘉右衛門娘かつ他2名 明治7年8月 面素・1枚 0474－1
五荷村水野小右衛門様　印紙五枚貼付

（離別示談経緯及び諸経費書上） 横切継紙・1通 0474－2

婚姻饒別祝儀受納帳 明治7年12月10日 横長美・1冊 0219－05

婚礼諸事覚帳 明治7年12月 横長美・1冊 0219－06

銀盃拝領披露　長野県庁にて銀盃拝領 明治8年2月17日 横美半・1冊 0229

（料理献立帳） 明治16年5月4日・5日 横長美・1冊 0220－01

はう婚姻祝儀受納簿 明治26年4月 横長美・1冊 0219－08

（料理見立献立帳） （明治26年力）4月30 横長美・1冊 0220－05
日・5月3日

婚姻料理献立帳　五荷水野執事 明治26年4月 横長美・1冊 0220－02

明治二十六五月廿二日献立（料理献立帳）　水野氏 明治26年5月22日 横長美・1冊 0220－03

えつ婚姻祝儀受納簿　水野 明治26年5月3日 横長美・1冊 0219－09

水野つる隠居井二三二改名披露帳　水野惣蔵 明治30年4月22日 横長美・1柵 0236

祝儀招万拍帳 明治30年5月4日嫁招 横長美・1冊 0237

新宅移転祝覚帳 明治31年12月8日 横長美・1冊 0238

婚姻祝儀受納帳 明治33年5月12日吉辰 横長美・1冊 0219－10
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婚姻式料理献立控帳 明治33年5月12日 横長美・1冊 0220－04

るい祝儀万覚帳　裏表紙「高橋茂作」 明治38年4月 横長美・1冊 0219－11

婚姻祝儀帳　同4月30日よね祝儀附込 昭和2年5月3日 横長美・1冊 0219－12

婚礼於莱草貰受覚 昭和10年11月4日 横長美・1冊 0221－41

（料理献立帳） （明治）4月23日・24日 横長美・1冊 0220－06

（料理献立帳） （明治）8月 横長美・1冊 0220－07

（料理見立帳） （明治）11月9日 横美半・1冊 0220－11

（料理代金請取書綴）　　（水野宛） （明治） 横切紙・横切継 0220－08
紙・1綴（12枚、8
通）

（村披露料理献立） （明治） 横切紙・横切継 0220－09
紙・1綴

（料理献立帳） （明治） 横長美・1冊 0220－10

（贈物覚帳） 横長美・1冊 0240

（米寿祝詞）　当村次三右衛門 竪紙・1枚 1093

（結納品目録） 横切継紙・1通 1266

（料理献立・見立）　結納力 折紙・1枚 1267

葬儀・法事

香彙帳文化6年分迄 享和3年6月29日 横長美・1冊 0221－01

祖母喪中香彙見舞受納帳　行年78歳 嘉永3年9月19日 横長美・1冊 0221－02

爆死去香彙受納帳’s年1歳 安政5年11月5日 横長美・1冊 0221－03

半蔵死去事彙受納帳　命44日 安政7年3月15日 横長美・1冊 0221－04

小児死去香彙受納帳　3月2日暁丑中刻生、同3日申ノ下刻 万延2年 横長美・1冊 0221－05
没

妙讃法尼香儀見舞 明治2年8月6日 横長美・1冊 0221－06

庫治死去香彙見舞受納帳 明治11年2月21日 横長美・1冊 0221－07

二月十二日午後十二時出生三月二日午後十二時死亡香 明治11年3月2日 横長美・1冊 0221－08
彙受納帳

三三壽庫治事・繹尼賓一周忌修行（法要帳）　附、同 明治12年2月21日 横長美・1冊 0221－09
三周忌執行

香彙見舞受納帳 明治12年3月28日 横長美・1冊 噛0221－10

繹松間宗實一周忌（香典帳） 明治13年3月27日 横長美・1冊 0221－11

不幸香彙帳　俗名水野弥八郎本月満60歳 明治16年1月29日 横長美・1冊 0221－12・

即生院繹観了園田俗名水野彌八郎（百ケ日法会法要帳） 明治16年5月4日 横長美・1冊 0221－13

七回忌よね（法要帳） 明治20年5月5日 横槍半・1冊 0221－14

即生院就園浄慮居士七回忌諸入費附込　俗名水野弥八 明治22年4月26日執行 横長美・1冊 0221－15
郎（法要帳）

一182一



水野家／家政／吉凶

繹妙適法尼二十三回忌・興立院繹松閑宗實居士十三回 明治24年3月28日修行 横長美・1冊 0221－16
忌（法要帳）

七日法要香彙受納帳　横超院葎宏忠順諦居士 明治25年12月14日 横長美・1冊 0221－17

横超院三拾五日法事香料覚帳 明治26年4月9日 横長美・1冊 0221－18

忠四郎三十五日並ニー周忌・およね十三回忌共（法要 （明治26年） 横長美・1冊 0221－19
帳）

横面院三回忌万拍帳　俗名水野忠四郎事 明治27年10月9日執行 横長美・1冊 0221・20

清麗礪聾轟講慮二五織豊蒸塞暴樹 明治28年3月28日執行 横長美・1冊 0221－23

繹瑞並並淳俗名よね拾七回忌法要（帳） 明治30年4月5日修行 横長美・1冊 0221－21

先祖累代比年回忌法要記帳 明治30年4月19日 横長美・1冊 0221－22

横平院穆七回忌法要記帳 明治31年5月10日修行 横長美・1冊 0221－24

即妙四丁尼廿三回忌・興立院居士二十三回忌法要帳 明治34年4月28日勤行 横長美・1冊 0221－25

繹平野孝子廿三回忌法要帳 明治36年4月6日朝修行 横長美・1冊 0221－26

盛徳院五十日法要帳 明治37年3月29日修行 横長美・1冊 0221－28

興立院廿七回忌・書生院廿三回忌・崇徳院一周忌法要 明治38年4月10日修行 横長美・1冊 0221－27
帳

崇徳院三回忌法要帳 明治39年5月10日修行 横長美・1冊 0221－29

野生院廿七回忌法要帳 明治42年4月25日 横長美・1冊 0221－30

崇徳院七回忌法要記帳 明治43年5月9日修行 横長美・1冊 0221－31

興立野廿三回忌法要修行帳 明治44年9月28日 横長美・1冊 0221－32

繹了圓（幸右衛門事）百回忌法要修行帳 大正2年9月25日 横長美・1冊 0221－33

歓往院三十五日法会修行記入帳 大正3年12月4日 横長美・1冊 0221－34

当行院三十五日・観往院一周忌法要執行帳　茶色宿紙 大正4年4月4日 横長美・1冊 0221－35
の折紙2枚二酉（献立）

歓響町三回忌・円行院一周忌法要修行帳 大正5年10月8日 横長美・1冊 0221・36

崇徳院十七回忌・観二院七回忌法要帳 大正9年10月10日 横長美・1冊 0221－37

繹瑞勝孝淳五十回忌・崇徳院廿七回忌・観往院十七回 昭和5年10月勤行 横長美・1冊 0221－38
忌法要記入帳

真夫密葬香直面帳　法名清浄幽幽貞観居士 昭和10年7月26日 横長美・1冊 0221－40

清浄薫繹貞観一週忌法要記帳（俗名真夫事） 昭和11年9月30日執行 横長美・1冊 0221－39

純郎死去香輿受納帳　昭和＋九年八月＋五日グアム島町 昭和21年7月 横長美・1冊 0221－42
近ニテ戦死

（料理献立帳） （明治）9日・10日・11 横長美・1冊 0220－13

病気・出産

おつる出産見舞受納帳 安政元年12月27日 横長美・1冊 0218－1
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医薬調帳 安政6年正月吉日～文 横長美・1冊 0395
久3年

（凹凸金品勘定、見舞受納、同見舞遣し候覚） 安政6年 横長美・1冊 0416－1

お鶴出産見舞受納覚 安政7年2月朔日 横長美・1冊 0218－2

おつる出産見舞受納帳 万延2年3月朔日 横長美・1冊 0218－3

医薬拍帳 文久3年正月～明治4年 横長美・1冊 0396

薬法　称念寺 辰5月29日 横切紙・1枚 1091
母病気見舞受納　仕切、辻内配物、見舞人及び人数、献立　等張綴

巳8月 横半半折、横長美、

｡長美大、横切継
0389

紙、横切紙・1綴

（見舞受納帳） （明治） 横長美・1冊 0221－43

覚（薬種代金） 横切紙・1枚 1257

旅行・湯治

土産関係書類 0411

（上京下向土産覚） 天保13年12月 折紙・1枚 0411－1

（土産覚） （江戸） 横長美・1綴 0411－2

上京聖別・下向祝儀受納帳 弘化5年2月25日出立 横長美・1冊 0222

母野肝入湯中控 文久3年4月16日 横美半・1冊 0224

米飯山逗留中進物受納物拍 文久3年3月25日 横美半・1冊 0225

東京帰宅土産配物帳　水野忠四郎 明治19年12月3日 横美半・1冊 0232

上京饅別・留守見舞・下向祝儀受納帳 明治24年4月13日出立 横長美・1冊 0234

西上下向祝儀及万拍帳 明治28年4月11日出立 横長美・1冊 0311

第五回内国勧業博覧会観覧旅行入費覚 明治36年4月21日～5月 横三半・1冊 0182
9日

飯山鉄道株式会社列車時刻表　刷物 昭和2年4月15日改訂 （15．7×26．3）・1枚 1290

（幸蔵母上京土産覚） 横長美・1冊 0241

交　際

（御家之作法違背二付俺一札）　同村当人伊右衛門他4各 享保6年2月7日’ 竪紙・1枚 0480
五ケ村小右衛門殿

明治到頭年賀配納帳　松間堂納所 明治29年 横長美・1冊 0235

諸事覚帳（吉凶・贈答） 明治30年5月～ 横長美・1冊 0213

九月五日正午会席献立 9月5日 折紙・1枚 1274

会席心得 折紙・1枚 1272

会席亭手続 折紙・1枚 1273
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（会席料理肴見立・食器見立） 横切継紙・1通 1275

（会席次第書） 横切継紙・1通 1276

（会席上客心得） 折紙・1枚 1277

訴　訟

長野出頭小遣拍帳　下水内郡豊田村水野弥八郎代林長右 明治15年11月25日～12 横美半・1冊 0247
衛門手拍　西原雄司・瀧沢勝祐二掛ル事件 月29日

西騨甦舌軽辮三三顯鯉詩馨識夫蓉 明治15年～22年 横長美・1冊 0244

合自由込帳 ～

十五年並十一月八日雄司出奔以来始末書 明治15年 横長美1冊 0245

西原雄司エ係ル訴訟事件入費帳　下水内郡豊田村水野弥 明治16年1月7日～ 横長美・1冊 0246
八郎代人林長右工門　長野軽罪裁判所予審判事補武田喜久
隻殿

水野弥八郎事件草付入費画帳　豊田村水野吉左右衛門 明治16年2月3日～3月 横長美・1冊 0249
14日

原告山田源左工門井西原雄司二係ル事件（小判1500枚 明治16年2月19日 半・1冊 0248
預ケ品取戻シ訴下書）　下水内郡豊田村水野弥八郎代
林長右衛門

事件見舞請物帳　附配物附込民事原告人水野忠四郎 明治20年3月23日 横美半・1冊　　　ヨ
’0233

控訴之件ニツき東京出府入費帳　水野 明治20年3月 横長美・1冊 0250

家作・普請

ふしん二四万出入帳 文化12年2月～ 横長美・1冊
、0185一↑『

ふしん二付入用覚帳　五荷村水野惣蔵 文化13年正月 横長美・1冊 0185－2

屋根仕覆茅代金職人年間料帳　五荷村水野幸右衛門 天保4年5月 横長美・1冊 0186，

土蔵諸入用覚帳 弘化2年～ 横長美・1冊 0190

屋根修覆諸掛拍帳 安政2年2月 横長美・1冊 0187∵

文庫倉屋根葺替諸入用 安政6年5月 横長美・1冊幽 0188

味噌蔵普請諸雑用帳 文久元年8月27日 横長美・1冊 0189

酒造蔵普請諸語帳 明治2年正月吉日 横長美・1冊 0191

諸材木・針金物買入覚帳　水野氏 明治4年正月吉日 横長美・1冊 0192

土蔵弐ケ所普請入用諸払帳並見舞附込 明治8年6月吉日 横長美・1冊 0193

普請所始棟上祝儀見舞受納帳 明治12年 横長美・1冊 0230

萱買入帳普請材料 （明治12年力） 横長美・1冊 0231

（屋根坪直会約定書）　下高井郡大巻村受負人関谷寅重、 明治15年12月日 面詰罫紙・折封・1 0794
下水内郡常磐村立合中原彦右衛門　豊田村水野弥八郎殿 枚

奥書手附金壱円受取印あり

脇ノ土蔵普請帳　松間亭倉庫係 明治27年8月28日 横長美・1冊 0194
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酒造蔵北隅居宅普請帳 明治34年12月 横長美・1冊 0195

居宅屋根葺替帳 大正2年5月8日始 横長美・1冊 0196

納屋・土蔵萱屋根葺替普請帳 昭和6年5月19日 横長美・1冊 0197

酒造普請材木積覚 巳2月 横長美・1冊 0199

（普請覚書）　蔵他 巳 横長美・1綴 0200－03

裏土蔵普請関係書類　包紙ウワ書「うら土蔵材木外品々 包紙・1枚 1120
書類入」

覚（部材及代金勘定）　柏尾村林三郎01～24紙繕一

@括
横折紙・1枚 1120－01

覚（敷石・部材及代金支払勘定） 横長美・1冊 1120－02

覚（部材及代金支払勘定）　柏尾村林三郎殿 巳5月14日 折紙・1枚 1120・03

覚（部材及代金勘定） 折紙・1枚 1120・04

覚（部材及代金勘定）　柏尾村大工林三良 折紙・1枚 1120．05

覚（部材田代金勘定） 折紙・1枚 1120－06

覚（部材及代金勘定）　奥書「廿六日迄」 折紙・1枚 1120－07

覚（三等六品書上） 横切紙・1枚 1120・08

覚（土蔵雨戸代金請取勘定）　越後高田川浦屋　信州 午9月18日 横切継紙・1通 1120－09・1
五ケ村惣蔵様　9－1～5は奥糊付

覚（坪金・駄賃代金請取勘定）　信州飯山鍋屋惣吉 未2月5日 横切紙・1枚 1120－09－2
五荷糾弾苗惣蔵様

覚（二三・駄賃代金勘定） 横切紙・1枚 1120－09－3

覚（鋳物代金預）　高田鍋屋町鋳物師山岸弥右衛門 午9月5日 横切紙・2枚 1120－09－4
信州五ケ村惣蔵様　山岸屋引札添付

覚（土蔵肥後間戸代内金預）　越後高田川浦屋元五郎 9月5日 横切継紙・1通 1120－09－4
信州五ケ村惣蔵様

（ふくろのり勘定） 横切紙・1枚 1120－09－5

覚（わき・のき部材及代金勘定）　五三二幸右衛門 横切紙・1枚 1120－10
様

（釘・竹釘・部材及代金勘定綴） 横切紙・横折紙・1 1120－11
綴（4枚）

覚（注文部材書上）　12－1～7羽繕一括 午閏5月注文分 横切継紙・1通 1120－12－1

（見取図） 横切継紙・1通 1120－12－2

（部材勘定） 横切継紙・1通 1120－12－3

（部材勘定） 横切紙・1枚 1120－12－4

覚（部材及代金勘定）　三生孫太夫殿 巳10月 折紙・1枚 1120・12－5

覚（部材本数勘定）　五荷村幸右衛門様行 巳9月27日より 横切紙・1枚 1120－12－6

覚（部材及代金請取）　五荷村惣蔵様 折紙・1枚 1120．12－7

覚（木挽代金勘定） 折紙・1枚 1120－13
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