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1.親族・交際 
（シリーズ記述） 

 町田家の家そのもの（先祖・相続），慶弔，生活，交際に関するものを収めた．先祖のことや，その他の知識・

教養，または経営上の情報を得るために入手したと思われる，必ずしも町田良一の収集によらない可能性のある

「収集史料」を本項目下へ配列した．書状類は，差出ごとに50音順で示し，とくに学業等により東京へ出ていた

町田家の者については当該者ごとにやりとりをまとめた．日記・雑記，書状類ともに，町田家の事業向きの内容

を厳密に区別できるわけではないが，ここへはより私的な内容のものを示すことに努めた．なお本項目下の収集

史料は，およそ4.生活諸事/○情報・教養・趣味に配したが，第1次項目6.収集史料をも参照されたい． 

 

1.由緒・先祖ほか 

1138-3-1 
（大円院一族先祖法事由緒等についての書付）． 
（近代）．  
1 通． 横継紙． 
1138-3-2 
（神津家代々戒名覚，神津家過去帳より謄写）． 
（近代）．  
1 通(2 枚)． ノート． 
ノート 2 枚．1130-3－2 の中に巻込まれていたもの． 
1387-52 
（町田氏先祖町田甚右衛門寄進真楽寺大日塚供養につ

き）． 
1 通． 横切継紙． 
下部欠損．閲覧注意．町田氏先祖戒名等書附あり． 
1063 
小平関係（町田本家寺院関係記録調査書）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
標題は本冊綴部注記より． 
1387-44 
[書状]（先祖法名・位牌等につき）． 
1 通． 横切継紙． 
地部破損．閲覧不可． 
○町田億右衛門（旗本阿部氏用人） 

893 
請負証文之事（阿部孫十郎様御勝手不自由により御知

行所御物成米金渡し）． 
宝永 4 丁亥年 4 月日． 差出：阿部孫十郎内 町田億右

衛門(印)，小曽戸太郎兵衛(印)，下総国香取郡玉造村名

主七郎兵衛(印)，常陸国行方郡於下村名主五右衛門

(印)，常陸国鹿嶋郡重作村名主彦左衛門(印)[ほか同国

同郡武井村・津賀村・山野上村・栗生村・平泉村各村名

主連印]． 受取：紀伊国屋 源四郎殿，市兵衛殿． 
1 通． 竪美． 
端裏下附箋「町田文書」（孔版）．奥裏下貼紙「長野県北佐久郡 

中津村大字御馬寄 町田良一氏蔵」（ペン）． 

2.相続 

1030(1) 
宅地譲渡シ証書（御馬寄村 84 番上宿宅地 3 畝 21 歩，

兄弟都合により，奥書とも）． 
明治 16 年 4 月 15 日；(奥書)明治16 年 4 月 17 日． 差

出：北佐久郡御馬寄村 譲渡シ人 町田良三郎(朱印)，

同郡同村保証人 町田武左衛門(印)；(奥書)北佐久郡御

馬寄邨戸長 町田甚太郎(朱印)． 受取：本家兄 町田良

右衛門殿． 
1 通（5 通のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙． 
884 
[亡跡相続につき地券書換願および相続願]． 
明治16 年．  
[3 冊]． [一括]． 
884-1 
亡跡相続ニ付地券書換願（町田良竹相続人町田不二太，

田合7 筆）． 
明治 16 年 6 月． 差出：亡 町田良竹宥籍人 町田猪牙

平(朱印)，相続人 町田不二太(朱印)，戸長 町田甚太郎． 

受取：北佐久郡長 鳥居義處殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
「長野県北佐久郡御馬寄村戸長役場」朱色罫紙． 
884-2 
亡跡相続ニ付地券書替願（町田良竹相続人町田不二太，

田合7 筆）． 
明治 16 年 6 月． 差出：亡 町田良竹宥籍人 町田猪牙

平(朱印)，相続人 町田不二太(朱印)，戸長 町田甚太郎． 

受取：北佐久郡長 鳥居義處殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
小豆色罫紙．-1 下書ヵ． 
884-3 
[亡跡相続願および届綴](1)亡跡相続願（親族協議のう

え町田良竹亡跡田 6 反 5 畝 25 歩を町田不二太へ引渡
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し）；(2)御届（丁年になるまで実父にて宥籍）；(3)亡跡相

続ニ付地券書換願（884-1・-2 に同）． 
(1)・(2)明治16 年4 月20 日；(3)明治16 年6 月． 差出：

(1)右親族宥籍人 町田猪牙平(書印)，親族 町田良右衛

門(書印)，町田武左衛門(書印)，町田彦右衛門(書印)；

(2)右相続人 町田不二太(書印)，実父 町田良右衛門

(印)，親族惣代 町田猪牙平(書印)；(3)（884-1・-2 に同，

書印）． 受取：(1)・(2)北佐久郡御馬寄邨戸長 町田甚太

郎殿；(3)（884-1・-2 に同）． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
小豆色罫紙．端「明治十六年四月出願候付扣」． 
1030(4) 
宅地譲渡証書（御馬寄村 84 番字上宿宅地 3 畝 21 歩，

分配のため，奥書とも）． 
明治 21 年 1 月 24 日． 差出：北佐久郡御馬寄村 譲渡

人 町田良右衛門(朱印)，同郡同村 証人 町田静太(朱

印)；(奥書)長野県北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長岡部弾

二[朱印]． 受取：同郡同村 町田不二太殿． 
1 通（5 通のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．5 厘証券印紙2 枚． 
1033-1 
地所譲渡之証（北佐久郡中津村大字御馬寄字樋沢・林

シ・神平ほか畑・山林・宅地27 筆，登記済奥書とも）． 
明治24年1月31日． 差出：長野県北佐久郡中津村大

字御馬寄地所譲渡人町田良右衛門(朱印)，同県同郡同

村保証人町田甚太郎(朱印)；(登記済奥書)[朱印]． 受

取：仝県仝郡同村町田不二太殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴，ひねり綴）． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙．登記済奥書朱印印文「岩村田区裁判

所之印」． 
1033-2 
地所売渡之証（北佐久郡中津村大字御馬寄字柳平畑・

原野・山林，代金48 円，登記済奥書とも）． 
明治24年1月31日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄地所売主町田志津太(朱印)，証人町田町田良右衛門

(朱印)，証人町田長四郎(朱印)；(登記済奥書)[朱印]． 

受取：仝県仝郡同村町田不二太殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙使用．1 銭証券印紙 2 枚．登記済奥書朱印印文「岩村

田区裁判所之印」． 
886 
証明願（遺産相続につき，奥書とも）． 
明治 26 年 9 月 29 日． 差出：右（北佐久郡中津村亡父

町田良右衛門相続者） 町田静太(朱印)；（奥書）北佐久

郡中津村長山浦傳三郎[朱印]． 受取：北佐久郡中津村

長山浦傳三郎殿． 
1 通． 竪紙． 
冒頭北佐久郡中津村役場受付朱印内書込み「乙第四九四号」．

奥書差出朱印「長野県北 佐久郡中津 村長之印」のほか朱印

「長野県 北佐久郡中津村 役場印」等あり． 
1375-4 

山林謄本下附願． 
明治30年4月12日． 差出：北佐久郡中津村町田良右

衛門相続人 北佐久郡中津村 町田静太(朱印)． 受取：

臼田税務所御中． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1390-41 
山林遺産相続ニ付登記願． 
明治30年4月12日． 作成：北佐久郡中津村弐百六拾

四番地平民町田静太(印)．  
1 通． 竪切紙． 
888 
山林家督相続ニ付登記願（南佐久郡岸野村山林）． 
明治30年4月12日． 差出：北佐久郡中津村第弐百六

拾四番地町田静太(朱印)，仝郡仝村第壱八拾六番地親

戚町田不士太(朱印)，仝郡仝村第弐百三拾番地仝町田

長四郎(朱印)． 受取：岩村田区才判所臼田登記所御中，

出張所御中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙．別に綴穴4 つ，もと別の冊を綴りなおしたものヵ． 
1362-2 
地所売渡之証（中津村大字御馬寄字中宿宅地）． 
明治 30 年 6 月 21 日． 差出：北佐久郡中津村売渡人 

町田静太(朱印)，仝郡仝村証人 町田長四郎(朱印)． 

受取：同郡同村 町田不二太殿． 
1 通． 竪美折紙． 
10 銭・1 銭証券印紙．二ツ綴綴穴． 
1362-3 
地所売渡シ之証（中津村大字御馬寄字中宿宅地）． 
明治 30 年 6 月． 差出：北佐久郡中津村 町田静太． 

受取：同郡同村 町田不二太殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．一ツ綴綴じ穴． 
1390-18 
証明書（不士太，亡町田良介絶家を再興する者の旨）． 
明治32 年7 月30 日． 作成：町田不士太．  
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙． 
1390-28 
証（亡町田良介所持田地，甚二郎継承の旨）． 
明治32 年8 月1 日． 差出：町田む左衛門(印)，甚二郎

(印)． 受取：町田森太殿・同静太殿． 
1 通． 横切紙． 
朱色罫紙． 
889-1 
遺産相続ニ付登記申請（南佐久郡岸野村大字根岸字大

井戸ほか畑山林3 筆につき）． 
明治 41 年 2 月． 差出：北佐久郡中津村百八拾六番地

ノ内弐番町田静太(朱印)． 受取：岩村田区才判所臼田

出張所御中． 
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2 通． 竪紙． 
藍色罫紙． 
889-2 
土地所有権保存登記申請書（南佐久郡岸野村に所有の

畑山林につき）． 
明治 41 年 2 月 6 日． 差出：北佐久郡中津村百八拾六

番地ノ内壱番町田静太(朱印)． 受取：岩村田区裁判所

臼田出張所御中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
印刷用紙に書込み，藍色罫紙． 
1132-2 
[書状]（二男五助，市左衛門養子に取極につき）． 
2 月10 日．  
1 通． 横切紙． 
1359-3 
[書状]（財産分配方につき）． 
差出：土き． 受取：兄上様． 
1 通． 竪紙． 
封筒なし． 
○遺言・遺書 

881 
積金譲渡遺言之事（老衰のため金 61 両を良右衛門・良

僊・彦右衛門へ譲渡し積金とし多分になれば田畑にし

不意の入用に備え引当にしない旨，および同請書）；

（良竹翁の遺志趣意を家族へ伝えていく旨約定）；覚（前

書遺言による買入田地名目混雑無い旨）． 
天保5 甲午年8 月日；明治2 己巳年8 月亡翁之正忌15

日． 作成：老筆ニ付良右衛門為取筆 八十二才 町田

良竹 敦知案文，(請書署名)町田良右衛門 為憲，同 良

僊 之法，同 彦右衛門 之重；(約定)町田良右衛門案条 

翁ノ孫 恒篤，彦左衛門 曾孫 之重，壽僊 玄孫 之篤，

千代治 曾孫 道喜，泰吉 曾孫 之喜；(覚）彦右衛門 之

重．  
1 通． 竪継紙． 
全体が明治 2 年の写．最末尾の「覚」は家法約定の後に紙継追

加．良右衛門「為憲」は「恒篤」のこと（のち改名）． 
1140-140 
（遺書包紙）． 
差出：町田不二太． 受取：叔父母様． 
1 通． 竪切紙． 

3.慶弔諸事 

1.出生 
430 
慶応三卯年八月八日 寛太出生祝儀受納扣 火姓「守

道」道義． 
慶応3 年8 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装下ヶ二ツ綴）． 
標題「」内は，文字外周を四角囲み． 

435 
明治三庚午年 正月十八日 國次郎出生祝義受納扣 

土姓 道古． 
明治3 年正月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装下ヶ二ツ綴）． 
442 
明治五壬申八月十九日寅刻 出生鷹三則道 祝儀物受

納控． 
明治5 年8 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装下ヶ一ツ綴）． 
綴紐切れ． 
441 
明治五壬申九月廿八日午刻 出生富次太 正道 又孚

二多トモ 祝儀物受納扣． 
明治5 年9 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装下ヶ一ツ綴）． 
1360-11(69) 
出生届（町田良一）． 
明治 24 年 4 月 4 日． 差出：北佐久郡中津村百八十六

番地平民町田良右衛門（印）． 受取：北佐久郡中津村

長佐藤房之助殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 

2.婚姻縁付ほか 
426 
文久二年 壬戌正月廿一日 やそ婚姻銭別帳． 
文久2 年正月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
609-1 
縁女送書之事（儀兵衛娘かい，良右衛門女房に内縁整

い）． 
文久2壬戌年5月． 差出：平井村 名主 彌市(印)． 受

取：御馬寄村 御名主中． 
1 通． 竪美． 
450 
明治十六未年十二月廿六日 婚姻祝儀受納帳 町田静

太守道． 
明治16 年12 月．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
457 
明治廿九年二月十日 不二太正道内祝儀諸事誌． 
明治29 年2 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

3.病気 
453 
明治廿二稔九月 母病気之節 為見舞貰物扣 町田静

太 八郎筆． 
明治22 年9 月．  
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1 冊． 横半半折（綴葉装下ヶ二ツ綴）． 
456 
明治廿三年三月 おはつ病気ニ付見舞受納扣． 
明治23 年3 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
454 
廿三年三月十三日おはつ 出産後病気ニ付医師 其外

諸事番留． 
（明治）23 年3 月．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 

4.葬祭 
394 
宝暦十辰天 十二月十五日 精誉進戒信士香典帳 町

田彦七`コト  ̀施主 両右衛門（ほか）． 
宝暦10 年12 月．  
1 綴（合綴）． 横長美（一ツ綴，一ツ目結綴）． 
395 
安永六年丁酉五月廿二日 浄誉欣求信士香奠帳 施主 

彦七（ほか）． 
安永6 年5 月．  
1 綴（合綴）． 横長美（一ツ綴，一ツ目結綴）． 
406 
天保十二辛丑年八月廿 四・五 日 法会執行帳 施主 

町田甚左衛門 惣一族． 
天保12 年8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙上部に「本帳`より`写」とあり，天文 2 年（1533）以来の先祖

11 名分戒名を記す． 
414 
嘉永二年 酉八月 香奠帳． 
嘉永2 年8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
428 
慶応二丙寅歳五月廿九日卒 善明童女 町田良三郎女 

香奠并諸事控． 
慶応2 年5 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
434 
明治元戊辰年十二月十日卒十二日出葬 堅山軟固居士 

櫻井不幸ニ付悔受納扣 施主 町田良三郎． 
明治元年12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
436 
明治三午年十一月十五日 昌譽貞山壽光大姉正十七

回忌追福控 町田良右衛門 道喜． 
明治3 年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
438 
明治四未年十月六日 香奠帳并入用控，(裏表紙)高譽

治唱清信士 世名 町田栄吉 行年 五拾四歳． 
明治4 年10 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
439 
明治五壬申年 正月二日 譽妙相貞心大姉． 
明治5 年正月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
443 
明治五年 壬申正月二日 俗名齋女行年 二十三才 新

卒生 誉妙相貞心大姉 悔扣． 
明治5 年正月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙なし，標題冒頭より． 
440 
明治六年酉九月四日 彦兵衛死去ニ付諸事扣 福田や． 
明治6 年9 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装下ヶ一ツ綴）． 
綴部に印（印文「引合」）あり． 
444 
明治六癸酉年九月四日午前七時没 同五日出棺 祖産

壽光信士 俗名山浦彦兵衛`コト  ̀ 行年六十五歳 香奠

并諸事書留；(附 1)明治六年癸酉九月四日`より  ̀ 不幸

ニ付野菜受納扣 祖参壽光信士俗名山浦彦兵衛`コト`；

(附 2-1)酉九月四日 不幸調物通 山浦彦兵衛；(附

2-2)[記・覚]． 
明治 6 年 9 月． 差出：(附 2-2)[いつみや弥兵衛；扇屋

永之助ほか]． 受取：(附2-2)[彦兵衛様；上]． 
1 冊（附8 点とも）． 横長半（一ツ綴）． 
本帳末尾に横長半帳面(附1)合綴．綴紐へ横半半折（下ヶ綴）帳

面1 冊(附2-1)・横切継紙6 通(附2-2)を書状大にたたんで一括

し結付け．附2-2 内容：代金請取など． 
446 
明治七甲戌年五月十五日午前五時八分卒去 同午後三

時出葬 町田國次死去ニ付 香奠并諸事書留記 贈 省

國善童子 町田良三郎二男明治三庚午正月十八日生ニ

テ 國次道古事四年五ヶ月． 
明治7 年5 月．  
1 冊． 横長半（二ツ目綴）． 
447 
明治九子年三月四日二時死去 早世釋流真夢善童子

忌位． 
明治9 年3 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
448 
明治十四辛巳年十一月十六日 齊譽大姉 香奠受納簿 

喪主 町田良右衛門道喜，(裏表紙)明治十四辛巳年第

十一月十六日午前二時歿ス 同十一月十九日午前第十

一時埋葬ス 齊譽戒心貞俊大姉 町田良右衛門継母 

俗名 町田加以 行年五十八歳． 
明治14 年11 月．  
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1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
452 
明治二十一戊子年二月一日午前六時没去仝三日埋葬 

徳唱院嵩山良聞居士 嶌川原村小山亨 行年六十有一 

香奠受納帳 喪主 町田静太 守道． 
明治21 年2 月1 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
455 
明治二十三庚寅年四月一日午後六時没ス 仝三日埋葬 

法心興雲居士 伴野村岡村惣六 行年八十六 香奠見

舞受納帳 町田良右衛門 道喜． 
明治23 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
451 
明治廿有七年三月十二日 随譽大姉葬儀諸事誌． 
明治27 年3 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
458 
明治三拾四年十一月廿六日 香資受納并諸事扣帳 施

主 町田静太，(裏表紙)明治丗四年十一月廿六日没 稚

夭善童女 町田守道四女 俗名たけ． 
明治34 年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

4.葬祭（町田栄吉） 
403 
天保三壬辰年 九月十八日 香奠帳 施主 町田長次郎，

(裏表紙)往譽徳生信士 俗名 町田八左衛門 行歳 四

拾五歳． 
天保3 年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
405 
天保六歳 未十二月三日 香奠帳 施主 町田八左衛門，

(裏表紙)誠譽了悟妙完大姉 町田八左衛門 祖母． 
天保6 年12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
409 
覺心涼 弘化二巳年 五月十五日 香奠小遣帳 町田八

左衛門娘於登里`コト`． 
弘化2 年5 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
411 
弘化三年 丙午七月廿七日 香典并小遣帳 町田八左

衛門内 俗名於武無`コト`． 
弘化3 年7 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
415 
乘音源道信士 嘉永二年 酉八月 小遣帳 施主 町田

栄吉． 
嘉永2 年8 月．  

1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
427 
慶応元丑年 十一月二日 香奠并小遣帳 施主 町田栄

吉，(裏表紙)道音源随信女 俗名美津 町田栄吉母． 
慶応元年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

5.目録 
1115-12 
寅正月廿九日 婚礼献立． 
（寅正月29 日）．  
1 通． 竪美継紙． 
1115-16 
寅正月廿九日 婚礼献立． 
（寅正月29 日）．  
1 通． 竪美継紙． 
-12 と同文． 
1115-18 
目録（熨斗家納喜多留・鯛・扇子ほか，御両親様・御祖

母様・おふよどの・小平市右衛門様ほか 13 名分）． 
正月29 日． 作成：町田榮作．  
1 通． 竪美継紙． 
1115-17 
二月三日献立． 
（2 月3 日）月日．  
1 通． 竪美継紙． 
1115-1 
目録（御樽さかな，町田金兵衛ほか 13 名分）． 
2 月25 日．  
1 通． 竪美継紙． 
1115-11 
茂久路具（熨斗御樽・鯛・扇子ほか，御両親様・御息女

様・御家来中分につき目録）． 
2 月25 日．  
1 通． 竪美継紙． 
1115-19 
覚（熨斗御樽・鯛・麻苧ほか，町田良右衛門様・御内宝

さま・御母公さま・町田千代次様・おときさまほか 26 名

分）． 
2 月吉日．  
1 通． 竪美継紙． 
1115-13 
目録（熨斗末廣・麻苧・御樽ほか，臼田御両親様・臼田

米作様御内宝様ほか 6 名分）． 
4 月10 日． 作成：町田良右衛門．  
1 通． 竪美継紙． 
1115-5 
覚（熨斗御樽・寿留女・扇子ほか，町田良右衛門様・御

内宝様ほか 12 名分）． 
4 月吉日． 作成：市川与兵衛．  
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1 通． 竪美継紙． 
1115-10 
進上（熨斗御樽・鯛・麻苧ほか，御両親様・町田千代治

様・御内宝さま・町田静太様・御家来中分）． 
4 月吉辰． 作成：臼田六兵衛．  
1 通． 竪美継紙． 
1115-20 
覚（熨斗御樽・さかな，町田彦右衛門ほか 21 名分）． 
4 月吉日． 作成：臼田六兵衛．  
1 通． 竪美継紙． 
1115-4 
茂久録（御樽・さかな・扇子ほかにつき目録）． 
8 月 13 日． 差出：武舎七三郎． 受取：町田良右衛門

様． 
1 通． 竪継紙． 
1115-6 
茂久録（熨斗御樽・鯛・扇子ほか，町田良右衛門様・御

袋様ほか 16 名分につき目録）． 
8 月13 日．  
1 通． 竪継紙． 
1115-2 
十月十七日 婚姻献立． 
（10 月17 日）．  
1 通． 竪美継紙． 
1115-8 
［覚]（熨斗家内喜多留・鯛・麻苧ほか，山浦多兵衛様・

御内宝様ほか 10 名分）． 
月日． 作成：小林半次郎．  
1 通． 竪美継紙． 
破損． 
1115-3 
覚（扇子・朝苧ほか，町田万蔵様・御内宝様ほか 10 名

分）． 
1 通． 竪美継紙． 
1115-7 
覚（熨斗包，小袖・帯ほか 7 品）． 
1 通． 竪美継紙． 
1115-9 
目録（手樽・手拭ほか，山浦七郎左衛門様・御内宝様ほ

か 15 名分）． 
1 通． 竪美継紙． 
1115-14 
覚（家内喜多留・塩鯛ほか，町田良右衛門様・御内宝さ

ま・御祖母さま・おたつさま・おもと様・御家来中分）． 
1 通． 竪美継紙． 
1115-15 
目録（熨斗家内喜多留・鯛・扇子ほか，竹内清右衛門

様・御母公様ほか 5 名分）． 
1 通． 竪美継紙． 

冒頭に「目録」と柱書し途中で記載が中断し，あらためて柱書あ

り． 

4.生活諸事 

390 
明治五壬申三月十三日十四日 狂言手踊静太江投花

受納帳． 
明治5 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上朱筆「１２」． 
344 
明治九年丙子十一月ヨり 日影 家手入諸事控 并諸調

物等 町田良右衛門 道喜． 
明治9 年11 月（～明治10 年2 月）．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴，下ヶ紐付）． 
1360-11(2) 
[卒業証書]（下等小学第八級）． 
明治 12 年 6 月 11 日． 差出：[朱印]，第六大学区第十

七中学区 第十四番小学． 受取：長野県平民 町田高

三． 
1 通． 竪紙小． 
差出印文「第六大学区第十七中学区第十四番小学」． 
1360-11(43) 
（種痘済証明書）． 
明治18年2月10日． 差出：塩名田村寄留種痘医清水

熊大（印）． 受取：長野県北佐久郡御馬寄村平民拾九

番地町田良右衛門三男町田金三郎． 
1 通． 小切紙． 
1360-11(52) 
（再度種痘済証）． 
明治18年2月10日． 差出：長野県北佐久郡塩名田村

寄留五十七番地種痘医清水熊大(朱印)． 受取：（町田

良右衛門二男）町田不二太． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み． 
1137-189-1 
書留郵便物請取証（北佐久郡中津村小平荘太から東京

都神田町田不二太への郵便物）． 
明治22 年7 月8 日． 作成：岩村田局．  
1 通． 小切紙． 
1135-52 
（小山久之助総選挙につき，懇親会開催の旨）． 
明治25 年2 月19 日． 差出：会主小林新左衛門，小山

清左衛門，小沼定吉，小山孝平；． 受取：町田不士太

殿；(封筒)佐久郡中津村町田不二太殿． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
1360-11(63) 
（乙種歩兵第二補充兵編入）． 
明治 29 年 9 月 4 日． 差出：長野県聯隊区司令官森田

邦（印）． 受取：長野県北佐久郡中津村静太弟町田金
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三郎． 
1 通． 小切紙． 
1083-4 
No.17 受領証（五十五才受取養老生命保険金 500 円掛

金5 円85 銭につき）． 
明治 30 年 8 月 29 日． 差出：日本生命保険株式会社 

小諸代り店[朱印]． 受取：保険申込人 町田静太殿． 
1 枚． 状（18.4×19cm）． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙．朱印印文「日本生命保険株

式会社小諸代理店之印」．金額下朱印「町田」． 
1083-1 
丁第弐七七六五号 養老生命保険証書（保険金五百円，

保険掛金55 歳まで 3 ヶ月ごと 5 円85 銭づつ）． 
明治 30 年 11 月 16 日． 差出：日本生命保険株式会社 

社長 鴻池善右衛門(朱印)，支配人 入交千別(朱印)． 

受取：（保険申込人・被保人：町田静太）． 
1 通． 竪紙． 
-1～-4 は一括．印刷用紙（金額・保険申込人等人名・日付は記

入）， 1 銭証券印紙．朱印「日本生命株式会社之印」，鴻池氏朱

印．金額下「笠井」朱印． 
1083-2 
町田静太殿掛金期日表（十一月・二月・五月・八月 十六

日）． 
（明治 30 年 11 月 16 日以降）． 差出：大阪市東区北濱

三丁目 日本生命保険株式会社 社長 鴻池善右衛門，

副社長 片岡直温，取締役 弘世助三朗[ほか取締役 4

名]，支配人 入交千別，支社支配人 野村光貞． 受取：

（町田静太）． 
1 枚． 状（12.3×7.6cm）． 
印刷用紙（人名・日付のみ書込み）． 
1083-3 
No.14 受領証（五十五才受取養老生命保険金 500 円掛

金5 円85 銭につき）． 
明治 30 年 11 月 16 日． 差出：日本生命保険株式会社 

（朱書）「小川嘉隆」(朱印)． 受取：保険申込人 町田静

太殿． 
1 枚． 状（18.4×19.2cm）． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙．朱印「保険証書交付候迄ハ

此受領証ハ本証書同一ノ効力ヲ有スルモノ也」． 
1138-88 
証（金81 円小山量平の貴所に対する立替金請取）． 
明治 32 年 12 月 27 日． 差出：北佐久郡中津村町田静

太印． 受取：吉沢貞右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1136-31 
[広告]（新原理役用治療法，内科，婦人科，眼科）． 
明治33 年5 月． 作成：上田田町 小山亨．  
1 通． 竪紙． 
印刷． 
1367 

[親戚証明願および証明書]証明願（町田不二太の親戚

なることにつき，および願書通り証明の旨奥書）． 
明治 34 年 11 月 4 日． 差出：右（北佐久郡中津村百八

拾番地） 町田静太(朱印)；(奥書)北佐久郡中津村助役

佐藤重吉[朱印]． 受取：北佐久郡中津村助役佐藤重吉

殿． 
1 通． 竪紙． 
本紙端下朱印枠および書込み「北佐久郡中津村役場 乙第四

七五号 明治丗四年十一月四日 受付」，同下朱印印文「佐藤」．

差出朱印印文「町田守道」．奥書記載上朱印印文「長野県 北佐

久郡中津村 役場印」． 
1138-93 
領収証（明治35 年第二期年醵金領収）． 
明治35年9月30日． 差出：日本赤十字長野支部北佐

久郡委員河村備衛(印)． 受取：社員町田良一殿． 
1 通． 竪切紙． 
1138-37 
長野県立野沢中学校第二学年乙学級学業成蹟通知表

（町田良一）． 
（明治37 年度）．  
1 通． 竪切紙． 
586 
明治参拾九年 丙午十月拾七日ヨリ 掘浚人足扣帳，

(裏表紙)福田屋様 山浦山三郎． 
明治39 年10 月17 日．  
1 冊． 横半半折（二ツ目結び綴じ，下ヶ紐付）． 
裏表紙記載「福田様」を墨抹． 
1360-11(1) 
[辞令]（月俸7 円給与）． 
明治40年4月30日． 差出：北佐久郡役所[朱印]． 受

取：村立高瀬尋常高等小学校代用教員町田とよ． 
1 通． 竪切紙． 
「北佐久郡役所」赤色罫紙． 
1129-3 
[野沢中学校葉書]（第五学年生町田良一遅刻三回につ

き注意状）． 
明治 40 年 6 月 27 日． 差出：長野県立野沢中学校[朱

印]． 受取：北佐久郡中津村町田静太殿． 
1 葉． はがき． 
1 銭5 厘切手．消印あり． 
1137-189-2 
受領証書（為替金額・為替料領収につき）． 
明治年月日． 作成：岩村田郵便局長依田清吉[朱印]．  
1 通． 小切紙． 
1139-187(11) 
覚（遣す子供に拝借をくだされたく）． 
5 月5 日． 差出：孫九郎． 受取：千代次様． 
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1134-42 
[池田乙平書状]（移業したこと，この方面じょじょに好況
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にて貸付金等の件に関し母上様に同意くだされたく

云々）． 
8 月21 日（封筒）． 差出：池田乙平；（封筒）東京市牛込

区若松町八十三 池田乙平． 受取：町田静太様；(封筒)

長野県北佐久郡五郎兵ヱ新田村 町田静太様． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
3銭切手．封筒消印「長野塩名田・4.9.2・后0-3」（2つのうち1つ，

1 つはかすれ難読）． 
1132-17 
[書状]（忰，入木之道稽古門弟になし下されたく）． 
9 月14 日．  
1 通． 横切継紙． 
1138-11 
（御刀鍛冶司引札）． 
作成：勢州白子住菊一文珠藤原金近(印)．  
1 通． 竪切紙． 
1139-186 
（紙縒り紐）． 
1 本． ひも． 
1139 全体を一括していたヵ． 
1141-24 
（印紙2 枚，切取）． 
1 通． 印紙． 
1141-33 
（大圓寺明細覚，小平氏寄進覚）． 
1 通． 横切継紙． 
1142-36 
穴掘手伝呉候人別（喜作ほか 21 名人名書上）． 
1 通． 横切紙． 
人名中「番頭」3 名． 
1143-9-1 
（下桜井村臼田六兵衛ほか村名・人名書上）． 
1 通． 横美切紙． 
雛型ヵ． 
1143-9-2 
（住所書付）． 
1 通． 16.3×2.6cm． 
-9-1 に折り込まれていた．内容：第十区上桜井村第九番屋敷． 
1143-47 
病気ノ薬（乾姜・黒砂糖など材料・分量書上）． 
1 通． 竪切紙． 
1202-9-17 
四十九お配之通（人名書上）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
○情報・教養・趣味 

599 
[真田信幸・芦田康国連署下知状写]（豊臣秀頼摂州難

波城にて逆心籠城につき信州一国の郷士一郡切に出

陣すべき旨）． 

慶長 19 年甲寅 3 月（ママ）． 差出：追手大将真田伊豆

守信幸奉之 御黒印，芦田源重良康國奉之 御黒印． 

受取：（信州佐久郡郷士 岩村田 篠沢右京只幸ほか計

33 ヶ所67 名）． 
1 通． 竪継紙（包紙とも）． 
本紙端へ鰭付様に貼付の包紙上ワ書「慶長十九年 出陣御下

知状之写 小林氏」（後筆）．大坂冬の陣のことヵ． 
147 
元禄拾五歳午正月 信濃国小諸領佐久小県両郡高壱

万五千石，(裏表紙)荻原寛敬． 
元禄 15 年 6 月；(見返し朱筆銘)文化元子歳春 3 月吉辰

荻原寛敬写之． 差出：桜井七右衛門印，正木藤右衛門

印，荻原源左衛門印[ほか 3 名]． 受取：市川孫右衛門

殿． 
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
232 
元禄十六未年 牧野周防守様御入城之節 信濃国小諸

領高附，(裏表紙)佐久郡 御馬寄村 町田彦右衛門主． 
元禄16 年．  
1 冊． 横半半折（列帖装一ツ綴）． 
235 
天保九戌正月吉日写之 信州佐久郡高辻目録 ［印]． 
宝暦2 年申正月改出ス；（写）天保9 年正月．  
1 冊． 竪美切半折（かぶせ綴）． 
表紙押印印文「持主 信佐久 御馬寄 鈴木重良」，同印各所に

押印（蔵書印ヵ）．裏見返し書込み「再持主 町田氏」． 
153 
申渡之覚（親子孝行，耕作出精，博奕制禁など）；名主

役人共江申渡覚（風俗取締り，盗賊対処など）(後欠)． 
（寛政5年ヵ）丑12月． 差出：御奉行． 受取：御代官江． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「３」．表紙・裏表紙を後に付与．手本または手習い

本ヵ． 
78 
「寛政十午年・文政五午年 諸国人数帳 二冊」． 
寛政10年～文政5年；「安政三丙辰年二月十七日改之」．  
1 冊． 堅美（かぶせ綴）． 
写本，「東山道信濃国佐久郡美厳止主人書 釈氏霞舟斎花山

（花押）」．末尾破損．綴目に印． 
521 
信濃国 佐久郡小諸城主記録（文治[1185-1190]頃の状

況か ら 牧野康長[ 寛政 12 （ 1800 ） .10.19- 文政 2

（1819）.4.21]まで）． 
〔文化10 年以降文政2 年以前：本文より推定〕．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
汚損．写本ヵ． 
164 
天保二辛卯年 三月 御支配様御廻村之上 被仰渡候

御書付一統請印帳 御馬寄村． 
（天保2 年）卯3 月18 日． 差出：惣役人，寺社，惣百姓． 
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受取：長浪（ママ）五郎蔵様． 
1 冊（2 冊のうち）． 堅半（かぶせ綴）． 
裏見返し破損．手習いヵ． 
313 
天保八年 酉七月`より`「戌正月初り」 二番 東民斉日

記． 
天保8 年7 月．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
表紙年代下限記載後筆．裏面から焼損(ヵ)・破損大． 
314 
天保十四年七月書出帳，(裏表紙)本田屋小才次． 
天保14 年7 月．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
表紙綴部破損． 
1138-68-1 
覚（書物代金等）． 
（近世ヵ）．  
1 通． 横切紙． 
1138-68 全体を括っていた紙縒り紐とも． 
1202-5 
[卜占書写]（漢字・書翰用語手習い，および「なす・うり・

さゝげす漬之法」など諸処方書上）． 
（近世ヵ）．  
1 冊． 横美半折（一ツ綴）． 
「松代町町田伊助ノ書ナリ 此伊助，清兵衛家分家退転シテ松

代町ニ行」等の記載あり． 
339 
明治四辛未年三月二日三日 村方若者踊興行ニ付貰

物并其外控 安達原文次 朝顔日記 麻屋ヶ嶽 姿之 

町田良三郎；(附)覚（納戸縞・礼紗ほか代金書付）． 
明治4年3月2日・3日；(附)2月27日． 差出：(附)萬屋 

平四郎． 受取：(附)福田屋 良右衛門様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「１１」（後筆）．10 丁目丁内に横切紙1 通（附）． 
555 
名頭字并雑数，(裏表紙)恒篤老人筆（名頭字・十幹[マ

マ]・十二支・方角など）． 
（明治初年ヵ～昭和9 年12 月）．  
1 冊． 竪美（かぶせ綴）． 
末尾（裏見返し部）「恒篤翁筆 昭和九年十二月孫静太誌」（本

文異筆）．また最終丁に朱印あり，同印文「持主 福田屋」． 
1202-6 
（古文書写，小諸佐久地方史記ほか雑記）． 
（下限：明治7 年）． 作成：（町田良衛恒篤ほか）．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
1138-9-1 
大日本全図（袋，本県より取締役等出張御検査の褒美

として地図を賜う）． 
（明治10 年丁丑12 月19 日）．  
1 袋． 袋． 

532 
明治十二己卯年十一月改 鵠齋善道秘蔵書画録 町田

善道誌・町田守道追誌． 
明治12 年11 月．  
1 冊． 竪半半（二ツ綴）． 
朱色罫紙・赤錆色罫紙（追誌部分）使用． 
1137-129 
証（史記代価半額前金1 円90 銭受取につき）． 
明治 14 年 11 月 28 日． 差出：東京京橋区弥左衛門町

一番地 東京印刷会社(朱印)． 受取：町田静太殿． 
1 点． 小切紙． 
1360-11(48) 
入社金預証（本社加入金1 円）． 
明治 14 年 11 月 28 日． 差出：東京々橋区彌左衛門町

一番地東京印刷会社々長 鈴木義宗(印)． 受取：町田

静太殿． 
1 通． 小切紙． 
印紙あり． 
1137-154 
領収証（第三回書籍悉皆代金）． 
明治 15 年 11 月 28 日． 差出：東京京橋区川竹町十九

番地自由出版会社[朱印]． 受取：町田静太殿． 
1 点． 小切紙． 
1137-76 
証（金500 円請取につき）． 
明治16年9月23日． 差出：東京京橋区弥左衛門町一

番地 東京印刷会社(朱印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
358 
明治十八乙酉年改 書籍及物品貸借扣 一竿堂 福田

屋；(附 1)（後崇光院ほか「〆八十六枚」分人名書付）；

（附2）（「梅哥」ほか和歌書付）． 
明治18 年（～明治21 年）．  
1 冊（附2 通とも）． 横美半折（下二ツ目綴）． 
9～10 丁目間に横折紙2 通（附1・2）． 
1137-116 
受取証（合計金1 円70 銭1 厘）． 
明治19年3月25日． 差出：北佐久郡小諸町五百十三

番地 発蒙書舎[朱印]． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
印文「相場之訳」． 
1137-90 
受取証（金1 円38 銭）． 
明治 19 年 7 月 5 日． 作成：北佐久郡小諸町五百十三

番地 発蒙書舎[朱印]．  
1 通． 小切紙． 
1137-88 
受取証（金1 円38 銭）． 
明治 19 年 8 月 5 日． 差出：北佐久郡小諸町五百十三

番地 発蒙書舎(朱印)． 受取：町田良右衛門殿． 
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1 通． 小切紙． 
1139-115 
受取ノ証（金285 円，書代金）． 
（明治）27年9月25日． 差出：南佐久郡岸ノ村 伊井卯

太郎(朱印)． 受取：御馬寄 町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
破損． 
1139-154 
記（書代金100 円受取）． 
明治 29 年 5 月 19 日． 差出：佐藤鍋治(朱印)． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
1139-127 
領収証（書籍代金27 銭）． 
明治 29 年 12 月 3 日． 差出：北佐久郡岩村田本町 書

籍・新聞舗 文盛舘(朱印)． 受取：町田殿． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．差出押印「北佐久郡・岩村田町 文盛舘領

収印」． 
1135-56 
[小山しづ葉書]（御地相場伺）． 
（明治33 年）6 月24 日． 差出：小諸町 小山しつ`より`． 

受取：北佐久郡中津村町田静太様． 
1 葉． はがき． 
1 銭 5 厘切手印刷官製はがき．消印「[欠損]小諸 丗三年六[月]

二十四日 ロ便」「信濃塩名田 丗三年六月 二十四日 ロ便」． 
1143-72 
一立齋広重錦絵買入概価表． 
大正4 年4 月． 作成：東京新橋南金六町 吉沢商店輸

出部．  
1 通． 横切紙． 
印刷物．-72～-73 は別のかたまりとして一括． 
557 
大渋澤閣下之信濃国佐久郡ニ関スル見聞二，三（御馬

寄山浦健六が藍問屋時代の渋沢栄一から扇を得たこと，

木内芳軒婿が渋沢栄一に連れられ第一銀行員となった

こと，等）． 
（大正7 年以降）． 作成：町田静太誌．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
1137-211 
（集芳帳・風雅帳等代金請取）． 
正月14 日． 差出：和泉屋金右衛門(印)． 受取：上． 
1 通． 横美継紙． 
印文「書林 横山町三丁目 玉厳堂」． 
1388-5(2) 
[町田良右衛門書状案]（当村地内千曲川通漁業に関す

る旧小諸藩政時の取締方・制度取調べ不明のことあり

伺い）． 
2 月 5 日． 差出：町田良右衛門． 受取：古具(ママ)屋

叔子君． 

（1 通）． 横美切継紙． 
料紙は紺色罫入． 
1136-63 
[町田良右衛門書状]（熊澤先生より草書小切譲り受けに

つき伺）． 
2 月 11 日． 差出：町田良右衛門． 受取：鈴木御老人

様． 
1 通． 横切継紙． 
1136-46 
[佐久倶楽部幹事箕輪五助他二名書状]（筑[信濃ヵ]毎日

新聞紙上に佐久倶楽部幹事拘引されるとの記事掲載に

つき）；(附)[佐久倶楽部書状]（箕輪氏名刺差上げ配布

方願）． 
6 月30 日． 差出：佐久倶楽部事務所に於て 箕輪五助，

比田井弾左衛門，神津九郎兵衛；(附)佐久倶楽部；(封

筒)佐久倶楽部幹事． 受取：町田良右衛門様，佐藤彦

左衛門様；(附)中津邨 町田良右衛門殿；(封筒)中津村 

町田良右衛門様，佐藤彦左衛門様． 
1 通（2 点）． 竪紙（封筒入）． 
封筒破損．封筒大に折りたたんだ竪紙（朱色罫紙）1 通(附)同

封． 
1138-68-6-14 
上州下仁田町岩井屋手代和吉与申者申口（武州秩父郡

より押出した騒動につき注進書）． 
6 月．  
1 通． 横切継紙． 
1141-48 
記（四書・大学等書籍代金）． 
7 月 3 日． 差出：萬や栃左衛門． 受取：福田屋良右衛

門様． 
1 通． 横切紙． 
1359-32 
[下桜井村若者書状]（神楽殿出来につき当月十五日十

六日狂言定日のため皆々様ご光来願い）． 
8 月 8 日． 差出：下桜井村 若もの． 受取：御馬寄村 

町田良右衛門様． 
1 通． 竪紙． 
1359-23 
[町田寿僊書状]（表具のこと何様の麁物にてもよいので

少々手少なに用立てたく）． 
9 月18 日． 差出：寿僊． 受取：一竿尊叔様． 
1 通． 横美切継紙． 
灰赤紫色用紙． 
1387-12 
[金子三平書状]（アメリカ書簡写差上につき幸便）． 
9 月 23 日． 差出：金子三平；(封筒)善光寺 金子三平． 

受取：町田彦右衛門様；(封筒)御馬寄邨 町田彦右衛門

様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1143-73-4-1 
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[金三郎書状]（景山・蓬平御返却の件承知）． 
12 月17 日． 差出：金三郎． 受取：一竿堂様． 
1 通（3 通のうち）． 横美切紙． 
外側から順に． 
1132-29 
（英吉利人の著せる日本記事の一篇横濱新聞紙タイム

スより抄出ス，御維新の動向について）． 
1 通． 横折紙． 
1136-55 
立憲自由党之旨趣（ならびに）立憲自由党々則． 
1 通． 横美切紙． 
活版印刷． 
1137-77 
（漢書評林代金勘定書付）． 
1 通． 横切紙． 
1138-42-1 
[和歌短冊](籠と急須の絵）． 
作成：晴信．  
1 通． 短冊． 
1138-44-7 
（漢詩文手習）． 
1 通． 横切紙． 
1139-187(20) 
（「紀州熊野ニ而と山くしらくじらと山と」云々覚書）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横美切紙． 
1141-54 
（書画代金覚）． 
1 通． 横切紙． 
1142-43 
（「債」「債主」「償」ほか漢字・ふりがな書付）． 
1 枚． 小切紙． 
1143-73-17 
（皇国の御報恩のため田地残らず上地仕りたきにつき）． 
作成：（文中「当国八幡宿農民」ヵ）．  
1 通． 竪紙． 
1202-7 
（垂仁天皇ほか天皇事績略記および八幡宿正八幡宮縁

起書付）． 
1 冊． 竪半（四ツ目綴）． 
本文のほとんどを綴部近くから破り捨て． 
1202-8 
天保十四卯閏九月十三日四ツ時申渡之秘書（写，水野

越前守勝手向不取締り処分，不埒箇条）． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
1359-22 
[某書状案]（当国史略拝借願ほか）． 
差出：天 兄君[ 訂正前「愚弟」]． 受取：下 小平愚弟

[訂正前「兄君」]． 
1 通． 横美切紙． 

端裏「…こくや 御主人へ」．本紙下部2 ヶ所付箋． 
1359-25 
[風刺戯文書付]． 
1 通． 横美切継紙． 
内容「近来巨鳥ト云鳥渡来して百姓ヲ荒ス其鳥頭ハ散髪にして

熊鷹ノ如ク手足ハ人間にして爪長シ…嘴達者にして議論ヲ好ム

属集会シテ民費ヲ喰…」． 
1359-63 
（佐久郡内各所の地名を詠み込んだ歌書付）． 
1 通． 横切継紙． 
内容：「ことふきあそひ初春の松のよわいハ千代かけて代…」と

はじまる．「こくうぞう」「飯森」等の語が見え「わみ山山論」等と関

係ヵ． 
556 
小諸御役所 真楽寺門末江 御尋［(破損)]覚；（本文柱

書）御尋ニ付口上書の覚． 
1 冊． 竪半（四ツ目縫い綴じ）． 
表紙破損大．四ツ目綴穴あり，綴補修． 
○新聞 

1137-139-1 
（新聞代価受取証）． 
明治 13 年 3 月 5 日． 差出：長野大門町第三十六番地 

需新社[朱印]． 受取：御馬寄村町田良右衛門様． 
1 点． 小切紙． 
1137-139-2 
（新聞代価前金受取証）． 
明治 13 年 3 月 5 日． 差出：長野大門町第三十六番地 

需新社[朱印]． 受取：御馬寄村町田良右衛門様． 
1 点． 小切紙． 
1137-135 
証（35 銭受取につき）． 
明治 13 年 10 月 16 日． 差出：信濃新報社社主小野億

之進(朱印)． 受取：町田良右衛門殿． 
1 点． 小切紙． 
1137-134 
信濃新報社請取証（4 円60 銭受取）． 
明治14年7月26日． 差出：信濃国上水内郡長野町六

百六十一番地 信濃新報社(印)． 受取：町田様． 
1 点． 竪紙． 
1137-145 
信濃新報社受取証（金18 銭）． 
明治16年6月21日． 差出：信濃国上水郡長野町六百

六十一番地信濃新報社(朱印)． 受取：町田良右衛門殿． 
1 点． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み． 
1137-151 
領収証（新聞代金8 円43 銭受取につき）． 
明治16年9月26日． 差出：信濃国長野信濃新聞社[朱

印]． 受取：町田良右衛門様． 
1 点． 小切紙． 
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1137-93 
領収証（金1 円58 銭受取につき）． 
明治19 年8 月10 日． 差出：燈新聞見光社派出員 高

野安麿[朱印]． 受取：北佐久郡御馬寄村 町田良右衛

門様． 
1 通． 小切紙． 
1137-92 
新聞代金受取証． 
明治19 年9 月7 日． 差出：小諸町書肆 発蒙舎 相場

七左衛門[朱印]． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1137-89 
新聞代金受取証． 
明治 19 年 9 月 10 日． 差出：小諸町書肆 発蒙舎 相

場七左衛門[朱印]． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1139-21 
第七十一号 証（「貿易 三月分・四月分」代金領収につ

き）． 
明治24年5月9日． 差出：小諸新聞舎[朱印]． 受取：

町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．差出印文「小諸新聞舎領収之印」． 
1139-83-1 
証（「中外」代金領収）． 
明治24年12月31日． 差出：小諸新聞舎 大池吾郎[朱

印]． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
-83-1 と-83-2 は重り一括．「岩村田活版所印行」印刷用紙．差

出朱印「小諸新聞舎会計之章」． 
1139-83-2 
（金5 円請取書付）． 
明治 25 年 2 月 17 日． 差出：春日村 嶋津〆蔵(印)． 

受取：中津村 町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
薄緑色用紙． 
1139-77 
領収証（「中外」「時事新報」ほか代金請取）． 
明治25年2月13日． 差出：小諸町四百八拾一番地書

肆 相場七左衛門[朱印]． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 竪切紙． 
印刷用紙に記入．差出朱印印文「小諸 荒町 〈ヤマと一に久〉

相場店」． 
1139-39 
領収証（「中外」代金）． 
明治 27 年 11 月 9 日． 差出：北佐久郡望月駅 兩澤新

聞舖[朱印]． 受取：町田不士太殿． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．差出・領収印文「兩澤」． 
1139-35 

領収証（「中外」代金）． 
明治27年12月12日． 差出：北佐久郡望月駅 兩澤新

聞舖[朱印]． 受取：町田不士太殿． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．差出・領収印文「兩澤」． 
1137-161 
東京日々新聞代価確受之証（金5 円）． 
8 月4 日． 差出：日報社． 受取：町田良右衛門様． 
1 点． 竪紙． 
1137-133 
東京日々新聞代価確受之証（金6 円81 銭）． 
10 月 28 日． 差出：日報社勘定役代理． 受取：町田良

右衛門様． 
1 点． 竪紙． 
1137-132 
東京日々新聞代価確受之証（金52 銭4 厘）． 
差出：日報社代鈴木． 受取：町田良右衛門様． 
1 点． 竪紙． 
上部に朱印「受領 日報社勘定役」とある． 
○謙三文庫 

462 
在方御書付并勤方心得其外諸扣 在方出役 野々村啓

蔵． 
1 冊． 19×9cm（かぶせ綴）． 
表紙朱印「謙三文庫」． 
○他行見聞 

333 
慶応四戊辰年正月五日出立ニ而 伊勢参宮道中休泊附 

二月十三日帰村 東山道御馬寄 福田屋 千代治（道中

宿泊所・弁当等休所書上日記）． 
慶応4 年正月5 日～2 月13 日．  
1 冊． 横半半折（四ツ目縫い綴じ）． 
335 
慶応四辰二月十三日 伊勢参宮ニ付 書類入 福田屋

千代次． 
慶応4 年2 月． 作成：（福田屋千代次）．  
[10 点]． [袋入一括]． 
335-0 
[袋]慶応四辰二月十三日 伊勢参宮ニ付 書類入 福田

屋千代次． 
慶応4 年2 月13 日．  
1 点． 袋． 
裏面（袋内側）に「慶応四辰正月五[ ]二月十[ ]伊勢参宮[道

(ヵ)]筋ニ而噂[風聞(ヵ)]」． 
335-1-1 
慶応四稔 戊辰正月五日ヨ里 岡ニ日ニ新，(裏表紙)中

山道信佐久 御馬寄邨 福田屋道喜（参宮道中日記）；

(附)（正月7 日よりの日記補足）． 
慶応4 年正月5 日．  
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1 冊（包紙・紙縒り紐、附 1 冊とも）． 竪三ツ切半折（18.5×

8.8cm，袋綴様；四ツ目綴；包紙・紙縒り一括）． 
包紙・紙縒り紐にて-1-1・-1-2 を一括．包紙「慶応四年正月 参

宮日記 町田道喜」（ペン書き）．19～20 丁目間に横長小帳（ひ

ねり綴）1 冊(附)． 
335-1-2 
慶応四年 戊辰正月初五日発足 雲遊草，(裏表紙)中山

道千曲川辺 美満喜野里 交睦双（参宮道中小遣帳）；

(附 1-1)[覚ほか]（酒代ほか道中諸費請取）；(附 1-2)[山

浦新蔵書状]（このたび福田屋良右衛門様・叶屋専右衛

門様・清兵衛様その外御大勢にて伊勢参宮につき幸

便）． 
慶応4年正月5日；(附1-1)[正月15日～2月13日]；(附

1-2)辰ノ正月4日認メ． 差出：(附1-1)[濱松宿近江屋清

太夫；野尻宿脇御本陣木戸彦左衛門ほか]；(附1-2)愚甥 

新蔵，(包紙)信州佐久郡御馬寄村山浦新蔵． 受取：(附

1-1)[上ほか]；(附 1-2)貴伯父張もの屋 弥助様，(外側包

紙)大坂ざこ場上橋西造ニ而加賀屋長兵衛様，(内側包

紙)張物屋彌助様． 
1 冊． 竪三ツ切半折（18.5×8.8cm，袋綴様；四ツ目綴）． 
包紙・紙縒り紐にて-1-1・-1-2 を一括．10～11 丁目間に横切紙

3 通・竪切紙 2 通(附 1-1)，および包紙 2 枚入横切継紙 1 通(附

1-2)． 
335-2 
（布告・高札写，戊辰戦争関係東山道鎮撫総督よりの布

告など）． 
慶応4 年2 月13 日． 作成：福田屋千代次．  
7 通． 横切継紙・竪切紙・竪紙． 
それぞれ端上に朱筆「１」～「７」（後筆）． 
1138-13 
（御秡元結等配り候人別覚，参詣につき）． 
1 通． 横切紙． 
1138-14-1 
（土産遣し候人別書抜類，参詣につき）． 
1 通． 横切継紙． 
1138-14-2 
（土産遣し候人別書抜ヵ，参詣につき）． 
1 通． 横切継紙． 

5.日記・雑記 

419 
嘉永六年 丑六月廿日 諸事控帳． 
嘉永6 年6 月．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
529 
明治五壬申年 春二月より 懐中雑誌 町田之喜止． 
明治5 年．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴）． 
345 
明治十一年九月`より  ̀ 隠宅雑事記（品物人名を書付け

た日記とも）． 

明治11 年9 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴，下ヶ紐付）． 
明治7 年4 月からの医者にかかった記事もあり． 
534 
明治十四稔一月ヨリ 雑記録 一号 町田 「◎」十五年

十月大洪水 十二新田工事 記録． 
明治14 年1 月．  
1 冊（5 冊のうち）． 竪半切半（四ツ目綴，不完全）． 
もと 534～538 まで括り紐にて一括．紐同封．布達布告類の裏面

を使用．表紙標題「」内朱筆． 
530 
十五年四月八日ヨリ 意覚記録 町田，(裏表紙)入湯諸

費扣． 
（明治）15 年4 月8 日．  
1 冊． 横半半折（綴葉装一ツ綴）． 
535 
明治十八年九月ヨリ 諸事雑誌 二号 町田 道喜（諸事

地面，小作金等につき）． 
明治18 年9 月．  
1 冊（5 冊のうち）． 竪半切半（四ツ目綴，不完全）． 
布達布告類の裏面を使用． 
536 
明治廿一年二月ヨリ 雑事意覚 第三号 福田舎（出入

金円覚）． 
明治21 年2 月．  
1 冊（5 冊のうち）． 竪半切半（四ツ目綴，不完全）． 
布達布告類の裏面を使用． 
537 
明治二十二丑年一月ヨリ 諸事雑記 第四号 福田舎 

「◎」溜講無尽記事「○」字まくりめ地図「十二新田車屋

附近 地図」． 
明治22 年1 月．  
1 冊（5 冊のうち）． 竪半切半（二ツ綴）． 
布達布告類の裏面を使用．表紙標題「」内朱筆． 
538 
二十三年五月ヨリ 二十四年ニ至 諸事雑記 五号 福

田屋． 
明治23 年5 月～24 年．  
1 冊（5 冊のうち）． 竪半切半（四ツ目綴，不完全）． 
布達布告類の裏面を使用．表紙朱筆「明治廿四年道喜中風ニ

罹ル」「小諸町臼田彦五郎へ地所売渡シ 記事，我家大切之記

事 道喜自筆」． 
585 
明治廿四年一月以来 諸事書留． 
明治24 年1 月．  
1 冊． 竪半（四ツ目綴，不完全）． 
「明治廿一年七月ヨリ 日誌」（朱色罫紙）紙背使用（末尾から

2/3 ほど日誌本文あり）． 
539 
小諸出張中 諸事意覚． 
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（明治年間ヵ）．  
1 冊． 竪半切半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「木村午太郎桑原亀太郎両人 口添ニテ碓氷勇海殿

ニ依頼スル処 アリ遂ニ結果無し」「此一冊ハ借金整理ノ為メ光

岳寺住職碓氷勇海殿ニ依 頼スル処アリテ小諸ヘ出張セシ日記

ナリ」．本文「佐久銀行株主姓名表」（活版）紙背使用． 
1202-16 
（雑記帳，金円勘定，人名書付など）． 
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 

6.書状類 

1135-59 
[封筒]． 
5 月 9 日． 差出：北佐久郡中津村町田良右衛門． 受

取：小縣郡上田町千七百三拾七番地大塚敬助様． 
1 通． 封筒． 
封筒のみ．宛名線引（反故ヵ）． 
1137-101 
[書状]（かけもの仕賃につき）． 
5 月 28 日． 差出：金合堂(ヵ)． 受取：上 福田屋様 当

用． 
1 通． 横美切紙． 
1387-64 
[書状]（同苗酒代支払滞りにつき）． 
7 月13 日．  
1 通． 横切継紙． 
下書ヵ． 
1132-9 
[書状]（蔵式酒代金済方取扱の礼）． 
9 月5 日．  
1 通． 横切継紙． 
1132-8 
[書状](前欠)（参上致す旨）． 
9 月18 日．  
1 通． 横切紙． 
1387-73 
舌代（地所書□のため参上の旨）． 
霜月 22 日． 差出：万屋七左衛門． 受取：福田屋良右

衛門様． 
1 通． 横切紙． 
赤紙使用． 
1359-68 
[書状]（昨夜甚太郎より承るは兵三郎出向し元金何程あ

るか承りたくと申出あり仲間諸事故でき兼ね兵三郎と言

争いになった由，元附帳を披見させ有金明細申聞け規

則書により他へ売捌くは致させ難く断るべき，様子次第

当人ならびに兵三郎説諭がよろしく云々）． 
21 日． 差出：千林堂． 受取：こくや主人． 
1 通． 横切継紙． 
巻上ヶ部分宛所左に金銭勘定記載． 

1138-45 
舌代(用文書御遣し下されたく）． 
28 日． 差出：新宅． 受取：福田屋． 
1 通． 横切紙． 
1137-11 
[書状]（今晩，火鉢・茶碗の用意願いにつき）． 
30 日．  
1 通． 小切紙． 
1132-1 
[書状]（組合用向出来にて伺公致しかねるにつき）． 
1 通． 横切継紙． 
黄紙． 
1132-10 
[電報頼信紙]． 
受取：トウキヤウシカンダスルガダイミナミカウガマチ一 

リウメイカンカタコヤマリヤウヘイ． 
1 通． 竪切紙． 
10 銭切手2 枚貼付も未使用． 
1135-31 
[書状]（下書，会社事務員の欺罔につき）． 
1 通． 横切紙． 
1138-44-4 
舌代(後欠)． 
1 通． 横美切紙． 
「下拙義」のみ，下書片ヵ． 
1359-28 
[書状案]（このあいだの噺のことで先方へ申入れたが

繰合にならず，また催促し云々）． 
1 通． 横切紙． 
1134-22 
[我野某書状]（過日厄介になったことの礼，はつ追々快

方により一同喜び云々，ほか薬処方書上）． 
1 月29 日． 差出：我野拝． 受取：町田様． 
1 通． 横美切紙． 
1387-31 
[池田幸右衛門書状]（御詠草今日返上の旨）． 
12 月 16 日． 差出：いけ田(ママ) 池田幸右衛門． 受

取：御馬寄村 町田良介様． 
1 通． 横切継紙． 
1132-37 
[板井次郎兵衛書状]（米の儀承知につき）． 
1 月 29 日． 差出：下板井村板井次郎兵衛． 受取：御

馬寄村町田良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1136-14 
[伊藤寛治葉書](貴兄の婦妻のことにつき）． 
（大正 4 年 6 月 14 日）． 差出：伊藤寛治． 受取：長野

県北佐久郡中津村字御馬寄町田良一様． 
1 葉． はがき． 
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年月日は消印より． 
1135-26 
[梅太郎書状]（依田大君御出張旁拙者に御用の趣云々，

実は拙者より参上云々）． 
卯月 1 日． 差出：梅太郎． 受取：町田静太君；(封筒)

町田静太様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1136-4 
[大塚敬助書状]（静岡県城東病院に奉職まで，金 5，6

円程貸し下されたく）． 
（明治21 年）9 月10 日． 差出：大塚敬助；(封筒)東京本

郷区湯島三組三十五番地伊藤長兵衛 大塚敬助． 受

取：町田良右衛門様；(封筒)信州北佐久郡御馬寄村町

田良右衛門様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1136-80 
[大塚敬助書状]（引移り開業等近況および冨士太の容

態につき）． 
（明治 23 年）5 月 2 日． 差出：敬助；(封筒)上田町千七

百三十七番地 大塚敬助． 受取：町田様；(封筒)北佐久

郡中津村字御馬寄町田良右衛門様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
年は消印「信濃望月 廿三年五月 四日 ハ便」ほかより． 
1136-99 
[大塚敬助書状]（禁酒の勧めなど，健康上の注意）． 
（明治23 年）7 月24 日． 差出：敬助；(封筒)上田町房心 

大塚敬助． 受取：静太様；(封筒)当国北佐久郡中津村

字御馬寄 町田静太様． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
年は消印「信濃望月 廿三年七月 二十五日 ロ便」より． 
1136-90 
[大塚敬助書状]（薬の処方，清水先生への問合せのこ

と）． 
（明治25年）9月14日． 差出：敬助拝；(封筒)上田町 大

塚敬助． 受取：静太様；(封筒)北佐久郡中津村字御馬

寄 町田静太様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
年は消印「信濃上田 廿五年九月 十五日 ロ便」より． 
1136-23 
[大塚敬助書状](足痛にて参上できないこと等の詫）． 
（明治 25 年）9 月 15 日． 差出：敬助；(封筒)上田町 大

塚敬助． 受取：静太様；(封筒)北佐久郡中津村字御馬

寄町田静太殿． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
2 銭切手．年は消印「信濃上田 廿五年九月 十五日 ハ便」ほ

かより． 
1136-53 
[大塚敬助書状]（病人愚診の上処方書差上げにつき調

薬下されたく）；(附)[処方書]． 
10 月19 日． 差出：敬助；(封筒)大塚敬助拝． 受取：町

田様；(封筒)町田良右衛門様． 
1 通（2 点）． 横美切継紙（封筒入）． 
別紙横切継紙 1 通(附)同封．本紙日付記載「…廿九日」を訂正

（封筒は「十九日」）． 
1136-65 
[岡部源二書状]（貴家令息修行奮発くださるよう）． 
（明治）21 年 1 月 26 日． 差出：岡部源二． 受取：町田

良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1387-83 
[長辺作太郎葉書]（非常多忙につき周旋行き届かざる

旨）． 
（明治23 年）7 月21 日発． 差出：東京都荏原郡世田谷

村 長辺作太郎． 受取：信州 北佐久郡中津村 町田静

太様． 
1 葉． はがき． 
1 銭 5 厘切手印刷官製はがき．消印「武蔵世田谷 廿三年七月 

二十一日[かすれ]」ほか． 
1135-19 
[久平書状]（今般私共始末につき）． 
12 月29 日． 差出：南佐久郡田口村土屋吉三郎方久平． 

受取：町田静太様． 
1 通． 竪紙． 
1136-22 
[工藤武重書状]（御尊父様永眠につき御悔）． 
（明治25 年）9 月18 日． 差出：工藤武重；(封筒)東京麹

町中六番町廿五番地 工藤武重． 受取：町田静太様，

外御親戚御中；(封筒)信州北佐久郡中津村町田静太様． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
年は消印より．2 銭切手． 
1136-7 
[黒田説道葉書]（無事進級）． 
（大正）3年3月26日． 差出：京都市鹿ケ谷仏教専門学

校内黒田説道． 受取：長野県北佐久郡中津村御馬寄

町田静太殿． 
1 葉． はがき． 
年は消印から． 
1134-15 
[小島伊平葉書]（19 日に葉書で通知したが何等回答も

なく説明したいので出京可否大至急回答されたく）． 
5月23日． 差出：東京都日本橋区蛎売町一ノ三常陽館 

小島伊平． 受取：長野県北佐久郡中津村 大字五郎兵

衛新田大池 町田静太様． 
1 葉． はがき． 
1 銭5 厘切手印刷官製はがき使用，差出印「東京市日本橋区蛎

売町壱丁目弐番地東京米穀商品取引所仲買人 田中英次」（ス

タンプヵ）を訂正し再利用．消印「東京中央 4.5.23 后1-2」． 
1134-1 
[小平久三書状]（出京以来の無音宥免くだされたく，ま

た金子お与えくださりお礼）． 
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（明治 20 年ヵ）11 月 26 日． 差出：久三より；(封筒)東京

日本橋区通旅籠町 堀越角次郎方 小平久三． 受取：

(封筒)信州北佐久郡御馬寄 町田良右衛門殿 平信用． 
1 通． 横切紙（封筒とも）． 
年代消印「東京 ヲ・二〇・一一・二六」ほかより． 
1132-25 
[小平久三葉書]（年賀状）． 
（大正 11 年 1 月 4 日）． 差出：東京市芝区二本榎西町

弐 小平久三． 受取：信州北佐久郡中津村 町田静太

様． 
1 葉． はがき． 
年代は消印より． 
1388-4(17) 
[小平蔵吉書状](前欠)（籾・金差引勘定および籾年賦成

崩借用証案ほか）． 
12 月 27 日；(借用証案)ー． 差出：くら吉；(借用証

案)ー，ー，ー． 受取：福田や御主人；(借用証案)担任 

工藤常太郎・町田利助殿． 
1 通． 横美切継紙． 
書状本文なく年代・差出・宛先のみ．明治36 年前後ヵ． 
1132-19 
[小平二郎兵衛書状]（穣義養子縁談につき）． 
8 月3 日． 差出：小平二郎兵衛． 受取：町田静太様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1132-32 
[小平八郎書状]（野沢よりの掛金につき）． 
11 月29 日． 差出：八郎． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1137-35 
[小平八郎書状]口上（印形下され願）． 
差出：八郎． 受取：良右衛門様，佐太郎様． 
1 通． 小切紙． 
1387-79 
[古平紋吉書状]（中旬頃には引当有る旨）． 
11 月 4 日． 差出：塩名田古平紋吉． 受取：御馬寄村

町田千代治様． 
1 通． 横切紙． 
1132-21 
[小平やす葉書]（仕事の都合により，28 日頃帰宅）． 
（明治40年）10月26日． 差出：茂田井吉のやニテ小平

やす． 受取：中津村町田静太様． 
1 葉． はがき． 
1132-15 
[小林洋右書状]（借用金始末につき，岸野銀行より借用

金，森太殿と折半の件）． 
2 月15 日． 差出：小林洋右． 受取：町田賢兄． 
1 通． 横切継紙． 
1135-5 
[小松栄之助書状]（小松桂次郎母死去の知らせ）． 

8 月10 日． 差出：小松栄之助． 受取：町田静太様． 
1 通． 竪紙． 
1135-55 
[小山久左衛門書状]（蒲団拝借の礼，御約束の儀につ

き）． 
6 月 8 日． 差出：小山久兵衛；(封筒)純水館久左衛門． 

受取：町田静太様；(封筒)御馬寄 町田静太様． 
1 通． 竪切紙（封筒入）． 
「小諸〈ヤマに九〉小山」緑色罫紙，日付は「明治廿 年…」欄へ

書込み． 
1135-41 
[小山久三書状]（町田良右衛門逝去御悔み）． 
明治 25 年 10 月 6 日． 差出：小平久三(封筒)東京通旅

篭町堀越角次郎方小平久三． 受取：町田良右衛門様

御家内中様；(封筒)信州北佐久郡中津村大字御馬寄町

田良右衛門様・御家内中様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1135-37 
[小山孝平書状]（産婦後服薬取寄せ願）． 
3 月 28 日． 差出：(封筒)小諸よら町小山孝平． 受取：

(封筒)御馬寄村町田良右衛門様． 
1 通． 横美切紙（封筒入）． 
1135-38 
[小山孝平書状および硫化加里代金受取]． 
差出：よら町 小山孝平． 受取：御馬寄村 町田良右衛

門様 貴下． 
[1 通（2 点）]． [封筒入]． 
差出・宛先は封筒より（1135-38-1～-38-2 を同封）．封筒裏「小

山孝平能書也」． 
1135-38-1 
[小山孝平書状]（下縣の尊岳御病気の心配）． 
差出：小山孝平拝． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1135-38-2 
記（硫化加里代金受取）． 
4 月2 日． 差出：亀屋勘助[朱印]． 受取：大塚様． 
1 通． 横切紙． 
差出印文「内務省免許調剤薬舗荻原勘助」． 
1135-28 
[小山しづ書状]（頭痛につき春日ヘ入湯いたしたき旨）． 
3 月 21 日． 差出：しず拝；(封筒)小諸町小山しづ． 受

取：母上様；(封筒)北佐久郡中津村町田静太様方小山

ゑい様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1135-11 
[小山丈右衛門書状]（御尊父の死去を悼む旨）． 
（明治 25 年）第 9 月 18 日夜． 差出：小山丈右衛門拝；

(封筒)蓬莱町二 小山丈右衛門． 受取：町田志津太様・

各位御衆中；(封筒)信州北佐久郡中津村御馬寄 町田

良右衛門様． 
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1 通． 横美切紙（封筒入）． 
封筒 2 銭切手．消印「武蔵 横濱 廿五年九月 十九日 ロ便」ほ

か． 
1136-29 
[小山丈右衛門葉書]（好物御送与の礼）． 
（明治33年）4月4日． 差出：横濱黄金町一ノ四小山丈

右衛門． 受取：北佐久郡中津村町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年は消印より． 
1359-38 
[小山亨書状]（金子4，5 日ご勘弁，瓶は先日も疵物あり

鋳掛け都合31本になるよう引取りたく都合うかがい，ほ

か）． 
差出：しマカわら [欠損]． 受取：ミマヨセ [欠損]様． 
1 通． 横切継紙． 
端朱筆「母方祖父小山亨より祖父恒篤宛之書状 良一記」．破損

後欠． 
1136-8 
[小山徳子葉書]（母脳出血にて昏睡）． 
（大正）4 年 7 月 27 日． 差出：上田町 小山徳子． 受

取：北佐久郡中津村町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年は消印より． 
1136-9 
[小山徳子葉書]（亡母仮埋葬につき）． 
（大正）4 年 8 月 7 日． 差出：小山徳． 受取：北佐久郡

中津村町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年は消印より． 
1136-91 
[小山量平書状]（敬助妻義縁談周旋取計依頼)． 
（明治25 年）3 月8 日． 差出：量平；(封筒)北御牧村 小

山量平． 受取：静太様；(封筒)中津村御馬寄 町田良右

衛門様 当用． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
年は消印「信濃岩村田 廿五年三月 九日 ホ便」より． 
1136-96 
[小山量平書状]（嘉右衛門殿御返金なく困迫ゆえ送金

下されたく）． 
（明治25 年）7 月18 日朝． 差出：小山；(封筒)北御牧村 

小山量平． 受取：町田様；(封筒)北佐久郡中津村御馬

寄 町田良右衛門様 至急用． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
年は消印「信濃望月 廿五年七月 十八日[ ]」ほかより． 
1134-35 
[小山量平書状]（附院僧御同伴のこと御止め下されたく

報知）． 
2 月 1 日． 差出：島川原村 小山量平． 受取：御馬寄

村 町田良右衛門様 貴下． 
1 通． 竪紙． 

書状大に折りたたまれていた． 
1136-50 
[小山量平書状]（塩名田の菊葉桑苗買い求めたく云々）． 
4 月 8 日． 差出：量平拝；(封筒)小山量平． 受取：町田

様；(封筒)町田良右衛門様． 
1 通（2 点）． 横美切継紙（封筒入）． 
別紙横切紙の追伸書を本紙奥に巻込み． 
1136-51 
[小山量平書状]（十文字売り尽くし，菊葉代金につき）． 
4 月 12 日． 差出：量平拝；(封筒)小山量平拝． 受取：

町田様；(封筒)御馬寄 町田良右衛門様 尊下． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1359-26 
[小山量平書状]（過日願置いた書画代料金 2 分につき）． 
5 月 4 日． 差出：小山量平 九拝． 受取：呈 町田良衛

君． 
1 通． 横美切継紙． 
1136-52 
[小山量平書状]（製糸御始業の趣に感服）． 
6 月 26 日． 差出：島川原小山量平． 受取：町田良右

衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1136-82 
[小山量平書状]（眼の中を蜉蝣に噛まれた傷の治療法

について）． 
8 月1 日． 差出：（小山）量平． 受取：（大塚）敬助． 
1 通． 横切紙． 
1136-49 
[小山量平書状]（本朝差越しの車夫につき）． 
9月17日． 差出：小諸与ら町小山量平． 受取：御馬寄

村町田静太様． 
1 通． 横切継紙． 
1134-6 
[小山某書状]（病人今朝より変症午後急死につき）． 
11 月20 日午後． 差出：小山． 受取：町田様． 
1 通． 横切紙． 
差出記載なし． 
1137-24 
[作蔵書状]（御頼置いた金子のこと）． 
6 月23 日． 差出：作蔵． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1129-12 
[作蔵書状]（金蔵・三重郎は出銭の義は出しかねる

云々）． 
差出：作蔵． 受取：良三郎様． 
1 通． 横切紙． 
1134-25 
[重田平八郎書状]（八犬伝および大家論集拝借し返却

せず面目なく，また小諸英語学校当時に拝借の小説類
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も延引するも，八犬伝・大家論集だけは暫時恩借願に

つき）． 
6 月 11 日． 差出：根 重田平八郎(朱印)拝；(封筒)自根

岸（封筒）南佐久郡根岸村 重田平八郎． 受取：町田静

太様；(封筒)北佐久郡御馬寄村 町田静太様 急之用事． 
1 通． 横美切紙（封筒入）． 
本紙は藍色罫入．差出朱印印文「重田」，封筒封印同印． 
1387-54 
[杉木屋国市書状]（ご返金延引の詫）． 
11 月 22 日． 差出：杦木や国市． 受取：御馬寄村福田

屋良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1359-52 
[忠兵衛書状]（先頃養子取極め，やい離縁承知，小子出

立の際夜具売払い王子紙造へ出向いたし手続きとなる

も金円なく困るので依頼した金等送られたく云々）． 
5 月19 日． 差出：忠兵衛． 受取：御伯父様． 
1 通． 横切継紙． 
1136-15 
[土肥千蔵書状](愚子和吉事業，本人希望に任せる

云々）． 
9 月 17 日夜． 差出：土肥拝；(封筒)原新田上原土肥千

蔵． 受取：町田様；(封筒)中津村町田静太様． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
1136-17 
[伴野きくぢ書状](住宅の様子につき）． 
5 月 17 日． 差出：上伊那中沢村教員住宅内伴野きくぢ． 

受取：（北佐久郡中津村）町田萬次郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1136-20 
[伴野又太郎葉書]（滞在中厄介礼，武雄事云々）． 
（大正 3 年 1 月 14 日）． 差出：上イナ中沢村伴野又太

郎． 受取：北佐久郡中津村町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年は消印より． 
1359-41 
[長谷川丗英書状]（八郎様御用立金利子のこと夏中も

申上げた通り宮島氏も出京前兼々申置くも挨拶ないた

め心痛，前文利子勘定願につき）． 
12 月 10 日． 差出：長谷川丗英；（包紙）長谷川丗英． 

受取：町田彦右衛門様，町田良右衛門様；（包紙）御馬

寄村 町田彦右衛門様，町田良右衛門様 要用． 
1 通． 横切継紙（包紙入）． 
包紙に「一昨廿日嘉兵衛方`より`被遊□□いたし 披見仕候得

共，宮島一件御相談被成下 当人方へ被申聞可被下候，以上 

彦右衛門 吉右衛門様・清兵衛殿」． 
1134-37 
[花田順庵書状]（風邪にて臥し居り飯米に差支え米一俵

拝借願）． 
2 月 27 日． 差出：花田順庵拝． 受取：町田良右衛門

殿． 
1 通． 横美切紙． 
1136-72 
[花田某書状]（暑中見舞）． 
7 月19 日． 差出：花田． 受取：町田君． 
1 通． 横切継紙． 
1359-73 
[はやし書状]（風邪見舞い，森山一条取極りと薄々承り

分散仕らずよう）． 
12月25日． 差出：はやし`より`． 受取：こく屋御主人主 

内々御披見可被下候． 
1 通． 横切継紙（別紙追伸書とも）． 
紙継部剥離，奥に短冊状の追伸書を巻き込み一括． 
1142-1 
[はやし書状]（八幡依田氏参られ福田やの申入れ通り

に出来の趣，地券談事云々）． 
17 日． 差出：はやし． 受取：こく屋御主人 内用． 
1 通． 横美切紙． 
1359-15 
[はやし書状]（金子 7 円遣した旨，3 月 25 日夜 40 目人

参積買分渡し，4 月 22 日に 30 両遣され，そのうち桑苗

代へ 10 円渡し云々）． 
23 日． 差出：はやし． 受取：古く屋様． 
1 通． 横切継紙． 
609-2 
[はやし書状]舌代（下桜井臼田宅重郎長病命没，明廿

八日午前十時出葬の旨報知）． 
（27 日ヵ）． 差出：はやし`より`． 受取：古具屋様 不幸

用事(ヵ)． 
1 通． 横切継紙． 
1129-11 
[はやし書状]舌代（銭引替につき）． 
差出：はやし． 受取：ふく田や様． 
1 通． 横切紙． 
1133-2 
[彦右衛門書状]（去春中酒乱不埒御勘弁隠居存命中禁

酒のところ去 11 月竹田の婚礼の節勧められ少々呑ん

だら熟酔し今年になり時々腹痛のため薬散を酒で用い

云々，以後御捨免の御口上ない内は一酔も口にしない

よう云々）． 
正月15 日． 差出：彦右衛門拝． 受取：御叔父様． 
1 通． 横美切継紙． 
1133-3 
舌代（私縁談市右衛門様・清兵衛様御世話下さるも尊君

様返書を頂戴して御両所様へ挨拶仕りたく返書願）． 
正月15 日． 差出：彦右衛門拝． 受取：御伯父様． 
1 通． 横美切継紙． 
差出・宛名は巻上ヶ上ワ書より． 
1359-49 
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[彦右衛門書状]（当所名当てに手紙あり初太郎殿よりの

返事には様子が一向分らず困り入り噺くだされたく

云々）． 
31 日． 差出：彦右衛門． 受取：良右衛門様 別紙在中． 
1 通． 横切紙． 
折畳み封印． 
1124 
[福田屋隠居書状]（跡部の病者のこと委細承り，其許も

用いている厚朴三物湯を調合し遣されるのがよい

云々）． 
差出：福田の隠居． 受取：温古堂主人． 
1 通． 横切継紙． 
前欠ヵ（端の右半分欠損文字より）． 
1387-72 
[藤屋源之助書状]（相談のため川向つたや迄出向願）． 
12 月 17 日． 差出：藤屋源之助． 受取：福田千代次様． 
1 通． 横切継紙． 
1132-23 
[牧野成功葉書]（牧野家改葬欠席につき）． 
（明治44 年）7 月21 日． 差出：小諸町子爵牧野家墓地

改葬主任 牧野成功． 受取：北佐久郡中津村字御馬寄 

町田静太殿． 
1 葉． はがき． 
1136-70 
[町田三郎書状]（農林学校予備校入校試験・学資予算

ほか説明，留学決定を待入る）． 
3 月2 日． 差出：町田三郎． 受取：町田静太君． 
1 通． 横美切継紙． 
1136-83 
[町田三郎書状]． 
[25 日]． 差出：在東京 町田三郎． 受取：町田甚太郎

様 親展． 
[1 通（2 点）]． [封筒入]． 
-83-1・-83-2 を収める．「町田不二太君ニ託」． 
1136-83-1 
[町田三郎書状]（学資書籍代および散弾弾薬代御送金

くだされたく）． 
25 日夜認メ． 差出：三郎拝． 受取：兄上様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1136-83-2 
[書状]（金子送金頼み入る）． 
27 日． 差出：千曲． 受取：こくや両主． 
1 通． 竪切紙． 
1135-39 
[町田猪牙平書状]（猪牙平妻おてい離縁に関する談判

の件）． 
差出：同猪牙平． 受取：町田静太様． 
1 通． 竪紙． 
1134-8 

[町田美都葉書]（父上が帰宅せず留主がちで金が入用

ながらもらえず長兵衛君は家をでることができず云々，

また帽子注文依頼）． 
（大正ヵ）3 月 10 日夜． 差出：長野県北佐久郡 中津村 

町田美都． 受取：東京神田 仲猿楽町五番地 町田せ

つ様． 
1 葉． はがき． 
1 銭5 厘切手印刷官製はがき使用．消印難読． 
1132-22-1 
[町田良右衛門書状]（新春の賀状他）． 
正月6日． 差出：福田屋良右衛門． 受取：大谷地村依

田新五郎様． 
1 通． 横切紙． 
木板．帯封あり（22 全体を一括）． 
1132-22-2 
[町田良右衛門書状]（新春の賀状他）． 
正月6日． 差出：福田屋良右衛門． 受取：大谷地村依

田新三郎様． 
1 通． 横切紙． 
木板． 
1132-22-3 
[町田良右衛門書状]（新春の賀状他）． 
正月6日． 差出：福田屋良右衛門． 受取：大谷地村上

野六弥様． 
1 通． 横切紙． 
木板． 
1132-22-4 
[町田良右衛門書状]（新春の賀状他）． 
正月6日． 差出：福田屋良右衛門． 受取：大谷地村上

野久右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
木板． 
1132-22-5 
[町田良右衛門書状]（新春の賀状他）． 
正月6日． 差出：福田屋良右衛門． 受取：大谷地村松

本甚兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
木板． 
1132-22-6 
[町田良右衛門書状]（新春の賀状他）． 
正月6日． 差出：福田屋良右衛門． 受取：大谷地村高

柳久太郎様． 
1 通． 横切紙． 
木板． 
1132-22-7 
[町田良右衛門書状]（新春の賀状他）． 
正月6日． 差出：福田屋良右衛門． 受取：大谷地村御

苗新左衛門様． 
1 通． 横切紙． 
木板． 
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1132-22-8 
[町田良右衛門書状]（新春の賀状他）． 
正月6日． 差出：福田屋良右衛門． 受取：大谷地村御

苗彦右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
木板． 
1132-22-9 
[町田良右衛門書状]（新春の賀状他）． 
正月6日． 差出：福田屋良右衛門． 受取：大谷地村上

野源太様． 
1 通． 横切紙． 
木板． 
1136-81 
[町田良右衛門書状]（下縣老人命終につき，しばらく帰

宅できない旨）． 
1 日． 差出：良右衛門． 受取：静太殿． 
1 通． 横切継紙． 
1388-6(15) 
[町田良三郎書状]（御用済次第御帰宅願）． 
差出：良三郎． 受取：千代二様． 
1 通（綴20 通のうち）． 小切紙． 
1136-6 
[松島利貞葉書]（年賀状，本人写真とも）． 
（大正3年1月1日，消印より）． 差出：長野県南安曇郡

有明村 松島利貞． 受取：北佐久郡中津村 町田静太

様． 
1 葉． はがき． 
1銭5厘切手．書斎での本人の写真と恩師三吉米熊先生の写真

の絵葉書使用．消印「[かすれ]3.1.1 前0-9」． 
1136-68 
[丸山源治書状]（武一郎儀，実家小平方へ今日引取ら

せた旨）． 
1 月15 日． 差出：丸山源治． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1135-13 
[峯尾俊三書状]（京橋区大通り表売却家地につき照会）． 
明治33年4月28日． 差出：愛宕町二丁目十四諸角方

峰尾俊三；(封筒)芝区愛宕町二ノ十四諸角兼吉方峯尾

俊三． 受取：町田大兄御中；(封筒)京橋区時事新報社

町田金三郎． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
青色罫紙．封筒に時事新報社より中津村御馬寄へ手紙を転送

依頼する旨の貼紙あり． 
1136-32 
[茂木彦太夫葉書]（上味噌4，5 樽御送付相成り度）． 
（明治33 年）10 月2 日． 差出：信州岩村田町商号大丸

屋茂木彦太夫． 受取：当郡中津村字御馬寄福田屋静

太様． 
1 葉． はがき． 
年は消印より． 

1134-11 
[柳沢康造書状]（先般お願いの陶代延引詫，何れ勘定

のつもり）． 
師走 23 日． 差出：柳沢康造． 受取：町田様；(封筒)大

池 町田様． 
1 通． 横切紙（封筒入）． 
1136-95 
[横田地勝葉書]（暑中見舞）． 
（明治45年7月20日，消印より）． 差出：朝鮮全南光州

府 横田地勝． 受取：長野県北佐久郡中津村字御馬寄

町田萬二郎殿． 
1 葉． はがき． 
1 銭 5 厘切手．光州監獄の写真の絵葉書使用．消印「光州 

45.7.20 后2-5」「長野塩名田 7.28 前5-8」（一部かすれ難読）． 
1136-19 
[横田地勝葉書]（木浦港商品館へ奉公へ行く旨）． 
（大正 3 年 3 月 28 日）． 差出：羅州郡南平郡々内面場

基里 横田地勝． 受取：長野県北佐久郡中津村字御馬

寄町田萬二郎大兄へ． 
1 葉． はがき． 
年月日は消印より． 
1387-87 
[由五郎書状]（一寸入来くだされたく）． 
3 月朔日． 差出：由五郎． 受取：千代吉様． 
1 通． 横切紙． 
1134-29 
[依田孝之助書状]（頑父両三日前より風邪にて風払い

五，六服頂戴仕りたく）． 
（明治）21年3月20日． 差出：孝之助拝；（上ワ書）八わ

た 依田孝之助． 受取：町田哲翁 貴下；（上ワ書）御馬

寄邨 町田良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1134-16 
[依田繁太葉書]（故依田利左衛門君・町田森太君に対し

代位弁済一件抵当地へ抵当権実行金円取立方につき

云々）． 
大正 4 年 1 月 6 日． 差出：小諸町 依田繁太． 受取：

北佐久郡五郎兵衛新田大池養鯉場 町田静太様． 
1 葉． はがき． 
1 銭 5 厘切手印刷官製はがき使用．消印「[欠損]小諸 4.1.6 后

2-4」． 
1359-67 
[依田仙右衛門書状]（至急談判したいので着次第出向く

だされたく）． 
11 月 10 日． 差出：八幡村 依田仙右衛門． 受取：御

馬寄村 町田良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1132-11 
[依田仙右衛門他九名書状]（小諸藩主子爵家墳墓小諸

移転費用援助依頼）． 
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明治44 年6 月2 日． 差出：依田仙右衛門，小山立三，

小山久左衛門，掛川利兵衛，塩川幸次郎，小山代吉，

小山長一，大塚宗次，塩川幸太，小宮山権兵衛． 受

取：町田静太殿． 
1 通． 横切紙． 
印刷．宛先訂正前「松澤義壽」． 
1132-12 
[依田仙右衛門他一名書状]（小諸藩主子爵家墳墓小諸

改葬式案内）． 
明治 44 年 7 月 1 日． 差出：同顧問拾名総代依田仙右

衛門，子爵牧野家改葬事務主任 牧野成功． 受取：町

田静太殿． 
1 通． 横切紙． 
印刷． 
1359-48 
[依田惣七書状]（過日連絡のあった議定のこと今日約

定のはず云々）． 
12 月 10 日． 差出：依田惣七． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1134-3 
[依田太郎兵衛書状]（先日頂戴した薬で快方したことの

礼，四男風邪のため薬頂戴したく願）． 
12 月 19 日． 差出：依田太郎兵衛． 受取：御馬寄村 

町田良右衛門様 内願書． 
1 通． 横切紙． 
1137-12 
[良作書状]（昨晩お咄の儀につき）． 
7 日． 差出：良作． 受取：伯父様． 
1 通． 小切紙． 
1133-1 
良僊詳而心中申上候（昼程御出で下され種々御尋ね御

心付下さったことへの礼，平生の不行跡の反省・詫ほ

か）；二白申上候（何事も悪しきは事は御叱り下され御

眼鏡にはづれた事は仰せ聞かされたく）． 
9 月朔日． 差出：良僊申上候；（上ワ書）良僊． 受取：

尊叔父． 
1 通（2 枚）． 竪美継紙． 
書状大に折畳まれ，巻上ヶ上ワ書「極内申上候御内見可被下

候」「御返事一両日中ニ可被下候ハヽ難有奉存候」． 
○町田不二太 

1136-56 
[町田不二太書状]． 
（明治 21 年）5 月 9 日発ス． 差出：東京神田駿河台 南

甲賀町十八番地 屋代権蔵方 町田不二太． 受取：信

濃国北佐久郡御馬寄村 町田良右ヱ門様． 
[1 通（2 点）]． [封筒入]． 
2 銭切手．年代は消印「神田 東京 二一・五・九・ル」より．-1・-2

を収める． 
1136-56-1 

[町田不二太書状]（成立学舎退校し予備校へ通学云々）． 
明治21 年5 月9 日． 差出：町田不二太 九拝． 受取：

父様，兄様． 
1 通． 横美切継紙． 
躑躅色紙． 
1136-60 
[町田不二太書状]（学資・旅費送金くだされたく）；(附)[三

月会計ほか]（月々支出明細差引計算および送金予算

試算）． 
明治 21 年 6 月 19 日． 差出：町田不二太 九拝；(封筒)

東京留学 町田不二太． 受取：父様，兄様；(封筒)信濃

国北佐久郡御馬寄邨 町田良右衛門様． 
1 通（4 枚）． 横美切継紙（封筒入）． 
2 銭切手．消印「牛込 東京・二一・六・一九・チ」ほか．竪切紙

（赤色罫紙）1 枚・竪四ツ切紙（ノート片ヵ）2 枚(附)同封． 
1136-56-2 
[町田三郎書状]（不二太君農林学校予備校入学，両名

の便利を計り英吉利法律学校との中央の牛込区内へ

近々転居云々）． 
（明治21年）5月9日． 差出：町田三郎． 受取：町田良

右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1135-36 
[町田不二太書状]（僂麻室斯の病状につき）． 
明治23年1月10日． 差出：不二太拝；(封筒)東京本郷

真砂町三十番地長宮鉄蔵方町田不士太． 受取：兄様；

(封筒)信州北佐久郡中津村大字御馬寄町田静太様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1135-7 
[町田不二太書状]（湯屋にて衣服盗取られるにつき，お

送り願いたく）． 
明治 23 年 3 月 8 日． 差出：不士太；(封筒)東京町田不

士太． 受取：兄様；(封筒)信州北佐久郡中津村大字御

馬寄町田静太様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1135-6 
[町田不二太書状]（病気につき帰国温泉療養の積の

旨）． 
明治 23 年 3 月 24 日． 差出：(封筒)東京本郷真砂町三

十番地長宮方町田不士太． 受取：(封筒)信濃国北佐久

郡中津村大字御馬寄町田静太様． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
1136-5 
[町田不二太書状]（別所温泉着，温泉の効能等につき）． 
明治23年8月23日． 差出：不士太拝；(封筒)小縣郡別

所村山極鶴次郎方町田不士太． 受取：父様，母様；(封

筒)北佐久郡中津村大字御馬寄町田静太様． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
1135-35 
[町田不二太書状]（学校書籍購入代金送付願）． 
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2 月 11 日． 差出：(封筒)東京 町田不二太． 受取：(封

筒)中津村町田金三郎様 託工藤長蔵様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1132-7 
[書状]（別所へ入湯につき）． 
9 月14 日．  
1 通． 横切紙． 
1136-24 
[浅野栄作書状]（山室校長よりの書面ほかにつき）． 
2 月12 日． 差出：浅野栄作． 受取：町田不二太君． 
1 通． 竪切紙（封筒入）． 
「北佐久郡中津学校」朱色罫紙． 
1136-48 
[大塚敬助書状]（湯治入浴方法指南）． 
8 月24 日． 差出：敬助． 受取：冨士太殿． 
1 通． 横切継紙． 
1136-84 
[工藤武重書状]（『万国地理』についての御照会云々）． 
7 月 20 日． 差出：工藤む重；(封筒)工藤武重． 受取：

町田不二太様． 
1 通． 横切紙（封筒入）． 
1136-57 
[工藤武重書状]（出京期日本月五日と決定云々）． 
9 月3 日． 差出：工藤む重；(封筒)竹田 工藤む重． 受

取：町田不二太様；(封筒)御馬寄村 町田不二太様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1136-66 
[小山太郎書状]（懐古園にて茶会開催につき光来願）． 
8 月 5 日柳沢君ニ託． 差出：太郎；(封筒)小諸町 小山

太郎． 受取：町田不二太君；(封筒)町田不二太君 殿下． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1134-28 
[重田平八郎書状]（未開封）． 
8 月朔日． 差出：南佐久郡 根岸村 重田平八郎拝． 

受取：北佐久郡御馬寄村 町田不二太君 貴下平信． 
1 通． 封筒入． 
封印朱印印文「重田」． 
1136-98 
[塚谷因親書状]（年賀状，病気見舞）． 
（明治）23年1月1日． 差出：塚谷因親． 受取：町田不

士太君． 
1 通． 横切紙． 
1135-34 
[町田三郎書状]（僂麻室斯のこと，学資金のこと）． 
（明治23 年）2 月21 日． 差出：町田三郎(封筒)；東京本

郷真砂町長宮鉄三方町田三郎． 受取：町田静太様；

(封筒)信州北佐久郡中津村大字御馬寄町田静太様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1136-87 

[町田三郎書状]（書籍費用，質受費用共御送金下され

たく)． 
（明治 23 年）11 月 17 日． 差出：町田三郎；(封筒)東京

本郷区真砂町長宮方 町田三郎． 受取：町田不二太

君；(封筒)信州北佐久郡中津村河西 町田不二太君 親

展． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
年は消印「武蔵東京本郷 廿三年十一月 十七日 ヘ便」より． 
1136-93 
[町田三郎書状]（衆議院解散総選挙につき）． 
（明治 24 年）12 月 26 日． 差出：四転生；(封筒)東京市

麹町区五番町六 小山氏内 町田三郎． 受取：蓮岳先

生；(封筒)長野県北佐久郡中津村河西 町田不二太様 

親展． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
2 銭切手．年は消印「武蔵 東京麹町 廿四年十二月 二十六日 

リ便」ほかより．封筒裏「解散ニ付テ撰挙区民ノ感情及意向及青

年諸氏之意見…」，内容摘記ヵ． 
1136-92 
[町田三郎書状]（年始挨拶，衆議院解散総選挙につき）． 
（明治）25 年 1 月 1 日． 差出：町田三郎；(封筒)東京市

麹町区五番町 小山久之助氏内 町田三郎． 受取：町

田不二太君；(封筒)信濃国北佐久郡[中]津村河西 町田

不二太様 親展． 
1 通（2 点）． 横切継紙（封筒入）． 
2 銭切手 2 枚．年は消印「武蔵 東京麹町 廿五年一月一日 ロ

便」ほかより．別紙礼状1 枚同封． 
1135-20 
[町田静太書状]（金員返済の約束のところ，其侭出立の

旨）． 
2 月 3 日． 差出：坂本(ママ)町 同 静太；(封筒)坂木町

碓氷商店ニ於テ 町田静太． 受取：町田不二太殿；(封

筒)佐久郡中津村大字御馬寄 町田不二太殿． 
1 通． 横切紙（封筒入）． 
1136-67 
[丸山伴蔵書状]（延引の件につき）． 
（明治）20 年 12 月 31 日． 差出：耳取村丸山伴蔵． 受

取：御馬寄邨町田良右衛門殿． 
1 通． 横切継紙． 
1135-9 
[依田飛希留書状]（東京の風俗，上京を促す手紙）． 
明治 24 年 10 月 17 日． 差出：(封筒)本郷元町二ノ六ノ

六白井方依田飛希留． 受取：(封筒)信濃北佐久郡中津

村大字御馬寄町田ふ二太君． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
1136-97 
[渡辺金蔵書状]（学校受験の為証明書取得の件）． 
（明治23 年）6 月23 日． 差出：渡辺金蔵；(封筒)東京本

郷真砂町長宮方 町田三郎． 受取：不二太君；(封筒)信

州北佐久郡中津村川西御馬寄 町田不二太君 親展 至
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急用． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
年は消印「信濃望月 廿三年六月 二十四日 ロ便」ほかより． 
1136-71 
[渡辺某書状]（英学の学習につき）． 
明治 20 年 12 月 28 日． 差出：渡辺拝；(封筒)山梨県東

山梨郡勝沼駅 J.Watanabe． 受取：町田君；(封筒)長野

県北佐久郡御馬寄村 町田不士太君 親展． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 

○町田金三郎 
1135-32 
[町田金三郎葉書]（送金願）． 
（明治23年2月18日）． 差出：東京神田今川小路町田

金三郎． 受取：信州北佐久郡中津村町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年月日は消印より． 
1136-42 
（中国都市名書付）． 
1 通． 竪紙． 
原稿用紙． 
1135-12 
[書状]（種物・苗木送付，会報広告の件等）． 
（明治23年5月8日）． 差出：(封筒)大日本農事奨励義

会付属明治農園． 受取：町田金三郎様；(封筒，上部欠

損)佐久郡町田金三郎様． 
1 通（3 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
年月日は消印から．「大日本農事奨励義会用箋」赤罫紙． 
1135-25 
[書状]（病気見舞）． 
（明治30 年代）． 受取：（町田金三郎）． 
1 通（2 枚）． 竪紙． 
1135-58 
[日本農事奨励義会書状]（会報改題につき）． 
（明治33年8月9日）． 差出：(封筒)東京青山郵便区高

樹町三番地大日本農事奨励義会． 受取：町田金三郎

様；(封筒)信州北佐久郡中津村町田金三郎様． 
1 通（2 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
「明治農園用箋」赤罫紙． 
1136-76 
[明治農園合資会社葉書]（商品販売之件）． 
（明治 33 年 10 月 26 日）． 差出：大日本農事奨励義会

附属明治農園合資会社． 受取：長野県北佐久郡中津

村町田金三郎様． 
1 葉． はがき． 
年月日は消印から． 
1135-24 
[書状]（明治農園合資会社の名前をもって一大発売を

行う旨）． 
1 通（3 枚）． 竪切紙． 

1136-36 
[石井一二三葉書]（御加養くだされたく）． 
（明治 33 年 5 月）16 日． 差出：東京市谷区加賀町一ノ

九 石井一二三． 受取：長野県北佐久郡中津村町田金

三郎様． 
1 葉． はがき． 
年月は消印より． 
1136-41 
[石井一二三葉書]（富岡君入社，政治部面担当外勤に

なるにつき）． 
（明治 33 年）9 月 24 日． 差出：石井一二三． 受取：長

野県北佐久郡中津村町田金三郎殿． 
1 葉． はがき． 
年は消印より． 
1136-38 
[石井一二三書状]（富岡君編輯員を希望とのことにつき

運動を試みる旨）． 
8 月14 日． 差出：石井一二三． 受取：町田雅兄． 
1 通． 横切継紙． 
1136-26 
[稲垣如月葉書]（下宿屋の義につき）． 
（明治 33 年）1 月 31 日． 差出：神田錦町一ノ一山上方

稲垣如月． 受取：信州北佐久郡中津村町田金三郎兄． 
1 葉． はがき． 
年は消印より． 
1136-79 
[稲垣如月書状]（身を案じる内容，季節の俳句）． 
（明治 33 年）3 月 31 日夜． 差出：稲垣如月 拝；(封筒)

東京市神田区錦町一ノ一昌平館 稲垣内三郎． 受取：

町田雅兄；(封筒)信州北佐久郡中津村 町田金三郎様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
封筒破損．年は消印「信濃塩名田 丗三年四月 二日 ハ便」よ

り． 
1136-28 
[稲垣如月葉書]（新友儀，昨日冨士牧狩派遣より帰宅に

つき）． 
（明治33年4月5日）． 差出：在京 如月． 受取：長野

県北佐久郡中津村町田金三郎殿． 
1 葉． はがき． 
年月日は消印より． 
1136-27 
[稲垣如月葉書]（上野墨田の様子について）． 
明治 33 年 4 月 9 日． 差出：東京 稲垣如月． 受取：

北佐久郡中津村町田金三郎様． 
1 葉． はがき． 
1136-39 
[稲垣如月葉書]（今朝の大風につき）． 
（明治33 年）9 月28 日． 差出：東京市神田区今川小路

二丁目七番地伊東方 如月． 受取：信州北佐久郡中津

村町田金三郎君． 
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1 葉． はがき． 
年は消印より． 
1136-33 
[稲波円二郎葉書]（肺病のため帰国のところ今度帰京

につき）． 
（明治 33 年 9 月 4 日． 差出：丹波弓削 稲波円二郎． 

受取：信州北佐久郡中津村町田金三郎君． 
1 葉． はがき． 
年月日は消印より． 
1136-30 
[臼谷吉太郎書状]（御手紙の清国事，容易に落着の模

様なき旨）． 
（明治 33 年）7 月 25 日． 差出：村 佐藤の冷鍋 城奉；

(封筒)臼谷吉太郎． 受取：福堂兄；(封筒)信州北佐久郡

中津村 町田金三郎殿． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
3 銭切手．年は消印「肥前佐世保 丗三年七月 二十五日 ハ

便」「信濃塩名田 丗三年七月 二十八日 ロ便」より．封筒「長崎

県佐世保港合名会社大倉組支店」朱印． 
1136-78 
[臼谷吉太郎書状]（農具店開業の御計画につき）． 
（明治33 年）12 月1 日． 差出：吉太郎；(封筒)臼谷吉太

郎． 受取：町田君；(封筒)信州北佐久郡中津村 町田金

三郎様． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
3銭切手．封筒「長崎佐世保港合名会社大倉組支店」朱印，また

「本人御上京后ニ候ハヾ御宿所へ御回送被成下度候」．年は消

印「肥前佐世保 丗三年十二月 一日 ハ便」より． 
1135-16 
[臼谷吉太郎書状]（君か東却につき）． 
4 月4 日． 差出：城奉． 受取：町田福堂兄． 
1 通． 横切継紙． 
1136-25 
[草刈省三葉書](佐々木君住居について照会）． 
（明治 33 年）． 差出：草刈省三（明治農園）． 受取：長

野県北佐久郡中津村町田金三郎様． 
1 葉． はがき． 
年は消印より． 
1136-44 
[草刈省三書状]（雑誌休刊のところ，新編輯体制につ

き）． 
差出：草刈省三． 受取：町田金三郎様． 
1 通（4 枚）． 竪切紙． 
1136-35 
[楜澤高達葉書](ご依頼の金子送付につき）． 
（明治 33 年）6 月 3 日． 差出：三崎町三丁め一番地楜

澤高達． 受取：信州北佐久郡中津村町田金三郎様． 
1 葉． はがき． 
年は消印より． 
1135-14 

[小山五左衛門書状]（東京飯田町町田金三郎行荷物の

件）． 
明治33年7月4日． 差出：(封筒)小諸町小山清太郎方

同五左衛門． 受取：(封筒)北佐久郡中津村町田金三郎

様． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
1136-37 
[小山ゑい書状]（楜澤氏出津の件，同氏への立替の件

など）． 
（明治33年8月10日）． 差出：小山ゑい；(封筒)北佐久

郡小諸町 小山清太郎[ ]． 受取：町田金三郎様；(封

筒)北佐久郡中津村 町田金三郎様 親展． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
年月日は消印より． 
1136-75 
[小山ゑい書状]（上田税務所裏に開業につきご訪問下

されたく）． 
（明治 33 年）10 月 12 日． 差出：上田新参町税務所裏 

小山ゑい． 受取：北佐久郡中津村 町田金三郎様． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
年は消印「信濃上田 丗三年十月 十三日 ヘ便」より． 
1136-77 
[下村久郎書状]（ご尽力の礼）． 
差出：明治農園にて下村久郎． 受取：町田金三郎様． 
1 通（2 枚）． 横切継紙． 
1135-23 
[澄月書状]（横沢よりの計算書送付につき）． 
差出：澄月． 受取：金三郎君． 
1 通． 横切継紙． 
1135-29 
[春原俊五郎葉書]（容態伺，自身病気勝のこと等）． 
（明治33 年）7 月19 日． 差出：東京 春原俊五郎． 受

取：信州北佐久郡中津村町田金三郎様． 
1 葉． はがき． 
年号は消印から． 
1135-54 
[塚谷因親書状]（近頃の読書のこと等，聖書の言葉）． 
（明治 25 年）6 月 6 日． 差出：立山人塚谷因親；(封筒)

高山縣上新川郡大森村大字半屋村塚谷因親． 受取：

町田阿兄． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
年は消印から． 
1136-34 
[土肥某葉書]（島根県人龍音なる方へ紹介の件）． 
（明治 33 年）6 月 4 日． 差出：小県郡神川村土肥生． 

受取：北佐久郡中津村町田金三郎様． 
1 葉． はがき． 
年は消印より． 
1136-45 
[富岡余一郎書状]（新聞社の件の礼，病状見舞）． 
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（明治33年）第9月12日． 差出：去来山人；(封筒)東京

市京橋区新栄町四ノ三鈴木方 富岡余一郎． 受取：町

田大兄；(封筒)信濃北佐久郡中津村 町田金三郎様 親

披． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
消印「信濃塩名田 丗三年九月 十三日 ハ便」ほか． 
1136-40 
[富岡余一郎葉書]（石井君の尽力・小林天龍氏の世話

により今日より出勤云々）． 
（明治 33 年）9 月 24 日． 差出：東京 富岡． 受取：信

濃北佐久郡中津村町田金三郎様． 
1 葉． はがき． 
年は消印より． 
1135-15 
[渡辺誠意書状]（金三郎帰国について）． 
明治 33 年 4 月 9 日． 差出：誠意；(封筒)東京市本郷区

春木町二丁目廿三番地渡辺誠意． 受取：町田兄；(封

筒)信州北佐久郡中津村字御馬寄町田金三郎君． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1136-89 
[渡辺誠意書状]（その後の病気の経過如何にあらせら

るや心配，まづは御見舞）． 
7 月14 日． 差出：渡辺誠意． 受取：町田君． 
1 通． 横美切継紙． 
1136-43 
[渡辺彦右衛門書状]（金子の無心，蔬菜栽培書のことな

ど）． 
9 月1 日． 差出：渡辺彦右衛門． 受取：草刈雅兄． 
1 通（3 枚）． 21.5×16.5cm． 
ノートを用紙に利用． 
○町田せつ 

1136-13 
[町田せつ葉書]（上野の森に詠んだ詩）． 
（大正3年5月）22日． 差出：町田せつ． 受取：長の県

北佐久郡中津村町田萬二郎殿． 
1 葉． はがき． 
年月は消印より． 
1134-12 
[町田せつ書状]（試験済み許可され入学手続きのため

授業料・教科書費送金願，姉より「謙ちやん」への返信

とも）． 
（大正4年ヵ）4月9日（封筒裏）． 差出：目白にて 町田

せつ． 受取：長野県北佐久郡五郎兵衛新田村 町田静

太様． 
1 通（3 枚）． 竪紙（封筒入）． 
封筒の消印2つのうち1 つは「浅草 4.4.9 前8-9」とあり，また3

銭切手貼付．本紙「東京相馬屋製」紅色400 字詰原稿用紙． 
1134-40 
[町田せつ書状]（英文科へ転科のため別紙書式の保護

者届出認め送付願い）． 
（大正4年ヵ）10月2日（封筒より）． 差出：せつ；（封筒）

東京雑司ヶ谷字金山三三八 町田節． 受取：御父上

様；(封筒)長野県北佐久郡中津村 町田静太様 至急． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
別紙なし．封筒3銭切手貼付，消印「小石川・4.10.3・后5-6」「長

野塩名田・4.10.4・后0-3」． 
1136-16 
[町田せつ葉書](一家に永久の別れをつげたとき）． 
（大正4 年）10 月16 日． 差出：東京金山にて町田せつ． 

受取：信の国北佐久郡中津村町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年は消印より． 
1136-18 
[町田せつ書状](弟の奮起を促し，励ます手紙）． 
3 日晩． 差出：東都にて町田せつ． 受取：長の県北佐

久郡中津村町田萬次郎殿． 
1 通（2 枚）． 竪紙． 
1132-13 
[町田せつ書状]（生活費収支等につき）． 
差出：せつ． 受取：御両親様． 
1 通． 横切紙． 
ペン書き． 
1136-21 
[町田せつ書状](夏休みのたより）． 
差出：東京にて せつ． 受取：なつかしい謙ちゃんへ． 
1 通（2 枚）． 竪紙． 
1134-10 
[葉書]（洪水以後近況，上京予定伺い，返事を「鉛筆で

たくさん」書いてほしい云々）． 
20 日夜． 差出：わだむら 英． 受取：北佐久郡中津村 

町田せつ様． 
1 葉． はがき． 
1 銭 5 厘切手印刷官製はがき使用．消印「長野・小縣和田 

3.8.21 前9-12」． 
○町田はつ 

1134-41 
[町田はつ書状](1)（日本橋河岸の景況報告，日本橋に

小売部施設を置くこと，大塚電車終点に水よき地あるも

地価高く，一時皆金に換えて後に考える云々），(2)（御

地に入る金の扱い，村の総代へ「ふな」を配ること，序

に池料を延ばすこと等につき願云々）． 
（大正3 年ヵ，12 月）14 日晩（封筒）；(1)午後11 時半，(2)

夜1時． 差出：(封筒)東京にて 町田はつ；(1)東京より，

(2)母より． 受取：(封筒)長野県北佐久郡五郎兵衛新田

村 町田静太様；(1)・(2)父上様． 
2 通（2 枚）． 竪紙（封筒入）． 
2 通同封．封筒 3 銭切手．消印「[欠損]3.12.15・前 7-8」「長野塩

名田・3.12.16・[汚損難読]」． 
1132-35 
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[町田はつ書状]（相談したいことがあるので上京を願う

旨）． 
（大正 4 年 4 月）17 日． 差出：はつ；(封筒)東京神田仲

猿楽町町田はつ． 受取：(封筒)長野県北佐久郡五郎兵

衛新田村 町田静太様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
年代は消印より． 
1134-14 
[町田はつ書状]（良一と相談し上京され，鯉の種は良一

へ早く入れ，損はあきらめこれより後は一生懸命にとり

かえし云々）． 
（大正4 年ヵ，大正15 年以前）． 差出：はつ． 受取：御

とうさま． 
1 通． 竪紙． 
○町田良一 

1134-13 
[町田良一書状]（今回実に命掛けの仕事，金円全て株

券とし云々，また父上立腹ながらも常陽館のお手紙は

下されたく願云々）． 
（大正 4 年ヵ）15 日朝（封筒裏）． 差出：良一より；(封筒)

町田良一． 受取：御父上様；(封筒)東京目白台下 学習

院下 ［目(ヵ)］白養鯉場様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
封筒破損．封筒消印「小石川 4.5.15 前10-11」． 
1132-14-1 
[契之助書状]（養蜂園販売部門差配の依頼）． 
1 月21 日． 差出：契之助． 受取：良一様． 
1 通． 横切継紙． 
1132-14-2 
蜂種予約募集． 
大正4 年． 作成：長野城山養蜂園．  

1 通． 竪紙． 
印刷．1132-14-1 に巻き込まれていたもの． 
1135-33 
[三石勝五郎葉書]（病気回復へのはげまし） ． 
差出：府下豊多摩郡戸塚村六二，大正館中根方三石勝

五郎． 受取：長野県北佐久郡中津村町田良一君． 
1 葉． はがき． 
1136-11 
[三石勝五郎葉書]（長野赤十字病院で闘病の貴兄のこ

と，東京池田館のこと）． 
（大正2年1月5日）． 差出：南佐久郡青沼村三石生(東

京府下豊多摩郡戸塚村六二中嶋はる方）． 受取：北佐

久郡中津村三馬寄町田萬二郎君． 
1 葉． はがき． 
年月日は消印から． 
1136-10 
[三石勝五郎葉書]（春の訪れについて）． 
（大正2年4月1日）． 差出：東京府豊多摩郡戸塚村六

二．大正館中根方 三石勝五郎． 受取：長野県北佐久

郡中津村ミマヨセ町田萬二郎君． 
1 葉． はがき． 
年月日は消印から． 
○不明 

1387-53 
[某女書状]（様子伺，心得を諭す内容ほか）． 
1 通． 横切継紙． 
内容等から女性のものヵ． 

 

2.家計 
（シリーズ記述） 

 本項目へは，おもに町田家の家族の消費にともなって発生したと思われる資料を配列した．ただし，1.諸品通と

2.一般は，必ずしも諸事業の経営に関する資料と区別していない．3.家普請は，町田家の屋敷が江戸時代末～明治

前期に数度火災に遭ったことに関係する内容が中心となっている． 
 

1.諸品通 

338 
明治三庚午年 八月廿七日改 金子渡扣帳，(裏表紙)御

馬寄村 福田屋良右衛門様 和泉屋 新兵衛． 
明治3 年8 月27 日．  
1 冊． 横長半（二ツ綴）． 
水油・蚕種ほか諸品． 
361 

乙 明治八年 亥 一月吉日 御菜種之通，(裏表紙)かう

くや 長右衛門 福田屋良右衛門様． 
明治8 年1 月．  
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
572 
明治八年十二月ヨリ 加屋受取通 井出駒屋様 福田屋 

良右衛門． 
明治8 年12 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装一ツ綴）． 
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人足書上の横折紙や「長野県下第四大区 六小区」藍色罫紙等

の紙背を使用． 
362 
明治九年 子一月日 現金酒通，(裏表紙)嶋屋彦右衛門

[朱印] 福田屋様． 
明治9 年1 月．  
1 冊． 横美半折（綴葉装下ヶ二ツ目結び綴じ）． 
363 
明治十四年 巳一月吉日 諸品通，(裏表紙)山屋五左衛

門 町田良右衛門様． 
明治14 年1 月．  
1 冊（3 冊のうち）． 横美半折（綴葉装下ヶ二ツ目結び綴じ）． 
363～365 は紫色括り紐で一括． 
364 
甲明治十七年 申一月吉日 諸品通，(裏表紙)山屋五左

衛門 福田屋良右衛門様． 
明治17 年1 月．  
1 冊（3 冊のうち）． 横美半折（下ヶ一ツ綴）． 
下ヶ紐あり． 
584 
[酒之通綴] ． 
（明治19 年1 月～明治23 年）．  
[1 綴]． [横半半折（列帖装一ツ目結び綴じ）]． 
584(1) 
明治廿三年 第壱月より 酒之通，(裏表紙)中津村 島

屋酒店 同邨 山崎久五郎様． 
明治23 年1 月．  
1 冊． 横半半折（二ツ目綴，下ヶ紐付）． 
584(2) 
二月七日 酒之判取 福田屋［朱印]． 
2 月7 日． 差出：福田屋． 受取：島屋 酒店御中． 
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
表紙朱印印文「信州 佐久 御馬寄〈□に丁〉福田屋」． 
584(3) 
明治十九年一月ヨリ仝十二月三十一日迄 〈□に丁〉様 

〈○に丁〉（酒代書上）． 
明治19 年1 月～12 月．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
宛先〈□に丁〉は福田屋のこと． 
588 
明治四拾壱年 申壱月吉日 諸品通，(裏表紙)信州小諸

本町 角屋権兵衛［朱印] 福田屋良三郎様． 
明治41 年1 月． 作成：小宮山権兵衛[朱印]．  
1 冊． 横美半折（二ツ目結び綴じ，下ヶ紐付）． 
裏表紙差出名は木版．一部活版に書込み． 
587 
明治四拾壱年 御通 柳田森四郎 福田屋良三郎様（氷

醋酸購入）． 
明治41 年． 作成：柳田森四郎(朱印)．  
1 冊． 横美半折（下ヶ二ツ目綴）． 

差出朱印印文「長野県信濃国北佐久郡・小諸町三百六十五番

地・ 薬種商〈○に柳〉柳田森四郎」． 
531 
第拾弐番 四月五日ヨリ 諸色御通 沓掛 おもとや真

意(印) 御馬寄村 御客様（諸費受取）；記（諸費代金・支

出者等書上）． 
4 月5 日～14 日．  
1 綴． 横半半折（列帖装一ツ目結び綴じ）． 
各一ツ綴 2 冊を綴りとしたもの．1 冊目綴目に印あり，同表紙差

出記載部押印に同じ，同印文「信州 小縣郡 沓掛邨 沓掛真

意」． 
365 
十月三日`より` 諸品御通帳 沓掛湯本 沓掛真意(印) 

御馬寄村 町田良右衛門様（我等夫婦・おやす・森太・お

ひら・武一郎共，惣〆7 円44 銭1 厘請取）． 
10 月3 日～10 月14 日．  
1 冊（3 冊のうち）． 横半半折（綴葉装下ヶ二ツ目結び綴じ）． 
差出印印文「信濃〈カドに本〉小縣郡 沓掛邨 沓掛真意」，請取

同印． 

2.一般 

1202-2 
ひか衛(ヵ)，(裏表紙)佐久郡 御馬寄邑 福田屋（金銭貸

借書上覚）． 
（文化7 年午11 月16 日前後）．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
厚紙の表紙表面剥離難読．年代は帳内記載より，「辰」「巳」等

の日付記載から内容は文化5 年頃からヵ． 
359 
天保七申歳 八月ヨリ 意覚，(裏表紙)福田[  ]屋（金

銭・申の役籾・酒・臨時金銀差引など）． 
天保7 年8 月．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
裏表紙けずれ難読．通帳ヵ． 
1138-52 
（隅屋・升屋勘定覚）． 
（近世）．  
1 通． 横折紙． 
1138-68-4 
（かり金等書上）． 
（近世ヵ）．  
1 通． 横折紙． 
1137-178 
（上酒数量書付）． 
（明治）16 年12 月26 日． 作成：町田長四郎[朱印]．  
2 枚． 小切紙． 
押印印文「中山道御馬寄和泉屋」．朱色罫紙片． 
1137-175 
記（植木代金受取）． 
（明治）17 年第12 月15 日． 差出：桑原亀太郎・森平太

郎[朱印]． 受取：町田良右衛門様． 
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1 通． 横美切紙． 
押印印文「信州 〈ヤマに○〉小諸 本町 扇亀」． 
1139-92 
記（庖丁・錆直しほか代金書上）． 
（明治）29 年 8 月日． 差出：藤屋常太郎． 受取：町田

静太様． 
1 通． 横美切紙． 
1138-83 
記（古薬缶預り）． 
明治30年1月24日． 差出：小諸町薬缶屋志津衛． 受

取：上． 
1 通． 横切紙． 
1138-46 
記（酒代受取）． 
明治 39 年 11 月 19 日． 差出：布屋伊右衛門． 受取：

町田静太様． 
1 通． 横切紙． 
1388-7(3) 
記（玉走み代）． 
明治41年3月16日． 差出：小諸本町〈一に∧〉角屋権

兵衛． 受取：福田屋良三郎様． 
1 通． 横美切紙． 
印刷用紙へ書込み． 
1387-20 
[小山商会書状]． 
（明治 41 年）3 月 22 日． 差出：〈カネに九〉． 受取：御

馬寄 町田良三郎様． 
[1 通（3 点）]． [封筒入一括]． 
-20-1～3 まで封筒入． 
1387-20-1 
送券（〈○に五〉別上36 叺）． 
明治41年3月24日． 差出：〈カネに九〉信州小諸町 小

山商会[朱印]． 受取：町田良三郎様． 
1 通． 竪切紙． 
印刷用紙へ書込み． 
1387-20-2 
記（〈○に五〉塩36 叺送付代金請求）． 
（明治 41 年）3 月 22 日． 差出：〈カネに九〉[朱印]． 受

取：福田屋様． 
1 通． 竪切紙． 
「官塩販売〈カネに九〉小山商会」「（信州小諸）」紺色罫紙． 
1387-20-3 
送券（大豆送付）． 
（明治41年ヵ）4月12日． 差出：信州小諸町 屋号酢屋 

〈ヤマに九〉 小山甚三郎(青印) 米穀食塩肥料石油荒

物問屋． 受取：町田良三郎殿． 
1 通． 竪切紙． 
印刷用紙へ書込み． 
1387-21 
送券（赤穂塩40 叺）． 

明治 41 年 10 月 17 日． 差出：信州小諸町 小山商会

(印)． 受取：町田良三郎様． 
1 通． 竪切紙（封筒入）． 
塩代金通知書1 通あり． 
1138-36 
記（宿代等）． 
（近代）4 月 16 日． 差出：長野 やまや喜兵衛[朱印]． 

受取：上様． 
1 通． 横美切継紙． 
印文「長野善光寺 大門町 〈ヤマに小槌絵柄〉山や喜兵衛」． 
1138-58 
記（反物類代金請取）． 
（近代）8 月 12 日． 差出：邑楽屋彦五郎． 受取：町田

静太郎(ママ)殿． 
1 通． 横折紙． 
1138-9-2 
記（復□料等）． 
（近代）8 月 13 日． 差出：堀． 受取：御馬寄村福田屋

御内． 
1 通． 横切紙． 
1141-36 
記（品代差引勘定）． 
子2 月10 日． 差出：十一や[印]． 受取：定右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
印文「〈ヤマにキ〉 中山道 御馬寄 町儀」． 
1139-185 
（とうふ・みそ・す代金）． 
丑 10 月． 差出：松本や栄重． 受取：ふくたや千代次

様． 
1 通． 横切継紙． 
1137-212 
覚（大麦・餅・米等代金書付）． 
丑極月12 日． 受取：千代次様． 
1 通． 横継紙． 
1139-160 
覚（きせる・ふとん等買物代金）． 
（寅）とら 1 月28 日． 差出：三五郎． 受取：福田屋様． 
1 通． 横美切継紙． 
1137-258 
覚（黒四尺等代金請取につき）． 
寅7 月． 差出：徳田屋勝作． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横継紙． 
1138-68-6-2 
覚（さされ代金等）． 
寅7月． 差出：布屋伊右衛門． 受取：福田屋良右衛門

様． 
1 通． 横切継紙． 
1138-68-6-5 
覚（金銭差引）． 
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（寅）とら 7 月． 差出：萬屋甚右衛門． 受取：福田屋良

右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1138-68-6-6 
覚（切こんふ，川ふき等代金）． 
寅7月． 差出：大津や文七． 受取：御馬寄福田屋良右

衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1138-68-6-7 
覚（丑〆代金）． 
寅7月． 差出：山屋五左衛門． 受取：福田屋良右衛門

様． 
1 通． 横美切紙． 
1138-68-6-8 
覚（れんこん，切こんふ代金）． 
寅7月． 差出：扇屋永之助． 受取：福田屋良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1138-68-6-9 
覚（金請取）． 
寅7月． 差出：萬屋甚右衛門（印）． 受取：福田屋良右

衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
印文「信州 小諸 荒町〈□にキ〉萬屋」． 
1138-68-6-10 
覚（金銭差引）． 
（寅）とら 7 月． 差出：しまや勇左衛門． 受取：御馬寄

福田屋良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1138-68-6-11 
覚（反物代金）． 
寅7月． 差出：扇屋嘉吉． 受取：御馬寄福田屋良右衛

門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1138-68-6-12 
覚（切賃代他）． 
寅7 月． 差出：次郎左衛門． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1138-68-6-13 
覚（酒代金請取）． 
寅7 月． 差出：和泉屋くら． 受取：福良様． 
1 通． 横美切継紙． 
1138-68-6-16 
覚（釜くわん，鎌代金）． 
寅7 月． 差出：藤屋平吉． 受取：千代次様． 
1 通． 横美切紙． 
1138-68-6-17 
覚（足袋代金）． 
（寅）とら 7 月． 差出：嶋屋権介． 受取：福田屋千代次

様． 

1 通． 横美切紙． 
1138-68-6-20 
覚（かなく等代金）． 
（寅）とら 7 月． 差出：和泉屋弥平[印]． 受取：福田屋

良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
印文「信州 佐久郡 御馬寄〈○に三つ星〉和泉屋」． 
1138-68-6-21 
覚（子丑〆）． 
（寅）とら 7 月． 差出：あわや兵左衛門． 受取：良右衛

門様． 
1 通． 横美切紙． 
1138-68-6-22 
覚（預り金等）． 
寅 7 月 15 日． 差出：叶屋専右衛門． 受取：福田屋良

右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1139-183 
覚（太織縞綿入代金）． 
寅7 月． 差出：作四郎． 受取：福田屋様． 
1 通． 横切継紙． 
1143-73-5-1 
片物書（しけた織等の代金書付）． 
寅11 月28 日．  
1 通． 小切紙． 
外側から順に． 
1137-213 
覚（大麦・餅・米等代金書付）． 
寅極月． 差出：甚右衛門． 受取：村 千代次様． 
1 通． 横継紙． 
1137-216 
覚（金額書付）． 
（寅）とら12月． 差出：仕立や代治郎． 受取：町田千代

次様． 
1 通． 小切紙． 
1137-217 
覚（并敷代金書付）． 
寅 12 月． 差出：亀屋茂兵衛． 受取：御馬寄村福田屋

良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1137-219 
覚（金額書付について）． 
寅極月． 差出：和泉屋弥平[印]． 受取：福田屋良右衛

門様． 
1 通． 横美切紙． 
印文「信州 佐久郡 御馬寄〈○に三つ星〉和泉屋」． 
1137-250 
覚（よりこ代金書上）． 
寅 12 月． 差出：叶屋専右衛門． 受取：福田屋良右衛
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門様． 
1 通． 小切紙． 
1137-252 
覚（豆腐等代金書上）． 
寅極月． 差出：山屋林之丞(印)． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横継紙． 
1137-253 
覚（曲尺弐丁直し等代金書上）． 
寅12 月． 差出：藤屋平吉． 受取：千代次様． 
1 通． 小切紙． 
1137-256 
覚（さされ代金書付）． 
寅極月． 差出：布屋伊右衛門． 受取：良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
1137-257 
覚（かつのこ・れんこん等代金請取につき）． 
寅極月． 差出：大津屋文七． 受取：御馬寄福田屋良

右衛門様． 
1 通． 横継紙． 
1138-44-6 
覚（きせる，氷さとう代金）． 
（寅）とらの 12 月． 差出：和泉屋由五郎(印)． 受取：福

田屋栄作様． 
1 通． 横切継紙． 
印文「信州 御馬寄 〈三ツ星〉鈴木」． 
1139-168 
覚（都乃花ほか代金）． 
（寅）とら極月． 差出：扇屋嘉吉． 受取：御馬寄福田屋

良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1139-184 
（とうふ・こんにゃく・す代金）． 
寅極月． 差出：松本や栄十． 受取：福田屋様． 
1 通． 横切継紙． 
1388-7(39) 
覚（布，糸類代金）． 
（寅）とら12月． 差出：徳田屋勝作． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1137-260-1 
覚（黒六尺・形付四尺等代金書上）． 
卯7 月． 差出：徳田屋勝作． 受取：福田屋千代次様． 
1 通． 横継紙． 
1137-260-2 
覚（南京など代金書上）． 
卯7月． 差出：布屋伊右衛門． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横継紙． 
1137-260-3 
覚（米・そば等代金書上）． 
卯7 月． 差出：十二車や． 受取：千代次様． 

1 通． 横継紙． 
1137-260-4 
覚（荏等代銀書上）． 
卯 7 月． 差出：和泉屋弥兵衛[印]． 受取：福田屋良右

衛門様． 
1 通． 小切紙． 
印文「信州 佐久郡 御馬寄〈○に三つ星〉和泉屋」． 
1137-260-5 
覚（代銀書付）． 
卯 7 月． 差出：白木や 政吉． 受取：ふくた屋千代次

様． 
1 通． 横美継紙． 
紙縒りとも． 
1137-260-7 
覚（米・みりん等代金書上）． 
卯7 月． 受取：村 千代次様． 
1 通． 横継紙． 
1137-260-12 
覚（600 文書上）． 
卯7月． 差出：塩名田つた屋政吉． 受取：御馬寄村福

田屋良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1137-260-15 
覚（代金書付）． 
卯7月12日． 差出：万屋七左衛門(印)． 受取：福田屋

千代次様． 
1 通． 横美切継紙． 
1137-260-16 
覚（葉煙草残金書上）． 
卯 7 月． 差出：次左衛門(印)． 受取：御馬寄福田屋両

右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
印文「信州 岩尾 上州屋」． 
1137-260-17 
覚（薄花七匁）． 
卯7 月． 差出：山本屋健六． 受取：千代次様． 
1 通． 小切紙． 
1137-260-18 
覚（鎌等代金書上）． 
卯7 月． 差出：藤屋平吉． 受取：千代次様． 
1 通． 横継紙． 
1137-260-19 
覚（大豆・米等代金）． 
卯7月． 差出：塩名田蔦屋梅三郎． 受取：御馬寄村福

田屋様． 
1 通． 横美切継紙． 
1137-260-20 
覚（志の巻代金書上）． 
卯7月． 差出：叶屋専右衛門． 受取：福田屋良右衛門
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