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1138-97-1 
[絵図]（式部村内地所概略図）． 
1 舗． 竪紙． 
1138-97-2 
（地所地形面積等につき覚）． 
1 通． 竪紙． 
1138-98 
[絵図]（千曲川沿岸田地絵図）． 
1 舗． 42.5×25.5cm． 
1138-99 
[絵図]（耕地概略絵図）． 
1 舗． 竪切紙． 
1138-101 
（耕地略図）． 
1 舗． 小切紙． 
1138-102 
[絵図]（耕地絵図）． 
1 舗． 竪紙． 
1138-103 
（字北原耕地片略図）． 
1 通． 小切紙． 
1138-105 
[絵図]（御馬寄村字倉瀬耕地持主別絵図）． 
1 舗． 竪紙． 
1138-109 
[絵図]（彦三郎持耕地略図）． 
1 舗． 竪紙． 
1138-110 
[絵図]（御馬寄村字上平[神平]耕地絵図）． 
1 舗． 24.5×50cm． 
1138-111 
[絵図]（御馬寄村上平欠崩耕地改絵図）． 
1 舗． 12.5×39.5cm． 

5.米穀商売ほか 

865 
乍恐以書付奉願上候（取続として穀屋商売仕りたく願上

取次につき）． 
文化9申年2月． 差出：御馬寄村 願人組頭 良右衛門，

組合 壱人． 受取：御名主・御役人 衆中． 
1 通． 竪紙． 
下書． 
1360-11(11) 
「文化九年申五月 穀問屋代金不払ニ付米主ヨリ役元

へ申出」． 
文化9 年5 月．  
[1 綴（2 点）]． [綴，竪折紙・横美切紙（一ツ目結び綴じ）． 
茶色原稿用紙へ標題の表紙（ペン書き）を付し，上部を紙縒りで

結び綴じ． 
1360-11(11-1) 

穀問屋代金不払ニ付米主ヨリ役元へ申出（表紙）． 
文化9 年5 月．  
1 通． 竪折紙． 
ペン書き．「10―20」「（大東京文具商チヱーン特製）」茶色原稿

用紙． 
1360-11(11-2) 
覚（文化9 年申5 月21 日分米代金残金勘定）． 
（文化9 年5 月ヵ）．  
1 通． 横美切紙． 
一部ペンで書込み． 
866 
差上申御請書之事（穀類買置・出買禁止につき）． 
天保 4 巳年 8 月 14 日；（奥書）巳 8 月 14 日． 差出：小

源太(印)[ほか 8 名連印]；（奥書）穀屋 専右衛門(印)，同

断 七左衛門(印)，同断 良右衛門(印)，同断 嘉兵衛

(印)． 受取：御名主・御役人 衆中；（奥書宛名なし）． 
1 通． 竪継紙． 
紙継目に奥書以外の連印者の継手印あり．奥書以外の連印者

は穀商売の者ヵ． 
867 
口上書（村方穀屋商売・穀市由来および臼田村穀市願

の節の差障有無の聞糺へ差障りなき旨申上につき）． 
天保 7 申年 3 月． 差出：御馬寄村 名主 市右衛門． 

受取：高崎寛吾様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「此通り御支配八木六太夫様江も壱通差上候，此外穀屋願

書之写壱通高崎様江差上」とあり（本文と同じ筆跡），写． 
868-1 
[御馬寄穀屋・中買人請書]一札之事（関東御取締出役よ

りの穀融通仰付け承知につき）． 
天保 7 申年 9 月 26 日． 差出：当人 嘉七(印)． 受取：

御名主・御役人 衆中． 
1 通． 竪継紙． 
868-2 
[御馬寄穀屋・中買人請書]一札之事（関東御取締出役よ

りの穀融通仰付け承知につき）． 
天保7申年9月26日． 差出：留右衛門(印)，金兵衛(印)，

栄蔵(印)，久左衛門(印)，三十郎(印)，伴蔵(印)． 受取：

御名主・御役人 衆中． 
1 通． 竪継紙． 
-1 と一括されていた．-1 とほぼ同文．端裏「穀中買共`より`関東

御取締御出役様へ差上ヶ候書付」（本文と同じ筆跡）． 
892 
乍恐書付ヲ以奉願上候（私共穀屋諸方の相場問合せ定

日に相場披露のところ近年豊凶により相場狂い穀屋共

が狂わせたとの疑惑あるため時々の狂い相場を書上

げたく執成しにつき）． 
天保 14 癸卯年正月日． 差出：御馬寄村 願人 専右衛

門(印)，同 喜兵衛(印)，同 七左衛門(印)，同 良右衛門

(印)． 受取：御名主・御役人 衆中． 
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1 通． 竪美継紙． 
継目に印（差出同印）あり． 
871-2 
茂田井村無宿〆吉与申者差口ニ而引合ニ相成候一件

諸事扣（「右諸雑用覚」とも）． 
（安政5）午3 月11 日． 作成：（町田良右衛門ヵ）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙なし．裏表紙中央部破損． 
871-1 
乍恐以書付奉申上候（4 ヶ年前卯[安政 2]年 8 月中に七

五三吉なる者から米八俵を買取ったかどうかの御尋に

毛頭覚ない旨聞済願につき）． 
安政 5 午年 3 月 15 日． 差出：牧野遠江守領分信州佐

久郡御馬寄村 百姓ニ而穀屋渡世 良右衛門，組頭差

添人 彦右衛門． 受取：火附盗賊御改 坂井右近様御

組 小作茂左衛門様． 
1 通． 竪継紙． 
-2 と一括されていた．控． 
1141-77 
（米売上金等覚）． 
（近世）．  
1 通． 横切紙． 
1360-11(36) 
（盗賊に売り渡した白米代金を取揚げ，白米は下げ遣

す旨）． 
明治13年3月29日． 差出：[朱印][松本裁判所管内岩

村田区裁判所]． 受取：長野県信濃国北佐久郡御馬寄

村平民町田良右衛門． 
1 通． 竪美折紙． 
「松本裁判所管内岩村田区裁判所」朱色罫紙． 
1360-11(38) 
（盗賊に売り渡した白米代金取揚げ白米下げ遣しにつ

き請書）． 
明治13年3月29日． 差出：長野県信濃国北佐久郡御

馬寄村平民町田良右衛門代理町田甚太郎(朱印)． 受

取：松本裁判所岩村田区裁判所長斉藤判事補殿． 
1 通． 竪美折紙． 
朱色罫紙． 
1360-11(37) 
（盗賊より買い入れた玄米を取揚げ，代金は下げ遣す

旨）． 
明治 13 年 4 月 28 日． 差出：[朱印]． 受取：長野県信

濃国北佐久郡御馬寄村平民山浦嘉吉． 
1 通． 竪美折紙． 
「松本裁判所管内岩村田区裁判所」朱色罫紙．差出印文「松本

裁判所管内岩村田区裁判所」． 
491 
明治十九年七月廿四日ヨリ 八幡`より`籾米買入差引

之事 山浦嘉吉買入． 
明治19 年．  

1 冊． 横美半折（一ツ綴）． 
朱色罫紙（「畑売渡証書」「借用金証」など）裏面使用． 
1139-118 
記（金8 円80 銭，米1 駄代金受取）． 
明治28年7月21日． 差出：依田仙右衛門(朱印)． 受

取：町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
1141-90 
（申渡写，御馬寄村良右衛門籾延御払願上の件）． 
4 月3 日．  
1 通． 横切紙． 
1136-59 
[忠左衛門書状]（玄米残金につき）． 
6 月 5 日． 差出：耳取忠左衛門． 受取：御馬寄村町田

良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1387-25 
（醤油1 樽送付願）． 
7 月31 日． 差出：塩名田 中屋． 受取：福田屋醤油部

御中． 
1 通． 横切紙（封筒入）． 
1137-23 
覚（米2 円分取御頼みにつき）． 
8 月6 日． 作成：原新田 所左衛門．  
1 通． 横美切紙． 
1388-4(15) 
覚（米･餅米など相場書上）． 
酉8 月11 日． 差出：御馬寄村月番穀屋仙右衛門(印)． 

受取：御役元様． 
1 通． 横美切継紙． 
印文「北佐久 御馬寄 叶屋」． 
1139-162 
覚（売買穀数書付）． 
8月18日． 差出：いつミや三郎(印)． 受取：良三郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
押印印文「信州 中山道御馬寄〈○に三ツ星〉和泉屋蔵」． 
1139-157 
証（米3 駄代金請取）． 
9 月 5 日． 差出：山浦勢訪吉(朱印)． 受取：山浦八百

作様． 
1 通． 横切紙． 
1137-25 
覚（米代金勘定書付）． 
10月17日． 差出：かねます 重郎右衛門[印]． 受取：

御馬寄 福田屋良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
印文「信州佐久 五拾[  ]〈カネにマス〉金舛屋」． 
1137-21 
覚（大麦・小麦等相場のしらせ）． 
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10 月26 日． 差出：専右衛門． 受取：福田屋様． 
1 通． 横切紙． 
相場が書上げられている品目は，京わせ・丸米・餅米・大麦・小

麦・大豆・小豆・そば． 
1139-104 
（米1 駄御遣し依頼）． 
11 月4 日． 差出：橋詰千太郎[朱印]． 受取：町田静太

様，茂木萬治郎様． 
1 通． 竪切紙． 
1127-1 
[亀屋大次郎書状]（お頼みした米のこと，来春仕切でも

当節仕切でもよいので繰合，二，三十駄都合取計いに

つき）． 
11 月 25 日． 差出：亀屋 大次郎． 受取：御馬寄 福田

屋良右衛門様 内用． 
1 通． 横切継紙． 
年代記載右脇朱筆「天保十年頃ノ書類中ニ在」（後筆）． 
1127-2 
[亀屋大次郎書状]（米直段を聞き貴君よろしく取計い依

頼，酒造り込もいずれ来春に相談云々）． 
12 月 1 日． 差出：亀屋大次郎． 受取：福田屋良右衛

門様 貴答． 
1 通． 横切継紙． 
年代記載右脇朱筆「天保十年頃ノ書類中ニ在」（後筆）．巻上ヶ

部破損注意． 
1142-41 
[はやし書状]（米代五駄分落手くだされたく，残米勘定

ほか取計い承知くだされたく）． 
22 日． 差出：はやし． 受取：こくや様． 
1 通． 横美切紙． 
1136-73 
[丸山忠左衛門書状]（残米この馬子に御渡し下された

く）． 
26 日． 差出：丸山忠左衛門（佐久耳取村和泉屋）． 受

取：御馬寄邨町田良右衛門様． 
1 通． 竪紙． 
○穀市 

860 
乍恐書付を以奉願御事（御馬寄村渡世のため穀屋設置

につき）． 
享保 8 年卯ノ正月． 差出：御馬寄村庄屋甚左衛門(印)，

組頭平右衛門(印)[ほか 3 名]，惣百姓代七左衛門(印)． 

受取：韮沢伊左衛門様，宮嶋角左衛門様． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏「穀屋願書下書」．端裏後筆「享保八年正月」（鉛筆書き）． 
861 
差上ヶ申一札之事（穀屋立て売買につき穀問屋売買規

定等請書）． 
享保 14 年酉之 10 月． 差出：穀屋吉兵衛(印)，同仙右

衛門(印)，同清兵衛(印)，同彦四郎(印)，同庄右衛門(印)，

同弥兵衛(印)，同藤左衛門(印)． 受取：御名主市左衛

門殿． 
1 通． 竪美継紙． 
862 
進申一札之事（市場差障有無御糺し返答につき）． 
宝暦13 年未9 月． 作成：御馬寄村庄屋 三左衛門，組

頭 清右衛門．  
1 通． 竪紙． 
863 
[御馬寄村名主三左衛門他年寄二名申口]（一ヶ月に六

度の臼田村市場に対し差障有無の御吟味への御答書）． 
（宝暦 13 年 12 月）． 差出：（牧野遠江守領分信州佐久

郡御馬寄村名主三左衛門，年寄清右衛門，六[市ヵ]郎

右衛門）；（奥書）信州佐久郡平賀村 名主 御馬寄村郷

宿 庄右衛門． 受取：平賀 御役所． 
1 通（2 枚）． 竪美継紙． 
紙継目剥離．端裏ペン「宝暦十三年十二月」． 
○筒井合資会社 

1368 
筒井合資会社定款（穀物酒類売買及水車業を目的とす

る会社）；(附)印鑑届． 
明治34年2月27日． 差出：筒井合資会社社員町田静

太(書印)，小山三四郎(書印)，掛川周蔵(書印)；(附)右

（長野県北佐久郡小諸町千参拾八番筒井合資会社代表

社員）町田静太(朱印)． 受取：(附)岩村田区裁判所小諸

出張処御中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
印鑑届は朱色罫紙，合綴． 

6.人参 

1348 
[人参畑売渡証書下書]． 
明治6 年10 月． 作成：（町田良右衛門）．  
[2 通]． [一括]． 
もと-1と-2は重なり合って一括．-1の奥裏書は，-1と-2の2通

全体にかかるものヵ． 
1348-1 
売渡し申人参畑証書（字神平畑人参二百二十五間代金

百七十五円内金七十五円請取，残金子八月お渡しのは

ず）． 
明治6 年9 月． 差出：御馬寄村 売主 町田良右衛門，

請人 町田武左衛門． 受取：村方 町田仙右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
藍色罫紙．端部分破損（破り取りヵ）．奥裏「明治六年十月 人参

畑売渡し証書下書 但し 上塚原池田定造・村方町田仙右衛門 

両人江」． 
1348-2 
売渡申人参畑証書之事（字田中嶋畑人参二百五間代金

二百七十五円内金七十五円請取，残金亥八月限り勘
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定）． 
明治 7 年酉 9 月 25 日． 作成：右売主 御馬寄村 町田

良右衛門(印)．  
1 通． 竪紙． 
本紙を半折にした際の端の部分に四ツ目の綴じ穴あり．印紙剥

し取りヵ（痕跡あり）． 
1141-95 
記（人参種代受取）． 
（明治)8 年 10 月 16 日． 差出：依田聟助(印)． 受取：

御馬寄村町田良三郎殿． 
1 通． 竪紙． 
1347 
売渡約定証（上々製薬種人参五十斤代金七十七円五十

銭本年九月五日日限につき）． 
明治9年第6月3日． 差出：第四大区六小区御馬寄村 

売渡人 町田良右衛門(印)，同区同村 請人 町田昭造

(印)． 受取：第五大区三小区 上塚原村 池田裟太郎殿． 
1 通． 竪美紙． 
差出押印部線引抹消．また印紙剥し取りヵ． 
990-18 
約定一札（小作米滞りにつき人参売払下されたく）． 
明治 11 年 9 月 10 日． 差出：畑借用主町田昭造(印)． 

受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙． 
1042 
人参置入雑記・及仕切書・小書付． 
明治11 年．  
[]． [一括]． 
1042-1 
良三郎売記（人参荷物量・代金ほか）． 
1 通． 横折紙． 
1042-2 
良三郎口，記（人参根数量目）． 
1 綴． 横長半（ひねり綴）． 
1042-3 
荒や口，記（人参根数量目）． 
1 通． 横折継紙． 
1042-4 
記（町田佐太郎口人参根数量目）． 
1 通． 横折紙． 
1042-5 
記（三河屋買入口良三郎分人参根数量目）． 
1 通． 横折紙． 
1042-6 
（無尽金受取）． 
寅11月10日． 差出：伊右衛門． 受取：町田良右衛門

様． 
1 通． 横切紙． 
青色罫紙． 

1042-7 
良三郎口差引（人参取引，代金等勘定）． 
1 冊． 横長半（一ツ目結び綴じ）． 
1042-8 
甫（運送賃10 円余受取）． 
明治11年11月4日． 差出：第拾九銀行岩村田出張所

[朱印]． 受取：町田良三郎殿． 
1 通． 横切紙． 
差出印文「第拾九国立銀行 出張所印」． 
1042-9 
（同僚不在の旨覚書）． 
10 月21 日． 作成：小山亨．  
1 通． 竪切紙． 
小豆色罫紙（短冊様に切断）． 
1042-10 
送券（〈山に東〉入人参8 箇）． 
明治 11 年 9 月． 差出：信州佐久郡御馬寄村町田良右

衛門． 受取：岩村田駅依田百太郎殿，上州倉ヶ野須賀

喜兵衛殿遣東京小網町信濃屋豊吉殿上ヶ，横濱本町弐

丁目常盤屋長助殿入． 
1 通． 竪紙． 
1042-11 
町田良右衛門殿（町田良右衛門分竹竿炭代等差引覚）． 
明治11年10月． 差出：詰所． 受取：（町田良右衛門）． 
1 通． 横切紙． 
1042-12 
四月より九月迄六ヶ月分区費出費其他共（地価ほか出

費金額書付）． 
1 通． 横折紙． 
1042-13 
（出荷人参量目員数覚，〈山に東〉入〈□に丁〉出）． 
10 月21 日出荷．  
1 通． 横美切紙． 
1042-14 
借用金証（金80 円）；(附)記（これまで差引残り受取）． 
明治11年10月20日（附とも）． 差出：御馬寄村町田良

右衛門，同所受人柳沢孫右衛門；(附)御馬寄村町田良

三郎． 受取：八幡村依田専左衛門殿（附とも）． 
1 通． 横美切紙． 
附は書継ぎ． 
1042-15 
（畑方二期納金覚，町田良右衛門ほか 3 名分）． 
（明治）11 年10 月20 日． 作成：用係．  
1 通． 横切紙． 
1042-16 
[出荷人参根数量目，荷送り入用，荷為替金受取証ほ

か]． 
[明治11 年ほか]．  
10 点． 横折紙（一括）． 
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1042-17 
人参買入仮留（数量目ほか）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1042-18 
記（時借り金差引）． 
1 通． 横美切継紙． 
1042-19 
[町田仙右衛門他一名書状]（横濱表人参売払につき）． 
（明治）12 年 4 月 21 日． 差出：町田仙右衛門，町田良

右衛門． 受取：町田昭造様． 
1 通． 横美切継紙． 
1042-20 
[町田良右衛門書状]（横濱表人参売払につき）． 
（明治）12 年 4 月 20 日． 差出：町田良右衛門． 受取：

福嶋屋長介様． 
1 通． 横美切継紙． 
端裏「福嶋長助様，四月廿一日出」． 
1042-21 
[町田昭造書状]（横濱表人参相場下落につき）． 
11 月12 日． 差出：同昭造． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
巻上ヶ部分異筆「十二月十六日到来披見」． 
1042-22 
[町田良右衛門書状案]（本月 16 日御発郵便到来披見，

横濱表人参売払万事御任せ）． 
11 月 23 日． 差出：町田良右衛門． 受取：福嶋長助様，

同瀬平様． 
1 通． 横美切紙． 
端裏「十一月廿八日発」． 
1042-23 
記（太糸残分金）． 
10 月20 日． 差出：権助． 受取：福田屋様． 
1 通． 横美切紙． 
1042-24 
記（良三郎・豊二郎分人参員数量目）． 
10 月19 日．  
1 通． 横折紙． 
1042-25 
（人参売益見込覚）． 
1 通． 横美切紙． 
1042-26 
記（セリ赤芍薬ほか代金請取）． 
11 月9 日． 差出：柳田五兵衛(朱印)． 受取：御馬寄駅 

福田屋良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1042-27 
第八号迄自分取分，記（第 9 号以下，出荷人参根数量

目）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

1042-28 
記（出荷人参根数量目損益計算）． 
1 通（2 枚）． 横折紙． 
横半帳様に 2 つ折に一括． 
1042-29 
（町田良右衛門ほか畑地地価書上）． 
1 通． 横折紙． 
1042-30 
明治十一年十月ヨリ 人参買入雑記 福田屋． 
明治11 年10 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1042-31 
良三郎へ売（人参員数覚）． 
1 通． 横切紙． 
1141-12 
[町田永之助書状]（熊野人参畑年貢につき）． 
3 月31 日． 差出：同永之助． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1135-18 
[小山某書状]（人参種蒔き方につき尋）． 
4 月 8 日． 差出：小山拝；(封筒)小山拝． 受取：町田

様；(封筒)町田様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1359-24 
[依田専左衛門書状]（このほど御布令の人参取締りの

ため社長・副社長 3 人人参製作の者にて選挙入札当月

4 日までに差出べき御沙汰につき選任問合せ）． 
5月2日． 差出：依田専左衛門；（巻上ヶ上ワ書）八幡村 

依田耕真． 受取：福田屋様・嶋屋様・外各々様；（巻

上ヶ上ワ書）御馬寄村 町田良右衛門様 尊下． 
1 通． 横美切継紙． 
1141-74 
証（人参種代金）． 
11 月22 日． 差出：竹田 工藤要平[印]． 受取：御馬寄

村町田良三郎様． 
1 通． 横切継紙． 
印文「信州〈ヤマに○にエ〉 佐久 竹田 東廼屋」． 
1143-73-33 
記（人参種内金として金18 円請取につき）． 
12 月3 日． 差出：町田仙右衛門(印)． 受取：町田良三

郎殿． 
1 通． 小切紙． 
1359-51 
[はやし書状]（人参小屋渡し方相談沙汰願）． 
30 日． 差出：はやし`より`． 受取：福田や様． 
1 通． 横切紙． 
1141-64 
覚（人参種代金受取）． 
1 通． 横切継紙． 
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○売次目録・仕切書 
10 
[明治十年・十一年・十二年横浜出荷人参売次目録・仕

切書綴]；(附)（御馬寄分繭ほか収獲量・売払金額書付）． 
（明治 10 年 9 月～明治 12 年 3 月）． 差出：（横浜本町 

弐丁目角 常盤屋）． 受取：（町田武左衛門・町田永之

助・町田良三郎・町田良右衛門・町田昭造）． 
1 綴（附1 通とも）． 横長美（一ツ目結び綴じ）． 
表紙はペン書き．見返し～1 丁目間に白緑色横切紙1 枚(附)． 
10(1) 
売次目録（信州人参 241 斤代価差引金 299 円 92 銭 3

厘売次代価済み）． 
（明治）10 年第 9 月 29 日． 差出：横浜本町弐丁目 福

島瀬兵衛[印]． 受取：町田武左衛門殿． 
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
印文「〈ヤマに東〉横浜本町 弐丁目角 常盤屋」．各所に「合」等

の朱印あり，1 銭印紙． 
10(2) 
記(朱筆)「百拾七号」（〈○に叶〉印人参 4 箇代金差引 2

口〆金147 円46 銭2 厘売次代価済み）． 
明治 11 年 10 月． 差出：福島長助[印]． 受取：町田武

左衛門殿，町田永之助殿． 
1 通． 横美折紙． 
印文「〈ヤマに東〉横浜本町 弐丁目角 常盤屋」．各所に「合」等

の朱印あり，1 銭印紙． 
10(3) 
記(朱筆)「百六拾七号」（〈○に叶〉印人参 7 箇代金差引

金 173 円 98 銭 3 厘売次代価渡し）；(附)調書（七十三号

ほか仕切金差引勘定につき）． 
明治12年3月． 差出：福嶋長助[印]． 受取：町田武左

衛門殿． 
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
印文「〈ヤマに東〉横浜本町 弐丁目角 常盤屋」．各所に「合」等

の朱印あり，1 銭印紙． 
10(4) 
記(朱筆)「第拾八号」（人参 3 口〆19 箇ほか代金差引売

次代価済み）． 
明治11年3月． 差出：福嶋瀬平[印]． 受取：町田良三

郎殿． 
1 通． 横美折紙． 
印文「〈ヤマに東〉横浜本町 弐丁目角 常盤屋」．各所に「合」等

の朱印． 
10(5) 
記（人参 12 箇ほか代金差引〆金 57 円 96 銭 9 厘 9 毛

売次代価渡し）． 
明治11年4月． 差出：福島長助[印]． 受取：町田良三

郎殿． 
1 通． 横美折紙． 
印文「〈ヤマに東〉横浜本町 弐丁目角 常盤屋」．各所に「合」等

の朱印． 

10(6) 
記(朱筆)「百拾六号」（〈□に丁〉印人参 8 箇代金差引金

211 円69 銭5 厘売次代価渡し）． 
明治 11 年 10 月． 差出：福嶋長助[印]． 受取：町田良

右衛門殿，町田良三郎殿． 
1 通． 横美折紙． 
印文「〈ヤマに東〉横浜本町 弐丁目角 常盤屋」．各所に「合」等

の朱印あり，1 銭印紙． 
10(7) 
記(朱筆)「百三拾号」（〈カネに三〉印人参 4 箇代金差引

金88 円48 銭3 厘売次代価渡し）． 
明治 11 年 10 月． 差出：福嶋長助[印]． 受取：町田昭

造殿． 
1 通． 横美折紙． 
印文「〈ヤマに東〉横浜本町 弐丁目角 常盤屋」．各所に「合」等

の朱印あり，1 銭印紙． 
10(8) 
記(朱筆)「百七拾三号」（〈□に丁〉印人参 2 箇代金差引

金28 円55 銭9 厘売次代価渡し）． 
明治 11 年 11 月． 差出：福嶋長助[印]． 受取：町田良

右衛門殿． 
1 通． 横美折紙． 
印文「〈ヤマに東〉横浜本町 弐丁目角 常盤屋」．各所に「合」等

の朱印あり，1 銭印紙． 
10(9) 
記(朱筆)「百七拾七号」「百九拾壱号」（〈四角に丁〉印人

参8 箇・同24 箇代金差引金252 円61 銭9 厘売次代価

渡し）． 
明治12年3月． 差出：福嶋長助[印]． 受取：町田良三

郎殿． 
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
印文「〈ヤマに東〉横浜本町 弐丁目角 常盤屋」．各所に「合」等

の朱印あり，1 銭印紙．附箋あり． 
1041 
[人参仕切書および売次目録ほか]． 
[明治10・11 年]．  
[12 件（15 点）]． [一括]． 
1041-1 
（人参市場相場覚）． 
25 日． 差出：同昭造． 受取：町田良右衛門． 
1 通． 横美切継紙． 
1041-2 
（人参市場取引につき覚）． 
11 月1 日． 差出：町田昭造． 受取：町田良右衛門． 
1 通． 横美切継紙． 
1041-3 
[町田昭造書状]（人参至急売渡しにつき知らせ）． 
（明治11年）10月14日午前8時認メ；(封筒)10月14日，

16 日到来． 差出：同昭造；(封筒)横濱本町二丁目常盤

屋ヨリ 町田昭造． 受取：町田良右衛門様；(封筒)信州
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佐久郡御馬寄村 町田良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
消印「武蔵・一〇・一四・は 横濱」「十一年・一〇・一四・り 東京」．

1 銭・2 銭切手． 
1041-4 
[依田升左衛門書状]（ご子息様持参の金糸受取）． 
11 月 20 日． 差出：依田升左衛門． 受取：町田良右衛

門様；(上ワ書)上 町田良右衛門様 尊君． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
1041-5 
[町田昭造書状]（人参・洋銀売買につき知らせ）． 
（明治11年）10月22日午後五時認メ；(封筒)22日午後6

時投函． 差出：同昭造；(封筒)横濱本町二丁目常盤屋

方ニテ 町田昭造． 受取：町田良右衛門様；(封筒)信州

佐久郡御馬寄村 町田良右衛門様 平安． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
消印「武蔵・一〇・二二・へ 横濱」「十一年・一〇・二二・ぬ 東

京」．2 銭・1 銭切手． 
1041-6 
[志賀村神津重三郎より出荷取調ほか]（人参荷物号数・

荷送り入用）． 
4 通． 横折紙・横美切紙． 
横折紙3 通，横美切紙1 通． 
1041-7 
[志賀村寛司口ほか 4 名口分人参貫目書上および荷送

り関係覚]． 
（明治10 年頃ヵ）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
中に明治10 年12月7 日付御馬寄村町田良右衛門宛塚原村今

井金平（押印印文「信佐久 上塚原 〈ヤマに十〉今井」）受取書

あり． 
1041-8 
売約之証（人参売渡）． 
明治10年11月21日． 差出：塚原村売主今井金平(印)，

立入証人同村今井百兵衛(朱印)，同断桜井村臼井六郎

(印)． 受取：御馬寄村町田良三郎殿・町田永之助殿． 
1 通． 竪紙． 
緑色罫紙． 
1041-9 
明治十丑年十一月ヨリ 人参毛肉買入之附 道喜扣． 
明治10 年11 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装一ツ綴）． 
1041-10 
人参売上ヶ取調之事 明治十年買入売捌調也． 
（明治10 年10 月）．  
1 冊． 横長半（二ツ目結止め綴）． 
1041-11 
売次目録（信州人参・同雑根・同肉折）． 
明治 10 年第 10 月 25 日． 差出：横濱本町弐丁目福島

瀬兵衛[印]． 受取：町田良右衛門殿，同永之助殿，同

武左衛門殿，同良三郎殿，臼田六之助殿，町田昭蔵殿． 
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
差出印文「横濱本町 弐丁目角 〈ヤマに東〉常盤屋」． 
1041-12 
売次目録（信州人参）． 
（明治）10 年第9 月29 日． 差出：横濱本町弐丁目福島

瀬兵衛[印]． 受取：町田良三郎殿． 
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
差出印文「横濱本町 弐丁目角 〈ヤマに東〉常盤屋」． 

7.製糸 

1.差引帳ほか 
66 
明治廿一年度 繭代金及ヒ其外町田猪牙平出入差引書

抜． 
明治21 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
「其外町田猪牙平…」は「猪牙平殿差引」として裏表紙綴目に合

綴（3 枚1 綴）． 
67 
明治廿二年十二月改 製糸方帳書出シ各差引帳 但し，

明治廿年以来差引未済書出シ有之 静太． 
明治22 年12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
61 
明治廿三年度 製糸方各口取書抜差引帳 静太；(附 1)

（繭・肥料代金等計算書）；(附 2)き（「キカイキヒク」買入

代金三十四円五十銭受取）． 
明治 23 年度（～25 年度）；(附 2)12 月 7 日． 差出：(附

2)[難読]店 岡田良三郎． 受取：(附2)町田静太様． 
1 冊（附2 通とも）． 横長半（一ツ綴）． 
65 まで 5 冊一括，括り紙縒り破損（紙縒りは 61 と一括）．3 丁目

丁内に横切継紙（附1）・小切紙（附2）． 
62 
明治弐拾四年度 製糸方各口取書抜差引帳 静太；(附

1)記（繭取・桑取等代金書付）． 
明治24年度． 差出：(附1)町猪． 受取：(附1)町田静太

様． 
1 冊（附1 通とも）． 横長半（一ツ綴）． 
4 丁目丁内に小切紙（附1）． 
63 
明治廿五年度 製糸方各口取差引帳 町田静太；(附 1)

記（「かし」金・利足・繭代金等差引書付）． 
明治25 年度．  
1 冊（附1 通とも）． 横長半（一ツ綴）． 
1 丁目丁内に横切紙（附1）． 
64 
明治廿六年度 製糸方各口取差引帳；(附 1)（二十四年・

二十五年分金円差引書付）． 
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明治26 年度．  
1 冊（附1 通とも）． 横長半（一ツ綴）． 
2 丁目丁内に小切紙（附1）． 
65 
明治廿九年度 製糸方各口取差引帳． 
明治29 年度．  
1 冊（丁間・丁内とも）． 横長半（一ツ綴）． 
丁間・丁内に挟込みの文書多数，取扱注意． 

2.桑栽培 
527 
明治三年庚午二月ヨリ 桑植附根堀并諸入用帳 一竿

堂 福田屋． 
明治3 年2 月．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
1134-4 
[川田商店書状]（桑苗の件照会への景気等回答，函詰

め取扱い報知されたい旨）；(附)記（魯桑・仏国産大丸葉

桑ほか値段書上）． 
（明治）20 年 10 月 22 日（封筒裏，同じ日付記載に続け

て）午後． 差出：川田商店[朱印]；(封筒)内外種物果樹

苗販売処 川田商店 東京下谷区北稲荷町四番地． 受

取：町田良右衛門様 御中；(封筒)信濃国北佐久郡御馬

寄村 町田良右衛門様． 
2 通（封筒入）． 横切継紙． 
附は本紙奥に巻き込まれていた．差出朱印印文「東京 川田 利

八章」．封筒に 2 銭切手貼付．消印「チ・東京・二〇・一〇・二二 

下谷」，「信濃・北佐久一〇・二四 望月」． 
1390-12 
桑売渡証． 
明治 28 年 6 月 20 日． 差出：町田静太(朱印)． 受取：

山浦長蔵殿． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙．差出押印抹消． 
957 
分桑代金借用証(分桑100 束，代金25 円）． 
明治 32 年 6 月 5 日． 差出：本人小縣郡和田村並木才

之助(印)． 受取：北佐久郡中津村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．印紙あり． 
1139-80 
[町田良右衛門書状]（新宅今昼より蚕大上りになり桑不

用になり買入は見合せ，もし買入の上は破談にする旨

至急申入）． 
7 月 2 日． 差出：町田良右衛門． 受取：小諸出先 町

田静太殿． 
1 通． 横美切継紙． 
1138-10 
記（桑代領収）． 
7月4日． 差出：平島省三(印)． 受取：町田良三郎殿． 

1 通． 横切紙． 
1138-33 
記（桑代内金領収）． 
7月4日． 差出：平島省三(印)． 受取：町田良三郎殿． 
1 通． 横切紙． 
1142-18 
記（十二新・北ノ切レほか桑畑肥俵数書上）． 
（8 月18 日～22 日）．  
1 通． 横切紙． 
18 日昼前～20 日迄肥料を借りた旨記載あり． 

3.共進会 
1360-11(20) 
記（繭・蚕種確受）． 
（明治）13年10月22日． 差出：北佐久郡々役所[朱印]． 

受取：出品人御馬寄村町田良右衛門． 
1 通． 竪美切紙． 
標題・差出木版黒色罫紙． 
1360-11(21) 
記（蚕種確受）． 
（明治）13年10月22日． 差出：北佐久郡々役所[朱印]． 

受取：出品人御馬寄村柳澤孫右衛門． 
1 通． 竪美切紙． 
標題・差出木版黒色罫紙． 
1360-11(22) 
記（蚕種確受）． 
（明治）13年10月22日． 差出：北佐久郡々役所[朱印]． 

受取：出品人御馬寄村山浦儀助． 
1 通． 竪美切紙． 
標題・差出木版黒色罫紙． 
1360-11(23) 
記（蚕種確受）． 
（明治）13年10月22日． 差出：北佐久郡々役所[朱印]． 

受取：出品人御馬寄村町田武左衛門． 
1 通． 竪美切紙． 
標題・差出木版黒色罫紙． 
1360-11(24) 
記（繭確受）． 
（明治）13年10月22日． 差出：北佐久郡々役所[朱印]． 

受取：出品人御馬寄村山浦儀助． 
1 通． 竪美切紙． 
標題・差出木版黒色罫紙． 
1076 
[繭糸織物陶漆器共進会出品願書類]． 
[明治17 年]．  
[1 綴（3 点）]． [綴，竪（ひねり綴）]． 
端を紙縒りでひねり綴． 
1076(1) 
蚕糸織物陶漆品共進会出品願（白繭2 升）． 
（明治 17 年）． 差出：北佐久郡御馬寄村十九番地町田
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良右衛門，戸長町田甚太郎(朱印)． 受取：長野県令木

梨精一郎殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．標題ママ． 
1076(2) 
繭解説(白赤熟，培桑・養蚕法につき）． 
明治 17 年． 作成：出品主町田良右衛門印；(保証奥書)

長野県下信濃国北佐久郡御馬寄村戸長町田甚太郎(朱

印)．  
1 通（3 枚）． 竪美折紙． 
1076(3) 
解説書扣（養蚕法・培桑法等概要）． 
明治 17 年 8 月． 差出：出品人町田良右衛門． 受取：

長野県勧業博物場御中． 
1 通． 竪美折紙． 
標題「扣」は後筆． 
1134-5 
甲第五一九号（聯合共進会出品者中御馬寄村町田静

太・桑山村山浦今朝吉褒状授与につき十九日付戸長役

場宛北佐久郡役所第一課通達により明日郡役所へ出

頭の旨通達）． 
明治 20 年 12 月 20 日． 差出：長野県北佐久郡八幡村

外六ヶ村戸長役場[朱印]；（封筒，木版）長野県北佐久

郡八幡村外六ヶ村戸長役場． 受取：御馬寄邨 町田静

太殿． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
封筒表朱印「公用」．「北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長役場」朱色

罫紙．標題朱筆．差出印文「長野県北佐久郡八幡村外六ヶ村戸

長役場印」． 
1134-2 
号外（一府九県聯合共進会への出品につき繭申告書・

出品物を役場へ差出しの旨通達）． 
明治 21 年 8 月 27 日． 差出：北佐久郡 八幡邨外六ヶ

村 戸長役場[朱印]． 受取：御馬寄邨 出品人 山浦義

助殿(印)，山浦勢訪吉殿(朱印)，（ミセケチ）［山浦傳三郎

殿］，町田昭造殿(朱印)，村田錬太郎殿，町田静太殿，

鈴木一郎殿，右御中． 
1 通． 竪紙． 
「北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長役場」朱色罫紙．差出印文「長

野県北佐久郡八幡村 外六ヶ村戸長役場印」，本紙端上同朱印

割印．標題朱筆． 
1360-11(18) 
[感謝状]（磁盃1 個贈与）． 
明治26年6月10日． 差出：北佐久郡第三回共進会会

長鳥居義處[朱印]． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙小． 
1135-42 
[小山量平書状]（共進会出品自製生糸，貴所にて製造

下されたく）． 
10 月6 日． 差出：小山拝；(封筒)嶋川原小山量平． 受

取：町田様；御馬寄町田静太殿． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1134-7 
（封筒）． 
差出：長野県北佐久郡 八幡村外六ヶ村戸長役場． 受

取：御馬寄村 町田静太殿． 
1 枚． 封筒． 
封筒のみ．宛名脇朱印「公用」．封筒差出は木版．体裁から-2

を収めていたものヵ． 
1134-20 
（繭品評会出品案内および来観人心得ならびに申告書

雛型）． 
1 冊． 竪四ツ半（二ツ綴）． 
委員名朱筆にて記載（丸山惣右衛門ほか 10 名）．活版印刷．書

状一部ヵ． 
1360-4 
[生糸出品票]長野県第百卅六号． 
作成：（信濃国佐久郡御馬寄村 町田良右衛門）．  
1 点． 9.8×7.3cm． 
厚紙（ボール紙），荷札紐用の穴の金具あり．英文記載あり． 
1360-11(17) 
[名札]（御馬寄村第十九番地平民蚕種出品人町田良右

衛門）． 
1 通． 小切紙． 
1360-11(25) 
第弐区拾類（物産出品者書上）． 
作成：（長野県）．  
1 通． 竪美． 
「長野県」朱色罫紙． 

4.三工社 
990-1 
蚕糸業規定 （明治二十年五月長野県下蚕糸業組合取

締所会議決定）． 
（明治20 年5 月）．  
1 通． 竪紙． 
両面印刷．裏面に各種文書雛型． 
1134-95 
[山中商店中村爲輔書状]（本港生糸商況新物は各館買

入に着手し云々，ほか景況報知）；(附)本日売約引込

（「信キ平野社新」ほか 10 件につき）． 
（明治 20 年）第 7 月 12 日午前；(附)明治 20 年 7 月 11

日． 差出：山中商店 中村為輔拝；(附)横濱 山中商店；

(封筒)横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔拝． 受

取：町田良右衛門様 尊下；(封筒)信州北佐久郡御馬寄

村 町田良右衛門様 平信報況． 
1 通（3 枚・附1 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
封筒2銭切手．消印「横濱 二〇・七・一二・ニ」ほか．紺色「横濱

山中商店用紙」．附は印刷桃色用紙に鉛筆書き． 
1134-91 
[山中商店書状]本日売約引込（「八王子新提」ほか 5 件
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につき売込店・商館・産地品名・梱数・引込直段書上）． 
（明治 20 年）第 7 月 18 日． 差出：横濱 山中商店；(封

筒)横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔拝． 受取：

三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐久郡御

馬寄村 町田良右衛門様 平信報況． 
1 通（1 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．封筒消印「横濱 二〇・七・一八・チ」ほか．印刷用紙

に鉛筆書き． 
1134-93 
[山中商店中村爲輔書状]（当港生糸商況すべて変動な

く別紙の通り米船明日積入れ云々）． 
（明治 20 年ヵ）第 7 月 18 日午後． 差出：山中商店 中

村為輔． 受取：町田良右衛門様 尊下． 
1 通（2 枚）． 竪切紙． 
封筒なし（もと-91 封筒に同封ヵ，また本文中「別紙」は-91 ヵ）．

紺色「横濱山中商店用紙」使用． 
493 
明治二十年七月ヨ里 製糸荷造番号帳 三工社． 
明治20 年7 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
綴補修．表紙左下「良右衛門道喜筆也」の注記あり． 
1116 
[山中商店中村爲輔書状]． 
（明治20年）第12月13日． 差出：(封筒)横濱弁天通壱

丁目 山中商店 中村爲輔． 受取：(封筒)信州北佐久郡

御馬寄村 三工社々長 町田静太様． 
[5 通]． [封筒入一括]． 
もと-1～-5 は一括．封筒 2 銭切手貼付，消印「横濱 二〇・一

二・一四・イ」「望月 信濃 北佐久 一二・一六」． 
1116-5 
[山中商店中村爲輔書状]（本港生糸景況静声，出帆間

際には多少の取引あるやも難解，安為換に取組になる

よう願云々）． 
（明治20年）第8月8日午後． 差出：山中商店 中村爲

輔拝． 受取：三工社々長 町田静太様 尊下． 
1 通（3 枚）． 竪切紙． 
「横濱山中商店用紙」藍色縦罫便箋使用． 
1116-4 
[山中商店中村爲輔書状]（31 日発の申越しの条承知，

証票近日逓送了承も目下初めての事で売約等なし悉皆

取換たく，本港景況為換相場上向き云々）；(附)本日売

約引込（「本日米國参着為替」とも）． 
（明治20年）第9月2日午後． 差出：山中商店 中村爲

輔． 受取：三工社々長 町田静太様． 
1 通（3 枚・附1 枚）． 竪切紙． 
本紙は「横濱山中商店用紙」藍色縦罫便箋使用． 
1116-3 
[山中商店中村爲輔書状]（本港商況売崩し徴候，貴社

製糸も拝見いたさせ平均ペケなしなれば 640 弗では破

談云々）． 

（明治20年）第10月24日午後． 差出：山中商店 中村

爲輔． 受取：三工社々長 町田静太様 尊下． 
1 通（3 枚）． 竪切紙． 
「横濱山中商店用紙」藍色縦罫便箋使用． 
1116-1 
[山中商店中村爲輔書状]（本港商況買休みの色，尊社

製糸拝見方いまだ済まず，静太様御出張により委曲談

示取計い云々）． 
（明治20年）第12月13日午後． 差出：山中商店 中村

拝． 受取：町田良右衛門様 尊下． 
1 通（2 枚）． 竪切紙． 
「横濱山中商店用紙」藍色縦罫便箋使用． 
1116-2 
[山中商店中村爲輔書状]（当港商況変動なく一向静声，

尊社製糸年内は六ヶ敷しかし売却方取計い云々）． 
（明治20年）第12月26日午後． 差出：山中商店 中村

爲輔拝． 受取：三工社々長 町田静太様 尊下． 
1 通（3 枚）． 竪切紙． 
「横濱山中商店用紙」藍色縦罫便箋使用． 
1134-89 
[山中商店出張員山口嘉平書状]（信州地方残金請求，

御社の分も今回は埒明方願上たく御地へ罷出云々）． 
（明治20 年）8 月31 日． 差出：信州松本新町樹三方山

中出張員 山口嘉平拝；（封筒）信州松本樹三方 山口嘉

平． 受取：三工社長 町田良右衛門様；(封筒)信州佐久

郡御馬寄村 三工社々長 町田良右衛門様． 
1 通（2 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．封筒消印「松本 二一・八・三一・ハ」ほか．紺色「横濱

山中商店用紙」． 
1134-92 
[山中商店中村爲輔書状]（本港商況静穏為換の激昂も

なく来十八日出帆には多少取引なるや，本日手合，御

出荷のもの取引売却ご承引云々）． 
（明治 20 年）第 9 月 9 日午後；（封筒）第 9 月 8 日． 差

出：山中商店 中村為輔；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山

中商店 中村爲輔拝． 受取：三工社々長 町田静太様 

尊下；(封筒)信州北佐久郡御馬寄村 三工社御中． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
2 銭切手．封筒消印「横濱 二〇・九・九・イ」ほか．封筒裏「十一

日午前到来」．継目一部剥離． 
1134-71 
[山中商店中村爲輔書状]（本港景況静穏，当外 1 個分

別紙仕切書の通り売却方取計い承知されたく云々）． 
（明治 20 年）第 9 月 10 日午前． 差出：山中商店 中村

為輔；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様；(封筒)信州北佐久郡御

馬寄村 三工社々長 町田静太様 尊下． 
1 通（2 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．消印「横濱 二〇・九・一〇・ホ」ほか．封筒裏「当外壱

個仕切書在中」「十二日到来」（ただし現在「仕切書」同封なし）．

本文紺色「横濱山中商店用紙」． 
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1134-69 
[山中商店中村爲輔書状]（3 日投函貴簡吟読，本港景況

捗々しくなく，証票改正のこと写影送付拝見も証票ゆえ

一目瞭然なる方がよく云々）；二伸（器械生糸苧 4 個日

限につき受払承知されたく）；(附)本日売約引込（「本日

米國参着為替」とも）． 
（明治 20 年）第 9 月 16 日正午． 差出：山中商店 中村

為輔；(封筒)横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社御中． 
1 通（4 枚・附1 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2銭切手．消印「横濱 二〇・九・六・ハ」ほか．紺色「横濱山中商

店用紙」．封筒裏「九日午後到来」．附は印刷用紙に鉛筆書き． 
1134-81 
[山中商店中村爲輔書状]（去十七日貴墨了知，為換金

古繭分1個也分は何分か御減じくだされたく云々，ほか

本港商況・証票のこと）． 
（明治 20 年）第 9 月 19 日午後． 差出：山中商店 中村

為輔；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社々長 町田静太様． 
1 通（3 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．封筒消印「横濱 二〇・九・一九・チ」ほか．紺色「横濱

山中商店用紙」． 
1134-82 
[山中商店中村爲輔書状]（本港商況沈着買気見えず，

尊社附属品小口菊蔵殿へ売却差引残金仕切差引書と

も斎藤伊三郎様へ渡し受取くださるや云々）． 
（明治）20 年 9 月 26 日午後． 差出：山中商店 中村為

輔；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社 町田静太様． 
1 通（3 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．封筒消印「横濱 二〇・九・二六・チ」ほか．紺色「横濱

山中商店用紙」． 
1134-76 
[山中商店中村爲輔書状]（本港景況安手合，一向売約

ならず次船出帆に日数もある故か云々，および本日為

換等報告）． 
（明治）20 年 9 月 28 日正午． 差出：山中商店 中村為

輔；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社々長 町田静太様． 
1 通（2 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2銭切手．消印「横濱 二〇・九・二八・ヘ」ほか．紺色「横濱山中

商店用紙」． 
1134-83 
[山中商店中村爲輔書状]（本港商況内商は低落云々，

貴社製糸成行きに任せ売却取計うので御承知された

く）；(附)本日売約引込（「本日米國参着為替」とも）． 
（明治20年）第10月4日午後；(附)明治 年10月4日． 

差出：山中商店 中村為輔；(封筒)横濱弁天通壱丁目 

山中商店 中村爲輔． 受取：三工社々長 町田静太様 

尊下；(封筒)信州北佐久郡御馬寄村 三工社々長 町田

静太様． 
1 通（2 枚・附1 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．封筒消印「横濱 二〇・一〇・四・チ」ほか．本紙紺色

「横濱山中商店用紙」．附は印刷用紙． 
1134-84 
[山中商店中村爲輔書状]（本港外商内商各状況，貴社

製糸拝見方取り急ぐもまだ順番来ず明後日には拝見

云々）． 
（明治20年）第10月11日． 差出：山中商店 中村為輔

拝；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社々長 町田静太様． 
1 通（2 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2銭切手．封筒消印「横濱 二〇・一〇・一一・チ」ほか．紺色「横

濱山中商店用紙」． 
1134-85 
[山中商店中村爲輔書状]（尊翰拝覧，生糸 4 個進退承

知着荷の上は拝見，本港商況鳥渡買方見合の有様，拝

見方捗々しからず，貴社製糸拝見方まだ順番にならず

云々）． 
（明治20年）第10月12日午後． 差出：山中商店 中村

為輔；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社々長 町田静太様 平信． 
1 通（3 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2銭切手．封筒消印「横濱 二〇・一〇・一二・チ」ほか．紺色「横

濱山中商店用紙」． 
1134-77 
[山中商店中村爲輔書状]（本港景況面白からぬ方，尊

社製糸もまだ拝見なく痛心，拝見させ納り方掛合つかま

つるべく云々）；(附)本日売約引込（「本日米國参着為

替」とも）． 
（明治20 年）第10 月18 日午後；(附)明治20 年10 月18

日． 差出：山中商店 中村為輔；(附)横濱 山中商店；

(封筒)横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 受取：

三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐久郡御

馬寄村 三工社々長 町田静太様． 
1 通（3 枚・附1 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2銭切手．消印「横濱 二〇・一〇・一八・チ」．紺色「横濱山中商

店用紙」．附は印刷用紙に書込み． 
1134-47 
[山中商店書状]（明米船出帆に際し七十六番・九十五番

ほか売買情勢報知）；(附)本日売約引込． 
（明治20 年）第10 月28 日（封筒，年は附より）． 差出：

山中商店 糸方；(封筒)横濱弁天通壱丁目 山中商店 

中村爲助． 受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封

筒)信州北佐久郡御馬寄村 三工社御中． 
1 通（計3 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
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封筒 2 銭切手．消印「横濱 二〇・一〇・二八・チ」ほか．「横濱

山中商店用紙」紺色罫紙（便箋）．附は印刷用紙に書込み． 
1134-54 
[渋沢商店小橋宗之助書状]（本日荷物着，売却方出精

尽力，糸況注文口にて品多にて捗々しく買入れなし，ほ

か案内）． 
（明治 20 年ヵ）10 月 28 日． 差出：澁澤商店 小橋宗之

助拝；（封筒）横濱本町三丁目 〈○にキ〉澁澤商店． 受

取：三工社 町田静太様 貴下；(封筒)信州北佐久郡御

馬寄村 三工社 町田静太様 貴下． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
2 銭切手．消印「イ・二〇・一〇・二八 横濱」ほか．封筒差出は

朱印． 
1134-17 
[町田永三郎書状]（浜表も意外の不印，地元繭買入高

値なら製糸休業もご勘考を，また山中商店にて少々売

込あり両三日帰宅見合せ承知されたく，渋澤商店では

製糸売込の心当たりなく，問屋へも出向き売込方頼む

旨山浦・松崎両氏へ伝言願）． 
（明治20年ヵ）11月13日午前． 差出：村田屋方 町田；

（封筒）横浜北仲通り二町目村田屋止宿 町田永三郎． 

受取：町田良右衛門様 社中御両君；(封筒)信濃国中山

道 北佐久郡御馬寄村 町田良右衛門様 至急用事． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
封筒裏 2 銭切手貼付，同消印「横浜 ハ・二〇・一一・一三」「望

月 信濃・北佐久 一一・一五」，封筒表消印「望月 信濃・北佐久 

一一・二六」．封筒破損． 
1134-78 
[山中商店中村爲輔書状]（本港景況沈着，本日小野商

社より開明社662 弗5 分にて 64 個手合出来云々）． 
（明治20年）第11月14日午後． 差出：山中商店 中村

為輔拝；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 糸方． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社々長 町田静太様． 
1 通（3 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．消印「横濱 二〇・一一・一四・チ」ほか．紺色「横濱山

中商店用紙」． 
1134-61 
[山中商店書状]（本日景況先便後同様不振，尊社生糸

のうち 2 個売却云々）． 
（明治20年）第11月16日午後． 差出：山中商店 中村

為輔拝；(封筒)横濱弁天通壱丁目 山中商店 糸方． 受

取：三工社々長 町田静太様，仝良右衛門様；(封筒)信

州北佐久郡御馬寄村 三工社々長 町田静太様． 
1 通（3 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．封筒消印「横濱 二〇・一一・一六・チ」ほか．封筒裏

面「十八日到来」．紺色「横濱山中商店用紙」使用． 
1134-56 
[山中商店中村爲輔書状]（仕切書・差引書）． 
（明治 21 年）第 2 月 18 日（封筒）． 差出：(封筒)横濱弁

天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 受取：(封筒)信州北

佐久郡御馬寄村 三工社々長 町田静太様． 
[1 通（3 点）]． [封筒入]． 
2 銭切手2 枚．封筒消印「横濱 二一・二・一八・ハ」ほか． 
1134-56-2 
第五百三十四号 仕切書（器械製糸1梱2口，各560弗・

540 弗がへ合差引607 弗余）． 
（明治）20 年 11 月 17 日． 差出：山中商店(朱印)． 受

取：三工社 町田良右衛門殿． 
1 通． 横美切継紙． 
標題号数は朱筆．朱印印文「横濱 辨壱 〈ヤマに中〉山中商店」．

1 銭証券印紙． 
1134-56-1 
五百六十八号 仕切書（器械製糸 30 梱，585 弗がへ

9547 弗余）． 
（明治）21 年第2 月16 日． 差出：山中商店(朱印)． 受

取：三工社 町田良右衛門殿． 
1 通． 横美切継紙． 
標題号数は朱筆．朱印印文「横濱 辨壱 〈ヤマに中〉山中商店」．

1 銭証券印紙． 
1134-56-3 
差引書（20年8月6日～12月31日，出入元利差引804

円余金貸越）． 
明治 21 年 2 月 17 日． 差出：山中商店(朱印)． 受取：

三工社御中，町田良右衛門殿，町田静太殿． 
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
表紙・裏表紙なし．綴目に朱印あり．朱印印文「横濱 辨壱 〈ヤ

マに中〉山中商店」． 
1134-57 
[山中商店書状]（日札 3 葉失念のため同封，同お詫び

ほか）． 
（明治 20 年）第 11 月 17 日午前． 差出：山中商店 糸

方；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 糸方． 受取：

三工社々長 町田静太様；(封筒)信州北佐久郡御馬寄

村 三工社々長 町田静太様． 
1 通（1 枚3 葉一括）． 竪切紙・附箋（封筒入）． 
2銭切手．封筒消印「横濱 二〇・一一・一七・ハ」ほか．紺色「横

濱山中商店用紙」使用．「五八五」「五九八」などとあり「町田」朱

印の捺された附箋様の「日札」3 葉あり（1 葉は破損）． 
1134-72 
[渋沢商店電報]． 
明治20年11月17日． 差出：横濱 渋沢セウテン． 受

取：北佐久郡ンマヨセムラサンコウシヤ マチタミツタ（マ

マ）． 
[1 通（計4 枚）]． [封筒入]． 
封筒に「電報」「小諸電信局ヨリ別便」朱印，到来日時記載あり．

いずれも本紙は印刷用紙． 
1134-72-1 
明治二十年送達紙（六四五売るか）． 
明治 20 年 11 月 17 日． 差出：発信人：シブサワセウテ

ン． 受取：受信人：キタサククンンマヨセムラサンコウシ

ヤ マチタミツタ（ママ）． 



1.町田家 4.経営 7.製糸  〔105〕 

1 通． 竪切紙． 
「小諸電信 局印」ほか朱印あり． 
1134-72-2 
追徴証書（第十二号，9 銭）． 
明治20年11月17日． 差出：小諸電信局長代理 内藤

孫太郎(朱印)． 受取：町田ミツタ殿（ママ）． 
1 通． 小切紙． 
差出朱印「内藤」，また「小諸電信」朱印あり． 
1134-72-3 
追徴金受領証（9 銭）． 
明治20年11月17日． 差出：小諸電信局長代理 内藤

孫太郎(朱印)． 受取：町田シツタ殿． 
1 通． 小切紙． 
差出朱印「内藤」． 
1134-72-4 
本日売約引込（信キ東行ほかの売込店・商館・産地品

名・梱数・売約直段，本日米国参着為替）． 
明治20 年11 月18 日． 作成：横濱 山中商店．  
1 通． 竪切紙． 
1134-74 
[山中商店中村爲輔書状]（本港景況，殆ど700個の手合

出来，本日午後6 時御出張にて売捌き見合せ御発電承

知云々）． 
（明治20年）第11月18日午後． 差出：山中商店 中村

為輔拝；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社御中 急信． 
1 通（2 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．消印「横濱 二〇・一一・一九・イ」ほか．封筒裏面「廿

一日午後到来」．紺色「横濱山中商店用紙」． 
1134-90 
[渋沢商店小橋宗之助書状]（貴社製糸売却方配当見当，

糸況相場低落ほかにつき）． 
（明治 20 年ヵ）11 月 19 日． 差出：澁澤商店 小橋宗之

助拝；（封筒）横濱本町三丁目 〈○にキ〉澁澤商店． 受

取：三工社 町田静太様 貴下；(封筒)信州北佐久郡御

馬寄村 三工社 町田静太様 貴下． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
1銭切手2枚．消印「横濱 二〇・一一・二〇・イ」ほか．封筒差出

は朱印． 
1134-75 
[山中商店書状]（本港景況別段変動なし，本日午前手合

報告，尊社製糸売却御発電承知，掛合の上取計い

云々）． 
（明治 20 年）第 11 月 21 日正午． 差出：山中商店 糸

方；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社々長 町田静太様． 
1 通（2 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．消印「横濱 二〇・一一・二一・ホ」ほか．紺色「横濱山

中商店用紙」． 
1134-80 
[山中商店中村爲輔書状]（本港商況拝見方捗々しくなら

ず結了，米船出帆の際に変動あるや，尊社製糸売抜方

注意いたし云々）；(附)本日売約引込（「本日米國参着為

替」とも）． 
（明治 20 年）第 12 月 1 日午後． 差出：山中商店 中村

拝；(附)横濱 山中商店；(封筒)横濱弁天通壱丁目 山中

商店 中村爲輔． 受取：三工社々長 町田静太様 尊

下；(封筒)信州北佐久郡御馬寄村 三工社々長 町田静

太様． 
1 通（2 枚・附1 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．消印「横濱 二〇・一二・一・チ」ほか．紺色「横濱山中

商店用紙」．附は印刷用紙に書込み． 
1134-87 
[山中商店書状]（本港商況変動もなく静穏，米船出帆に

際せば多少売取りあるか，内商は季節柄のことなれば

納り方注意，進退御賢謀ありたく云々）． 
（明治20年）第12月5日午後． 差出：山中商店 糸方；

（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 受

取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐久

郡御馬寄村 三工社々長 町田静太様． 
1 通（2 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．封筒消印「横濱 二〇・一二・六・イ」ほか．紺色「横濱

山中商店用紙」． 
1134-19 
[町田静太書状]（昨十三日山中商店で中村為助氏らと

面会し尋ねた糸況報告ほか）． 
明治 20 年 12 月 14 日発． 差出：静太拝；(封筒)横浜不

老町四丁目 小山方 町田静太拝． 受取：厳父上様，町

田長四郎様；(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）． 
封筒裏 2 銭切手貼付，同消印「横浜 ハ・二〇・一二・一四」，封

筒表消印「望月 信濃・北佐久・一二・一七」． 
1134-44 
[松崎某葉書]（糸拝見延引の件委細承知云々）． 
（明治20年）12月17日午前． 差出：小網町ニて信濃屋

ニ而町田糸方 松崎． 受取：横濱不老町四丁目小山氏

方 町田静太殿． 
1 葉． はがき． 
-44 から-66 まで一括．消印「東京 二〇・一二・一七・ホ」「横濱 

二〇・一二・一七・ホ」． 
1134-73 
[町田静太書状]（昨日午後山中商店と拝見になり検査

次第総荷拝見，今日は休暇も明日は仏船出帆のため

山中にても違わず拝見方催促，渋沢とは荷納次第

云々）． 
（明治20年）第12月19日発． 差出：静太；（封筒）横濱

弁天通壱丁目ニテ 町田静太 拝． 受取：厳父上様，町

田長四郎様；(封筒)信州北佐久郡御馬寄村 町田良右
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衛門様 尊下平信． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
封筒に「横濱弁天通壱丁目 山中商店」「中村爲輔」印，商店名・

人名のみ抹消して使用．2 銭切手．消印「横濱 二〇・一二・一

八・ハ」ほか． 
1134-79 
[山中商店書状]（当港商報変化も示さず相場下降云々，

および本日手合報告）． 
（明治 20 年）第 12 月 22 日午後． 差出：山中商店 糸

方；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社御中． 
1 通（3 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．消印「横濱 二〇・一二・二二・イ」ほか．紺色「横濱山

中商店用紙」． 
1134-45 
[町田良右衛門書状案]（社員山浦へのご厚情，弊社糸

見本七十六番館へ差出しデニール調査の件ほかへの

礼云々）． 
（此書明治20 年頃）． 作成：（町田良右衛門道喜）．  
1 通． 横美切継紙． 
年代・作成は奥後筆より．水色用紙． 
1134-53 
[原善三郎年賀状および横浜生糸商況報告]（第百四十

六号明治廿一年一月二日午後横浜生糸商況報告）． 
明治21年1月2日． 差出：横濱弁天通 原善三郎；（商

況報告）横濱弁天通三丁目 〈カネに正〉原善三郎糸方；

（封筒裏）横濱弁天通三丁目 原善三郎． 受取：町田良

右衛門様 尊下；（封筒表）信州佐久郡御馬寄村 町田良

右衛門様 尊下． 
1 通． 横美切紙（年賀状）および竪紙（封筒入）． 
2 銭切手．宛名書以外は印刷（活版ヵ）．商況報告は一覧表． 
1134-58 
[渋沢商店電報]明治廿一年送達紙（六二五売り）；(附)追

徴金受領証（金9 銭）． 
（明治21 年）1 月5 日；(附)明治21 年1 月5 日． 差出：

発信人：ハマ本三 シブサハセウテン；(附)小諸電信局

長 安田正三記[朱印]． 受取：受信人：北佐久郡ヲンマ

ヨセ村 マチダシヅタ；(附)御馬寄村 マチダシヅタ殿． 
1 通（2 枚）． 竪切紙・小切紙（封筒入）． 
封筒に「電報」「小諸電信局ヨリ別便」朱印，また差出・宛名記載

あり（英文とも）．封筒破損．本紙は印刷用紙． 
1134-62 
[渋沢商店書状]（貴製糸売却方本日甲九十番へ 625 弗

にて売約，ほか糸況捗々しくない現状報告）． 
（明治21年）1月5日． 差出：渋澤商店 小橋宗之助拝；

（封筒）横濱本三 〈○にキ〉澁澤商店． 受取：三工社 

町田静太様 貴下；(封筒)信州北佐久郡御馬寄村 三工

社 町田静太様． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
2 銭切手．封筒消印「横濱 二一・一・六・イ」ほか． 

1134-65 
[渋沢商店書状]（甲九十番売貴社製糸拝見のところ品

見落しの注文には組入れかねる由にて法外の安値申

唱え引返したこと御承引くだされたく云々）． 
明治 21 年 1 月 11 日． 差出：渋澤商店；（封筒）横濱本

町三丁目 〈○にキ〉澁澤商店． 受取：三工社 町田静

太様；(封筒)信州北佐久郡御馬寄村 三工社 町田静太

様 貴下． 
1 通（2 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．消印「横濱 二一・一・一一・チ」ほか．本文紺色「横濱 

澁澤商店」罫紙． 
1134-64 
[山中商店中村爲輔書状]（本港景情唯百九十八番独引

続き新手合云々，尊社製糸兼て渋沢商店より甲九十番

へ売約成るも生憎破談の由，何れ取計い売却云々）；

(附)本日売約引込（「本日米國参着為替」とも）． 
（明治 21 年）第 1 月 12 日午後． 差出：山中商店 中村

為輔；(封筒)横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社々長 町田静太様． 
1 通（計3 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．消印「横濱 二一・一・一二・ニ」ほか．本文紺色「横濱

山中商店用紙」使用．附は印刷書式へ書込み． 
1134-63 
[渋沢商店書状]． 
（明治 21 年）1 月 18 日． 差出：(封筒)横濱本町三丁目 

〈○にキ〉澁澤商店． 受取：(封筒)信州北佐久郡御馬寄

村 町田静太様． 
[1 通（3 点）]． [封筒入]． 
2 銭切手4 枚．封筒消印「横濱 二一・一・一八・ト」ほか．封筒朱

筆「書留」「壱ノ壱弐弐九」．差出朱印． 
1134-63-1 
[渋沢商店書状]（貴店御出荷生糸繰換金別紙計算書通

り元利金2571 円余御貸越）． 
明治 21 年 1 月 17 日． 差出：横濱本町三丁目 澁澤商

店(朱印)． 受取：町田静八(ママ)様． 
1 通． 竪切紙． 
印刷書式へ金額・日付・宛先書込み．朱印印文「横濱 本町 

〈○にキ〉澁澤商店」． 
1134-63-2 
計算書（10月28日～12月31日器械製糸計8個佐久銀

行為替払・利子）． 
明治 21 年 1 月 17 日． 差出：横濱本町三丁目 澁澤商

店(朱印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印刷書式へ金額・日付・宛先書込み．差出朱印-63-1 に同． 
1134-63-3 
利子調（10 月28 日ほか 1 日分）． 
明治 21 年 1 月 17 日． 差出：横濱 澁澤商店． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
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印刷書式へ金額・日付・宛先書込み． 
1134-68 
[山中商店中村爲輔書状]（本港景況静粛，百九十八番

は引込んでおいた内 800 個ばかりは破談引返しとなり，

貴社生糸まだ好相手なく云々）． 
（明治 21 年）第 1 月 17 日午後． 差出：山中商店 中村

拝；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社御中． 
1 通（3 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．消印「横濱 二一・一・一七・チ」ほか．紺色「横濱山中

商店用紙」． 
1134-52 
[山中商店中村爲輔書状]（当港景況漸次売急ぎ気味，

出帆期日にて格別手合なし，尊社製糸売却方内々見当

ほか）． 
（明治21年）第1月30日． 差出：山中商店 中村為輔；

（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 受

取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐久

郡御馬寄村 三工社々長 町田静太様． 
1 通． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．封筒消印「横濱 二一・一・三一・イ」ほか．紺色「横濱

山中商店用紙」． 
1134-48 
本日売約引込（売込店・商館・産地品名・梱数・売約直

段）． 
明治21 年2 月2 日． 作成：横濱 山中商店．  
1 通． 小切紙． 
印刷用紙に鉛筆で書込み． 
1134-50 
[山中商店中村爲輔書状]（相変らず不振，取引できず，

尊社製糸弐百九番へ六百弗の定約で引き込むも安値

を求められ引き返そうとしたら猶予を求められ云々，い

ずれにせよ尽力する旨の報知）． 
（明治21年）第2月7日午後． 差出：山中商店 中村為

輔；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社御中． 
1 通（3 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．封筒消印「望月 信濃・北佐久 二・一〇」「横濱 二

一・二・八・イ」「東京 二一・二・八・ニ」．紺色「横濱山中商店用

紙」．一部焼損． 
1134-51 
[山中商店中村爲輔書状]（本港景況，中には破談もあり，

尊社製糸困難も明日は拝見致させ云々）． 
（明治21年）第2月9日午後． 差出：山中商店 中村為

輔拝；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様；(封筒)信州北佐久郡御

馬寄村 三工社々長 町田静太様． 
1 通（3 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．封筒消印「横濱 二一・二・九・チ」ほか．紺色「横濱山

中商店用紙」． 
1134-33 
[封筒]． 
（明治21 ヵ）［欠損］一年2 月10 日． 差出：埴科郡寂蒔

村 宮坂長右衛門[朱印]． 受取：佐久郡 御馬寄村三工

社 町田良右衛門様 大至急用． 
1 通． 封筒． 
封筒のみ．2 銭切手．封筒差出朱印印文「長野県信濃 国埴科

郡寂 蒔村養信 舘之印章」． 
1134-66 
[山中商店中村爲輔書状]（当港景況別段実動なし，尊社

生糸弐百〇九番へ引込みもペケなし渋沢商店とも談事

の上取計い云々，および本日手合報告）． 
（明治 21 年）第 2 月 13 日午後． 差出：山中商店 中村

為輔；（封筒）横濱弁天通壱丁目 山中商店 中村爲輔． 

受取：三工社々長 町田静太様 尊下；(封筒)信州北佐

久郡御馬寄村 三工社御中． 
1 通（3 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
2 銭切手．消印「横濱 二一・二・一四・イ」ほか．紺色「横濱山中

商店用紙」． 
1134-67 
[渋沢商店小橋宗之助書状]（弐百九番売貴製糸拝見の

ところ存外の値押申出に山中方と押引きの末へけなし

山中とは談へけなし 585 弗にて取極云々）． 
明治21年2月14日． 差出：渋澤商店 小橋宗之助拝． 

受取：三工社 町田静太様． 
1 通（2 枚）． 竪切紙． 
封筒なし．紺色「横濱 澁澤商店」罫紙． 
1134-59 
[渋沢商店書状]． 
（明治21年2月）． 差出：(封筒)横濱本町三丁目 〈○に

キ〉澁澤商店． 受取：(封筒)信州北佐久郡御馬寄村 町

田静太様 要用急． 
[1 通（3 点）]． [封筒入]． 
2 銭切手 4 枚．封筒消印「横濱 二一・二・二二・ト」ほか．「書

留」． 
1134-59-2 
第九百八拾九号 仕切書（2月16日信州三工社器械糸8

個，代銀2499 円余）． 
明治21年第2月16日． 差出：渋澤商店(朱印)． 受取：

町田静太様． 
1 通． 横美折紙． 
1 銭証券印紙．朱印印文-59-1 に同． 
1134-59-1 
[渋沢商店書状]（貴店器械糸弐百〇九番へ売済，別紙

仕切書・仕訳書の通り金136 円23 銭3 り不足のため至

急返金依頼）． 
明治 21 年 2 月 22 日． 差出：渋澤商店(朱印)． 受取：

町田静太様． 
1 通． 竪切紙． 
藍色「横濱 澁澤商店」便箋使用．朱印印文「横濱 本町 〈○に
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キ〉澁澤商店」． 
1134-59-3 
記（第九百八十九号8個分代金より1月1日よりの貸越

高等差引につき仕訳書）． 
（明治）21年2月22日． 差出：渋澤商店(朱印)． 受取：

町田静太様． 
1 通． 横美切継紙． 
朱印印文-59-1 に同． 
1134-60 
[渋沢商店葉書]（東京駅逓局類焼のため貴店宛書留着

否伺い）． 
（明治 21 年）2 月 24 日． 差出：横濱本三 〈○にキ〉澁

澤商店． 受取：信州北佐久郡 御馬寄村 町田静太様． 
1 葉． はがき． 
上部一部欠損．1 銭切手印刷官製はがき．消印「横濱 二一・

二・二四・ニ」ほか．差出朱印． 
1134-24 
[宮坂長右衛門書状]（兼て御約定の苗木本月限り御引

取りなされたく願）． 
明治 21 年 3 月 30 日． 差出：宮坂長右衛門；（封筒）埴

科郡寂蒔村 宮坂長右衛門． 受取：町田良右衛門様；

(封筒)北佐久郡御馬寄村 三工社 町田良右衛門様． 
1 通． 横美切紙（封筒入）． 
本紙は紅色罫入．封筒表に 2 銭切手貼付．封筒封印朱印印文

「宮坂」． 
1134-43 
丙第一五七号（郡役所照会により該工場取締規則等の

規則書差出につき）． 
明治 21 年 5 月 28 日． 差出：八幡村外六ヶ邨 戸長役

場[朱印]． 受取：御馬寄邨 町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
「北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長役場」朱色罫紙裏面使用．標題

朱筆．朱印印文「長野県北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長役場

印」． 
1117 
[野々垣彌助書状]（小生都合により雑貨売込業開店，生

糸市況上気配，もし貴社生糸売直約等で御用向あれば

御報知あずかりたく云々）． 
（明治 21 年ヵ）7 月 19 日． 差出：野々垣彌助拝． 受

取：町田良右衛門様，同 静太様 尊下． 
1 通（2 枚）． 竪切紙． 
縹色縦罫入便箋，封筒等なし．文中に昨日取引済分報告を含

む． 
1134-30 
[比田井助八郎書状]（夏蚕桑御入用とのこと今年は御

相談致しかね悪しからず承知くだされたく幸便）． 
（明治 21）8 月 11 日；（封筒）21 年 8 月 11 日投函． 差

出：比田井助八郎；(封筒)協和村 比田井助八郎拝． 受

取：町田良右衛門様；(封筒)御馬寄村 町田良右衛門様 

御報． 
1 通． 横美切紙（封筒入）． 

封筒に 2 銭切手貼付，消印あり．本紙は紅色罫入． 
1136-61 
[町田静太書状]（渋沢へ出頭，売却依頼につき）． 
（明治 21 年）8 月 30 日． 差出：(封筒表)横濱，(封筒裏)

横浜北仲通二丁目村田屋方 町田静太拝． 受取：(封

筒)信州北佐久郡御馬寄邨 三工社 町田良右衛門様． 
1 通． 竪切紙（封筒入）． 
封筒 2 銭切手．消印「横濱 二一 八・三〇・ハ」「望月 信濃・八・

三一 は」．本紙茶色罫紙半截． 
1136-62 
[町田某書状]（繭仕入価格，糸取引などにつき）． 
（明治21 年）8 月31 日午後1 時． 差出：町田；(封筒)信

州北佐久郡御馬寄村三工社 町田ヨリ． 受取：静太殿；

(封筒)横浜北仲通り三丁目 村田屋止宿 町田静太殿． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
封筒2銭切手．消印「望月 信濃 八・三一・ は」（2ヶ所），「信濃 

望月 廿一年九月五日」，「武蔵 横濱 廿一年九月二日」．本紙

上部破損．町田良右衛門書状ヵ． 
1136-94 
（元利金御貸越につき連絡，計算書・利子仕訳書同封）． 
明治22 年1 月25 日． 差出：横浜本町三丁目 渋沢商

店(印)． 受取：町田静太様． 
1 通（3 点）． 竪切紙． 
1137-115 
証（金137 円28 銭7 厘請取につき）． 
明治22年2月8日． 差出：町田静太(朱印)． 受取：横

濱渋沢商店御中． 
1 通． 小切紙． 
1135-8 
[黒萩松代書状]（フミンカイにての糸取り方書き記し，ご

送付下されたく）． 
明治23年1月25日． 差出：黒萩松代；(封筒)石川県能

登国羽咋郡東増穂村字八幡黒萩松代． 受取：町田様；

(封筒)信州北佐久郡中津村大字御馬寄三工社糸製場

町田静太様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1136-85 
[野々垣彌助書状]（横浜港生糸商況につき）． 
（明治 23 年）6 月 14 日午後． 差出：〈○に山〉印 野々

垣弥助拝；（封筒）横浜[本町(ヵ)]四丁目〈○に山〉山田□

（駒ヵ）吉 野々垣． 受取：町田静太様 貴下；(封筒)信

州佐久郡御馬寄村 町田静太様 至急？用． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
封筒差出のうち「野々垣」記載以外は木版印，かすれ難読．封

筒に 2 銭切手，消印「武蔵 横濱 廿三年六月 十四日 チ便」ほ

か． 
1390-8 
荷為替手形（下書，器械製糸〆何個）． 
（明治 28 年：本文中記載）明治 年月日． 差出：ー ー． 

受取：本町三丁目 渋沢作太郎殿． 
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1 通． 竪切紙． 
印刷用紙へ書込み． 
1134-70 
本日売約引込（福島扶桑組座繰ほか 5 件の売込店・商

館・産地品名・梱数・売約直段，本日米国参着為替 75

弗）． 
明治年11 月16 日． 作成：横濱 山中商店．  
1 通． 竪切紙． 
印刷用紙へ書込み．年書込みなし． 
1134-96 
[町田永之助書状]（御書面承知，高値で買入れできず

当惑，安値の 2 太だけ買付，明日は海野方へ出張

云々）． 
7 月4 日；7 月4 日午後発ス（封筒裏）． 差出：上田中川

ニ而 町田拝；(封筒)上田房山村中川吉郎左衛門止宿 

町田永之助． 受取：町田製糸場御中；(封筒)北佐久郡

御馬寄村 町田良右衛門様 大至急用． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
2 銭切手． 
1134-18 
[山中商店中村爲輔書状]（貴社の生糸七十六番へ見本

差出し預かるも先便通り本日出帆に間に合わず云々）． 
第 8 月 13 日正午． 差出：山中商店 中村為輔拝． 受

取：三工社々長 町田静太様 尊下． 
1 通（3 枚）． 竪切紙． 
「横浜山中商店用紙」記載藍色罫紙． 
1139-38 
記（繭 2 石 8 斗売渡し，代金 115 円の内金 16 円受取，

ほか残金払方・利子につき）． 
8 月 27 日． 差出：釜明屋 小六郎． 受取：町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
1139-26 
受取証（繭代金300 円）． 
10 月 12 日． 差出：佐藤鍋治(朱印)． 受取：町田静太

殿． 
1 通． 竪切紙． 
1139-28 
証（繭代金1132 円ほか請取）． 
第 10 月 24 日． 差出：岸野村 花井多賀作(朱印)． 受

取：御馬寄村 町田様． 
1 通． 竪紙． 
差出押印同一者のもの 2 ヶ所にあり． 
1134-88 
[町田静太書状案]（この頃の御書中配念多謝，かねて

渋沢商店へも予約した場合もあり 208 梱だけ同店へ出

荷，跡荷近日出荷の心組，不商況も品位相当値合にて

売抜きたく云々）． 
11 月 14 日． 差出：町田静太 良右衛門代書． 受取：

山中商店御中． 
1 通． 横美切継紙． 

端に「良右ヱ門道喜筆」． 
1139-36 
[請取書]（金400 円）． 
11 月14 日． 作成：花井多賀作(朱印)．  
1 通． 竪紙． 
1134-46 
[依田仙次郎葉書]（魯桑苗代金特別大至急御逓送くださ

れたく）． 
12 月14 日． 差出：東京府南豊嶋郡中渋谷村三百五番

地三ツ井林十郎方下宿 依田仙次郎． 受取：長野県北

佐久郡御馬寄村 町田静太様． 
1 葉． はがき． 
宛名脇書朱筆「大至急御報ヲ待ツ」．また本文中朱筆あり．消印

「東京 二〇・一二・一四・ニ」（1 つは難読）． 
1134-86 
[山中商店書状]（御都合いかがか，御在宿ありたく願

い）． 
第12月17日． 差出：山中商店 糸方；（封筒）横濱弁天

通壱丁目 山中商店 中村爲輔拝． 受取：町田大君 閣

下；［不］老町四丁目小山新平様方 町田静太様 御親展． 
1 通． 横美切紙（封筒）． 
上部封緘破り取り，一部欠損． 
1134-94 
[野々垣彌助書状]（御滞在中非常の多忙失礼御寛恕，

御談示申上げた柳沢君一件種々配慮も覚束無くご滞在

も無益ご帰宅が然るべく云々）． 
12 月19 日． 差出：野々垣彌助；（封筒）野々垣拝． 受

取：町田静太様 尊公；(封筒)不老町四丁目橋詰小山丈

右衛門様方 町田静太様 尊公． 
1 通（2 枚）． 竪切紙（封筒入）． 
紺色罫紙． 
1134-49 
[町田静太書状案]（昨十三日電信披見，五八五にて売

却につき礼，為替不足のことほか）． 
（14 日ヵ）． 差出：御馬寄村 町田静太拝． 受取：山中

商店 中村為輔様． 
1 通． 横美切継紙． 
下書，各所訂正あり． 
1134-55 
[町田静太書状案]（昨十三日電信披見，五八五にて売

却につき礼，為替不足のことほか）． 
差出：三工社 町田静太． 受取：山中商店 中村為輔様 

尊下． 
1 通． 横美切継紙． 
下書，各所訂正あり． 

5.工場奉公人 
1139-76 
（妻ほか工女に差入れ前金受取につき一札）． 
明治 24 年 7 月 28 日． 差出：北佐久郡南御牧村矢島 
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比田井冨士太郎(朱印)． 受取：御馬寄 町田製糸場長 

町田静太殿． 
1 通． 横美切継紙． 
1046 
[製糸場工女契約証綴]． 
明治25・26・27 年．  
[1 綴（16 点）]． [竪美（一ツ目結び綴じ）]． 
一部小諸純水館契約書用紙（〈純水館用紙〉と略）の宛先「北佐

久郡小諸町純水舘御中」を訂正して使用． 
1046(1) 
伝習新工女契約証（岩波ブン）． 
明治 25 年 6 月 20 日． 差出：小縣郡大門村右父 岩波

浦吉(印)，証人 加藤綱吉(印)． 受取：北佐久郡中津村

町田製糸場御中． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
1046(2) 
契約書（たか）． 
明治 26 年 1 月 27 日． 差出：（南佐久郡栄村二拾八番

地）右父 高見澤平五郎(印)． 受取：中津村町田製糸場

御中． 
1 通． 竪美． 
純水館用紙（奥切断）． 
1046(3) 
契約書（さと）． 
（明治 26 年）． 差出：（南佐久郡青沼村二百九十五番

地）右養父 小林岡右衛門(印)． 受取：中津村町田製糸

場御中． 
1 通． 竪美． 
純水館用紙． 
1046(4) 
契約書（ヱイ）． 
明治 26 年 1 月 28 日． 差出：（南佐久郡田口村六百七

番地）右父 樋口幸八(印)． 受取：北佐久郡中津村町田

製糸場御中． 
1 通． 竪美． 
純水館用紙． 
1046(5) 
契約書（はな）． 
明治 26 年 1 月 28 日． 差出：（南佐久郡田口村六百六

十二番地）右父 大塚丑松(朱印)． 受取：中津村町田製

糸場御中． 
1 通． 竪美． 
純水館用紙． 
1046(6) 
契約書（しめ）． 
明治 26 年 1 月 27 日． 差出：（南佐久郡田口村）右父 

志摩喜平(朱印)． 受取：北佐久郡中津村町田製糸場御

中． 
1 通． 竪美． 

純水館用紙． 
1046(7) 
契約書（大谷ヨネ）． 
明治 26 年 1 月 29 日． 差出：（小縣郡和田村二百六十

二番地）右父 大谷勝助(印)． 受取：北佐久郡小諸町純

水館御中． 
1 通． 竪美． 
純水館用紙． 
1046(8) 
契約書（山浦奈津）． 
明治 26 年 5 月 28 日． 差出：（北佐久郡中津村弐百拾

三番地）右（夫） 山浦長吉(印)． 受取：北佐久郡小諸町

純水館御中． 
1 通． 竪美． 
純水館用紙． 
1046(9) 
伝習工女契約証（柳沢まさ）． 
明治 26 年 9 月 6 日． 差出：北佐久郡中津村． 受取：

仝郡仝村町田製糸場御中． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙． 
1046(10) 
伝習工女契約証（鈴木ハル）． 
明治26年9月2日． 差出：北佐久郡中津村右母 鈴木

もと． 受取：仝郡仝村町田製糸場御中． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙． 
1046(11) 
契約書（伊藤みき）． 
明治26年6月10日． 差出：南佐久郡田口村大字清川 

山内ます(朱印)，右 伊藤みき，受人 志摩喜平． 受

取：北佐久郡純水館町田製糸場御中． 
1 通． 竪美． 
純水館用紙（奥切断）． 
1046(12) 
前年来約定済工女人名（12 名）． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
1046(13) 
伝習工女契約証（山浦すゑ）． 
明治26年9月2日． 差出：北佐久郡中津村右父 山浦

七之助． 受取：北佐久郡中津村町田製糸場御中． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙． 
1046(14) 
約定書（佐藤くまの）． 
明治 27 年 1 月 10 日． 差出：（北佐久郡中津村第十八

番地）右父 佐藤長平(印)． 受取：町田製糸場御中． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
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1046(15) 
契約書（近藤けん，同しう，同とも）． 
明治27年2月1日． 差出：（当時北佐久郡本牧村寄留 

東筑摩郡松本村字釜田二百八十二番地）右父 近藤佐

平(朱印)． 受取：北佐久郡中津村町田製糸場御中． 
1 通． 竪美． 
純水館用紙（奥切断）． 
1046(16) 
契約書（池戸けい）． 
明治 27 年 1 月 29 日． 差出：（諏訪郡下諏訪村四番地

当時北佐久郡本新町九十四番地寄留池戸けい）右夫 

塚下吉助(印)，菊地七五郎(印)． 受取：北佐久郡中津

村町田製糸場御中． 
1 通． 竪美． 
純水館用紙．1 銭証券印紙． 
1139-2 
佐藤三郎・山浦定吉（製糸工女鈴木ハマ給料にて返金

のつもりの金十五円「前借金ノ証」）． 
明治 26 年 8 月 20 日． 差出：山浦定吉(朱印)． 受取：

町田製糸場 町田静太殿． 
1 通． 横美切紙（封筒入）． 
標題記載の封筒に入れられていた．-1・-3 同様に他の受取証・

借用証類を整理しようとしたものヵ． 
1139-146 
記（養蚕小僧女賃金2 円受取借用）． 
（明治27年ヵ）5月29日． 差出：田口村 樋口幸八(印)． 

受取：福田屋様． 
1 通． 横美切紙． 
1359-34 
[町田静太書状]（諏訪より雇う工女が 4，5 名にならず不

足のため，小諸町で工女両 3 名または 4，5 名雇いくだ

されたく願）． 
差出：町田静太 拝． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
案文ヵ． 

6.東信社 
1139-111 
記（工女とき給費のうち金6 円受取）． 
明治28年8月14日． 差出：協和村高昌ニ而 萩原とき 

代印(朱印)． 受取：中津村 東信社々長 町田志津太殿． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙（半切）． 
1139-99-1 
記（繭買入手合金請取）． 
明治 29 年 6 月 11 日． 差出：熊谷出張ニ而 星野慶治

郎(朱印)． 受取：東信社 町田静太殿，茂木万次郎殿． 
1 通． 竪紙． 
差出朱印印文「佐久岩村田大慶 〈入に上〉」．1 銭証券印紙． 
1139-99-2 

記（別紙約定手合金のうち請取）． 
明治 29 年 6 月 18 日． 差出：熊谷出張所 星野慶次郎

(朱印)． 受取：東信社 町田静太殿，茂木萬次郎殿． 
1 通． 竪紙． 
差出朱印印文-99-1 に同じ．余白部分朱筆斜線． 
1139-132 
誌（帯入厨炉代金請取）． 
明治29年6月15日． 差出：熊谷本町一丁目釜屋藤兵

衛(印)． 受取：東信社様． 
1 通． 小切紙． 
1 銭印紙． 
1364-3 
委任状（器械生糸其他荷物一切の全権を原善三郎へ）． 
明治29年11月26日． 作成：信州佐久郡岩村田町 東

信社 町田静太(朱印)．  
1 通（5 通のうち）． 竪切紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
1139-128 
荷為替手形（金 1980 円・抵当器械製糸 5 個，佐久銀行

取組，渋澤商店荷物引換払渡）． 
明治29年11月27日． 作成：信州岩村田町東信社 町

田静太．  
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．下書ヵ． 
1139-110 
口上（御社へ小池氏罷出，受取書差上げるので書面の

金円御渡しにつき）． 
8 月14 日． 差出：萩原とき(朱印)． 受取：東信社 町田

社長様． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙（半切・左半分）． 

7.資金 
930(9) 
借用金証書（金104 円）． 
明治26年6月15日． 差出：北佐久郡製糸組合員町田

静太(印)，仝保証人町田不士太(印)． 受取：北佐久郡

製糸組合担当 小山久左衛門殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪折紙． 
1 銭証券印紙．朱色罫紙． 
932(5) 
借用金証書(金35 円）． 
明治28年3月27日． 差出：借用主町田静太(印)． 受

取：岩村田町阿部万五郎殿． 
1 通（綴12 通のうち）． 竪美切紙． 
1 銭証券印紙． 
1385(22) 
組合積立金借用証（金104 円）． 
（明治)28 年5 月15 日． 差出：町田製糸所町田静太(朱

印)，証人町田不二太(朱印)． 受取：北佐久郡製糸組合
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担当小山久左衛門殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
赤色罫紙．1 銭証券印紙．押印抹消． 
932(6) 
借用金証書(金1100 円，生糸抵当）． 
明治28年6月11日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(印)，引受証人岩村田町茂木万次郎． 受取：岩

村田町星野嘉助殿． 
1 通（綴12 通のうち）． 竪美切紙． 

8.佐久銀行 
1137-138 
証（金6 銭3 厘受取につき）． 
明治14年10月5日． 差出：岩村田町佐久銀行[朱印]． 

受取：町田良右衛門殿． 
1 点． 小切紙． 
921-4(7) 
借用金証（金1000 円，奥印とも）． 
明治 14 年 11 月 25 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田良右衛門(朱印)，同郡同村受人町田長四郎(朱

印)；(奥印)北佐久郡御馬寄邨戸長代理小林宗四郎(朱

印)． 受取：佐久銀行頭取支配人御中． 
1 冊（4 点-綴8 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．差出押印抹消． 
921-4(6) 
借用金証書（金646 円）． 
明治 15 年 3 月 2 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)，引受証人同村町田武左衛門(印)． 

受取：佐久銀行頭取支配人御中． 
1 通（4 点-綴8 点のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．差出押印抹消． 
1137-196 
証（金53 円60 銭受取につき）． 
明治15年3月30日． 差出：岩村田町佐久銀行[朱印]． 

受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
921-4(4) 
借用金証書（金286 円）． 
明治 15 年 5 月 3 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

小平作次郎(印)，仝郡仝村引請証人柳澤孫右衛門(朱

印)． 受取：佐久銀行頭取支配人御中． 
1 通（4 点-綴8 点のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．差出押印抹消． 
921-4(5) 
借用金証書（金646 円）． 
明治 15 年 5 月 3 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(印)，引受証人町田良四郎(印)． 受取：

佐久銀行頭取支配人御中． 
1 通（4 点-綴8 点のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．差出押印抹消． 

1137-172 
証（金150 円受取につき）． 
明治15年5月29日． 差出：岩村田町佐久銀行[朱印]． 

受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1137-197 
証（貸し金のうち金200 円受け取りにつき）． 
明治15年5月31日． 差出：岩村田町佐久銀行[朱印]． 

受取：北佐久郡御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1137-152 
記（金250 円受取につき）． 
明治15年10月24日． 差出：佐久銀行[朱印]． 受取：

町田良右衛門殿． 
1 点． 小切紙． 
921-4(8) 
借用金証書（金500 円）． 
明治 15 年 12 月 23 日． 差出：借用主北佐久郡御馬寄

村町田良右衛門(印)，同郡同村引受証人町田良三郎

(印)，仝仝松崎仁市(印)． 受取：佐久銀行頭取支配人

御中． 
1 通（4 点-綴8 点のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．差出押印抹消． 
921-4(1) 
借用金証書（金1000 円）． 
明治 15 年 12 月 31 日． 差出：借用主北佐久郡御馬寄

村町田良右衛門(印)，引受証人町田良三郎(印)． 受

取：佐久銀行頭取支配人御中． 
1 通（4 点-綴8 点のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．差出押印抹消． 
1137-191 
信濃興産社株金領収仮証（2 株）． 
明治 16 年 5 月 31 日． 差出：社長稲垣正直(朱印)，総

監箕輪鼎(朱印)，取扱人北佐久郡岩村田町佐久銀行

[朱印]． 受取：北佐久郡御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み． 
1388-2 
記（御用立金額書上および返金・利金等差引計算書ほ

か綴）． 
（明治）16 年6 月27 日・16 年7 月23 日． 差出：佐久銀

行；佐久銀行[朱印]． 受取：町田森太殿；町田武右衛門

殿・町田甚太郎殿；町田良右衛門殿［-様］． 
1 綴（4 通）． 横美切紙・横美切継紙（ひねり綴）． 
922-1(2) 
借用金証書（金257 円）． 
明治16年6月27日． 差出：北佐久郡御馬寄村町田良

右衛門(朱印)，引受証人町田森太(朱印)，引受証人町田

久次郎(朱印)． 受取：佐久銀行頭取・支配人御中． 
1 通（2 件-綴9 通のうち）． 竪美切紙． 
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印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
1137-140 
証（金150 円52 銭受取につき）． 
（明治）16年8月5日． 差出：佐久銀行 渡辺弘(朱印)． 

受取：御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 点． 小切紙． 
1388-1 
記（利子等金円受取および差引計算書綴）． 
（明治）17年1月24日． 差出：佐久銀行[朱印]；佐久銀

行；松崎仁郎． 受取：町田良右衛門殿［-様］；町田森太

殿；小平作次郎殿． 
1 綴（4 通）． 横美切紙・横美切継紙（ひねり綴）． 
923(10) 
借用金証（金1000 円）． 
明治17年9月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借主町

田良右衛門(朱印)，引受証人町田静太(朱印)． 受取：

佐久銀行頭取支配人御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭印紙2 枚．押印抹消． 
923(11) 
借用金証書（金110 円）． 
明治17年9月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)，引受証人町田静太(朱印)． 受

取：佐久銀行頭取支配人御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
1137-153 
記（金40 円受取につき）． 
明治 17 年 11 月 25 日． 差出：佐久銀行． 受取：御馬

寄村． 
1 点． 小切紙． 
１銭印紙 
1137-199 
記（金53 円60 銭受取につき）． 
明治 18 年 1 月 29 日． 差出：佐久銀行[朱印]． 受取：

町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭印紙． 
1137-203 
差引書（利子金書上につき）． 
（明治）18年1月29日． 差出：佐久銀行[朱印]． 受取：

町田良右衛門殿． 
1 通． 横切紙． 
1137-112-1 
（金請取証）． 
明治18年7月11日． 差出：佐久銀行神津杢太(朱印)． 

受取：御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
「第三号」．1 銭印紙． 
924(2) 

借用金証書（金99 円）． 
明治18年7月11日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)，引受証人町田静太(朱印)． 受

取：佐久銀行頭取支配人御中． 
1 通（綴10 点-4 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
1137-112-2 
（金請取証）． 
明治18年7月30日． 差出：佐久銀行神津杢太(朱印)． 

受取：御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
「第十号」．1 銭印紙． 
1137-104 
記（金62 円請取につき）． 
明治 19 年 2 月 15 日． 差出：佐久銀行[朱印]． 受取：

町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭印紙． 
1360-11(33) 
借用金証書（金620 円借用，皆済奥裏書とも）． 
明治 19 年 12 月 20 日；(奥裏書)明治 22 年 1 月 17 日． 

差出：北佐久郡御馬寄村借主町田良右衛門(朱印)，引

受証人町田静太(朱印)；(奥裏書)佐久銀行[朱印]． 受

取：佐久銀行頭取支配人御中． 
1 通． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．10 銭・5 銭印紙，1 銭証券印紙．差出押印

抹消． 
925(6) 
借用金証書（金500 円）；(附)公証願． 
明治 19 年 12 月 20 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田良右衛門，証人町田静太；(附)右願人町田良右

衛門；(公証奥書)長野県北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長

岡部弾二[書印]． 受取：佐久銀行御中；(附)北佐久郡八

幡村外六ヶ村戸長岡部弾二殿． 
1 冊（綴9 点のうち）． 竪半（一ツ綴）． 
臙脂色罫紙．端上「佐久銀行へ差出し候扣」． 
925(7) 
借用金証書（金84 円）． 
明治 19 年 12 月 20 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田良右衛門(朱印)，引受証人町田静太(朱印)． 受

取：佐久銀行頭取支配人御中． 
1 通（綴9 点-3 点のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙4 枚．押印抹消． 
955(7) 
借用金証書（金500 円）． 
明治 19 年 12 月 20 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田良右衛門(印)，証人町田静太(印)． 受取：佐久

銀行頭取・支配人御中． 
1 冊（7 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．10 銭印紙． 
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1360-11(34) 
借用金証書（金125 円借用，皆済奥裏書とも）． 
明治20年3月12日；(奥裏書)明治22年1月17日． 差

出：北佐久郡御馬寄村借主町田良右衛門(朱印)，引受

証人町田静太(朱印)；(奥裏書)佐久銀行[朱印]． 受取：

佐久銀行頭取支配人御中． 
1 通． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．差出押印抹消． 
1390-19 
記（質金利子請取）． 
明治 20 年 6 月 25 日． 差出：佐久銀行(印)． 受取：町

田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
926-1 
借用金証券（金150 円）． 
明治 20 年 6 月日． 差出：北佐久郡御馬寄邨借用主町

田永之助(青印)，同郡同邨受人町田宇助(印)． 受取：

佐久銀行頭取・支配人御中． 
1 通（7 件のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙6 枚． 
1139-12 
記（十九年第一五三号ほか貸金利子金請取）． 
（明治20 年ヵ 9 月4 日・明治21 年3 月12 日）． 差出：

佐久銀行[朱印]． 受取：町田良右衛門殿． 
2 通． 小切紙． 
「岩村田町活版所信陽印刷会社」印刷用紙へ金額・人名等書込

み．それぞれ 1 銭証券印紙貼付．差出朱印印文「佐久銀行印」．

請取印「神津」「塩川」（扱者ヵ）． 
1139-11 
約定証（案，明治十九年十二月二十日付拙者所有の佐

久銀行株券を抵当に入れ金六百二十円借用のところ入

用あり同株券を二番抵当に入れ金百二十五円借用に

つき）． 
（明治20 年頃ヵ）． 作成：（町田氏）．  
1 通． 横美切継紙． 
各所訂正あり． 
1136-69 
[佐久銀行報知状]（株主総会開催）． 
明治 21 年 1 月 13 日． 差出：佐久銀行[朱印]． 受取：

町田良右衛門殿，町田長四郎殿，町田永之助殿，松崎

仁市殿，町田豊次郎殿． 
1 通（同封5 枚とも）． 横切紙． 
割賦金請取証書用紙（白紙）3 枚，頭取役選挙投票用紙（2 枚）

同封． 
1360-11(35) 
約定書（金620 円借用につき）． 
明治21年3月12日． 差出：北佐久郡御馬寄村町田良

右衛門(朱印)，町田静太(朱印)． 受取：佐久銀行頭取

支配人御中． 
1 通． 竪紙． 

1 銭証券印紙．差出押印抹消． 
1137-184 
記（金69 円47 銭4 厘受取につき）． 
明治21年6月30日． 差出：佐久銀行神津杢太(朱印)． 

受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭印紙． 
1134-26 
[佐久銀行報知状]（第十四回定式株主総会開催につき，

同封割賦金請取証用紙送達されたく）；(附)割賦金請取

証書（未記入用紙）． 
明治21 年7 月14 日． 差出：佐久銀行[朱印]；(封筒)信

濃国北佐久郡岩村田町 佐久銀行． 受取：町田良右衛

門殿，町田甚四郎殿，町田永之助殿，町田豊次郎殿；

(封筒)御馬寄村 町田良右衛門殿，外三名御中． 
1 通（附1 枚とも）． 横美切紙（封筒入）． 
本紙本文活版，日付・宛名・注記記入．差出朱印印文「佐久銀

行印」．封筒表の差出は朱印，裏面封緘朱印印文「佐久銀行封

緘」．同封横切紙（附）は印刷． 
1139-6-1 
書留郵便受取証（差出人：御馬寄村町田静太，請取人：

東京牛込市ヶ谷田町町田不二太）． 
明治21 年7 月4 日． 作成：（主務者印「柴平」朱印，局

印「七・五・い・信濃 望月」）．  
1 通． 小切紙． 
-6-2 を外側にしてともに折りたたまれていた． 
1139-6-2 
記（金38 円76 銭受取につき）． 
明治 21 年 9 月 8 日． 差出：佐久銀行 藤原勝三郎(朱

印)． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
「山榮印刷」印刷用紙へ金額・人名等書込み．1 銭証券印紙． 
1360-11(32) 
記（貸金利子受取）． 
明治 22 年 1 月 17 日． 差出：佐久銀行[朱印]． 受取：

町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙． 
1137-188 
記（金25 円受取につき）． 
明治 22 年 7 月 30 日． 差出：佐久銀行[朱印]． 受取：

町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭印紙． 
1360-11(31) 
（借用金元利覚）． 
（明治）22年11月17日． 差出：佐久銀行． 受取：町田

良右衛門殿． 
1 通． 横美切紙． 
927(14) 
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借用金証書（金30 円）． 
明治23年1月20日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

良右衛門(朱印)，引受証人町田静太(朱印)． 受取：佐

久銀行御中． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙2 枚．押印抹消． 
927(13) 
借用金証書（金25 円）． 
明治23年6月30日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

良右衛門(朱印)，引受証人町田静太(朱印)． 受取：佐

久銀行御中． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙2 枚．押印抹消． 
1139-66-9 
記 第一八〇号（26 年第 303 号御貸金利子金 39 円 97

銭4 厘請取）． 
明治 26 年 3 月 29 日． 差出：佐久銀行[朱印]． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横切紙． 
1 銭証券印紙．差出朱印印文「株式会社佐久銀行」，ほか「塩川

認」「中山之印」等朱印あり． 
930(22) 
借用金証書（金 650 円）；(附)抵当仕訳書(中津村大字御

馬寄田畑，皆済奥書とも)． 
明治26年6月26日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(朱印)，引受証人町田長四郎(朱印)；(附)北佐久郡

中津村大字御馬寄町田静太(朱印)；(皆済奥書)株式会

社佐久銀行[朱印]． 受取：佐久銀行頭取支配人御中；

(附)佐久銀行副頭取塩川仁助殿． 
1 通（附 1 冊とも；綴 22 点のうち）． 綴（一ツ綴；竪美切・竪

美）． 
本紙は印刷用紙へ書込み，また 1 銭証券印紙．別紙(附)桃色罫

紙．附末尾に登記済朱印また全体の皆済奥書あり． 
930(3) 
借用金証書（金10 円）． 
明治 26 年 12 月 29 日． 差出：北佐久郡中津村借用主

町田静太(印))． 受取：佐久銀行頭取支配人御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美切紙． 
1 銭証券印紙． 
1139-32 
記 第八二号（26 年第303 号貸金利子請取，39 円余）． 
明治27年8月19日． 差出：株式会社 佐久銀行[朱印]． 

受取：町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙．差出印文「株式会社 佐久

銀行」．受取朱印「塩川認」「中山之印」． 
1139-117 
記（金38 円91 銭余，貸金利子請取）． 
明治27年12月30日． 差出：佐久銀行[朱印]． 受取：

中津村 町田静太殿． 

1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙．差出印文「株式会社佐久銀

行」，ほか「塩川認」「荻原」等の朱印押印． 
932(4) 
借用金証書(金1500 円，東信社器械製糸抵当）． 
明治28年6月12日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(印)，仝郡岩村田町借主茂木万次郎(印)，引受証人

仝郡岩村田町日生野嘉助(印)． 受取：佐久銀行頭取，

支配人御中． 
1 通（綴12 通のうち）． 竪美切紙． 
10 銭証券印紙． 
1139-87-3 
特約之証（案，明治28 年7 月何日付借金返済を東信社

器械生糸横浜出荷の荷為換取組の際に出荷毎の為換

金より漸次逓減返金につき）；(奥書)[前書の通り貴殿名

義御貸与の上借用の次第覚書]． 
（明治 28 年 7 月以降ヵ）年月 日． 差出：北佐久郡 東

信社 町田ー，茂木ー，星野ー；(奥書)東信社 町田静

太，茂木萬二郎． 受取：株式会社佐久銀行御中；(奥

書)星野嘉助殿． 
1 通（3 通のうち）． 竪紙． 
932(9) 
借用金証書(金600 円）． 
明治 28 年 12 月 27 日． 差出：北佐久郡岩村田町東信

社借用主町田静太(印)． 受取：株式会社佐久銀行頭取，

支配人御中． 
1 通（綴12 通のうち）． 竪美切紙． 
933-1(4) 
借用金証書（金90 円）． 
明治29年1月14日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(印)，引受証人町田長四郎(印)． 受取：佐久銀行

頭取，支配人御中． 
1 通（2 点-綴10 通のうち）． 竪美切紙． 
2 銭証券印紙． 
933-1(5) 
借用金証書（金670 円）． 
明治29年2月26日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(印)，引受証人町田不士太(印)． 受取：佐久銀行

頭取，支配人御中． 
1 通（2 点-綴10 通のうち）． 竪美切紙． 
980 
[当座預金借越約定書類]． 
[明治29 年～32 年]．  
[1 綴（2 点）]． [竪半（ひねり綴）]． 
(1)(2)は端を紙縒りでひねり綴． 
980(1) 
当座預金借越約定副約書． 
明治 30 年 7 月 6 日． 差出：北佐久郡中津村弐百六拾

六番地本人町田静太(朱印)，北佐久郡中津村百八拾六

番地保証人町田不士太(朱印)． 受取：株式会社佐久銀



〔116〕  1.町田家 4.経営 7.製糸 

行御中． 
1 通． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙． 
980(2) 
当座預金借越約定書（金1200 円迄）；(附)当座預金借越

約定根抵当之証（御馬寄田畑14筆，皆済解約奥書とも）． 
明治29年2月26日；(附，解約奥書)明治32年12月26

日． 差出：北佐久郡中津村百八拾六番地本人町田静

太(朱印)，北佐久郡中津村百八拾六番地抵当貸保証人

町田不士太(朱印)；(附，解約奥書)株式会社佐久銀行

[朱印]． 受取：株式会社佐久銀行御中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
10 銭・5 銭・2 銭証券印紙． 
981-1 
（貸金残高計算書）． 
（明治）32 年 6 月 29 日． 差出：佐久銀行（阿部金之助

(印)）． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
981-2 
（貸金残高計算書）． 
明治30年7月6日． 差出：株式会社佐久銀行(印)． 受

取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
981-3 
（貸金残高計算書）． 
明治31 年． 差出：佐久銀行． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
981-4 
（貸金残高計算書）． 
明治 32 年 3 月 22 日． 差出：佐久銀行(印)． 受取：町

田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
981-5 
記（利子金40 円90 銭請取）． 
明治31年7月7日． 差出：佐久銀行(印)． 受取：町田

静太殿． 
1 通． 小切紙． 
印紙あり． 
981-6 
記（貸金返済金719 円請取）． 
明治 31 年 5 月 26 日． 差出：佐久銀行(印)． 受取：町

田静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
981-7 
（貸金残高計算書）． 
明治 31 年 5 月 21 日． 差出：佐久銀行(印)． 受取：町

田静太殿． 

1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
981-8 
（小作米覚）． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙．明治後期頃ヵ． 
981-9 
当座預金借越約定根抵当引抜ノ証（御馬寄村地所）． 
明治31年5月26日． 差出：北佐久郡岩村田町百三拾

七番地債主株式会社佐久銀行頭取阿部万五郎(印)． 

受取：町田静太殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
印紙あり．「佐久銀行」紺色罫紙．取消印あり． 
981-10 
仮証（当座約定貸越金入帳）． 
明治30年12月13日． 差出：佐久銀行(印)． 受取：町

田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
981-11 
借用金証書（金45 円）． 
明治 30 年 7 月 6 日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(印)，引受証人町田不士太(印)． 受取：株式会

社佐久銀行頭取支配人御中． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
981-12 
（貸金残高計算書）． 
明治32 年． 差出：佐久銀行． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
981-13 
（貸金残高計算書）． 
明治31 年． 差出：佐久銀行． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
981-14 
（貸金残高計算書）． 
明治32 年． 差出：佐久銀行． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
981-15 
（元利金計算）． 
明治32 年．  
1 通． 小切紙． 
981-16 
記（貸金元利の内65 円受取）． 
明治 31 年 1 月 13 日． 差出：佐久銀行(印)． 受取：町

田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
印紙あり． 
981-17 
（貸金残高計算書）． 
明治30 年12 月13 日． 差出：株式会社佐久銀行(印)． 
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受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
981-18 
記（控，金25 円借用）． 
明治 31 年 1 月 13 日． 差出：町田静太(印)． 受取：佐

久銀行御中． 
1 通． 横切紙． 
981-19 
（金銭出入覚，佐久銀行・林弁護士ほか）． 
1 通． 小切紙． 
981-20 
（貸金残高計算書）． 
明治31年1月1日． 差出：株式会社佐久銀行(印)． 受

取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
981-21 
明治廿九年二月廿六日 当座引出小切手帳 第六号． 
明治29 年2 月26 日． 差出：株式会社 佐久銀行． 受

取：町田静太殿． 
1 冊． 横美半（四ツ目綴）． 
16 号まで使用 
1390-24 
預り証（糸繭受取預り）． 
明治29年5月30日． 差出：北佐久郡中津村町田静太

(朱印)． 受取：株式会社佐久銀行御中． 
1 通． 横切紙． 
押印抹消． 
933-1(6) 
借用金証書（金100 円）． 
明治29年6月25日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(印)． 受取：株式会社佐久銀行頭取，支配人御

中． 
1 通（2 点-綴10 通のうち）． 竪美切紙． 
 
1139-133 
記（金39 円79 銭余請取）． 
明治29年6月25日． 差出：株式会社佐久銀行[朱印]． 

受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
佐久銀行の貸借日計表用紙を横転して利用．1 銭印紙． 
1139-159 
請取証（借用金抵当品のうち器械生糸ほか）． 
（明治）29 年 12 月 19 日． 差出：東信社 町田○． 受

取：佐久銀行． 
1 通． 横美切紙． 
下書ヵ． 
1139-90 
記（当座貸金利子分金円請取）． 

明治30 年1 月10 日． 差出：佐久銀行． 受取：田町静

太殿(ママ)． 
1 通． 小切紙． 
紙面朱印「株式会社佐久銀行」，1 銭証券印紙． 
1390-13 
当社預金借財約定根抵当引抜之証（中津村大字御馬寄

字初午田地）． 
明治 30 年 12 月 13 日． 差出：北佐久郡岩村田町百丗

七番地 株式会社佐久銀行頭取 債主阿部万五郎(朱

印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
1 銭証券印紙． 
983 
[貸金支払命令正本および貸金支払命令申請書]． 
[明治31 年8 月10 日]．  
[1 冊]． [竪美（一ツ綴）]． 
(1)と(2)は綴． 
983(1) 
貸金支払命令（434 円4 銭，債権者岩村田町佐久銀行，

頭取阿部万五郎，弁護士鎮目弘毅，債務者町田静太・

岩村田町茂木萬治郎・野沢町田村庄作）． 
明治31年8月10日． 作成：岩村田区裁判所判事森川

雄八郎；(正本作成奥書)裁判所書記河辺燎太郎[朱印]．  
1 通． 竪紙． 
「岩村田区裁判所」朱色罫紙．本文一部木版書式．請求金額合

計ママ． 
983(2) 
貸金支払命令申請書（請求額金428 円34 銭，督促費用

金1 円70 銭）． 
明治31年8月10日． 差出：右（岩村田町弁護士）鎮目

弘毅[朱印]． 受取：岩村田区裁判所監督判事森川雄八

郎殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
青色罫紙．連帯借用金之証・訴訟代理委任状各写とも． 
1371 
通知書（中津村町田甚太郎所有土地，佐久銀行申立に

より競売通知書）；(附)目録（土地目録）． 
明治37年5月23日． 差出：岩村田区裁判所裁判所書

記 清水良助[朱印]． 受取：中津村町田静太殿． 
1 冊． 竪半（ひねり綴）． 
本紙は印刷用紙へ書込み，附は「宮澤法律事務所用紙」朱色罫

紙． 
1137-190 
仮証（信濃興産社株金の一部，右料金延滞利子金受取

につき）． 
3 月19 日． 作成：信濃興産社土井仙三郎(朱印)．  
1 通． 小切紙． 

9.小諸銀行 
1137-146 
記（金10 銭受取につき）． 
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明治 14 年 12 月 1 日． 差出：小諸銀行[朱印]． 受取：

町田良右衛門殿． 
1 点． 小切紙． 
926-7(2) 
借用金証書（金200 円）． 
明治20年6月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)，引受証人町田静太(朱印)． 受

取：小諸銀行頭取・支配人御中． 
1 通（7 件-綴3 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．5 銭印紙，1 銭・5 銭証券印紙．差出押印抹

消． 
1079 
[約定書綴]． 
[明治20～24 年]．  
[1 綴]． [竪美（ひねり綴）]． 
1079(1) 
約定書 小諸銀行・町田静太；(附)[小諸銀行宛小切手]

（金円渡シ先町田静太本人）． 
明治20年6月24日． 作成：頭取代理取締役牧野成行

(朱印)，取締役兼支配人塩川義路(朱印)，北佐久郡御馬

寄村第拾九番地約定人町田静太(朱印)，仝郡仝村第拾

九番地抵当貸主保証人町田良右衛門(朱印)，仝郡仝村

第六拾五番地抵当貸主仝町田武左衛門(印)，仝郡仝村

第弐番地抵当貸主仝町田永之助(青印)．  
1 冊（附1 通とも）． 竪美（二ツ綴）． 
本文印刷用紙へ書込み．内容「小諸銀行ヱ利附当座預ヶ金ヲ

為スニ付双方之間ニ於テ取結ヒタル誓約」．押印抹消．2～3 丁

目間に小切紙1 通（附）． 
1079(2) 
別紙抵当（御馬寄村内田地，小諸銀行へ）；(附)副約定

書（当座預金及借越約定取結につき）． 
明治20年6月24日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄第拾九番地約定人町田静太(朱印)，同郡同村第拾九

番地抵当地主保証人町田良右衛門(朱印)，同郡同村第

六拾五番地抵当地主保証人町田武左衛門(印)，同郡同

村第弐番地抵当地主保証人町田永之助(青印)． 受取：

小諸銀行頭取支配人御中． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙．附の差出・宛先は，本紙にほぼ同じ

だが，差出の保証人の肩書は「抵当貸主」． 
1079(3) 
当座約定延期証（当座預金借越期限解約延期）． 
明治21年5月31日． 作成：小諸銀行頭取不在太田道

一，取締役牧野成行(朱印)，取締役兼支配人塩川義路

(朱印)，約定人町田静太(朱印)，保証人町田武左衛門

(印)，保証人町田良右衛門(朱印)．  
1 通． 竪美折紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
1079(4) 
（別紙中津村地所，当座約定根抵当解除）． 

明治24年3月31日． 作成：北佐久郡小諸町小諸銀行

[朱印]．  
1 通． 竪美折紙． 
「小諸銀行」赤色罫紙． 
1079(5) 
金券（金250 円借用）；(附)別紙抵当（中津村大字御馬寄

畑地，貸金元利領収書添付）． 
明治 22 年 8 月 16 日（附とも）． 差出：北佐久郡中津村

大字御馬寄…借主町田静太(朱印)，仝郡川辺村大字山

浦…借主清水清重(朱印)，仝郡中津村大字御馬寄…抵

当貸主保証人町田良右衛門(朱印)，仝郡仝村大字御馬

寄…保証人町田森太後見人町田久次郎(朱印)，仝郡川

辺村大字山浦…保証人清水平五右衛門(朱印)． 受取：

小諸銀行頭取支配人御中． 
1 綴（附1 冊とも）． 竪美（一ツ綴）． 
本紙 1 通は端を綴込み（印刷用紙へ書込み），別紙(附)は冊子

（朱色罫紙）．5銭・1銭証券印紙．差出は，本紙・附ともほぼ同じ

だが，本紙では差出1 名を除き押印抹消． 
1079(6) 
（別紙貸金元利領収皆済）． 
明治 24 年 3 月 31 日． 作成：北佐久郡小諸町 小諸銀

行[朱印]．  
1 通． 竪美． 
「小諸銀行」赤色罫紙． 
1360-11(27) 
別紙抵当（貴行金円当座借につき）；(附)副約定書（当座

預金及借越之約定取結につき）． 
明治20年6月24日． 差出：北佐久郡御馬寄村第拾九

番地約定人町田静太(朱印)，同郡同村第拾九番地抵当

地主保証人町田明良右衛門(朱印)，同郡同村第六拾五

番地抵当地主保証人町田武左衛門(印)，同郡同村第弐

番地抵当地主保証人町田永之助(青印)． 受取：小諸銀

行頭取支配人御中． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．附の差出・宛先は，本紙にほぼ同じだが，差出の保

証人の肩書は「抵当貸主」． 
1349 
当座約定継続証（町田静太と明治二十年六月二十四日

に結んだ当座預り金等が本年五月三十日期限解約の

ため明治二十二年十一月三十日まで継続）． 
（明治 21 年ないし明治 22 年）． 作成：小諸銀行頭取 

太田道一，同取締役 牧野成行，同支配人 塩川義路．  
1 通． 竪美紙． 
活版に人名・日付・差出署名等書込み．1 銭証券印紙． 
890-1 
証（打歩・運賃・保険料金額請取） ． 
明治23 年7 月～8 月． 差出：小諸銀行(印)． 受取：町

田静太殿． 
5 通． 小切紙． 
890-2 
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[借用金証書・特約証]． 
明治 22 年 6 月 19 日． 差出：（借用人中津村御馬寄町

田静太・同郡川邊村 清水清重，ほか保証人等）． 受

取：（小諸銀行頭取支配人中）． 
[1 綴（3 点）]． [竪・竪折（ひねり綴）]． 
890-2(1) 
借用金証書（金1100 円）． 
明治22年6月19日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借用人町田静太(朱印)，同郡川邊村借用人 清水清

重(朱印)，保証人仝郡川邊村 清水平五右衛門(朱印)，

保証人仝郡中津村同断町田森太後見人 町田久次郎

(朱印)． 受取：小諸銀行 頭取・支配人 御中． 
1 通． 竪紙． 
「上田印刷会社印行」印刷用紙． 
890-2(2) 
特約証（町田静太等借用金違約の節に負担）． 
明治22 年6 月19 日． 差出：特約人 町田森太(朱印)，

右後見人 町田久二郎(朱印)． 受取：小諸銀行 頭取・

支配人 御中． 
1 通． 竪折紙． 
赤色罫紙，1 銭証券印紙．差出押印線引き抹消． 
890-2(3) 
特約証（本日の借用金製糸資本のため製糸は貴行へ

荷為替取組み横浜へ輸送し返済方は製糸荷為替のう

ちより金100 円ずつ償却）． 
明治22年6月19日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄 借用人 町田静太(朱印)，同郡同村町田森太後見人

保証人 町田久次郎(朱印)，同郡川邊村借用人 清水清

重(朱印)，同郡同村保証人 清水平五右衛門(朱印)． 

受取：小諸銀行 頭取・支配人 御中． 
1 通． 竪折紙． 
町田久次郎押印線引き抹消． 
890-3 
証（用立金利子） ． 
明治22年12月27日． 差出：小諸銀行(印)． 受取：町

田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
印紙あり． 
890-4 
特約証（本日の借用金は製糸資本のため製糸は貴行

へ荷為替取組み横浜へ輸送し返済は荷為替取組金の

内より金100 円宛償却）． 
明治22年6月19日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借用人 町田静太，同郡川邊村借用人 清水清重，同

郡同村保証人 清水平五右衛門，同郡中津村大字御馬

寄保証人 町田森太後見人 町田久次郎． 受取：小諸

銀行頭取支配人御中． 
1 通． 竪紙． 
赤色罫紙．-2 下書ヵ． 
890-5 

証（打歩・運賃・保険料金額請取） ． 
明治23 年7 月～8 月． 差出：小諸銀行(印)． 受取：町

田静太殿． 
3 通． 小切紙． 
890-6 
（町田静太借用金明細表）． 
明治22 年10 月1 日． 作成：小諸銀行．  
1 通． 竪紙． 
小諸銀行紺色罫入表用紙． 
890-7 
記（打歩・保険料・運賃切本引合）． 
8月11日明治22年頃． 差出：清水． 受取：町田大君． 
1 通． 横切継紙． 
890-8 
生絲出品願（機械製生糸，第三回内国勧業博覧会へ出

品）． 
明治22年6月22日． 差出：長野県北佐久郡中津村町

田静太(印)． 受取：長野県知事木梨清一郎殿． 
1 通． 竪紙． 
赤色罫紙． 
890-9 
特約証（写，借用金は製糸資本につき，横浜宛荷為替

取組は貴行で行う旨）． 
受取：小諸銀行頭取支配人御中． 
1 通． 竪紙． 
「小諸銀行」赤色罫紙． 
890-10 
（清水清重借用金明細表）． 
明治22 年1 月1 日． 作成：小諸銀行．  
1 通． 竪紙． 
小諸銀行紺色罫入表用紙． 
890-11 
証（打歩・運賃・保険料請取）． 
明治23年6月． 差出：小諸銀行(印)． 受取：町田静太

殿． 
2 通． 小切紙． 
890-12 
借用金証書（150 円・28 円）． 
明治 22 年 12 月 27 日；明治 23 年 4 月 19 日． 差出：

北佐久郡中津村大字御馬寄借用主町田静太(朱印)，仝

郡仝村町田森太後見人引受証人 町田久次郎(朱印)，

引受証人 町田良右衛門(朱印)；北佐久郡中津村 借用

人 町田静太(朱印)，仝郡川辺村 保証人 清水清重(朱

印)． 受取：小諸銀行頭取支配人御中． 
1 綴（2 通）． 竪紙． 
本紙右肩を糊付け，または印紙跡のため貼付いたヵ．印刷用紙

（1 通は「上田印刷会社印行」）．差出押印一部線引き抹消． 
890-13 
記（荷すし代金等受取）． 
7 月9 日． 差出：亀屋佐蔵(ヵ)． 受取：上． 
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1 通． 横切継紙． 
890-14 
金券（器械生糸を抵当に，50 円借用）． 
明治 22 年 7 月 8 日． 差出：北佐久郡中津村百八拾弐

番地借用人町田静太(印)，保証人町田良右衛門(印)． 

受取：小諸銀行頭取支配人御中． 
1 通． 竪紙小． 
890-15 
証（打歩・運賃・保険料請取）． 
明治 23 年 7 月～11 月． 差出：小諸銀行(印)． 受取：

町田静太殿． 
1 綴（23 通）・4 通． 小切紙． 
890-16 
（町田静太借用金明細表）． 
明治23 年4 月1 日． 作成：小諸銀行．  
1 通． 竪紙． 
小諸銀行紺色罫入表用紙． 
890-17 
記（針コ代金1 円受取）(後欠)． 
7 月5 日． 差出：長九郎[印]． 受取：福田や様． 
1 通． 竪切紙． 
差出印文「小諸〈ヤマに丁〉[かすれ]屋 長九郎」．あるいは

袋ヵ． 
890-18 
（町田静太小諸銀行より借用金関係書類綴，金券・借用

金証書・借用金明細表等）． 
明治21 年～22 年．  
1 綴． 竪（ひねり綴）． 
890-19 
借用金証書（200 円）． 
明治 22 年 10 月 29 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄借用主町田静太(印)，引受証人仝郡中津村字御馬

寄町田森太後見人町田久次郎(印)他 1 名． 受取：小諸

銀行頭取支配人御中． 
1 通． 竪紙小． 
押印抹消． 
1360-11(28) 
（小諸銀行へ書入抵当地書上，持主町田良右衛門）． 
（明治22 年2 月借用）．  
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
1137-187 
記（貸越金利子28 円80 銭受取につき）． 
（明治）22年4月10日． 差出：小諸銀行[朱印]． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭印紙． 
927(23) 
借用金証書（金1200 円）． 
明治 23 年 6 月 4 日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借用人町田静太(朱印)，仝郡川辺村大字山浦借用人

清水清重(朱印)，仝郡仝町仝清水平五右衛門(朱印)，仝

郡中津村大字御馬寄町田森太後見人町田久次郎(朱

印)． 受取：小諸銀行頭取・支配人御中． 
1 通（綴38 点-8 点-3 点のうち）． 竪紙． 
(23)～(25)は端上を紙縒りでひねり綴．印刷用紙へ書込み．10

銭印紙，10 銭・5 銭・1 銭証券印紙．一部押印抹消． 
927(24) 
特約証（町田静太・清水清重借用金の件）． 
明治23 年6 月4 日． 差出：特役人町田森太(朱印)，右

後見人町田久次郎(朱印)． 受取：小諸銀行頭取・支配

人御中． 
1 通（綴38 点-8 点-3 点のうち）． 竪折紙． 
5 厘証券印紙．朱色罫紙． 
927(25) 
特約証（製糸資本金として借用金，製糸荷為換取組金

より償却）． 
明治 23 年 6 月 4 日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借用人町田静太(朱印)，仝郡川辺村大字山浦仝清水

清重(朱印)，仝郡同村保証人清水平五右衛門(朱印)，仝

郡中津村大字御馬寄仝町田久次郎(朱印)． 受取：小諸

銀行頭取・支配人御中． 
1 通（綴38 点-8 点-3 点のうち）． 竪美折紙． 
1 銭証券印紙．朱色罫紙．一部押印抹消． 
927(30) 
町田静太殿（借用金差引残高覚）． 
（明治 23 年）7 月 1 日． 差出：（小諸銀行）． 受取：（町

田静太）． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
「小諸銀行」紺色集計用紙． 
927(35) 
金券（金300 円借用，器械製糸抵当）． 
明治23年7月29日． 差出：北佐久郡中津村借用人町

田静太(朱印)，同郡同村保証人町田森太後見人町田久

二郎(朱印)． 受取：小諸銀行頭取・支配人御中． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
927(36) 
生糸預り証（機械製生糸9 貫目）． 
明治23年7月29日． 差出：北佐久郡中津村町田森太

後見人町田久次郎(朱印)． 受取：小諸銀行頭取・支配

人御中． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪折紙． 
1 銭証券印紙． 
927(20) 
借用金証書（金400 円）． 
明治23年8月12日． 差出：北佐久郡中津村借用人町

田静太(朱印)，同郡川辺村引受証人清水清重(朱印)同

郡同村保証人瀬山宗五右衛門(朱印)，同郡中津村町田

森太後見人町田久次郎(朱印)． 受取：小諸銀行頭取・
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支配人御中． 
1 通（綴38 点-8 点のうち）． 竪紙． 
(20)～(27)は端中央を紙縒りでひねり綴．(20)～(22)は端上を紙

縒りでひねり綴．印刷用紙へ書込み．5 銭証券印紙．一部押印

抹消． 
927(21) 
特約証（製糸荷為替取替金にて 100 円を償却）． 
明治23年8月12日． 差出：北佐久郡中津村借用人町

田静太(朱印)，仝郡川辺村借用人清水清重(朱印)，同郡

同村保証人清水宗五左衛門(朱印)，同中津村町田森太

後見人保証人町田久次郎(朱印)． 受取：小諸銀行頭

取・支配人御中． 
1 通（綴38 点-8 点のうち）． 竪折紙． 
1 銭証券印紙．朱色罫紙．一部押印抹消． 
927(22) 
特約証（町田静太・清水清重借用金につき）． 
明治 23 年 8 月 12 日． 差出：特役人町田森太(朱印)，

右後見人町田久次郎(朱印)． 受取：小諸銀行頭取・支

配人御中． 
1 通（綴38 点-8 点のうち）． 竪折紙． 
1 銭証券印紙．朱色罫紙． 
1138-57-1 
証（打賃，運賃，保険料請取）． 
明治23 年9 月29 日． 差出：小諸銀行（印）． 受取：町

田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
1138-57-2 
証（打賃，運賃，保険料請取）． 
明治23 年8 月27 日． 差出：小諸銀行（印）． 受取：町

田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
1138-57-3 
証（打賃，運賃，保険料請取）． 
明治 23 年 10 月 20 日． 差出：小諸銀行（印）． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
1138-57-4 
証（打賃，運賃，保険料請取）． 
明治 23 年 9 月 1 日． 差出：小諸銀行（印）． 受取：町

田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
1138-57-5 
証（打賃，運賃，保険料請取）． 
明治23 年9 月19 日． 差出：小諸銀行（印）． 受取：町

田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
1138-57-6 
証（打賃，運賃，保険料請取）． 
明治 23 年 10 月 13 日． 差出：小諸銀行（印）． 受取：

町田静太殿． 

1 通． 小切紙． 
927(29) 
金券（金280 円借用，機械製糸抵当）． 
明治23年9月14日． 差出：北佐久郡中津村百八拾六

番地借用人町田静太(朱印)，仝郡川辺村保証人清水清

重． 受取：小諸銀行頭取・支配人御中． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
927(26) 
借用金証書（金340 円）． 
明治 23 年 10 月 12 日． 差出：北佐久郡中津村百六拾

八番地借用人町田静太(朱印)，仝郡川辺村仝清水清重

(朱印)，仝郡仝村保証人清水平五右衛門(朱印)，仝郡中

津村町田森太後見人町田久次郎(朱印)． 受取：小諸銀

行頭取・支配人御中． 
1 通（綴38 点-8 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．10 銭・1 銭証券印紙．一部押印抹消． 
927(27) 
生糸預り証（器械製生糸10 貫目）． 
明治23年10月12日． 差出：北佐久郡川辺村預り主清

水清重(朱印)． 受取：小諸銀行御中． 
1 通（綴38 点-8 点のうち）． 竪紙． 
1 銭証券印紙． 
973 
[町田静太貸金和解事件書類綴]． 
[明治24 年]．  
[1 綴（9 点）]． [竪美（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(9）は，端中央を紙縒りで結び綴じ 
973(1) 
不動産仮差押命令（抵当物件不足につき別紙田地山林

等仮差押，債権者小諸町小諸銀行，債務者中津村町田

静太・川辺村清水清重）；(附)（別紙，町田静太・清水清

重取持田・山林等書上）． 
明治24年2月13日． 差出：岩村田区才判所判事森川

雄八郎；(謄写奥書)岩村田区才判所才判所書記鈴木荘

治[朱印]． 受取：（町田静太）． 
1 綴． 竪美（一ツ目結び綴じ）． 
「岩村田区裁判所」朱色罫紙，桃色罫紙．謄本． 
973(2) 
送達状（不動産仮差押命令書）． 
明治24年2月13日． 差出：岩村田区裁判所書記笹治

粧吉[朱印]；(取扱)岩村田区裁判所執達吏事務取扱才

判所書記代理甘出熊三郎(朱印)． 受取：長野県北佐久

郡中津村町田静太殿． 
1 通． 竪美切紙． 
973(3) 
送達状（不動産仮差押命令書ほか）． 
明治24年2月16日． 差出：岩村田区裁判所書記笹治

粧吉[朱印]；(取扱)岩村田区裁判所執達吏事務取扱才

判所書記代理田中八十五郎(朱印)． 受取：長野県北佐
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久郡中津村百六十八番地町田静太殿． 
1 通． 竪美切紙． 
973(4) 
和解申立書送達状（原告小諸銀行よりかかる町田静太

貸金和解事件）． 
明治24年1月29日． 差出：岩村田区裁判所[朱印]；(取

扱)岩村田区才判所執達吏事務取扱才判所書記代理吉

澤多三郎(朱印)． 受取：北佐久郡中津村町田静太殿． 
1 通． 竪美切紙． 
973(5) 
和解申立書送達状（小諸銀行よりかかる町田静太・清

水清重への貸金和解事件）． 
明治24年1月29日． 差出：岩村田区裁判所[朱印]；(取

扱)岩村田区才判所執達吏事務取扱才判所書記代理吉

澤多三郎(朱印)． 受取：北佐久郡中津村町田静太殿，

同郡川辺村清水清重殿． 
1 通． 竪美切紙． 
973(6) 
和解申立書送達状（小諸銀行よりかかる町田静太・清

水清重への貸金和解事件）． 
明治24年1月31日． 差出：岩村田区裁判所[朱印]；(取

扱)岩村田区裁判所執達吏事務取扱裁判所書記代理大

井治作[朱印]． 受取：北佐久郡中津村大字御馬寄町田

静太殿，同郡川辺村大字山浦清水清重殿． 
2 通． 竪美切紙． 
973(7) 
貸金精算書（請求金額2 口計金470 円25 銭）． 
明治24 年2 月16 日． 作成：小諸銀行支配人心得 高

橋綱紀(朱印)．  
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
「小諸銀行」名入桃色罫紙． 
973(8) 
明治二十四年二月九日 地所仮差押申請書 申立人高

橋綱紀（町田静太所有田地6 筆）． 
明治24 年2 月9 日．  
1 冊． 竪美（かぶせ綴）． 
「小諸銀行」名入赤色罫紙． 
973(9) 
不動産仮差押命令（別紙田地 6 ヵ所差押，謄写奥書と

も）． 
明治24年2月16日． 差出：岩村田区裁判所判事森川

雄八郎；(謄写奥書)岩村田区才判所才判所書記笹治粧

吉[朱印]． 受取：（町田静太）． 
1 通． 竪美折紙． 
「岩村田区裁判所」朱色罫紙．謄本． 
1360-11(14) 
証券（川辺村大字山浦清水清重より小諸銀行へ金円返

済下されたく）． 
明治24年3月31日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄町田良右衛門(朱印)，町田静太(朱印)． 受取：北佐

久郡小諸町臼田彦五郎殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．押印抹消． 
1359-10 
[清水代吉書状]（小諸銀行皆済の件返書）． 
第3月31日． 差出：清水代吉；(封筒)川邊村 清水代吉． 

受取：町田静太様；(封筒)北佐久郡御牧村内田屋方 町

田静太様 貴下． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 

10.塩川倉庫会社 
927(38) 
借用金証書（金350 円，器械製糸抵当）． 
明治 23 年 9 月 5 日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(朱印)，同郡川辺村受人清水清重(朱印)． 受取：

鹽川倉庫会社． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．10 銭・2 銭証券印紙．押印抹消． 
927(28) 
借用金証書（金260 円，機械製糸抵当）． 
明治 23 年 9 月 9 日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(朱印)，受人清水清重． 受取：鹽川倉庫会社御中． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
927(33) 
借用金証書（金300 円，機械製糸抵当）． 
明治23年9月24日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(朱印)，受人仝郡川辺村清水清重． 受取：鹽川倉

庫会社御中． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
1137-15 
[運賃・保険料等請取証ほか]． 
[明治 23 年 9 月～11 月]． 差出：[塩川倉庫会社]． 受

取：[町田静太，清水清重(1 点のみ)]． 
1 綴（15 点）． 綴，小切紙・横美切紙・竪切紙ほか（ひねり

綴）． 
927(12) 
借用金証書（金560 円）． 
明治23年10月3日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(朱印)，受人町田良右衛門(朱印)． 受取：鹽川倉

庫会社御中． 
1 通（綴38 点-5 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．10 銭証券印紙2 枚．押印抹消． 
927(37) 
借用金証書（金50 円，器械製糸抵当）． 
明治23年11月7日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(朱印)． 受取：鹽川倉庫会社． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
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	年　　　代：
	物的状態：
	出所の履歴：
	表1．町田家関係者持高

	範囲と内容：
	関係資料：
	出版物または参考文献：
	図4．町田家略系図
	（資料の詳細）
	1.親族・交際
	1.由緒・先祖ほか
	○町田億右衛門（旗本阿部氏用人）

	2.相続
	○遺言・遺書

	3.慶弔諸事
	1.出生
	2.婚姻縁付ほか
	3.病気
	4.葬祭
	4.葬祭（町田栄吉）
	5.目録

	4.生活諸事
	○情報・教養・趣味
	○新聞
	○謙三文庫
	○他行見聞

	5.日記・雑記
	6.書状類
	○町田不二太
	○町田金三郎
	○町田せつ
	○町田はつ
	○町田良一
	○不明


	2.家計
	1.諸品通
	2.一般
	3.家普請

	3.諸願伺届書類
	1.一般
	2.銃猟願
	○鉄砲購入


	4.経営
	1.全体
	2.金銭勘定
	○金銀出入帳
	○

	3.年貢・租税ほか
	○山番費

	4.土地
	1.反別帳・反別石高等覚
	2.登記ほか
	3.開発
	4.売買・交換
	4.売買・交換/○買得
	4.売買・交換/○関係者間
	5.質地
	6.小作
	7.借地借家
	8.貸地貸家
	9.一般
	10.絵図略図ほか

	5.米穀商売ほか
	○穀市
	○筒井合資会社

	6.人参
	○売次目録・仕切書

	7.製糸
	1.差引帳ほか
	2.桑栽培
	3.共進会
	4.三工社
	5.工場奉公人
	6.東信社
	7.資金
	8.佐久銀行
	9.小諸銀行
	10.塩川倉庫会社
	10.塩川倉庫会社/○町田森太
	11.製糸所貸渡
	12.製糸所売渡
	13.一般

	8.水車
	9.醸造
	10.雇人
	11.町田栄吉
	○籾借用


	5.貸借
	1.借金
	1.一般
	2.依田保次郎
	3.依田聟助
	4.佐藤庄作
	5.町田利助
	6.小山久左衛門
	7.積穀・囲穀
	8.桜井村生衆社・臼田銀太郎等
	9.祭典費共有金
	10.学資金
	11.山浦八百作
	12.工藤常太郎
	13.依田軍太郎
	14.依田利左衛門
	15.佐久商業銀行
	16.依田仙右衛門

	2.借籾・借米ほか
	3.証人
	4.貸金
	○小諸藩家中
	○共盟社担当

	5.貸籾・貸米ほか
	6.関係者間ほか
	7.古平忠蔵佐藤鍋次差引
	8.協入貯蓄銀行
	9.東信貯金銀行
	10.一般

	6.諸請取・書付類
	1.全体
	2.町田家差出

	7.講・無尽
	1.伊勢講・甲子講
	○伊勢講
	○甲子講

	2.大日講
	3.二十六人講無尽
	4.御家作御無尽
	5.役元無尽・郷無尽
	6.溜講無尽
	7.御馬寄学校資本無尽
	8.諸無尽

	8.御用金・寄付
	9.一件
	1.盗難
	2.糠尾村玄昌無尽滞
	3.居宅焼失
	4.売渡田地季明受戻
	5.米代金請求事件
	6.渋澤作太郎関係訴訟
	7.町田森太‐塩川銀行一件
	8.町田不二太土地売渡一件
	9.諸事件



	2.御馬寄村
	出所・作成：
	資料記号：　30H/2．
	年　　　代：
	物的状態：
	出所の履歴：
	範囲と内容：
	出版物または参考文献：
	表2．御馬寄村概略
	表3．御馬寄村の人口変遷（抄）
	表4．慶応3年（1867）の御馬寄村本古新田畑持高分布
	表5．御馬寄村村役人変遷一覧（抄）
	表6．御馬寄村公職一覧（抄）
	（資料の詳細）
	1.戸籍区前
	1.領主
	1.村指出
	2.御触等
	3.諸書上・書留
	4.取締
	4.取締/○博奕
	5.廻村対応
	6.欠所
	7.訴願
	8.拝借
	9.高札建替
	10.代官所
	11.諸交渉
	12.一般

	2.土地
	1.検地・石高改ほか
	2.質地売買
	3.駒寄川原開発

	3.年貢諸役
	○引方

	4.川・堤・池普請
	○川除御普請

	5.往還道橋
	1.一般
	2.国役御普請
	3.掛替材木代附御願帳
	4.本橋掛替下廻上廻入用帳
	5.井形渡
	6.加宿助郷
	7.有君様御下向
	8.壽明姫君様御下向
	8.壽明姫君様御下向/普請
	9.和宮様御下向

	6.戸口
	1.宗旨改
	2.人別増減改帳
	3.人別調
	4.宗門送・人別送
	5.五人組帳

	7.村役人
	○組頭退役


	2.組頭・百姓代・作場目付
	1.役用日記・意覚日記・一件書留
	2.村差出帳・諸書上
	3.御触・取締等
	4.年貢諸役
	5.損耗/書上
	6.池普請
	7.国役御普請
	8.宗門送・人別送
	9.退役
	10.一般

	3.戸籍区以後
	1.地租諸税
	2.戸籍事務
	○送籍
	○寄留

	3.徴兵下調
	4.土地
	○用水約定

	5.地租改正
	6.諸事変
	7.学校
	8.印影・書類事務
	9.諸帳簿管理
	10.諸修繕
	11.往還道橋
	12.村吏
	13.村誌

	4.副戸長・村用掛
	1.地租諸税
	2.戸籍事務
	○送籍

	3.地券
	1.高反別代価取調帳
	2.入費
	3.一般

	4.地租改正
	5.村吏
	6.村費ほか

	5.戸長ほか公職
	1.戸長
	○依願免職

	2.御馬寄村村会・連合町村会議員
	3.学務委員
	4.所得税調査委員
	5.村会助役
	6.農産物共進会事務委員

	6.十二新田割元
	1.普請
	○廻札
	○車屋

	2.夫銭割合ほか
	3.高辻改・反別取調
	4.御初穂献上
	5.引方取極
	6.御見分
	7.車屋地代
	8.小書付ほか

	7.寺社
	1.全体
	2.大圓寺
	○稲荷
	○寄付田地質入出入
	○貸金出入
	○住職

	3.勝手神社
	4.諸社建立・再建
	5.諸寄進・奉加
	○神宮

	6.村社祭典費共有金

	8.村一般
	1.全体
	2.旧記
	3.村入用・村費
	4.郷持田畑
	5.救恤
	○囲穀
	○旧藩夫食拝借籾

	6.舟入用
	7.諸無尽
	8.猟師鉄砲

	9.一件
	1.諸件
	2.落合村論所
	3.裏道〆切出入
	4.新開用水出入
	5.利左衛門欠落
	6.林右衛門欠落
	7.前山沓沢両村野火
	8.六右衛門持地取縺
	9.巡礼死去
	10.啓助女出入
	11.酒狂失言
	12.墓道取縺
	13.七郎右衛門・七左衛門兄弟出入
	14.市川こん病死亡跡
	15.無宿召捕
	16.甚助殺害
	17.刎銭溜金勘定出入
	18.彦太郎脇差抱欠込
	19.店借女房死去
	20.市平入牢
	21.下原へ掛り合・道祖神狼藉
	○見舞帳
	○諸雑用控帳

	22.久左衛門分散
	23.村方混雑間違申立
	24.彦太郎借用
	25.盗賊
	26.善九郎一件
	27.八幡村蓬田村道

	10.諸請取・書付類
	11.書状類
	
	○山浦幸五郎宛




	3.中津村
	出所・作成：
	資料記号：　30H/3．
	年　　　代：
	物的状態：
	出所の履歴：
	表7．中津村歴代村長

	範囲と内容：
	出版物または参考文献：
	（資料の詳細）
	
	1.村会議員
	2.一般



	4.謄写・筆写史料
	出所・作成：
	資料記号：　30H/4．
	年　　　代：
	物的状態：
	出所の履歴：
	範囲と内容：
	関係資料：
	出版物または参考文献：
	表8．町田良一公表作品目録
	（資料の詳細）
	1.町田良一筆写原本
	1.影写・半紙
	2.謄写・半紙
	3.謄写・ノーブル製原稿用紙
	4.謄写・サンケー製原稿用紙
	5.謄写・伊東屋製原稿用紙
	6.謄写・文房堂製原稿用紙
	7.謄写・大東京文具商チヱーン特製原稿用紙

	2.町田良一・森太謄写史料
	1.一紙複製
	2.編綴完成本
	3.謄写史料複製

	3.町田良一収集筆写・謄写史料
	1.筆写史料
	2.謄写史料複製



	5.編集史料
	出所・作成：
	資料記号：　30H/5．
	年　　　代：
	物的状態：
	範囲と内容：
	使用制限：
	（資料の詳細）
	
	1.町田家/1.親族・交際/
	1.町田家/4.経営/
	1.町田家/7.講・無尽/
	1.町田家/9.一件/
	2.御馬寄村/ 1.戸籍区前/ 1.領主/
	2.御馬寄村/ 1.戸籍区前/ 2.土地/
	2.御馬寄村/ 1.戸籍区前/ 4.川・堤・池普請/
	2.御馬寄村/ 1.戸籍区前/ 5.往還道橋/
	2.御馬寄村/ 2.戸籍区以後/11.往還道橋
	2.御馬寄村/ 6.十二新田割元/
	2.御馬寄村/ 7.寺社/
	2.御馬寄村/ 8.村一般/
	2.御馬寄村/ 9.一件/
	3.奉公人請状
	4.田畑等売渡証文
	5.質地証文ほか
	6.借金証文
	7.諸書付綴
	8.諸書付貼継
	9.諸文書一括



	6.収集史料
	出所・作成：
	資料記号：　30H/6．
	年　　　代：
	物的状態：
	出所の履歴：
	範囲と内容：
	出版物または参考文献：
	その他の注記：
	図5．町田家文書内の収集史料の分布概略
	（資料の詳細）
	1.岩城国
	1.標葉郡津島村\(ヵ\)

	2.上野国
	1.全体（または不明）
	2.勢多郡上神梅村
	○御用帳箱諸書物引継
	○旧夫縁組妨害出入
	○村役人押領相掠出入
	○質地証文・小作証文

	3.勢多郡鶴ヶ谷村
	4.甘楽郡漆萱村
	5.新田郡脇屋村正法寺

	3.下総国
	佐倉

	4.武蔵国
	1.江戸
	2.多摩郡府中宿
	3.多摩郡下恩方村
	4.入間郡下寺山村

	5.相模国
	鎌倉郡大船村

	6.甲斐国
	1.全体（または不明）
	2.山梨郡西高橋村
	○川除御普請
	○濁川組合
	○諸願書
	○諸出入
	○田畑売渡証文
	○奉公人請状

	3.山梨郡川田村
	4.山梨郡鎮目村
	5.八代郡市川大門村
	6.巨摩郡西嶋村

	7.信濃国
	1.小諸牧野家
	○長岡本藩関係\(ヵ\)
	○小諸藩家臣\(ヵ\)

	2.岩村田藩（または藩領村々）
	○全体（または不明）
	○村役人勤方改
	○裁許書類改
	○佐久郡式部新田・抜井村差紙一件

	3.小県郡本海野村
	4.小県郡飯沼村
	5.小県郡井子村
	6.佐久郡八郡村
	1.検地・田畑改
	2.年貢諸役
	3.村定
	4.村入用夫銭帳
	5.組頭交替
	6.夫食拝借
	7.幕領村々訴願
	8.用水出入
	9.大石出入
	10.諸帳面印形滞り一件
	11.諏訪上州間荷物
	12.入会山札出入
	13.田畑林売渡等証文
	14.奉公人
	15.（近代）畑八村

	7.佐久郡入布施村梅渓院
	8.佐久郡上畑村
	9.佐久郡南相木村
	1.御触・廻状
	2.国役金・郡中割
	3.諸願書
	4.諸一件
	5.村方騒動
	6.造酒蔵・造酒株
	7.書状ほか
	8.質地証文・借用証文

	10.佐久郡北沢村
	11.佐久郡大日向村
	12.佐久郡追分宿
	○諸願書
	○諸一件
	○下女誘引出匿置出入
	○荷物人足打毀
	○書状ほか
	○売渡証文
	○質地証文
	○借用証文
	○奉公人

	13.佐久郡小海村
	14.佐久郡内山村
	15.佐久郡上桜井村
	16.佐久郡野沢村
	17.佐久郡小諸（荒町）
	1.海応院位牌位置出入
	2.質地

	18.佐久郡小諸（本町）
	○出金納割付
	○葬祭
	○無尽
	○質地・売買証文ほか
	○借用証文ほか
	○和子村又兵衛

	19.佐久郡小諸（与良町ヵ）
	20.佐久郡小諸桑原家（扇屋）
	1.慶弔諸事
	2.書状ほか
	3.諸事控帳ほか
	4.陶器類売買
	5.掛集帳
	6.諸品通
	7.全体
	8.忠兵衛家（本町）/1.慶弔諸事
	8.忠兵衛家（本町）/2.書状
	8.忠兵衛家（本町）/3.陶器類売買
	8.忠兵衛家（本町）/4.祗園祭礼
	8.忠兵衛家（本町）/5.全体
	8.忠兵衛家（本町）/6.近江屋岡利兵衛出店
	9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/1.慶弔諸事（祝儀）
	9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/2.書状
	9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/3.陶器類売買
	9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/4.当座帳
	9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/5.諸品通
	9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/6.全体

	21.佐久郡山浦村
	22.佐久郡上海瀬村
	23.佐久郡大沢村
	24.佐久郡田ノ口村
	25.佐久郡沓沢村大徳寺
	26.佐久郡平塚村
	27.筑摩郡金井村
	28.伊那郡中原新田村

	8.諸原本
	
	○代参


	9.写本等


	7.不明
	出所・作成：
	資料記号：　30H/7．
	年　　　代：
	物的状態：
	範囲と内容：
	（資料の詳細）
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