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927(11) 
借用金証書（金100 円）． 
明治23年12月． 差出：北佐久郡中津村借主町田静太

(朱印)，受人町田良三郎(朱印)． 受取：鹽川倉庫会社． 
1 通（綴38 点-5 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． 
928-1(3) 
借用金証書（金60 円88 銭1 り，抵当器械製糸50）． 
明治 24 年 2 月 8 日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(朱印)． 受取：塩川倉庫会社御中． 
1 通（3 点-綴8 点のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．2 銭証券印紙2 枚．押印抹消． 
929-1(9) 
借用金証書（金250 円，田畑8 筆抵当，皆済奥書とも）． 
明治24年7月7日；(皆済奥書)明治25年3月5日． 差

出：北佐久郡中津村百八拾六番地借主町田静太(朱印)，

…保証人兼抵当貸主町田良右衛門(朱印)，…保証人町

田不二太(朱印)；(皆済奥書)塩川倉庫会社[朱印]． 受

取：塩川倉庫会社社長塩川仁助殿． 
1 冊（13 点-綴11 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
印刷用紙へ書込み．1 銭・5 銭証券印紙．登記済の旨の岩村田

区裁判所出張所朱印あり．一部押印抹消． 
927(8) 
倉庫会社（元利金勘定覚）． 
（明治34 年）．  
1 通（綴38 点-5 点のうち）． 横美切紙． 
(8)～(12)は紙面向かって下端を紙縒りで一ツ目結び綴じ． 

10.塩川倉庫会社/○町田森太 
927(32) 
生繭預之証． 
明治 23 年 10 月． 差出：町田森太，町田久次郎． 受

取：塩川倉庫会社御中． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．下書ヵ，宛先「佐久銀行諏訪支店御中」印

字を抹消． 
1139-66-19 
記（明治 24 年 2 月 4 日御用立金利子金 35 円 23 銭 5

厘受取）． 
明治 24 年 11 月 6 日． 差出：塩川倉庫会社 幹事塩川

幸太[朱印]． 受取：中津村 町田森太殿． 
1 通． 横美切継紙． 
差出朱印・受取印印文「塩川」． 
1139-66-15 
証 第八九号（7月7日貸金15円62銭5厘・2月4日町

田森田殿貸金利子請取）． 
明治24年12月28日． 差出：小諸にて 塩川倉庫会社

[朱印]． 受取：町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭証券印紙．印刷用紙へ書込み．差出朱印印文「塩川倉庫会

社之印章」，ほか請取朱印等あり． 

1139-66-17 
証 第九〇号（2月4 日御用立金290 円内金20 円請取）． 
明治24年12月28日． 差出：小諸にて 塩川倉庫会社

[朱印]． 受取：町田森太殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭証券印紙．印刷用紙へ書込み．差出朱印印文「塩川倉庫会

社之印章」，ほか請取朱印等あり． 
1139-66-18 
証 第八六号（24 年 2 月 4 日貸金利子金 22 円 11 銭 3

厘請取）． 
明治 25 年 7 月 22 日． 差出：小諸にて 塩川倉庫会社

[朱印]． 受取：町田森太殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭証券印紙．印刷用紙へ書込み．差出朱印印文「塩川倉庫会

社小諸出張所印」，ほか請取朱印あり． 
1139-66-16 
証 第一六一号（御用立金290 円元利内金50 円請取）． 
明治25年12月22日． 差出：小諸にて 塩川倉庫会社

[朱印]． 受取：町田森太殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭証券印紙．印刷用紙へ書込み．差出朱印印文「塩川倉庫会

社小諸出張所印」，ほか請取朱印あり． 
1139-66-20 
仮請取証（貸金利子金40 円7 銭3 厘につき）． 
明治 26 年 6 月 26 日． 差出：塩川倉庫会社代人 神津

杢太(朱印)． 受取：町田森太殿． 
1 通． 竪切紙． 
藍色罫紙．差出朱印・請取朱印印文「神津杢太」． 

11.製糸所貸渡 
956 
[製糸所・同器械貸渡一件書類]． 
[明治30～34 年]．  
1 綴． [綴・竪半（一ツ目結び綴じ）]． 
全体を紙縒りで結び綴じ． 
956(1) 
借家器械借入証書（大字御馬寄字南裏の建家，設置器

械）． 
明治 30 年 8 月 4 日． 差出：南佐久郡前山村借主桜井

亀太郎(印)，仝郡野沢町受人飯島熊太(印)． 受取：仝

郡中津村大字御馬寄町田静太殿． 
1 冊． [竪半（ひねり綴）]． 
(1)～(4)ひねり綴．朱色罫紙． 
956(2) 
生糸製糸所貸渡し証（建家・器械共）． 
明治 30 年 8 月 4 日． 差出：北佐久郡中津村貸主町田

静太印，請人町田不士太印，請人山浦八百作印． 受

取：南佐久郡前山村桜井亀太郎殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
956(3) 
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保証契約書（大字御馬寄字南裏製糸所，桜井亀太郎借

受につき）． 
明治 30 年 8 月 4 日． 差出：南佐久郡野沢町飯島熊太

(印)． 受取：北佐久郡中津村大字御馬寄町田静太殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
956(4) 
水車家屋借用証（米搗屋一棟）． 
明治31年1月21日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借主桜井亀太郎(印)． 受取：仝村町田静太殿． 
1 通． 竪折紙． 
956(5) 
建家并ニ器械貸渡証書（大字御馬寄字南裏所在）． 
明治31年4月28日． 差出：北佐久郡中津村貸主町田

静太(印)，仝郡仝村建家器械持主兼証人町田久次郎

(印)，立合人古平勝太郎(印)． 受取：南佐久郡岸野村

古屋美野吉殿． 
1 冊． [竪半（ひねり綴・一ツ綴）]． 
(5)～(7)ひねり綴，(5)(6)一ツ綴．朱色罫紙． 
956(6) 
立合貸渡之品（座敷道具類）． 
1 通（2 枚）． 横折紙． 
朱色罫紙． 
956(7) 
仮約定書（拙者所有の製糸器械，貸渡）． 
明治31年4月22日． 差出：北佐久郡中津村町田静太

(印)． 受取：南佐久郡岸野村古屋美野吉殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
956(8) 
建家并ニ製糸所貸渡之証（大字御馬寄字南裏）． 
明治33年6月． 差出：中津村貸主町田静太，中津村貸

主町田久次郎(印)． 受取：岩村田町森泉勇之助殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
956(9) 
陸上汽鑵継続使用願（御馬寄字南裏工場に設置）． 
明治 34 年 5 月 1 日． 差出：北佐久郡中津村百八拾六

番地ノ内二番所有主町田静太(印)． 受取：長野県知事

押川則吉殿． 
1 冊． [竪半（一ツ綴）]． 
(9)～(11)一ツ綴．朱色罫紙． 
956(10) 
汽鑵調査書（仕様など）． 
明治34 年5 月1 日． 作成：町田静太(印)．  
1 通（2 枚）． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
956(11) 
（製糸工場敷地絵図）． 
1 舗． 竪折紙． 

彩色． 
12.製糸所売渡 

1032 
[地所・製糸場売渡書類綴]． 
[明治24 年]．  
[1 綴（5 点）]． [綴，竪（ひねり綴）]． 
(1)～(3)は端を紙縒りでひねり綴，(2)～(5)は端上を紙縒りでひ

ねり綴． 
1032(1) 
地所売渡之証（北佐久郡中津村大字御馬寄畑宅地）． 
明治24年1月31日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄売渡人町田志津太(朱印)，仝郡仝村同字証人町田甚

太郎(朱印)． 受取：仝郡同村町田久次郎殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙．端下「扣」． 
1032(2) 
建家売渡之証（北佐久郡中津村大字御馬寄字南裏宅地

建家，平面図とも）． 
明治 24 年 2 月 3 日． 差出：長野県北佐久郡中津村大

字御馬寄第百八拾六番地売渡主町田良右衛門(朱印)，

仝郡仝村保証人町田甚太郎(朱印)，仝郡仝村保証人町

田長四郎(朱印)． 受取：仝県仝郡仝村町田久次郎殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
端下「扣」． 
1032(3) 
製糸場諸器械売渡し証（中津村大字御馬寄建家附属

品）． 
明治 24 年 2 月 2 日． 差出：北佐久郡中津村売渡人町

田良右衛門○，証人町田甚太郎○． 受取：仝郡仝村

町田久次郎殿． 
1 通． 竪紙． 
1032(4) 
地所建物相売戻し契約書（大字御馬寄字南裏建家器械

等後年請求次第売戻し）． 
明治36年2月20日． 差出：契約主町田久二郎(朱印)，

証人町田森太(朱印)． 受取：町田良右衛門相続人町田

静太殿． 
1 通． 竪紙． 
藍色罫紙．1 銭収入印紙． 
1032(5) 
[町田静太家戸籍謄本]． 
明治30年12月1日． 作成：北佐久郡中津村村長代理

助役山浦一助[朱印]．  
1 通． 竪美折紙． 
1390-9 
地所建物買戻シ契約書（中津村弐百六拾四番地建物・

器械一式）． 
明治36年2月20日． 差出：契約主[空欄]，証人[空欄]． 

受取：町田良右衛門殿相続人 町田静太殿． 
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1 通． 竪紙． 
藍色罫紙． 

13.一般 
484 
蚕種製造之儀御布告・仝改正規則 写 佐久郡御馬寄

村 町田良三郎控． 
（明治5 年5 月）．  
1 冊． 竪半（紙釘装，紙縒り 4 本）． 
右上破損・欠損．本文「第九区」藍色罫紙．あるいは後欠ヵ． 
1129-16 
[木内原次他一名廻状]（蚕種製造凡積取調につき）． 
明治5 壬申年6 月10 日． 差出：下縣村 木内源次，同

義一郎． 受取：大和田小山三郎，根々井市村千代作，

平塚藤原清太郎，池田新田池田清作，上塚原今井百兵

衛，塩名田丸山宗左衛門，御馬寄山浦健六，八幡依田

専左衛門，蓬田村依田利左衛門． 
1 通． 竪紙． 
横折紙様に折りたたみ． 
1143-73-22 
（組内蚕種凡積紙数取調書上）． 
明治5 年申7 月24 日． 作成：木内源次，木内茂一郎．  
1 通． 横美切紙． 
外国輸出用・御国用． 
1360-11(5) 
寄贈品受領証（赤熟繭）． 
明治18 年9 月9 日． 差出：長野県勧業博物場[朱印]． 

受取：北佐久郡御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙小． 
印刷用紙へ書込み．差出印文「長野県勧業博物場印」． 
1138-21 
（明治17～19 年の小作籾等調および養蚕方調）． 
（明治前期）．  
1 綴． 横長半（ひねり綴）． 
対象地は良右衛門・静太・ミの分．養蚕は繭売払額・諸雑費・桑

買入費差引． 
561 
[製糸関係書類]． 
[明治25・26 年]．  
[12 件14 点]． [紐一括]． 
全体を紐で括っていた． 
561-1 
佐久良社申合規則（製糸会社）． 
明治27 年5 月7 日．  
1 冊． 竪半（ひねり綴）． 
印刷版へ書込み．端下「町田」． 
561-2 
岩村田製糸所明治廿六年度収入支出総計予算表． 
明治26 年4 月20 日． 作成：岩村田製糸所．  
1 冊． 竪半（ひねり綴）． 
印刷版（紫色）へ書込み． 

561-3 
明治廿 年 勘定書（生糸売上代金他）． 
（明治 20 年以降）． 差出：佐久良社． 受取：町田静太

殿． 
1 通． 竪紙． 
「佐久良社」赤色印刷用紙へ書込み．年代は印刷で「明治廿 

年 月 日」とあり書込みなし． 
561-4 
明治廿七年度製糸合計精算書 製造人町田静太（座繰

製糸売上金他）． 
明治 28 年 4 月 8 日． 差出：碓氷社 岩村田製糸所[朱

印]． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
「碓氷社」黒色印刷用紙へ書込み． 
561-5 
明治廿五年度製糸売上決算表． 
明治26 年3 月． 作成：純水館事務所．  
1 通． 竪美． 
「〈山に九〉小久」赤色罫紙． 
561-6 
（製糸会社規則）． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙．下書ヵ．近代． 
561-7 
改革意見（製糸会社規則につき）． 
1 冊． 竪半（ひねり綴）． 
朱色罫紙．近代． 
561-8 
（町田静太繭代金等覚）． 
1 通． 竪切紙． 
黒色罫紙．近代． 
561-9 
税則一覧；訴訟用印紙（解説・一覧）． 
出版御届明治19年11月22日． 作成：編輯人 東京府

士族 福岡三治 本郷区妻恋町十番地，出版人 東京府

平民 高橋松之助 日本橋区横山町三丁目七番地．  
1 枚． 小切紙． 
印刷，表裏それぞれ罫外に「二百五十五」「二百五十六」とあり．

書籍部分ヵ． 
561-10 
[第1 回合計表ほか]（糸等級・代金，町田静太分）． 
明治年間．  
2 枚． 竪切紙． 
赤色印刷用紙へ書込み．端上綴穴． 
561-11 
[第 1～3 回合計表 明治廿 年度製糸勘定書]（糸等

級・代金，組受取金・製造人渡金差引，町田静太分）． 
明治27 年4 月1 日． 作成：碓氷社岩村田組．  
2 枚． 横美半折． 
碓氷社赤色・黒色印刷用紙． 



〔126〕  1.町田家 4.経営 7.製糸 

561-12 
出荷第七回報告表（〈山に衣〉・〈山に九〉・〈□に丁〉分，

糸本数量目・差引金額）． 
明治25 年7 月26 日．  
1 綴（3 通）． 竪美（ひねり綴）． 
端上を紙縒りでひねり綴．印刷用紙へ書込み． 
1138-48 
（山浦製糸器械開業祝詞）． 
（明治20 年6 月7 日）．  
1 通． 竪紙． 
1360-11(45) 
（蚕枠製検査料受取）． 
明治20年10月2日． 差出：北佐久郡蚕糸業事務所蚕

種検査所(印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
1360-11(47) 
預り証（春・夏蚕種12 枚）． 
明治20年10月2日． 差出：北佐久郡蚕絲業組合事務

所蚕種検査所． 受取：御馬寄町田静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
「長野県下北佐久郡蚕絲業組合事務所」赤色罫紙． 
1138-19 
所得金商届（諸所得明細書上）． 
明治21 年4 月30 日． 差出：町田良右衛門． 受取：北

佐久郡八幡村外六ヶ村戸長岡部弾二殿． 
1 通． 竪紙． 
製糸営業損失金1037 円余． 
1360-11(46) 
蚕卵之種検査請求書（春・夏種）． 
明治21 年10 月2 日． 差出：製造人町田静太． 受取：

北佐久郡蚕種業組合事務所御中． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
1137-16 
[金員送付催促ほかにつき桜井高一郎書状および繭代

金のうちへ受取の仮受取証・受取証]． 
[明治23 年10 月22 日・11 月16 日]． 差出：[南佐久郡

桜井村桜井高一郎(朱印)]． 受取：[御馬寄村町田静太

殿]． 
1 綴（3 点）． 綴，横美切紙・横美切継紙（ひねり綴）． 
書状には差出押印なし． 
927(10) 
委任状（機械製生糸売渡しにつき）． 
（明治 23 年ヵ）． 作成：北佐久郡中津村大字御馬寄町

田静太(朱印)．  
1 通（綴38 点-5 点のうち）． 竪紙． 
横転綴込み．朱色罫紙．1 銭証券印紙．押印抹消． 
927(9) 
依頼状（機械生糸売渡しにつき）． 
明治23年． 差出：長野県北佐久郡中津村町田静太(朱

印)． 受取：横濱弁天通三丁目原善三郎殿糸方御中． 
1 通（綴38 点-5 点のうち）． 竪紙． 
横転綴込み．朱色罫紙．1 銭証券印紙．押印抹消． 
1139-84 
証（蚕糸工手合として金1 円落掌）． 
明治 24 年 7 月 17 日． 差出：小縣郡和田村 猪飼清之

妻 田中だい(拇印)． 受取：北佐久郡中津村 町田静太

殿． 
1 通． 横美切紙． 
1139-49 
売渡書（春繭3 石3 斗，金106 円内金10 円受取）． 
明治24年9月9日． 差出：矢嶋村 売主 小泉谷蔵(印)． 

受取：御馬寄村 山浦和市殿，柳沢永作殿． 
1 通． 竪紙． 
1139-48 
記（金巾袋2 本受取）． 
明治 24 年第 12 月 28 日． 差出：飯島八十七(印)． 受

取：町田製糸器械ニテ 飯島清右衛門殿． 
1 通． 横美切継紙． 
差出印文「信州 〈カネに王〉佐久 前山 葛屋(ヵ)」． 
1135-22 
[仲野新六書状]（蚕種尽力の礼，町田良右衛門病気の

件）． 
（明治）25 年2 月25 日． 差出：岐阜県各務郡古市場村

五十六番地仲野新六． 受取：長野県信濃国北佐久郡

御馬寄村大字中津郷町田良右衛門様． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
青色罫紙． 
1139-138 
記（繭袋 50 本仙台橋本忠次郎氏より送荷請取，代金送

金につき）． 
明治25年7月17日． 差出：〈ヤマに三〉牧商店(朱印)． 

受取：〈ヤマにト〉星野殿． 
1 通． 竪紙． 
「牧商店」緑色罫紙．差出印文「信州 須坂 〈ヤマに三〉牧商

店」． 
1139-75 
記（まゆ代金請取）． 
（明治）25 年 7 月 31 日． 差出：桜井村 奥原定助(印)． 

受取：御馬寄村 町田静太様． 
1 通． 横美切紙． 
558 
明治弐拾五年 第七月 製糸 為換金請渡通，(裏表紙)

純水館 町田静太． 
明治25 年7 月．  
1 冊． 横美半折（下ヶ二ツ目綴）． 
1139-44 
記（春子繭預かり）． 
明治 25 年 8 月 15 日． 差出：純水館 事務所[朱印]． 

受取：町田静太様． 
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1 通． 竪紙． 
請取印（差出印と同じ）あり． 
1139-67 
[封筒]． 
（明治）25 年11 月21 日． 差出：武州本庄町 町田商店

(朱印)． 受取：信州北佐久郡中津村大字御馬寄 町田

静太様． 
1 通． 封筒． 
封筒のみ．2 銭切手． 
1390-23 
記（火爐修繕代約束）． 
明治 26 年 4 月 6 日． 差出：岩村田町 石坂春吉(印)． 

受取：町田製糸場御中． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1390-20 
証（繭代金受取）． 
明治 26 年 7 月 23 日． 差出：町田静太(印)． 受取：山

浦佐吉様． 
1 通． 横切紙． 
560 
為換金渡帳（糸代金）． 
（明治26 年9 月～27 年2 月）．  
1 冊． 横美半折（綴葉装一ツ綴）． 
1139-66-4 
売渡之証（本繭箱桝 29 個につき，代金 1010 円内金 40

円受取，残金荷物引替）． 
明治 26 年 10 月 15 日． 差出：ナかつ 佐藤弥蔵(印)． 

受取：町田製糸場様． 
1 通． 竪紙． 
930(12) 
仮証（金300 円請取，生糸為換金）． 
（明治）26 年11 月20 日． 差出：町田静太(印)． 受取：

岩村田製糸所御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美折紙． 
「長野県北佐久郡製糸業組合岩村田出張所」緑色罫紙． 
1139-149 
受領証（蚕種56 枚，切符引替渡）． 
明治27 年4 月25 日． 差出：軽井澤 油屋助右衛門(朱

印)． 受取：中津村 町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
差出印文「中山道輕井澤停車場前〈ヤマに水〉油屋」． 
1139-119 
仮受取之証（金300 円，繭買入資本金払込み受取）． 
明治 27 年 5 月 23 日． 差出：佐久良社長 出澤千之助

(朱印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪折紙． 
1139-43 
[書状案]（夏繭は繰代弁の時，取ツメに便利ならじと

云々につき，ご都合うかがい）；(附)外國爲換の高低我

國生糸の價格に影響する理由（「横濱商事新報」第 446

号部分）． 
（明治27 年7 月5 日以降）；(附)明治26 年11 月2 日．  
1 通（2 枚）． 小切紙． 
本紙は新聞類余白片，附は新聞記事切抜き． 
559 
明治廿七年 糸代金内渡帳 佐久良社 町田静太殿． 
明治27 年． 差出：佐久良社． 受取：町田静太殿． 
1 冊． 横美半折（一ツ綴）． 
「波羅」朱印あり． 
1139-121 
（明治26 年中生糸為換金特別御用立に対し仮証書のと

おり返済のところ該証書見当らず本書差出しの証）． 
明治 28 年 5 月 1 日． 差出：旧岩村田製糸所 佐久良

社々長 出沢千之助(朱印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
「佐久良社」黒色罫紙． 
1360-11(15) 
入社願（貴社へ加盟したく）． 
明治28年5月21日． 差出：右（南佐久郡岸野村）橋詰

千太郎[朱印]，保証人 田村庄作(朱印)，仝茂原市助(朱

印)． 受取：合資会社大成社長川村清造殿． 
1 通． 竪美． 
1139-96 
受取証（繭代金手合のうち金100 円につき）． 
明治28 年10 月4 日． 差出：丸山作蔵． 受取：町田製

糸様． 
1 通． 横美切紙． 
68 
明治廿八年十二月ヨリ 製糸所建設諸入用帳． 
明治28 年12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
職人他人名ごと諸費書上． 
933-1(9) 
契約証書（繭袋入7 本借用)． 
明治 29 年 5 月 7 日． 差出：大字御馬寄借主町田勝之

助(印)，証人町田静太(印)． 受取：大字塩名田佐藤鍋

次殿． 
1 通（2 点-綴10 通のうち）． 竪美折紙． 
1 銭証券印紙． 
1136-3 
（製糸賃金計算書）． 
明治29年11月26日． 差出：町田製糸所(印)． 受取：

山浦りセ． 
1 通． 竪紙． 
1138-85 
約定書（横浜原善三郎より借入の資本金につき）． 
明治30 年6 月4 日． 差出：野澤村田村庄作（印）． 受

取：町田静太殿，茂木萬次郎殿． 
1 通． 横切紙． 
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1135-50 
[町田楳次郎商店葉書]（成繭模様報告）． 
明治 30 年 6 月 7 日． 差出：武蔵国本庄町繭買継問屋

町田楳次郎商店． 受取：信州北佐久郡中津村町田静

太様． 
1 葉． はがき． 
文面活字印刷． 
990-23 
蒸汽鑵買受兼借用金証（製糸用）． 
明治 30 年 6 月 8 日． 差出：北佐久郡五郎兵衛新田村

柳沢三四郎(印)． 受取：仝郡中津村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
1390-11 
春繭売渡之証（代金181 円）． 
明治30年8月16日． 差出：町田不士太(朱印)． 受取：

山崎仙之助殿・臼田豊三郎殿． 
1 通． 横切紙． 
1 銭証券印紙．差出押印抹消． 
1360-11(68) 
水車家屋貸渡之証（製糸工場附属水車・米搗き家屋，金

円受取）． 
明治30年10月22日． 作成：本人町田静太，保証人工

藤常太郎，町田森太，町田宗助．  
1 通． 竪紙． 
1360-10 
約定書之事（貴殿貸渡し製糸工場および諸器械につき）． 
明治30年10月22日． 差出：町田静太(書印)． 受取：

桜井亀太郎殿． 
1 通． 竪折紙． 
下書ヵ． 
1135-51 
（公債積金元利計算書）． 
明治30年11月10日． 差出：北佐久製糸組合． 受取：

町田静太殿． 
1 通（3 枚）． 竪切紙（端糊付）． 
「小諸〈ヤマに九〉小山」藍色罫紙． 
1138-73 
記（製糸器械工女カラン等売渡し）． 
明治33 年4 月20 日． 差出：森家勇之助（印）． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
1138-80 
領収証（秋蚕種代金）． 
明治 33 年 8 月 3 日． 差出：宮下粂蔵（印）． 受取：町

田静太様． 
1 通． 竪紙． 
1138-70 
記（普請入用金請取，製糸場家賃と相殺にて）． 
明治37年12月13日． 差出：森家勇之助（印）． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
1136-2 
借地証書（生糸蚕械用水堰口に使用につき畦地借用，

下書）． 
（明治）． 受取：中津村大字御馬寄大円寺住職及檀徒

惣代． 
1 通． 竪紙． 
1136-1 
約定書（生糸蚕械用水疏道のための千曲川流水引入

れ墜道工事につき，下書）． 
（明治）． 受取：大円寺住職及檀徒惣代． 
1 通． 竪紙． 
1087 
上枠場新蔵小入用諸覚． 
[13 点]． [袋入一括]． 
1087-1 
[紙袋]． 
1 枚． 袋． 
「原善三郎糸方」の市況一覧裏面使用． 
1087-2 
（柱・敷居・立木など尺数・間数書付）． 
1 通． 横折紙． 
1087-3 
記（退虫丸など代金書出）． 
丑年4月28日． 差出：〈□に・〉 誠七． 受取：各位様． 
1 通． 横切紙． 
1087-4 
[図面]（製糸工場図面）． 
1 通． 竪紙． 
裏面に１月３日付けの金額・人名の書付あり． 
1087-5 
上ヶ枠場新蔵小入用（はしら・はりの間数・数量書付）． 
1 通． 横折紙（ひねり綴）． 
1087-6 
（柱・はり・板など間数・数量の入用書付）． 
1 通． 横折紙． 
裏面に町田甚次郎の名前あり． 
1087-7 
[図面]（製糸工場いけす・飯場等）． 
1 通． 竪紙． 
裏面に竹内三之助の名前あり． 
1087-8 
材木ミツモリ（はり・柱値段等）． 
1 月28 日． 作成：山本屋．  
1 通． 横切紙． 
1087-9 
記（土台等代金書上）． 
1 通． 横切紙． 
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1087-10 
(前欠)（梁ほか代金書上）(後欠)． 
1 通． 横美切紙． 
1087-11 
(前欠)（五分板・戸ふちほか代金書上）． 
2 月 17 日． 差出：山浦今朝吉． 受取：町田良右衛門

様． 
1 通． 横美切継紙． 
1087-12 
養蚕室目論見御入用（建物図面，板・梁などの数量書

上）． 
1 冊． 横長半（ひねり綴）． 
1087-13 
器械釜増ニ付入用品（水カラン・湯カランなど数量書上）． 
1 通． 横折紙． 
1137-251 
覚（まゆ 190 こ代金書付）． 
寅極月． 差出：駿河屋初太郎[印]． 受取：ふくだ屋千

代次様． 
1 通． 小切紙． 
印文「信州 〈ヤマに上〉 中山道 御馬寄 駿河屋」． 
1357 
買品証書（山繭種代金十七円金十円渡残金七円無心借

用，来八月繭取揚時に返金）． 
戌 12 月日． 差出：山浦村 山浦忠之助(印)，同所 同 

代太郎(印)． 受取：御馬寄村 町田良三郎殿，桜井村 

臼田道之助殿． 
1 通． 竪紙． 
1 銭印紙．請取印（差出忠之助印）2 ヶ所あり． 
1134-9 
[松島利貞葉書]（昨年蚕種一枚送付につき返報願）． 
4（年ヵ）2 月（消印より，日はかすれ難読）． 差出：南安

[曇]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 厘切手印刷官製はがき使用．消印中「長野県穂高」． 
1135-17 
[純水館書状]口演（製糸始業につき光来願）． 
3 月 28 日． 差出：純水館（小諸町）；(封筒)純水館． 受

取：町田静太様；(封筒)町田静太様． 
1 通（2 枚）． 横切紙（封筒入）． 
1139-70 
仕切書（生繭12 個ほか，残金渡し）． 
3 月 30 日． 差出：武州本庄町 町田商店(朱印)． 受

取：信州佐久郡中津村 町田静太殿． 
1 通． 横美折紙． 
1 銭証券印紙． 
1135-10 
[小山久右衛門書状]（製糸始業に御出席下されたく）． 
第 3 月 31 日． 差出：小山久右衛門（小諸ヤマ九）；(封

筒)小山久右衛門． 受取：(封筒)町田静太様． 
1 通． 竪切紙（封筒入）． 
緑色罫紙． 
1139-124 
[町田書状案]（御書面拝見，商館売り・和人売り見込み

ない由，小生共も目下好相手なく，佐久良社糸は一括

のうちに不同あるため検査にてデニール不整の結果あ

り云々）． 
4 月13 日夜． 差出：町田． 受取：出沢千之助様． 
1 通． 竪紙． 
1202-9-8 
上ヶ枠場入費調落（水油・石油等代金書付）． 
5 月24 日．  
1 通． 横折紙． 
横帳断片ヵ，綴目跡・綴じ紐片あり． 
1139-134-2 
記（金130 円請取）． 
6 月11 日． 差出：橋詰千太郎． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
1139-134-1 
記（金670 円請取につき）． 
6 月18 日． 差出：田村庄作． 受取：社長町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
1136-86 
[水野周平他一名書状]（蚕種伺い）． 
7 月７日． 差出：水野周平，治三郎；(封筒)岐阜県各務

郡伊飛島村五番地 水野治三郎ヨリ発ス． 受取：町田良

右衛門殿；(封筒)長野県北佐久郡御馬寄村 町田良右

衛門殿． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
紺色罫紙． 
1142-8 
記（良三郎分白繭・本多分青繭枚数代金書上，同金嶋

川原小山亨殿へ貸金・同繭中丸子村数名へ引渡しの旨

等の書付）． 
（7 月10 日）．  
1 通． 横折紙． 
裏返して折りたたまれていた． 
1134-32 
[小山孝平書状]（手作繭小粒も堅良なので如何，当地

四，五日前まで競争相場も浜の景況に別条なく当時静

か云々ほか伺い幸便）． 
7 月 12 日． 差出：小山孝平． 受取：町田静太様；(封

筒)町田静太様 貴下． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
本紙浅緑色用紙． 
1390-17 
記（繭代金受取）． 
7 月18 日． 差出：町田静太(印)，代印臼田豊太郎(印)． 

受取：山浦爲太郎様． 
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1 通． 竪紙． 
1139-113 
[太田屋巳之助書状]（先般佐久良社御連中御集会の際

に御勘定頂戴致す分につき別紙のとおり願上）；(附)記

（金円書上）． 
7月31日． 差出：太田屋；(上ワ書)太田屋 巳之助． 受

取：町田様；(上ワ書)御馬寄 町田静太様 願用；(附)御連

中様． 
1 通（2 枚）． 横美切紙． 
附は巻き込まれて一括．虫損． 
1141-91 
証（ロストル代金）． 
8 月 15 日． 差出：酢屋忠五郎（印）． 受取：御馬寄町

田製糸場御中． 
1 通． 横切紙． 
1139-95-2 
記（金1500 円ほか請取）． 
8 月 20 日． 差出：宮崎萬吉(朱印)． 受取：町田静太様． 
1 通． 横美切継紙． 
1139-95-1 
仮り送り状（麻袋入1 本ほか星野嘉助殿荷物につき）． 
8 月 31 日． 差出：布施村 重田弥三郎手(ヵ) 宮崎萬吉． 

受取：町田静太様． 
1 通． 竪切紙． 
-95-1 と-2 は重なって一括． 
1139-66-2 
証（繭代金270 円受取）． 
10 月18 日． 差出：佐藤鍋治． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
1139-53 
送り（繭3 本渡し）． 
10 月22 日． 差出：純水館 為替所[朱印]． 受取：町田

静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
差出印文「信濃國 小諸町 純水舘」． 
1139-150 
記（生皮苧代金受取）． 
10 月27 日． 差出：町田静太． 受取：柳沢三次郎殿． 
1 通． 横美切継紙． 
1139-73 
記（預りの等外糸ほか返上，御使上田萬七殿へ渡し）． 
12 月14 日． 差出：純水館 事務所(朱印)． 受取：町田

製糸場御中． 
1 通． 横美切継紙． 
端裏に「二百三十四〆百七十九匁」．差出朱印印文「定忠」． 
1138-42-2 
（養蚕揚り枚数等覚）． 
14 日～23 日．  
1 通． 横切継紙． 

1390-42 
委任状（下書，製糸秋糸売上計算について林巳五郎に

委任）． 
1 通． 竪美． 
薄花色罫紙． 
1202-9-6 
記（繭代金勘定）． 
1 冊． 横長半（一ツ目結び綴じ）． 
1136-74 
[町田静太書状]（横浜よりの電信の内容につき）． 
差出：静太． 受取：父尊上様． 
1 通． 横美切継紙． 
封筒なし．赤罫入． 
1139-30 
繭買入（佐藤庄作ほかの貫目・金円書付）． 
差出：町田． 受取：佐久良社繭買入所 一條奈々蔵様． 
1 通． 横美折紙． 
朱色罫紙． 
1139-57 
（金円元利書上，夏蚕桑代引）． 
1 通． 小切紙． 
小豆色罫紙片使用． 
1139-66-8 
（積立抵当費 104 円につき工女積立・同貸金額差引計

算書付）． 
1 枚． 横美切紙． 
1138-42-3 
（養蚕枚数等覚）． 
1 通． 横切紙． 
1141-88 
猪牙平美濃行調，記（小遣帳，美濃へ蚕種持たせ遣す）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
綴じ結び目に概要記載． 
1139-129 
（7 月26 日生皮苧ほか代金書付）． 
1 枚． 横折紙． 
1143-4 
[人名札]． 
1 通． 小切紙． 
内容：「養蚕製造人信濃国小県郡田中泰蔵組御馬寄村町田良

三郎」を枠囲み． 
1141-68-1 
癸酉蚕種製造願立（蚕種紙枚数，山浦健六他9 名）． 
1 通． 横切紙． 
末尾に「 ]佐久 [御]馬寄 福田屋」割印． 
1141-68-2 
店之上畑（材木本数）． 
1 通． 横切紙． 
1141-68-3 
（年貢，利足金覚）． 
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1 通． 横切紙． 
1141-68-4 
(杭木等本数覚）． 
1 通． 横切紙． 
黄紙． 
1139-120 
（4月1日貸金より機械糸代金・座繰糸代金・運賃等差引

し請取皆済の証）． 
差出：佐久良社(朱印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
「佐久良社」黒色罫紙． 
1142-34 
（桑代金等金円勘定書付）． 
1 枚． 横切紙． 
1139-126 
[小山久右衛門書状]（営業上の御困難推察，斯の如き

事あるは前事より心配り云々）． 
差出：北佐久製糸組合担当 小山久右衛門． 受取：御

馬寄村三工社 町田静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
「明治廿 年 月 日」「小諸〈山に九〉小山」藍色罫紙． 

8.水車 

719 
[堤防普請により水車運転不可能につき上申書および

水車経緯関係書類]． 
明治44 年． 作成：（町田静太）．  
[6 点]． [一括]． 
719-1 
水車及建家売渡証[ほか水車場周辺図・水車及居家借

用証]（金 300 円にて売渡し，借家料年 30 円・5 ヶ年借

用）． 
明治17年12月20日． 差出：（北佐久郡御馬寄村売渡

人・借家主 山浦健六）． 受取：（同郡同村 町田良右衛

門殿）． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
藍色罫紙． 
719-2 
水車及ヒ居家借用証（借家料年30 円・5 ヶ年借用）． 
明治 17 年 12 月 20 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借家

主 山浦健六(印)，同郡同村受人 山浦山三郎(印)． 受

取：同郡同村 町田良右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙．1 銭印紙3 枚． 
719-3 
水車及ヒ建家売渡し証（代金 300 円）；[御馬寄村乙一番

屋敷建物図]（居宅・水車配置）． 
明治17年12月20日；(奥書)明治17年12月29日． 差

出：北佐久郡御馬寄村売渡人山浦健六(印)，同郡同村

受人 山浦山三郎(印)；(奥書)北佐久郡御馬寄邨戸長町

田甚太郎[朱印]；北佐久郡御馬寄村乙第壱番地借地建

物売渡人山浦健六(印)；(奥書)北佐久郡御馬寄村戸長

町田甚太郎[朱印]． 受取：同郡同村 町田良右衛門殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
1 銭印紙4 枚．戸長奥書調印とも． 
719-4 
[絵図]（千曲川沿岸水車水路周辺図）． 
1 舗． 竪紙． 
彩色． 
719-5 
乙収第三拾三号（町田静太上申書取下げ出願につき関

係書類返戻し）． 
明治 44 年 5 月 31 日． 差出：上田工区主幹土木吏員 

原藤五郎[朱印]． 受取：北佐久郡中津村長蒔田豊太郎

殿． 
1 通． 竪切紙． 
「長野県」朱色罫紙．表題朱筆． 
719-6 
上申書（今回千曲川左岸堤防御起工につき水車水路埋

没・運転不可能となるため実地御踏査のうえ設計御変

更請願）． 
明治 44 年 3 月 1 日． 差出：北佐久郡中津村三百六十

四番地 町田静太(朱印)． 受取：長野県第二工区監督

区主幹 長野県技師清水勝方殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
藍色罫紙．中津村役場朱印・上田工区朱印． 

9.醸造 

1080 
[自家用料焼酎蒸溜願書類]． 
[明治20～24 年]．  
[23 点]． [一括]． 
1080-0 
明治二十年四月御免許 御鑑札 自家用料焼酎蒸溜願

書類（袋）． 
明治20 年4 月．  
1 枚． 袋． 
1080-1～-23を収める．朱色罫紙裏面使用，国民軍入籍云々に

つき北佐久郡長宛御馬寄村戸長町田良右衛門御届あり． 
1080-1 
自家用料蒸留器械貸借御届． 
明治21年5月3日． 差出：右（御馬寄村廿番地蒸留器

械貸主）工藤常太郎，（同町十八番地借主）町田静太(朱

印)． 受取：長野県知事木梨精一郎殿． 
1 通． 竪折紙． 
1080 全体を収める袋あり．朱色罫紙． 
1080-2 
自家用料蒸留器械御届（桶類寸法）． 
明治21年5月． 差出：右（信濃国北佐久郡御馬寄村十

八番地）町田静太(印)． 受取：長野県知事木梨精一郎
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殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1080-3 
焼酎蒸留着手御届（焼酎9 斗）． 
明治21年5月3日． 差出：右（信濃国北佐久郡御馬寄

村十八番地）町田静太(朱印)． 受取：長野県知事木梨

精一郎殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1080-4 
明治廿一年 五月五日ヨリ 自家 用料 焼酎蒸留帳，

(裏表紙)北佐久郡御馬寄村 第十八番地 町田静太（生

粕・焼酎惣計）． 
明治21 年5 月5 日ヨリ．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
1080-5 
記（粕代金19 円受取）． 
（明治）20年4月11日． 差出：緑屋円蔵(朱印)． 受取：

町田静太様． 
1 通． 横美切紙． 
1 銭証券印紙． 
1080-6 
（桶寸法覚）． 
1 通． 竪切折紙． 
1080-7 
（焼酎検査票）． 
明治20 年4 月27 日． 作成：(朱印)．  
1 通． 小切紙． 
朱印印文「原和致」． 
1080-8 
（自家焼酎検査票）． 
明治19 年(ヵ)5 月10 日． 作成：(朱印)．  
1 通． 小切紙． 
朱印印文「馬場」． 
1080-9 
（自家用料酒類製造免許税80 銭領収）． 
明治22年10月25日． 差出：[朱印]中津村収入役佐藤

庄右衛門． 受取：大字御馬寄町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．朱印印文「長野県北佐久郡中津村長之

印」． 
1080-10 
（酒造税・自家用料酒鑑札料80 銭領収）． 
明治 21 年 10 月 1 日． 差出：北佐久郡長師岡政擧[朱

印]． 受取：北佐久郡御馬寄村町田静太納． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．領収朱印「上田国庫金出納所岩村田出納

支所」． 
1080-11 

（酒造税・自家用料酒鑑札料80 銭領収）． 
明治 20 年 10 月 5 日． 差出：北佐久郡長師岡政擧[朱

印]． 受取：北佐久郡御馬寄村町田静太納． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．領収朱印「上田国庫金出納所岩村田出納

支所」． 
1080-12 
（酒造税・自家用料酒鑑札料80 銭領収）． 
明治20年4月14日． 差出：北佐久郡庁北佐久郡長師

岡政擧[朱印]． 受取：北佐久郡御馬寄村町田静太納． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．領収朱印「上田国庫金出納所岩村田出納

支所」． 
1080-13 
記（粕代金残金受取）． 
（明治）20 年 4 月 9 日． 差出：越後屋為助(朱印)． 受

取：御馬寄村町田良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1 銭証券印紙．差出印文「信州 佐久郡 中込 〈ヤマに傳〉越後

屋」． 
1080-14 
明治廿年四月 拾五日ヨリ 自家 用料 焼酎蒸留帳，

(裏表紙)町田静太． 
明治20 年4 月15 日ヨリ．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
1080-15 
自家用料蒸留器械貸借御届． 
明治 20 年 4 月 13 日． 差出：右（北佐久郡御馬寄村第

弐拾番地蒸留器械貸主）工藤常太郎(朱印)，（同県同郡

同村第拾九番地借主）町田静太(朱印)． 受取：長野県

知事木梨精一郎殿． 
1 通（2 枚）． 竪折紙． 
朱色罫紙，白紙とも． 
1080-16 
[焼酎蒸留着手御届ほか焼酎蒸留器械・方法等諸届写

綴]． 
[明治 21 年 5 月 4 日ほか]． 差出：[信濃国北佐久郡御

馬寄村十八番地 町田静太]． 受取：[長野県第四区検

査員岩村田派出所御中，長野県知事木梨精一郎]． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙．4 通綴り． 
1080-17 
自家用料焼酎蒸留着手御届． 
明治 24 年 4 月 14 日． 差出：（北佐久郡中津村百十八

番地）町田静太． 受取：長野県間税岩村田分署御中． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1080-18 
自家用料焼酎蒸留法御届． 
明治21年5月3日． 差出：（信濃国北佐久郡御馬寄村
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十八番地）町田静太(印)． 受取：長野県知事木梨精一

郎殿． 
1 通． 竪半． 
朱色罫紙． 
1080-19 
自家用料焼酎入器械御届（桶類寸法）． 
明治 24 年 4 月 14 日． 差出：（北佐久郡中津村百十六

番地）町田静太． 受取：長野県間税岩村田分署御中． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1080-20 
明治廿四年四月十四日着手 自家用料 焼酎蒸留帳 

町田静太． 
明治24 年4 月14 日．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
1080-21 
記（生粕代金受取）． 
明治24年4月． 差出：高瀬村依田善太郎(印)． 受取：

北佐久郡中津村町田静太殿． 
1 通． 横切紙． 
印紙あり． 
1080-22 
送り券（生粕3 駄）． 
（明治）24 年 4 月 12 日． 差出：土義(ヵ)屋善太郎． 受

取：中津村福田屋良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
1080-23 
明治廿三年 第四月七日 自家用料焼酎蒸留帳，(裏表

紙)町田静太；(附)（焼酎検査票）． 
明治23 年4 月７日；(附)明治23 年4 月15 日．  
1 冊（附1 通とも）． 横半半折（一ツ綴）． 
1～2 丁目間に小切紙1 通（附），「田代」朱印． 
1078 
自家用料蒸油器械御届（焼酎用甕，樽）． 
明治20年4月13日． 差出：長野県北佐久郡御馬寄村

弐拾九番地町田静太(印)，北佐久郡八幡村外六ヶ村戸

長岡部弾二[印]． 受取：長野県知事木梨精一郎殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙使用． 
1139-1 
依田善太郎殿（依田善太郎よりの生粕代金ほか金円受

取・書付）． 
（明治 25 年 4 月 17 日～26 年 7 月 28 日）． 差出：（依

田善太郎(朱印)）． 受取：（町田静田様）． 
5 通． 横折紙・横美切（継）紙・小切紙（封筒入）． 
標題の人名記載のある封筒に一括されていた． 
1139-93 
記（生粕代金受取売渡）． 
明治29年4月10日． 差出：中佐都村 青木庄蔵[朱印]． 

受取：御馬寄 町田静太殿． 

1 通． 竪切紙． 
1銭証券印紙．差出朱印印文「信州 北佐久郡 中佐都村 〈ヤマ

にト〉青木庄蔵」． 
1138-53 
約定之書（下書，貴殿長男吉岡市蔵名前酒造蔵借受に

つき）． 
（近代）．  
1 通． 竪紙． 
1141-40 
（金円受取られ粕1 駄御渡しくだされたく願）(後欠)． 
4 月20 日．  
1 通． 横美切紙． 
前欠ヵ． 
1141-28 
口代（生粕差送りの駄数につき）． 
4 月 20 日． 差出：(平塚村）柏屋宇蔵(印)． 受取：御馬

寄福田屋両三郎様． 
1 通． 横切紙． 
1137-123 
記（生粕11 駄口内10 円受取につき）． 
6月8日． 差出：大澤 木内減(印)． 受取：御馬寄村町

田良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
1141-58 
口上(持合せ生粕数）． 
1 通． 小切紙． 

10.雇人 

340 
明治四辛未七月ヨ里 二季雇人賃銭取調帳 福田屋

［印1]［印2]（裏表紙）福田屋 良右衛門（雇人足調・人足

払方・蚕雇人，「明治八年十月改メ 申年`より  ̀ 亥年八

月 迄雇人賃差引取調帳 福田屋」ほか）． 
明治4 年7 月（～明治17 年8 月）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙印 1 印文「持主 福田屋」，同印 2 印文「信州 佐久 御馬寄 

〈□に丁〉福田屋」．各年個別帳面を合綴ヵ． 
1360-2 
雇人請証（愛知県名古屋区東田町百七番戸加藤廉三妹

加藤鈴女，本日より明治 28 年 1 月 31 日迄，給料金 20

円うち 8 円御渡し）． 
明治21 年1 月25 日． 差出：加藤鈴女（朱拇印），愛知

県名古屋区新道町三百十二号戸 日比惣兵衛(朱印)． 

受取：長野県北佐久郡御馬寄村 町田良右衛門殿． 
1 通（挟込み 1 通とも）． 竪紙． 
朱色罫紙．折紙に折られた間に挟込みの横美切継紙 1 通あり，

日比惣兵衛居所を書付． 
990-34 
証（奉公人給金・年季）． 
明治33年2月2日． 差出：北佐久郡中津村山浦團次，
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証人山浦宇三郎(印)． 受取：仝村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
1141-32 
[加賀北笹塚村宗兵衛書状](私子宗吉，御地へ罷越，職

分渡世いたしたき旨につき）． 
子8月20日． 差出：加賀石川郡北笹塚村宗兵衛． 受

取：信濃佐久御馬寄町田良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 

11.町田栄吉 

1132-18 
[彦太郎書状]（御勘定渡邊藤之助様へ御奉公につき）． 
（近世）9 月24 日． 差出：彦太郎． 受取：町田栄吉様． 
1 通． 横切継紙． 
909(1) 
借用申金子証文之事（代参金取廻しのうち金6 両余）． 
明治3年午ノ11月． 差出：借用主栄吉，組合受人甚次

郎，親類受人啓作． 受取：御掛り衆中様． 
1 通． 竪紙． 
909(2) 
借用申金子証文之事（金15 両）． 
明治 3 年午 12 月． 差出：金子借用主御馬寄村栄吉，

組合惣代彦太郎，親類引受平吉． 受取：宮澤郷 栄左

衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1143-56 
覚（生酒代金書出）． 
卯年5 月． 差出：嶋屋彦右衛門(印)． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-53 
覚（金額・人名書上）． 
卯年7 月． 差出：和泉屋． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-55 
覚（手持・小持馬代金等書上）． 
卯年7 月． 差出：桶屋新蔵． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-48 
覚（鰹節・真綿等代金書出）． 
卯12 月． 差出：阿ふきや永之助． 受取：永吉様． 
1 通． 横継紙． 
1143-51 
覚（山姓代銀請取について）． 
卯年極月． 差出：駿河屋初太郎(印)． 受取：永吉殿． 
1 通． 横継紙． 
1143-54 
覚（４７２匁請取につき）． 
卯年12 月． 差出：山崎屋宗助． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 

1143-50 
覚（代銀払込証書）． 
辰7 月5 日． 差出：和泉屋二郎． 受取：栄吉様． 
1 通． 横継紙． 
1143-38 
覚（とうふ代金書出）． 
辰年7 月13 日． 差出：松本屋栄金． 受取：榮吉様． 
1 通． 横美切紙． 
1143-30 
覚（日付・米高書上）． 
辰年極月． 受取：和泉屋分 栄吉様． 
1 通． 横美継紙． 
1143-31 
覚（酒代・ゆず代等書出）． 
辰年12 月． 差出：山屋林之丞． 受取：栄吉様． 
1 通． 横美切紙． 
1143-32 
覚（酒代金書上）． 
辰年12 月． 差出：嶋や次郎(印)． 受取：栄吉様． 
1 通． 横美切紙． 
1143-33 
覚（金額書上）． 
辰年極月． 差出：扇屋永助． 受取：永吉様． 
1 通． 横美切紙． 
1143-34 
覚（金子請取につき）． 
辰年極月． 差出：駿河屋西太郎(印)． 受取：栄吉様． 
1 通． 横美継紙． 
1143-35 
覚（せん・高波の代金書出）． 
辰年12 月． 差出：山崎屋宗助． 受取：馬浦栄吉様． 
1 通． 横美切紙． 
1143-36 
覚（餅等代金書出）． 
辰年極月． 差出：義兵衛． 受取：御馬寄栄吉様． 
1 通． 横美切紙． 
1143-37 
覚（大青・小青・米代金書出）． 
巳年7 月． 差出：義兵衛． 受取：御馬寄栄吉様． 
1 通． 横美切紙． 
1143-39 
覚（生[酒]代金請取につき）． 
巳年7 月． 差出：和泉屋． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-40 
覚（生[酒]代金請取覚）． 
巳年 7 月． 差出：嶋屋彦左右衛門(印)． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-41 
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覚（6 匁請取につき）． 
巳年7 月． 差出：駿河屋初太郎． 受取：栄吉様． 
1 通． 横美切紙． 
1143-46 
覚（米・小麦代金書き出し）． 
午12 月． 差出：三ツ岡義助． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-59 
覚（中・水桶など代銀書き出し）． 
午12 月． 差出：新蔵． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-57 
覚（銀割付算用の覚）． 
未年7 月13 日． 差出：三ツ屋義助． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-69-1 
覚（生酒等代銀書出）． 
未7 月． 差出：嶋や彦右衛門[印]． 受取：永吉様． 
1 通． 横継紙． 
1143-69-2 
覚（代銀書上）． 
未7 月13 日． 差出：嶋や． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
-69-2 は-69-1 に包まれていた． 
1143-58 
覚（手持・小持代金等書上につき）． 
未7 月． 差出：新蔵． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切継紙． 
1143-60 
覚（金請取につき）． 
未7 月． 差出：一目堂十四郎． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切継紙． 
1143-61 
覚（塩半俵代書きあげ）． 
未ノ 7 月． 差出：時屋次右衛門． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-62 
覚（ろうそく等代銀書出）． 
未7 月． 差出：山さき屋甚助． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切継紙． 
1143-63 
覚（餅・米・小青等代金書上）． 
未7 月． 差出：義兵衛． 受取：御馬寄栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-64 
覚（28 匁5 歩の請求につき）． 
未7 月． 差出：阿わや兵右衛門． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-65 

覚（1 両2 朱の請求につき）． 
未7 月． 差出：和泉屋二郎． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-67 
覚（銀の請求につき）． 
未7 月． 差出：扇屋永之助． 受取：永吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-71 
覚（午極印〆金）． 
未7 月． 差出：勝五郎． 受取：永吉様． 
1 通． 小切紙． 
1132-6 
[光雲寺書状]（御取持願）． 
正月23日． 差出：（大の村）光雲寺． 受取：（信濃佐久

御馬寄村）町田栄吉様． 
1 通． 横切継紙（包紙入）． 
封紙あり． 
1143-52 
覚（代金書付）． 
3 月13 日． 差出：扇屋永之助様． 受取：永吉殿． 
1 通． 横切紙． 
1132-4 
[楢原喜作書状]（縁談の義につき）． 
5 月19 日． 差出：楢原喜作． 受取：町田永吉様． 
1 通． 横切継紙． 
赤紙． 
1132-3 
[奈良原丈左衛門書状]（兼ねて取懸の一件，未だ落着

成りかねるにつき）． 
閏 5 月 27 日． 差出：奈良原丈左衛門． 受取：町田栄

吉様． 
1 通． 横切継紙． 
1132-16 
[奈良原喜作書状]（当所祭礼若者手踊いたすにつき）． 
7 月 26 日． 差出：奈ら原喜作． 受取：山浦多作様・町

田栄吉様． 
1 通． 横切継紙． 
1132-31 
[世話人書状]（村代参金用立）． 
10 月22 日． 差出：世話人． 受取：栄吉様． 
1 通． 横切紙． 
1143-44 
[書状]（高村新田一件での借用金返金いたしかねるに

つき）． 
12 月 18 日． 差出：芦田宿岩間惣兵衛． 受取：御馬寄

村町田栄吉様． 
1 通． 竪切紙． 
1143-68 
覚（大麦・小麦・そば代銀書出）． 
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12 月日． 差出：三ツ岡義兵衛． 受取：永吉様． 
1 通． 横切紙． 
○籾借用 

946 
借用申籾証文之事（寅御年貢籾 2 俵，入用に差支え無

心，来卯11 月迄に弁済）． 
嘉永 7 年寅 11 月． 差出：御馬寄村 借用主 六右衛門

(印)，親類 請人 栄吉(印)，組合 引請 栄八(印)． 受

取：五郎兵衛新田 平作殿． 
1 通． 竪紙． 
もと書状大にたたまれていた． 
1143-45 
覚（六右衛門籾不足分の出合方につき）． 
1 通． 横切紙． 
（町田）栄吉が籾2 斗を出す． 

 

5.貸借 
（シリーズ記述） 

 町田家の金銭・米穀等の貸借に関する内容である．町田家の事業・経営に関するものか家計に関する消費的な

ものか，判別しかねるため，家計や経営へ収めず，ここへ配列した．額・量が大きいか回数が多いか，あるいは

係争関係にあった相手については，その相手ごとにまとめることに努めた．なお，一部を4.経営/7.製糸下へ配した

が，貸借関係の相手ごとにまとめた一連の資料のなかにあらわれる製糸関連の資料はそのまま本項目へ収めたも

のがある． 
 

1.借金 

1.一般 
1387-10 
[木内五助書状]． 
[4 月21 日]． 差出：下縣 木内吾助． 受取：御馬寄 町

田良右衛門様 貴下． 
[2 通]． [包紙入一括]． 
-10-1・-10-2 を包む． 
1387-10-1 
[木内五助書状]（金子たしかに入掌，御印証1通返上）． 
4 月 21 日． 差出：木内五助． 受取：町田良右衛門様 

御左右． 
1 通． 横美切継紙． 
1387-10-2 
借用申金子証文之事（金40 両，商方入用金）． 
弘化 4 丁未年 12 月． 差出：御馬寄村金借用人良右衛

門(印)，同所受人彦右衛門(印)，同所同断金兵衛(印)． 

受取：下縣村五輔殿． 
1 通． 竪紙． 
-10-1 文中「御印証」ヵ． 
914-1(2) 
借用金証書一札（金54 円）． 
明治2 亥年1 月． 差出：御馬寄村 町田良右衛門(印)，

同村受人 町田良三郎(印)． 受取：宮澤郷清水啓蔵殿． 
1 通（2 点-綴4 通のうち）． 竪紙． 
藍色罫紙． 
910(3) 
借用申金子証文之事（金32 両）． 

明治4辛未年6月． 差出：御馬寄村金借用主良右衛門

(印)． 受取：下縣村直次郎殿． 
1 通（6 通のうち）． 竪紙． 
印文「信 佐久 御馬寄〈□に丁〉福田屋」（小型）． 
910(1) 
借用申金子証書之事（商ひ入用として金100 両）． 
明治4辛未年7月． 差出：御馬寄村金借用主良右衛門

(印)，同所請人良三郎(印)． 受取：小宮山村栄蔵殿． 
1 通（6 通のうち）． 竪紙． 
910(2) 
借用申金子証文之事（金50 両）． 
明治 4 未年 7 月． 差出：御馬寄村金借用主良右衛門

(印)． 受取：下縣村直次郎殿・小宮山村栄蔵殿． 
1 通（6 通のうち）． 竪紙． 
910(4) 
借用申金子証文之事（金25 両）． 
明治 4 辛未年 9 月． 差出：御馬寄村金借用主良三郎

(印)，同所請人良右衛門(印)． 受取：小宮山村藤次郎

殿． 
1 通（6 通のうち）． 竪紙． 
押印抹消． 
910(5) 
借用申楮幣確証之事（金100 両借用）． 
明治4辛未年9月． 差出：御馬寄村金借用主良右衛門

(印)，請人良三郎(印)． 受取：小宮山村栄蔵殿． 
1 通（6 通のうち）． 竪継紙． 
押印抹消． 
911(1) 
預り置申金子証書（金18 両借用）． 
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明治5申年3月． 差出：金預り主良右衛門(印)． 受取：

次兵衛殿． 
1 通． 竪紙． 
端裏「明治十二年三月渡し済」．押印抹消． 
911(2) 
借用申金子印証之事（金20 両）． 
明治 5 申年 7 月． 差出：御馬寄村借用主良三郎(印)，

同所請人良右衛門(印)． 受取：小宮山村栄蔵殿． 
1 通． 竪紙． 
押印抹消． 
912(3) 
借用申金子証文之事（商内向入用として金30両借用）． 
明治6年癸酉12月18日． 差出：第九区御馬寄村借用

主町田良右衛門(印)，請人町田良三郎(印)． 受取：同

区小宮山村荻原吉吾殿． 
1 通（4 点のうち）． 竪紙． 
押印抹消． 
913(1) 
記（金90 円）． 
明治 7 戌年 1 月 11 日． 差出：御馬寄村借用主町田良

三郎(印)，竹田村受人工藤広蔵． 受取：小宮山村荻原

栄蔵殿． 
1 通． 横美切継紙． 
印文「信 佐久 御馬寄〈□に丁〉福田屋」（小型）． 
913(5) 
借用金証書（金10 円）． 
明治7戌年1月11日． 差出：御馬寄村町田良三郎(印)． 

受取：小宮山村荻原吉三殿． 
1 通． 竪紙． 
印文「信 佐久 御馬寄〈□に丁〉福田屋」． 
913(2) 
借用金証書（金25 円）． 
明治7戌年1月21日． 差出：御馬寄村町田良三郎(印)． 

受取：小宮山村荻原吉兵衛殿． 
1 通． 竪紙． 
印文「信 佐久 御馬寄〈□に丁〉福田屋」． 
913(4) 
借用金証書（金20 円）． 
明治 7 戌年 1 月 23 日． 差出：第四大区六小区御馬寄

村借用主町田良三郎(印)，同区同村受人町田良右衛門

(印)． 受取：小宮山村荻原藤次郎殿． 
1 通． 竪紙． 
926-7(3) 
借用申金子証書之事（金300 円）． 
明治 7 甲戌年 2 月 20 日． 差出：金借用主御馬寄村町

田良右衛門(印)，同所請人町田彦右衛門(印)；(奥書)右

村戸長小平八郎(印)． 受取：八幡村依田仙右衛門殿． 
1 冊（7 件-綴3 点のうち）． 竪美（四ツ目縫い綴じ）． 
10 銭印紙．奥書押印抹消． 
913(3) 

借用金証書（金20 円）． 
明治7戌年5月5日． 差出：御馬寄村町田良三郎(印)，

同村町田良右衛門(印)． 受取：跡部村茂原直右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
914-1(1) 
借用金証書（金150 円）． 
明治 8 年 3 月 20 日． 差出：第四大区六小区佐久郡御

馬寄村金借用主町田良右衛門(印)，弁済受人町田彦右

衛門(印)，町田昭造(印)． 受取：同区同村山浦七左衛

門殿． 
1 通（2 点-綴4 通のうち）． 竪美． 
藍色罫紙．差出押印抹消． 
914-2 
借用金証書（金16 円余）． 
明治 8 年 4 月 29 日． 差出：第四大区五小区下桜井村

借用主臼田六郎(印)，御馬寄村受人町田良三郎(印)． 

受取：第七大区四小区山浦村清水重蔵殿． 
1 通（2 点のうち）． 竪紙． 
藍色罫紙．焼損．押印抹消． 
915(2) 
借用金之証（金120 円）． 
明治 9 年 6 月 20 日． 作成：第四大区六小区佐久郡御

馬寄村借用主町田良右衛門，同区同村受人町田．  
1 通． 竪美． 
915(1) 
借用金証（金50 円）． 
明治 9 年 10 月 3 日． 差出：第四大区六小区御馬寄村

町田良右衛門(印)． 受取：同区同村工藤平吉殿． 
1 通． 竪紙． 
紺色罫紙（褪色）．1 銭印紙． 
917(5) 
借用金証（金50 円）． 
（明治 9 年以前）． 差出：第四大区六小区佐久郡御馬

寄村借用主町田良右衛門(印)，同断受人町田良三郎

(印)． 受取：同区同郡八幡宿松澤松寿殿． 
1 通． 竪紙． 
藍色罫紙．5 銭印紙． 
916 
借用証書（金30 円）． 
明治10年8月10日． 差出：北第七大区五小区佐久郡

御馬寄村借用主山浦初太郎(印)，同区同村受人町田良

右衛門(印)． 受取：北第四区四小区桜井村臼井六郎殿． 
1 通． 竪紙． 
藍色罫紙．1 銭印紙．奥貼紙：出訴により我等弁金により証文取

戻しの旨． 
1141-96 
記（利子金受取）． 
明治10年丑12月30日． 差出：小宮山村荻原栄吉(印)． 

受取：御馬寄村町田良三郎殿． 
1 通． 竪紙． 
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朱色罫紙． 
1141-99 
記（利子金受取）． 
明治10年12月30日． 差出：小宮山村荻原藤二郎(印)． 

受取：御馬寄村町田良三郎様． 
1 通． 小切紙． 
1141-100 
記（利金皆済）． 
明治10 年12 月30 日． 差出：跡部村茂原直太郎(印)． 

受取：御馬寄村町田良三郎殿． 
1 通． 横切紙． 
917(2) 
借用金証書（金100 円）． 
明治 11 年 5 月 1 日． 差出：御馬寄村金借用人町田良

右衛門(印)，同区同村受人町田良三郎(印)． 受取：北

第四区四小区小宮山村荻原吉三殿． 
1 通． 竪紙． 
「長野県北第七大区四小区」朱色罫紙． 
917(7) 
借用金証（金80 円）． 
明治 11 年 10 月 20 日． 差出：北第七大区五小区御馬

寄村借用人町田良右衛門(印)，同区同村受人柳澤孫右

衛門(印)． 受取：同区八幡村依田専左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
藍色罫紙．5 銭・1 銭印紙． 
917(3) 
借用金証（金100 円）． 
明治11年12月5日． 差出：北第七大区五小区御馬寄

村借用主町田良右衛門(印)，同受人町田良三郎(印)． 

受取：北第四区四小区小宮山村荻原藤次郎殿・前山村

早川平右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
「長野県北第七大区四小区」朱色罫紙． 
917(4) 
借用金証書（金100 円）． 
明治11年12月6日． 差出：北第七大区五小区佐久郡

御馬寄村借用主町田良右衛門(印)，同区同村受人町田

良三郎(印)． 受取：北第四区四小区小宮山村荻原吉三

殿． 
1 通． 竪紙． 
藍色罫紙． 
917(6) 
借用金証書（金100 円）． 
明治11年12月6日． 作成：北第七大区五小区佐久郡

御馬寄村金借用主町田良右衛門，同区同村受人町田

良三郎．  
1 通． 竪紙． 
藍色罫紙． 
917(1) 
借用金券（金100 円）． 

明治 11 年 12 月 15 日． 差出：御馬寄村町田良右衛門

(印)，町田良三郎(印)． 受取：伴野村木内文蔵殿． 
1 通． 竪紙． 
「長野県北第七大区四小区」朱色罫紙．1 銭印紙．(5)まで差出

押印抹消． 
918(5) 
借用金証（金100 円）． 
明治12年3月13日． 差出：北佐久郡御馬寄村金借用

主町田良右衛門(印)，同村受人町田良三郎(朱印)． 受

取：南佐久郡伴野村木内文蔵殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙．10 銭印紙． 
918(2) 
借用金証書（金500 円）． 
明治12年3月25日． 差出：北佐久郡御馬寄村金借用

人町田良右衛門(印)，同郡同村受人町田美和次(朱印)． 

受取：同郡桑山村松澤市之丞殿． 
1 通． 竪美． 
「長野県北第七大区五小区」朱色罫紙． 
1137-164-8 
記（町田良右衛門預り置く銀貨書上）． 
（明治）12 年6 月10 日改． 作成：町田良右衛門．  
1 通． 横美紙． 
罫紙． 
918(3) 
借用金証書（金300 円）． 
明治 12 年 11 月 20 日． 差出：北佐久郡御馬寄村金借

用主町田良右衛門(印)，同郡同村受人町田良三郎(朱

印)． 受取：南佐久郡小宮山村荻原吾吉殿． 
1 通． 竪美． 
「長野県北第七大区五小区」朱色罫紙． 
919(4) 
借用金之証（金200 円，学校資本金のうち）． 
明治 13 年 9 月 20 日． 差出：借用主町田良右衛門(朱

印)，受人町田長四郎(朱印)． 受取：修省学校委員町田

仙右衛門殿． 
1 通（綴7 通のうち）． 竪美折紙． 
茶色罫紙．(5)とともに折りたたみ． 
919(5) 
借用金之証（金390 円，学校資本金のうち）． 
明治13年9月20日． 差出：借用主町田志津太(朱印)，

受人町田長四郎(朱印)． 受取：修省学校委員町田仙右

衛門殿． 
1 通（綴7 通のうち）． 竪美折紙． 
茶色罫紙． 
928-1(2) 
借用金証書（金115 円）． 
明治14年5月30日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田良右衛門(朱印)，引受証人町田静太(朱印)，引受証人

山浦嘉吉． 受取：仝郡仝村町田佐太郎殿． 
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1 通（3 点-綴8 点のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭・5 銭証券印紙．押印抹消． 
920-1(2) 
借用金証（金300 円，奥書調印とも）． 
明治14年8月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田志津太(朱印)，仝郡同村請人町田昭造(朱印)，仝郡

八幡村請人岩下万吉(印)；(奥書)北佐久郡御馬寄村戸

長町田良右衛門(朱印)． 受取：依田音蔵殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
921-4(3) 
借用金証書（金30 円）． 
明治 15 年 4 月 1 日． 差出：借用主北佐久郡中津村町

田良右衛門(印)，引受証人町田静太(印)． 受取：南佐

久郡岸野村碓氷直七殿． 
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(2) 
借用金証券（金150 円）． 
明治 15 年 12 月 19 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田良右衛門(印)，同郡同村引請証人町田良三郎

(印)． 受取：布施村重田政蔵殿． 
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． 
922-1(8) 
金借用書（金20 円）． 
明治 16 年 7 月 8 日． 差出：北佐久郡御馬寄邨借用人

町田良右衛門(朱印)，保証人山浦嘉吉(印)． 受取：仝

郡協和邨 比田井勘八郎殿． 
1 通（2 件-綴9 通のうち）． 竪折紙． 
押印抹消． 
1137-86 
記（金15 円預りにつき）． 
明治16年8月27日． 差出：町田良右衛門(朱印)． 受

取：山浦岩吉殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭印紙． 
1137-81 
記（金15 円切符にて請取につき）． 
（明治）16 年 9 月 23 日． 差出：御馬寄村 山浦岩吉

（印）． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
923(17) 
借用金証書（金300 円）． 
明治17年3月11日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田志津太(朱印)，受人仝郡仝村町田良三郎(朱印)；

(奥書)北佐久郡御馬寄村戸長町田甚太郎代理北佐久

郡御馬寄村筆生山浦傳三郎(朱印)． 受取：仝郡八幡邨

依田万右衛門殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美． 

印刷用紙へ書込み．10 銭印紙3 枚．押印抹消． 
923(21) 
借用金証（金300 円）． 
明治17年3月12日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田志津太，受人町田良三郎． 受取：仝郡屋八幡村依

田万右衛門殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美． 
印刷用紙へ書込み．控． 
926-3 
証書（金75 円借用，元利受取奥書とも）． 
明治17年6月13日；(受取奥書)明治20年3月． 差出：

北佐久郡御馬寄邨借用主町田良右衛門(朱印)，同郡八

幡邨受人依田仙次郎(朱印)；(奥書調印)北佐久郡御馬

寄村戸長町田甚太郎[朱印]；(受取奥書)共誠社々長 依

田聟助(印)． 受取：「桑山村共誠社々長取締担人御中」． 
1 通（7 件のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．5 銭・1 銭印紙．差出押印抹消．宛先後

筆ヵ． 
923(12) 
借用証（金85 円）． 
明治17年第7月24日． 差出：御馬寄村町田良右衛門

(朱印)，仝受人町田昭造(朱印)． 受取：八幡宿岩下万

吉殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪折紙． 
923(16) 
借用金証書（金145 円）． 
明治 17 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)，受人町田静太(朱印)；(奥書)北

佐久郡御馬寄村戸長町田甚太郎代理筆生山浦傳三郎

(朱印)． 受取：同郡桑山村共誠社御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美折紙． 
印刷用紙へ書込み．5 銭印紙・1 銭印紙1 枚．押印抹消． 
1137-182 
借用金証書（金80 円）． 
明治 18 年 2 月 7 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)，引受証人町田甚太郎(朱印)． 受

取：同郡五郎兵衛新田松川文之丞殿． 
1 通． 縦紙． 
1 銭印紙4 枚． 
1361 
[五郎兵衛新田松川繁一郎書状]記（金 40 円領収，残金

返済願につき）． 
（明治）18年3月21日（封筒より）． 差出：枩川拝具(ヵ)；

(封筒)五郎兵衛新田 松川繁一郎． 受取：町田君閣下；

(封筒)御馬寄村 町田良右衛門様貴下． 
1 通（封筒とも）． 横切継紙． 
領収朱印（印文「松川繁」）あり，同印にて封筒封〆． 
924(1) 
借用金証書（金100 円）． 
明治18年8月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主
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町田良右衛門(朱印)，引受証人山浦嘉吉(印)． 受取：

同郡八幡邨岩下佐太郎殿． 
1 通（綴10 点-4 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み． 
955(5) 
借用金証書（金200 円）． 
明治 18 年 10 月 27 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田良右衛門(印)，受人町田静太(印)． 受取：同郡

桑山村松沢久左衛門殿． 
1 通（7 点のうち）． 竪美． 
印刷用紙へ書込み．10 銭印紙・1 銭証券印紙． 
930(21) 
借用金券（金720 円，地所抵当）． 
明治 18 年 11 月 20 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田静太(印)，同郡同村受人兼借用主町田良右衛門

(印)，仝受人町田良三郎(印)；(奥書調印)北佐久郡御馬

寄村戸長町田甚太郎[印]；(皆済奥書)重田賢之助無尽

世話人小山量平(印)． 受取：同郡布施村重田賢之助殿

無尽世話人御中． 
1 冊（綴22 点のうち）． 竪美（一ツ綴，ひねり綴）． 
10 銭・5 銭・1 銭印紙． 
925(5) 
預り金証書（金95 円）． 
明治19年1月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村預人町

田良右衛門(印)，同郡同村町田良三郎． 受取：当邨人

民総代人御中． 
1 通（綴9 点のうち）． 竪美． 
1 銭印紙・1 銭証券印紙各2 枚．朱色罫紙． 
1137-94 
記（金30 円受取につき）． 
明治19年10月27日． 差出：桜井久左衛門(朱印)． 受

取：町田良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
925(9) 
借用金証書（金80 円，公証奥書とも）． 
明治 19 年 12 月 27 日． 差出：北佐久郡御馬寄村金借

用主町田良右衛門(朱印)，同郡同村受人町田長四郎(朱

印)，仝山浦嘉吉(印)；(公証奥書)長野県北佐久郡八幡

村外六ヶ村戸長岡部弾二[朱印]． 受取：同郡塩名田村

佐藤佐五郎殿． 
1 通（綴9 点-3 点のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙4 枚，押印・印紙抹消． 
955(4) 
借用金証書（金400 円）． 
明治20年1月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借主町

田静太(印)，同郡同村証人町田長四郎(印)． 受取：同

郡八幡村依田仙右衛門殿． 
1 冊（7 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．5 銭証券印紙4 枚． 
1390-1 

（借用金延期証）． 
明治20年9月20日． 差出：北佐久郡中津村町田静太

(朱印)． 受取：中津村大字御馬寄氏子惣代山浦伊右衛

門殿，鈴木梅太郎殿，町田弥作殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
1134-31 
[依田梨重書状]（本年まだ祝儀申上げず海容，勘定残

金1 円33 銭この人へ遣されたく云々）． 
（明治）21 年 2 月 25 日（封筒）． 差出：依田梨重． 受

取：町田静太様御中へ；(封筒)町田静太様尊下． 
1 通（2 枚）． 竪紙（封筒入）． 
封筒表左上に「別仕立」．本紙は書状大に折りたたまれていた． 
1139-14 
借用金証券（金15円につき，返済期限来年6月25日）． 
（明治）22 年 5 月 31 日． 差出：町田良右衛門，町田長

四郎． 受取：仝郡南御牧村 成沢庄右衛門，小松兼太

郎，依田音蔵． 
1 通． 竪紙． 
「北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長役場」朱色罫紙．下書ヵ． 
927(6) 
借用金証書（金50 円）． 
明治22年12月3日． 差出：北佐久郡中津村御馬寄借

用主町田良右衛門(朱印)，引受証人町田静太(朱印)． 

受取：南佐久郡岸野村相濱 碓氷直七殿． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
1385(9) 
籾年賦成崩借用証書（籾16 俵）． 
明治22年12月7日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借用主町田静太(朱印)，引受人同郡同村町田良右衛

門(朱印)． 受取：仝郡仝村籾無尽連中総代人工藤常太

郎殿，町田佐太郎殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙．押印抹消． 
1137-192 
記（貸金利子金10 円受取）． 
明治23年3月27日． 差出：佐久郡内神津杢太(朱印)． 

受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭印紙． 
927(15) 
借用金証書（金100 円）． 
明治 23 年 8 月 9 日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(朱印)，引受証人町田良右衛門(朱印)，引受証人山

浦嘉吉(印)． 受取：仝郡仝村町田佐太郎殿． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．5 銭・1 銭証券印紙．押印抹消． 
927(34) 
借用金証書（金20 円）． 
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明治 23 年 9 月 3 日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(朱印)． 受取：北佐久郡五郎兵衛新田村 町田

喜蔵殿． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
927(7) 
借用金証（金50 円）． 
明治 23 年 11 月 30 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄村借用人町田静太(朱印)，仝郡川辺村宮沢証人清

水清重(朱印)． 受取：南佐久郡前山村飯島清左衛門． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．2 銭証券印紙2 枚．借用人押印抹消． 
928-1(8) 
借用金証券（金30 円）． 
明治24 年4 月2 日． 差出：中津村町田静太(朱印)，保

証人町田良右衛門(朱印)． 受取：同郡高瀬村依田善太

郎殿． 
1 通（3 点-綴8 点のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙2 枚．押印抹消． 
928-1(7) 
借用金延期証（明治 23 年 11 月限り金 50 円借用のとこ

ろ期限延期返済につき）． 
明治24年4月13日． 差出：北佐久郡中津村町田静太

(朱印)，南佐久郡桜井村証人臼田豊太郎(朱印)． 受

取：南佐久郡前山村飯島清左衛門殿． 
1 通（3 点-綴8 点のうち）． 竪紙． 
1 銭証券印紙．押印抹消． 
1139-64 
記（金円元利差引，金28 円9 銭余請取）． 
明治24年12月19日． 差出：前山村 飯嶋清左衛門(朱

印)． 受取：御馬寄村 町田静太様． 
1 通． 横美切継紙． 
929-1(2) 
借用金証書（金45 円）． 
明治25年4月17日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借用主町田静太(朱印)，引受証人仝郡仝村町田寛太

(朱印)． 受取：仝郡高瀬村依田善太郎殿． 
1 通（13 点-綴11 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． 
929-1(3) 
借用金証書（金45 円4 銭）． 
明治25年5月20日． 差出：北佐久郡中津村借用人町

田良右衛門(印)，仝郡仝村受人町田静太(印)． 受取：

仝郡小諸町村田彦五郎殿． 
1 通（13 点-綴11 点のうち）． 竪紙． 
1 銭証券印紙2 枚．押印抹消． 
929-1(5) 
借用金証書（金100 円）． 
明治25年8月18日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借主町田静太(朱印)，仝郡仝村証人町田不二太(朱

印)． 受取：仝郡同村前田弥太郎殿． 
1 通（13 点-綴11 点のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙2 枚．押印抹消． 
929-1(1) 
金借用証（金20 円）． 
明治25年9月10日． 差出：中津村大字御馬寄借主町

田静太(朱印)，受人町田不二太(朱印)． 受取：佐藤鍋

次殿． 
1 通（13 点-綴11 点のうち）． 竪紙． 
押印抹消． 
974-1 
送達状（支払命令書1 通・申請書1 通添付）． 
明治 25 年 10 月 13 日． 差出：岩村田区裁判所 書記 

笹治〓吉[朱印]；（取扱）岩村田区裁判所執達吏代理 

柳澤紋作(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． 
木版書式． 
929-3 
預金証（金1 円）． 
明治 25 年 12 月 14 日． 差出：北佐久郡中津村町田製

糸場[朱印]． 受取：清水権そうとの． 
1 通（13 点のうち）． 横美切紙． 
1385(18) 
借用金証（金46 円）． 
明治26年3月25日． 差出：北佐久郡中津村町田静太

(朱印)． 受取：仝郡高瀬村依田善次郎殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．押印抹消． 
930(1) 
借用金証券（金23 円余）． 
明治 26 年 5 月 2 日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借用主町田静太(印)，引請証人町田長四郎(印)． 受

取：仝郡岩村田町阿部万五郎殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美切紙． 
1 銭証券印紙． 
930(2) 
借用金証券（金88 円余）． 
明治26年5月25日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(印)，引請証人町田不士太(印)，仝町田長四郎

(印)． 受取：仝郡小諸町臼田彦五郎殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美切紙． 
1 銭証券印紙． 
930(6) 
借用金（金20 円証書）． 
明治26 年6 月9 日． 差出：中津村町田静太(印)，仝町

田長四郎(印)． 受取：仝村佐藤庄左衛門殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 横美切紙． 
974-2 
送達状（支払命令書1 通・申請書1 通添付）． 
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明治26年6月27日． 差出：岩村田区裁判所 書記 星

野徳一[朱印]；（取扱）岩村田区裁判所執達吏代理 村

岡健吉(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． 
木版書式． 
930(10) 
借用金証書（金29 円余）． 
明治26年7月11日． 差出：中津村大字御馬寄町田静

太，仝不士太(印)． 受取：五郎兵衛新田村町田喜之助

殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美折紙． 
1 銭証券印紙．朱色罫紙． 
930(20) 
借用金証（金38 円）． 
明治26年7月17日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄町田静太(印)． 受取：南佐久郡桜井村奥原貞助殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美折紙． 
1 銭証券印紙．朱色罫紙． 
974-3 
送達状（支払命令書1 通・申請書1 通添付）． 
（明治 26 年）． 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代理 村岡健吉

(朱印)． 受取：長野県北佐久郡中津村 町田静太殿；

（受取人）町田不二太(朱印)． 
1 通． 竪美切紙． 
木版書式．左脇朱印「岩村田区裁判所」「明治二十六年（ロ）二

三二号」（年代・番号は書込み）． 
1385(20) 
借用金証書（金19 円）． 
明治27年4月22日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(朱印)． 受取：仝郡高瀬村依田善次郎殿． 
1 通（34 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． 
931-1(2) 
借用金証書（金19 円60 銭）． 
明治27年4月24日． 差出：北佐久郡中津村第百八十

六番地借用主 町田静太(朱印)，仝郡仝村仝番地 引請

証人 町田不二太(拇印)． 受取：仝郡岩村田町 阿部万

五郎殿． 
1 通（2 件-綴12 通のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙．朱印抹消． 
931-2-1 
借用金証（金150 円）． 
明治 27 年 7 月 5 日． 差出：北佐久郡中津村 借主 町

田静太(朱印)． 受取：岩村田町 森沢千之助様． 
1 通（2 件-2 通のうち）． 竪折紙． 
朱色罫紙．押印抹消． 
931-1(11) 
借用金証書（金50 円）． 

明治 27 年 7 月 16 日． 差出：中津村大字御馬寄 借用

人 町田静太(朱印)，証人 町田長四郎(朱印)． 受取：

仝郡仝村 工藤経五郎殿． 
1 通（2 件-綴12 通のうち）． 竪紙． 
紺色罫紙．5 厘証券印紙2 枚．朱印抹消． 
931-1(4) 
借用金証（金20 円）． 
明治 27 年 8 月 19 日． 差出：北佐久郡中津村 町田静

太(朱印)． 受取：仝郡三岡村大字森山 塩川常太郎殿． 
1 通（2 件-綴12 通のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．朱印抹消． 
931-1(1) 
借用金証券（金100 円）． 
明治 27 年 8 月 26 日． 差出：北佐久郡中津村借用主 

町田静太(朱印)，引請証人 町田不二太(朱印)，仝（空

白）． 受取：南佐久郡岸野村 碓氷隆一郎殿． 
1 通（2 件-綴12 通のうち）． 竪美切紙． 
「岩村田活版印刷所印刷」用紙へ書込み．1 銭証券印紙 6 枚貼

付下に標題あり．朱印線引き抹消． 
931-2-2 
借用金証（金50 円）． 
明治27 年8 月26 日． 差出：中津村 町田静太(朱印)． 

受取：村田弥吉郎殿． 
1 通（2 件-2 通のうち）． 横美切紙． 
紙面全体線引き，奥裏「廿七年九月六日返金済」． 
1139-41 
記（金円利子2 口書付）． 
（明治）27 年 10 月日． 差出：藤道二郎． 受取：町田様． 
1 通． 横美切継紙． 
1385(24) 
借用金証（金100 円，請取奥書とも）． 
明治28 年7 月8 日． 差出：中津村町田静太(朱印)，町

田不二太(朱印)；(請取奥書)山浦長蔵(印)． 受取：仝村

山浦長蔵殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
差出押印抹消． 
932(2) 
借用金証書(金70 円）． 
明治 28 年 7 月 8 日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(印)，引受証人山浦百作(印)． 受取：仝郡仝村

山浦一郎殿． 
1 通（綴12 通のうち）． 竪美切紙． 
932(3) 
借用金証書(金70 円）． 
明治28年7月11日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(印)． 受取：仝郡仝村山浦久作殿． 
1 通（綴12 通のうち）． 竪美切紙． 
932(10) 
借用金証書(金100 円）． 
明治28年7月22日． 差出：北佐久郡中津村借用主町
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田静太(印)，引受証人町田長四郎，町田勝之助(印)． 

受取：仝郡仝村町田利助殿． 
1 通（綴12 通のうち）． 竪美切紙． 
933-1(3) 
借用金証書（金40 円）． 
明治29年4月16日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借用主町田静太(印)． 受取：仝郡中佐都村青木庄蔵

殿． 
1 通（2 点-綴10 通のうち）． 竪美切紙． 
933-1(10) 
借用金証書（金150 円，宅地抵当）． 
明治29年5月15日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(印)，仝郡仝村証人町田不士太(印)． 受取：南佐

久郡岸野村碓氷隆一郎殿． 
1 通（2 点-綴10 通のうち）． 竪美． 
青色罫紙．5 銭・1 銭証券印紙． 
1385(26) 
借用金証書（金26 円）． 
明治 29 年 12 月 26 日． 差出：北佐久郡中津村借主町

田静太(朱印)． 受取：仝郡仝村山崎久五郎様． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
押印抹消． 
933-1(11) 
証（真木代金43 円借用）． 
明治29年12月29日． 差出：中津村町田静太(印)． 受

取：清水三九郎殿． 
1 通（2 点-綴10 通のうち）． 竪紙． 
934(7) 
借用金（金25 円借用証書）． 
明治30年2月25日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄町田静太(印)． 受取：北佐久郡中津村山崎久五郎殿． 
1 通（綴7 通のうち）． 竪紙． 
1385(30) 
借用金証券（金15 円）． 
明治 30 年 5 月 3 日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(朱印)． 受取：青木庄蔵殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
1385(29) 
借用金証書（金17 円）． 
明治 30 年 5 月 24 日． 差出：中津村町田静太(朱印)． 

受取：中津村佐藤与曽次殿，鬼久保佐忠次殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙．押印抹消． 
936(2) 
借用金証書（金4 円30 銭）． 
明治32年6月11日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(印)． 受取：仝郡中佐都村青木庄蔵殿． 
1 通（綴2 通のうち）． 竪紙． 
1 銭証券印紙． 

984 
[月賦成崩借用金証書綴]． 
[明治33 年・34 年]．  
[1 綴（3 通）]． [竪半（一ツ目結び綴じ）]． 
端を紙縒りで結び綴じ．いずれも差出押印抹消． 
984(1) 
月賦成崩借用金証書（金48 円）． 
明治33年1月21日． 差出：北佐久郡中津村百八十二

番地ノ内二借用主町田静太(朱印)，仝郡仝村百八十六

番地ノ内一町田不士太(朱印)，仝郡仝村請人町田長四

郎(朱印)，願人町田良三郎(朱印)． 受取：北佐久郡中

津村山浦傳三郎殿・工藤彦太郎殿． 
1 通． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭登記印紙2 枚． 
984(2) 
月賦成崩金借用証書（金44 円）． 
明治33年2月20日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(朱印)，仝郡仝村請人町田良三郎(朱印)，仝郡仝

村同町田長四郎(朱印)． 受取：北佐久郡中津村町田利

助殿・古平忠蔵殿． 
1 通． 竪紙． 
1 銭収入印紙2 枚．朱色罫紙． 
984(3) 
月賦成崩借用金証書（金14 円）． 
明治34年1月20日． 差出：北佐久郡中津村百八十六

番地ノ内二借用主町田静太(朱印)，仝郡仝村弐百四十

番地請人町田森太(朱印)． 受取：北佐久郡中津村町田

利助殿・柳沢文之助殿． 
1 通． 竪紙． 
1 銭収入印紙． 
938(2) 
成崩借用金証（金6 円借用)． 
明治 34 年 11 月 20 日． 差出：北佐久郡中津村借用主

町田静太(印)． 受取：仝郡仝村山浦傳三郎殿，山浦嘉

吉殿． 
1 通． 竪切紙． 
938(1) 
借用金証書（金51 円)． 
明治 34 年 12 月 22 日． 差出：北佐久郡中津村借用主

町田静太(印)，仝郡仝村保証人町田良三郎(印)． 受

取：北佐久郡中津村山浦傳三郎殿，工藤常太郎殿． 
1 通． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭収入印紙． 
939 
借用金証書（金28 円)． 
明治 35 年 10 月 20 日． 差出：北佐久郡中津村借用主

町田静太(印)，仝郡仝村保証人町田森太(印)． 受取：

北佐久郡中津村町田利助殿，山浦勝太郎殿． 
1 通． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭収入印紙． 
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940(1) 
借用金延期証（金 164 円借用，中津村大字御馬寄字中

宿宅地書入，下書)． 
明治36 年1 月．  
1 通． 竪紙． 
青色罫紙． 
940(2) 
借用金延期証（明治28 年150 円借用の件)． 
明治 36 年 3 月 4 日． 差出：北佐久郡中津村町田静太

(印)，立会人山浦嘉吉(印)． 受取：南佐久郡岸野村碓

氷隆一郎殿． 
1 通． 竪紙． 
青色罫紙．2 銭収入印紙． 
940(3) 
金円受取証書（債権額の利）． 
明治 36 年 12 月 25 日． 差出：南佐久郡岸野村債権者

碓氷隆一郎(印)． 受取：北佐久郡中津村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
水色罫紙． 
940(4) 
借用金証券（金200 円)． 
明治 36 年 10 月 28 日． 差出：北佐久郡中津村借用主

町田静太(印)，仝郡仝村抵当貸主兼證人町田金三郎

(印)． 受取：北佐久郡川辺村清水佐太郎殿． 
1 通． 竪紙． 
水色罫紙． 
1141-70 
（福田屋割合分金額）． 
近代．  
1 通． 小切紙． 
青色罫紙． 
1143-73-11 
記（利足金請取につき）． 
子2月3日． 差出：松村杢兵衛． 受取：町田良右衛門

様． 
1 通． 小切紙． 
1388-7(35) 
覚（用立金利分請取）． 
卯12月27日． 差出：五郎兵衛新田所左衛門． 受取：

御馬寄良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1143-73-41 
記（金20 円請取証および残金返金の督促につき）． 
亥 10 月 2 日． 差出：依田五平助． 受取：町田良右衛

門様． 
1 通． 横継紙． 
1134-23 
[依田梨重書状]（今日預って遣した金円につき，ほか各

様へ宜しく云々）． 
3 月13 日． 差出：依田梨重． 受取：町田静太様． 

1 通． 竪紙． 
1129-8 
[町田美和次書状]（集金催促，御手元御勘定につき）． 
4 月24 日． 差出：町田美和次(印)． 受取：古具や良三

郎様． 
1 通． 横切紙． 
1139-19-2 
[借用書]（金30 円受取，8 月30 日に返済）． 
7月2日． 差出：町田静太(印)． 受取：山崎久五郎殿． 
1 通． 横折紙． 
-19-1 に折り込まれていた．差出印は墨で線引き抹消． 
1387-11 
[木内五助書状]（元利金のうち，見悪敷金子は引替くだ

されたき旨）． 
7 月 26 日． 差出：木内五助；(包紙)下縣 木内五助． 

受取：町田良右衛門様；(包紙)御馬寄 町田良右衛門様 

貴発御印書入． 
1 通． 横美切継紙（包紙入）． 
1359-74 
[臼田六郎他一名書状]（先日中御咄しの金子，甚だ差

支るので今日御繰合この者へお渡しくだされたく願）；

(附)（五月廿五日の米壱駄分代金勘定書付）． 
8 月 10 日． 差出：臼田六郎，関栄左衛門 （封〆下）上

桜井村`より`． 受取：御馬寄村 町田良三郎様． 
1 通． 横切紙（別紙覚書とも）． 
奥に覚書1通を巻き込み一括．封印印文「信州〈ヤマに大に○〉

佐久郡 上桜井 大橋屋」． 
1359-42 
[書状]（為替金216円42銭ほか小生方へ返しくだされた

く，また為替証書仕立くだされたき旨）． 
8 月28 日． 受取：町田大君殿． 
1 通． 横切紙． 
数カ所下部から破損． 
1139-100 
受取証（金100円につき，10月20日に御返しの約定）． 
第9月28日． 差出：町田静太(朱印)． 受取：五郎兵衛

新田 佐藤仙三郎殿． 
1 通． 横美切継紙． 
1 銭証券印紙． 
942-1 
借用金証書（金400 円)． 
10 月 9 日． 差出：北佐久郡中津村借用主町田静太(朱

印)，南佐久郡岸野村仝橋爪千太郎[朱印]． 受取：南佐

久郡岸野村花井多賀作殿． 
1 通． 竪美． 
押印抹消． 
942-2 
時借之証（金45 円借用)． 
差出：借用主町田静太(朱印)，借用主茂木萬次郎[朱印]，

南佐久郡野沢村借用主田村庄作(朱印)． 受取：北佐久
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郡岩村田町星野嘉助殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．押印抹消．奥「不用」． 
1141-97 
記（金10 両受取）． 
12 月 30 日． 差出：小宮山村荻原栄吉(印)． 受取：御

馬寄村町田良三郎様． 
1 通． 横切紙． 
1139-5 
記（松澤久左衛門・佐久銀行・小諸銀行ほか各分金円

書上および差引勘定書付）． 
1 枚． 竪紙． 
朱色罫紙．竪折紙としたあと四つ折にたたまれていた． 
1139-9 
記（町田良右衛門公借金返済額金 256 円 4 銭余差引書

付）． 
1 通． 小切紙． 
1141-47 
（しづ太分金銭覚）． 
1 通． 横切紙． 

2.依田保次郎 
1137-260-10 
借用申金子証文之事． 
慶応2寅年12月． 差出：御馬寄村金借用主千代次(印)，

同所請人善吉(印)． 受取：八わた宿保次郎殿． 
1 通． 竪紙． 
919(6) 
借用金証（金100 円）． 
明治 13 年 2 月 9 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)． 受取：仝郡八幡村依田保次郎殿． 
1 通（綴7 通のうち）． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
919(2) 
借用金証書（金100 円）． 
明治 13 年 11 月 20 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄借用主町田良右衛門(朱印)，引受証人町田静太(朱

印)． 受取：仝郡南御牧村大字八幡依田保次郎殿． 
1 通（綴7 通のうち）． 竪美切紙． 
5 銭・1 銭証券印紙． 
920-1(1) 
借用金証（金300 円）． 
明治 14 年 11 月 24 日． 差出：御馬寄村借用主町田良

右衛門(朱印)． 受取：八幡村依田保次郎殿． 
1 通． 竪紙． 
差出押印抹消． 
922-1(4) 
借用金証書（金60 円）． 
明治16年7月28日． 差出：北佐久郡御馬寄村町田良

右衛門(朱印)，引受証人町田清兵衛(印)． 受取：八幡

村依田保次郎殿． 
1 通（2 件-綴9 通のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
924(4) 
借用金証書（金250 円）． 
明治18年4月21日． 差出：北佐久郡御馬寄邨借用主

町田良右衛門(朱印)，受人同郡同村町田良三郎(朱印)；

(奥書)北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長平嶌省三[朱印]． 

受取：北佐久郡八幡邨依田保次郎殿． 
1 通（綴10 点-4 点のうち）． 竪美． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消，印紙破取り． 
926-2 
借用金証書（金50 円）． 
明治20年6月20日． 差出：北佐久郡御馬寄邨借用主

町田良右衛門(朱印)，引受証人町田静太(朱印)． 受

取：同郡八幡村依田保次郎殿． 
1 通（7 件のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
926-7(1) 
証書（100 円）． 
明治 20 年 11 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：仝郡八幡村依田保次郎殿． 
1 通（7 件-綴3 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙5 枚．差出押印抹消． 
929-1(10) 
借用金証書（金98 円，田畑4 筆抵当，皆済奥書とも）． 
明治24年8月26日；(皆済奥書)明治25年12月23日． 

差出：北佐久郡中津村大字御馬寄借用人町田静太(朱

印)，仝郡仝村仝大字証人兼抵当貸主町田良右衛門(朱

印)；(皆済奥書)北佐久郡南御牧村依田保二郎(印)． 受

取：同郡南御牧村大字八幡依田保次郎殿． 
1 冊（13 点-綴11 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．1銭証券印紙4枚．登記済みの旨の岩村田区裁判所

出張所朱印あり．一部押印抹消． 
1385(17) 
借用金証書（金100 円）． 
明治 25 年 11 月 20 日． 差出：北佐久郡中津村借用主

町田静太(朱印)，引受証人町田不二太(朱印)． 受取：

仝郡南御牧村大字八幡依田保次郎殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
1 銭証券印紙6 枚．押印抹消． 

3.依田聟助 
912(2) 
借用申金子証書之事（金80 両）． 
明治 6 癸酉年 12 月． 差出：金借用主御馬寄村町田良

右衛門(印)，同所請人町田武左衛門(印)． 受取：八幡

宿依田聟助殿． 
1 通（4 点のうち）． 竪紙． 
押印抹消． 
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914-1(4) 
借用金証書（金80 円）． 
明治 8 年． 差出：第四大区六小区佐久郡御馬寄村金

借用主町田良右衛門(印)，同断弁済受人町田武左衛門

(印)． 受取：同区同郡桑山村依田聟助殿． 
1 通（2 点-綴4 通のうち）． 竪美． 
藍色罫紙．5 銭・1 銭印紙，線引抹消． 
971-1 
証（利子金受取証）． 
明治 22 年 12 月 2 日． 差出：依田聟助(印)． 受取：町

田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
971-2 
証（利子金受取証）． 
明治20年6月3日． 差出：桑山村 依田聟助(印)． 受

取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
971-3 
証（元金145 円のうち 80 円受取につき）． 
明治18年9月3日． 差出：桑山村 依田聟助(印)． 受

取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
971-4 
記（金50 円受取につき）． 
（明治）19 年 7 月 28 日． 差出：依田聟助(印)． 受取：

町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
971-5 
（二万円・百円口の借入日付・返済日程書付）． 
（明治19 年ヵ）．  
1 通． 横継紙． 
971-6 
記（依田聟助への貸附金元利返済状況の書付）． 
（明治26 年ヵ）．  
1 通． 横継紙． 
1137-110 
借用金証書（金100 円）． 
明治 18 年 12 月 28 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田良右衛門(朱印)，仝郡仝村引受証人町田良三郎

（朱印)． 受取：北佐久郡桑山村依田聟助殿． 
1 通． 竪美紙． 
2 銭印紙． 
925(8) 
借用金証書（金100 円，公証奥書・元利受取奥書とも）． 
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)，受人抵当地主町田不二太(朱

印)，受人町田長四郎(朱印)；(公証奥書)長野県北佐久

郡八幡村外六ヶ村戸長岡部弾二[朱印]；(元利受取奥書)

依田聟助(印)． 受取：同郡桑山村依田聟助殿． 

1 通（綴9 点-3 点のうち）． 竪美折紙． 
印刷用紙へ書込み．5銭印紙・1銭証券印紙，公証奥書押印・印

紙抹消． 
925(4) 
借用金証書（金100 円）． 
明治19年12月． 差出：北佐久郡御馬寄村借用人町田

良右衛門(朱印)，仝郡仝村受人町田長四郎(朱印)． 受

取：同郡桑山村依田聟助殿． 
1 冊（2 枚；綴9 点のうち）． 竪半（一ツ綴）． 
臙脂色罫紙．綴紐なし，綴穴2 つのみ． 
976 
[貸金支払命令書類]． 
[明治26 年6 月]．  
[2 綴]． [一括]． 
976-1 
(ロ)二三二号[貸金支払命令および貸金支払命令申請

書]． 
[明治26 年6 月]．  
[1 綴（2 点）]． [竪美（一ツ綴）]． 
(1)(2)合綴． 
976-1(1) 
貸金支払命令（貸附金元利・督促手続費用支払命令。

債権者南御牧村依田聟助，債務者中津村亡町田良右

衛門相続人町田静太）． 
明治26年6月24日． 差出：岩村田区裁判所判事森川

雄八郎(印)． 受取：（町田静太）． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
976-1(2) 
明治二十六年六月廿四日提出 貸金支払命令申請書 

申請人依田聟助（貸附金元利・督促手続費用につき，債

権者南御牧村大字桑山依田聟助，債務者中津村亡町

田良右衛門相続人町田静太；費用請求書・附属書借用

金証書・証明願謄本とも）． 
明治 26 年 6 月 24 日． 差出：右（長野県北佐久郡南牧

村大字桑山村）申請人依田聟助． 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）． 
「正義館」名入黒色罫紙． 
976-2 
(ロ)二三四号[貸金支払命令および貸金支払命令申請

書類]． 
[明治26 年6 月]．  
[1 綴（2 点）]． [竪美（一ツ綴）]． 
(1)(2)合綴． 
976-2(1) 
貸金支払命令（貸附金元利・督促手続費用支払命令。

債権者南御牧村依田聟助，債務者中津村亡町田良右

衛門相続人町田静太）． 
明治26年6月27日． 差出：岩村田区裁判所判事森川
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雄八郎(印)． 受取：（町田静太）． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
976-2(2) 
明治二十六年六月廿七日提出 貸金支払命令申請書 

申請人依田聟助（貸附金元利・督促手続費用につき，債

権者南御牧村大字桑山依田聟助，債務者中津村亡町

田良右衛門相続人町田静太；費用請求書・附属書借用

金証書・証明願謄本とも）． 
明治 26 年 6 月 27 日． 差出：右（長野県北佐久郡南牧

村大字桑山村）申請人依田聟助． 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）． 
「正義館」名入黒色罫紙・桃色罫紙． 
977 
[依田聟助より地所書入にて借金の証書]． 
[明治27 年4 月～11 月]．  
[2 点]． [一括]． 
977-1 
明治廿七年四月廿日提出 貸金請求之訴状書 原告人 

依田聟助（被告町田良右衛門相続人町田静太・元利金

計326円66銭余，「附属書類」として明治19年12月20

日付桑山村依田聟助宛借用主町田良右衛門「借用金証

書」写とも）． 
明治 27 年 4 月 20 日． 差出：右原告人（長野県北佐久

郡南御牧村）依田聟助(印)． 受取：長野地方裁判所上

田支部 判事服藤幸操殿． 
1 冊． 竪美（かぶせ綴）． 
表紙に明治27 年4月20 日付町田静太宛長野地方裁判所上田

支部「訴状送達状」（5 月 9 日までに答弁書差出，15 日に出頭）

を貼付．本紙は藍色罫紙，送達状は印刷用紙． 
977-2 
[委任状・承諾書・借用金証書・証明願綴]． 
（明治27 年11 月）．  
1 綴． 竪半・竪美（一ツ目結び綴じ）． 
朱色罫紙． 
977-2(1) 
委任状（中津村大字御馬寄字保成の田3 筆町田良竹看

護人町田猪牙平より抵当として貸渡しに対し親戚総代と

して登記願に係る一切を町田甚太郎へ）． 
明治27 年11 月． 作成：右 町田森太(朱印)，町田良三

郎(朱印)，町田不二太(朱印)．  
1 通． 竪半． 
5 厘証券印紙．作成のうち町田森太朱印を墨抹． 
977-2(2) 
承諾書（中津村大字御馬寄字保成の田3 筆町田静太の

依田聟助よりの金300 円借用の抵当に貸渡しにつき）． 
明治27年11月． 作成：北佐久郡中津村町田良竹亡看

護人 町田猪牙平(朱印)，仝郡仝村町田良竹親戚 町田

森太(朱印)，町田甚太郎(朱印)，町田良三郎(朱印)，町

田不二太(朱印)．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
差出中町田猪牙平・森太・甚太郎各朱印を墨抹． 
977-2(3) 
借用金証書（金 300 円，返済方明治 28 年より各年 100

円，抵当中津村大字御馬寄字保成田3 筆）． 
明治 27 年 11 月 28 日． 差出：北佐久郡中津村借用主 

町田静太(朱印)，仝郡仝村町田良竹看護人抵当貸主 

町田猪牙平(朱印)，仝郡仝村町田良竹親戚兼証人 町

田森太(朱印)，仝仝 町田甚太郎(朱印)，仝仝 町田良三

郎(朱印)，仝仝 町田不二太(朱印)． 受取：北佐久郡南

御牧村 依田聟助殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
差出中町田猪牙平・森太・甚太郎各朱印を墨抹． 
977-2(4) 
地所書入ニ付登記願（貸借金・登記料覚）． 
明治 27 年 11 月 28 日． 作成：北佐久郡中津村大字御

馬寄第百八拾六番地 負債主 町田静太(朱印)，仝郡南

御牧村第七十三番地 債主 依田聟助(印)．  
1 通． 竪紙． 
977-2(5) 
承諾書（中津村大字御馬寄字保成の田3 筆町田静太の

依田聟助よりの金300 円借用の抵当に貸渡しにつき）． 
明治27年11月． 作成：北佐久郡中津村町田良竹亡看

護人 町田猪牙平(朱印)，仝郡仝村町田良竹親戚 町田

森太(朱印)，町田甚太郎(朱印)，町田良三郎(朱印)，町

田不二太(朱印)．  
1 通． 竪半（一ツ綴）． 
差出中町田猪牙平・森太・甚太郎各朱印を墨抹． 
977-2(6) 
（明治 27 年 11 月 28 日付依田聟助宛町田静太ほか 5

名借用書の差出・宛先部分謄写）． 
明治27 年11 月28 日． 差出：右 負債主 町田静太(朱

印)，債主 依田聟助(印)． 受取：岩村田区才判所御中． 
1 枚． 竪美． 
前欠ヵ，割印あり． 
977-2(7) 
証明願（町田良竹亡看護人町田猪牙平の中津村大字御

馬寄字保成の田 3 筆を抵当にしたく看護人・親戚たるこ

との；同証明奥書とも）． 
明治27年11月28日． 差出：右町田良竹亡看護人 町

田猪牙平(朱印)，右親戚 町田森太(朱印)，町田静太(朱

印)，町田甚太郎(朱印)，町田良三郎(朱印)，町田不二太

(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 冊． 竪半（一ツ綴）． 
北佐久郡中津村役場文書番号朱印・書込みあり（乙第五壱一

号）．奥書朱印印文「長野県北佐久郡中津村役場印」「長野県北

佐久郡中津村長山浦傳三郎」． 
1390-4 
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判決正本（当事者間賃金請求事件，原告南御牧村依田

聟助，被告町田良右衛門相続人町田静太）． 
明治27年5月15日． 作成：長野地方裁判所上田支部 

裁判長判事後藤幸操[ほか判事2名]；(正本作成奥書)裁

判所書記土屋円郎[朱印]．  
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
「判決用紙 長野県地方裁判所上田支部」赤色罫紙． 
1139-103 
記（金50 円受取）． 
（明治）28 年10 月26 日． 差出：依田聟助(印)． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横美切継紙． 
1143-73-12 
記（駄賃請取につき）． 
子2月9日． 差出：八わた 依田聟介(印)． 受取：御馬

寄村町田良三郎様． 
1 通． 小切紙． 
1137-64 
[包紙]（御年玉）． 
作成：依田聟助．  
1 通． 竪紙． 
天地逆に地所売却覚書． 

4.佐藤庄作 
919(7) 
借用金証書（金150 円）． 
明治13年3月12日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)，同村受人町田良三郎(朱印)． 受

取：同郡塩名田村佐藤庄作殿． 
1 通（綴7 通のうち）． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1137-73 
記（刀三郎殿貸金請取につき）． 
明治18 年8 月20 日． 差出：佐藤庄作（印）． 受取：御

馬寄 町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1137-181 
借用金証書（金50 円）． 
明治 18 年 12 月 19 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田良右衛門(朱印)，引受証人山浦嘉吉（印）． 受

取：北佐久郡塩名田村佐藤庄作殿． 
1 通． 縦紙． 
2 銭印紙2 枚． 
1137-119 
記（金30 円受取につき）． 
明治19年4月4日． 差出：佐藤庄作(印)． 受取：町田

良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
印文「信州佐久 塩名田 〈ヤマに大〉[大和]屋」． 
1137-99 

証（金20 円受取につき）． 
明治19年5月27日． 差出：塩名田佐藤庄作(印)． 受

取：御馬寄町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
928-1(4) 
借用金証（金400 円，抵当畑27 筆）． 
明治19年10月7日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門，同郡同村証人町田長四郎，同郡同村同

断山浦嘉吉． 受取：同郡塩名田村佐藤庄作殿． 
1 冊（3 点-綴8 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．端下「扣」． 
955(6) 
借用金証書（金600 円）． 
明治 20 年 11 月 30 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田良右衛門(印)，仝郡仝村証人町田静太(印)，同郡

仝村証人山浦嘉吉(印)． 受取：北佐久郡塩名田村佐藤

庄作殿． 
1 冊（7 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．5 銭・1 銭証券印紙5 枚． 
1139-7 
記（金120 円ほか一口利子21 円68 銭受取につき）． 
明治 21 年 8 月 28 日． 差出：佐藤庄作(印)． 受取：町

田良右衛門殿． 
1 通． 横美切紙． 
押印印文「信州佐久 塩名田宿 〈ヤマに大〉大和屋」． 
1137-58 
請取証（利子金請取証）． 
明治21年10月20日． 差出：佐藤庄作(印)． 受取：町

田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1 銭証券印紙． 
927(3) 
借用金証書（金120 円）． 
明治21年11月3日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)，引受証人山浦嘉吉(印)． 受取：

仝郡塩名田村佐藤庄作殿． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．10 銭印紙・1 銭証券印紙．押印抹消． 
1139-10 
記（元金千円より利子二口計金百円受取）． 
明治22年丑11月30日． 差出：中津村 佐藤庄作(印)． 

受取：仝村 町田良右衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
紺色罫紙半裁．1 銭証券印紙． 
927(31) 
金借用之証（金50 円）． 
明治 22 年 12 月 20 日． 差出：北佐久郡中津村借用人

町田良右衛門(朱印)，仝郡仝村町田静太(朱印)． 受

取：仝郡仝村佐藤庄作殿． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
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2 銭証券印紙．押印抹消． 
927(16) 
借用金証書（金200 円）． 
明治23年7月19日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田良右衛門(朱印)，引受証人仝郡仝村町田静太(朱印)． 

受取：仝郡仝村佐藤庄作殿． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．5 銭証券印紙2 枚．押印抹消． 
927(19) 
借用金延期別書（金400 円借用の件）． 
明治23年7月19日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)，証人山浦嘉吉(印)． 受取：仝郡

仝村佐藤庄作殿． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪美折紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙．借用主押印抹消． 
927(17) 
借用金証書（金150 円）． 
明治 23 年 9 月 3 日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田良右衛門(朱印)，引受証人町田静太(朱印)． 受取：

仝郡中津村佐藤庄作殿． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．2 銭・1 銭証券印紙．押印抹消． 
927(18) 
借用金延期証（723 円借用の件）． 
明治24年3月31日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄金借用主町田良右衛門(朱印)，仝郡同村受人町田長

四郎(朱印)，仝郡同村受人山浦嘉吉(印)・町田甚太郎

(朱印)． 受取：仝郡同村大字塩名田佐藤庄作殿． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪美折紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙．押印抹消． 
1385(13) 
借用金証（金 280 円，町田良右衛門所持畑地抵当，受

取奥書とも）． 
明治24年4月27日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借用主町田良右衛門(朱印)，仝郡仝村証人町田長四

郎(朱印)；(受取奥書)北佐久郡中津村八拾六番地佐藤

庄作(印)． 受取：仝郡仝村大字塩名田佐藤鍋次殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．紙面に登記・登記済朱印押印．差出押印抹消，本紙

端上切取り（印紙切取りヵ）． 
1139-46 
証（利子金10 円受取）． 
（明治）24 年12 月30 日． 差出：佐藤庄作(印)． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
930(14) 
借用金証（金40 円）． 
明治26年1月25日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(印)，受人町田不士太(印)． 受取：仝郡仝村佐藤

庄作殿． 

1 通（綴22 点のうち）． 竪折紙． 
930(13) 
借用金証書（金500 円）． 
明治 26 年 10 月 26 日． 差出：北佐久郡中津村借用主

町田静太(印)，証人町田不士太(印)． 受取：仝郡仝村

佐藤庄作殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪折紙． 
1139-74 
記（卯4月より佐藤庄作仝鍋次殿金280円につき受取金

額等差引書付）． 
（明治）26 年12 月6 日済．  
1 通． 横美切継紙． 
930(15) 
借用金証書（金113 円）． 
明治 26 年 12 月 6 日． 差出：町田静太(印)． 受取：佐

藤庄作殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美折紙． 
朱色罫紙． 
1139-66-3 
証（御用立金280 円に対する利子悉皆済み）． 
明治26年12月17日． 差出：（塩名田宿）佐藤庄作(印)． 

受取：町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
差出印・領収印印文「信州佐久 塩名田宿 〈ヤマに大〉大[和]

屋」． 
931-1(12) 
延期書（明治24 年4 月27 日付借用金同年12 月25 日

返期のところ明治27 年12 月25 日迄に）． 
明治27年3月23日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄 町田良右衛門相続人 町田静太(朱印)． 受取：仝郡

仝村大字塩名田 佐藤庄作どの． 
1 通（2 件-綴12 通のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．5 厘証券印紙2 枚．朱印抹消． 
1143-73-35 
記（金請取証）． 
亥9月27日． 差出：佐藤庄作(印)． 受取：町田良右衛

門様． 
1 通． 小切紙． 
3 ヶ所に同一印文の印あり．「信州佐久 大和屋 塩名田宿」とあ

る． 
1137-67 
（佐藤庄作ヨリ金600 円借用に際しての抵当書上）． 
1 通． 小切紙． 

5.町田利助 
919(3) 
借用金証書（金100 円）． 
明治 13 年 10 月 30 日． 差出：中津村大字御馬寄借用

主町田良右衛門(朱印)，引受証人町田静太(朱印)． 受

取：仝村町田利助殿． 
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1 通（綴7 通のうち）． 竪美切紙． 
5 銭・1 銭証券印紙． 
930(7) 
借用金証券（金60 円余）． 
明治26年8月30日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(印)，引請証人町田長四郎(印)． 受取：仝郡仝

村町田利助殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美切紙． 
1 銭証券印紙． 
931-1(7) 
借用金証（金60 円）． 
明治 27 年 7 月 19 日． 差出：中津村大字御馬寄 借用

主 町田静太(朱印)，受人 町田不二太(朱印)． 受取：

仝村仝大字 町田利助殿． 
1 通（2 件-綴12 通のうち）． 竪紙． 
紺色罫紙．1 銭証券印紙4 枚．朱印抹消． 
1138-51 
記(借用金元利差引）． 
明治29 年10 月7 日． 差出：町田利助． 受取：町田静

太殿． 
1 通． 横切継紙． 
1138-50 
記(借用金元利差引）． 
（明治29 年）． 差出：町田利助． 受取：町田静太様． 
1 通． 横切紙． 

6.小山久左衛門 
919(1) 
借用金証書（金75 円）． 
明治 13 年 12 月 29 日． 差出：北佐久郡中津村借用主

町田静太(朱印)，引受証人仝郡仝村町田良右衛門(朱

印)． 受取：仝郡小諸町小山久左衛門殿． 
1 通（綴7 通のうち）． 竪美切紙． 
1 銭証券印紙．(3)まで印刷用紙へ書込み． 
929-1(8) 
借用金証書（金 400 円，宅地 1～9 号抵当，皆済奥書と

も）． 
明治25年6月9日；(皆済奥書)明治26年3月3日． 差

出：北佐久郡中津村大字御馬寄借用主町田静太(朱印)，

仝郡仝村大字仝保証人町田良三郎(朱印)，南佐久郡岸

野村抵当貸主兼保証人 岡村直次郎(朱印)；(皆済奥書)

北佐久郡小諸町小山久左衛門(朱印)． 受取：北佐久郡

小諸町小山久左衛門殿． 
1 冊（13 点-綴11 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．5銭証券印紙4枚．登記済の旨の岩村田区裁判所出

張所朱印あり．一部押印抹消． 
929-1(6) 
借用金証書（金500 円）． 
明治25年8月15日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄町田静太(朱印)，仝郡仝村証人町田不二太(朱印)． 

受取：仝郡小諸町小山久左衛門殿． 
1 通（13 点-綴11 点のうち）． 竪美． 
赤色罫紙．1 銭証券印紙20 枚．押印抹消． 
929-1(4) 
借用金証書（金250 円）． 
明治 25 年 12 月 26 日． 差出：北佐久郡中津村借用主

町田静太(朱印)，証人町田不二太(朱印)． 受取：仝郡

小諸町小山久左衛門殿． 
1 通（13 点-綴11 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙14 枚．押印抹消． 

7.積穀・囲穀 
1360-11(73) 
積穀金預り券（金382 円43 銭5 厘）． 
明治16 年 4 月30 日． 差出：北佐久郡御馬寄邨預り主

町田良右衛門(印)，同郡仝村保証人町田良三郎(印)，同

郡同村保証人町田静太(印)． 受取：北佐久郡八幡邨外

六ヶ村戸長平嶌省三殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
1137-202 
証（御馬寄村積穀金取り廻金190 円請取につき）． 
（明治）18 年 4 月 21 日． 差出：北佐久郡八幡村外六ヶ

村戸長役場[朱印]． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1139-13 
領収証（囲穀金利子皆納・金15 円5 厘）． 
明治 22 年 11 月 31 日（ママ）． 差出：北佐久郡八幡村

外六ヶ村戸長役場[朱印]． 受取：北佐久郡中津村内大

字御馬寄 納人 町田良右衛門． 
1 通． 竪美四ツ切紙． 
黒色罫・木板印刷用紙．差出朱印印文「長野県北佐久郡 八幡

村外六ヶ村 戸長役場印」．領収朱印「成澤」． 
1139-52-2 
受取証（囲穀代金貸附元利内金50 円領授）． 
（明治）24 年11 月29 日． 差出：総代人 町田仙右衛門

(朱印)． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭証券印紙． 

8.桜井村生衆社・臼田銀太郎等 
922-1(1) 
借用金証書（金70 円）． 
明治 16 年 7 月 2 日． 差出：北佐久郡御馬寄村町田良

三郎(朱印)，引受証人同郡同村町田志津太(朱印)． 受

取：生衆社長支配人御中． 
1 通（2 件-綴9 通のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
923(8) 
借用金証（金300 円）． 
明治17年4月17日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主
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町田良右衛門(朱印)，引受証人町田良三郎(朱印)． 受

取：南佐久郡桜井村生衆社長臼田銀太郎殿・同支配人

臼田慎三殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
923(9) 
借用金証（金5 円）． 
明治17年4月17日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)，引受証人町田良三郎(朱印)． 受

取：生衆社長・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． 
1137-71 
借用金証書（金300 円）． 
明治17年7月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主 

町田良右衛門様 （印），同郡同前引請証人町田良三郎

（印）． 受取：南佐久郡桜井村 生衆社御中． 
1 通． 竪紙． 
1137-98 
借用金証書（金300 円）． 
明治17年7月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)，引請証人町田良三郎(朱印)，同町

田久二郎(朱印)． 受取：南佐久郡桜井村 生衆社中． 
1 通． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．袖上（標題上）切取（印紙切取ヵ）．差出押

印抹消． 
1137-200 
仮請取証（御用達金利分など金30 円受取につき）． 
（明治）18 年2 月15 日． 差出：桜井村生産社長臼田銀

太郎(朱印)． 受取：御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
924(8) 
借用金証書（金100 円)． 
明治18年5月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)，同郡同村受人良三郎(朱印)，同郡

同村受人町田静太(朱印)；(奥書)北佐久郡八幡村外六ヶ

村戸長平嶌省三[朱印]． 受取：南佐久郡桜井村生衆社

御中． 
1 通（綴10 点のうち）． 竪美． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙4 枚・10 銭印紙．押印抹消． 
1137-120 
記（利子金29 円受取につき）． 
（明治）18 年 5 月 29 日． 差出：桜井村生衆社[朱印]． 

受取：御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭印紙． 
924(10) 
借用金特約証券（金250 円）． 
明治 18 年 11 月 22 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田久二郎(朱印)，抵当貸主町田森太(朱印)，同町田

彦右衛門(印)；(奥書)北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長平嶌

省三[朱印]． 受取：南佐久郡桜井村生衆社長臼田銀太

郎殿． 
1 冊（綴10 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．押印抹消，印紙剥がしヵ． 
925(1) 
借用金証書（金200 円，元利請取裏書とも)． 
明治19年3月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)，受人町田久次郎(朱印)；(奥書)北

佐久郡八幡村外六ヶ村戸長平嶌省三[朱印]；(裏書)南佐

久郡桜井村生衆社々長臼田銀太郎(朱印)． 受取：南佐

久郡桜井村生衆社社長臼田銀太郎殿． 
1 通（綴9 点のうち）． 竪美． 
印刷用紙へ書込み．10 銭印紙・1 銭証券印紙．差出押印抹消． 
926-5-2 
御届（町田良右衛門書入地書上）． 
明治20年3月29日． 差出：南佐久郡桜井村生衆社々

長臼田銀太郎(朱印)． 受取：北佐久郡八幡村外六ヶ村

戸長岡部弾二殿． 
1 通（7 件のうち）． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
926-4 
済崩金借用特約証書，扣（560 円借用につき，御馬寄村

田地抵当入）． 
明治20年3月30日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用人

町田良右衛門，同郡同村証人町田静太，同郡同村仝町

田久次郎(朱印)． 受取：南佐久郡桜井村臼田銀太郎殿． 
1 冊（7 件のうち）． 竪半（一ツ綴）． 
緑色罫紙．綴補修． 
926-5-1 
借用金特約証券（600 円，金員領収奥書とも）． 
明治20年3月30日；(領収奥書)明治20年11月30日． 

差出：北佐久郡御馬寄村借用人町田良右衛門(朱印)，

同郡同村証人町田静太(朱印)，同郡同村仝町田久次郎

(朱印)；(領収奥書)右臼田銀太郎代人南佐久郡桜井村

生衆社支配人臼田慎三(印)． 受取：南佐久郡桜井村生

衆社長臼田銀太郎殿． 
1 冊（7 件のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．5 銭・1 銭証券印紙． 
926-6 
借用金特約証券（600 円）． 
明治20年3月30日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門，仝郡仝村証人町田静太，仝郡仝村仝証

人町田久次郎(朱印)． 受取：南佐久郡桜井村生衆社長

臼田銀太郎殿． 
1 冊（7 件のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．端下「扣」． 
955(1) 
済崩金借用特約証書（金560 円）． 
明治20年3月30日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用人
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町田良右衛門(印)，北佐久郡中津村証人町田静太(印)，

同郡同村同町田久次郎(印)． 受取：南佐久郡桜井村臼

田銀太郎殿． 
1 冊（7 点のうち）． [竪美（ひねり綴・一ツ綴）]． 
(1)～(3)ひねり綴．朱色罫紙．10 銭印紙2 枚． 
1077 
[南佐久郡桜井村臼田銀太郎・生衆社よりの請取書類]． 
[明治20 年～25 年]．  
[点]． [袋入一括]． 
1077-1 へ，-2 以下を書付様または書状様に折りたたみ収納． 
1077-1 
[紙袋]明治廿年以来 南佐久郡桜井村臼田銀太郎殿`

より`成崩シ分請取類入 同断生衆社`より`受取証書類

入． 
明治20 年．  
1 点． 袋． 
1 銭証券印紙．破損． 
1077-2 
請取書（金70 円）． 
明治 20 年 9 月 5 日． 差出：南佐久郡桜井村臼田銀太

郎，代印臼田弥二郎(朱印)． 受取：北佐久郡御馬寄村

町田良右右衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
1077-3 
請取書（御馬寄村地所登記証書に対する用達金 125

円）． 
明治21年9月24日． 差出：南佐久郡桜井村臼田銀太

郎代兼仝所臼田慎三(印)． 受取：北佐久郡御馬寄村町

田良右衛門殿，仝静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
1 銭証券印紙． 
1077-4 
請取証書（計金583 円）． 
明治21年9月18日． 差出：桜井村臼田銀太郎代兼人

臼田慎三(印)． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
1 銭証券印紙．朱色罫紙． 
1077-5 
記（2 件計金500 円受取）． 
明治 22 年 11 月 13 日． 差出：桜井村臼田慎三代兼人

臼田銀太郎(朱印)． 受取：中津村町田良右衛門殿，同

静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
1077-6 
受取証書（金70 円）． 
明治22年8月26日． 差出：南佐久郡桜井村臼田銀太

郎(朱印)． 受取：北佐久郡御馬寄町田良右衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
赤色罫紙． 

1077-7 
受取証書（金125 円のうち金50 円）． 
明治22年8月26日． 差出：南佐久郡桜井村臼田慎三

(印)，臼田銀太郎(朱印)． 受取：北佐久郡中津村大字

御馬寄町田森太殿，同久四郎殿． 
1 通． 竪切紙． 
赤色罫紙． 
1077-8 
記（22 年9 月9 日期金125 円ほか 4 件利子等計算）． 
1 通． 横折紙． 
1077-9 
請取書（金72 円39 銭余，成潰金のうち）． 
明治 22 年 12 月 25 日． 差出：南佐久郡桜井村臼田銀

太郎代兼臼田慎三(印)． 受取：町田良右衛門殿，町田

静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙． 
1077-10 
請取書（金36 円87 銭5 厘）． 
明治 22 年 12 月 25 日． 差出：西佐久郡桜井村生衆社

支配人臼田慎三(印)． 受取：北佐久郡中津村大字御馬

寄 町田静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙．端上「第三十号」． 
1077-11 
記（貸金延滞分請取）． 
明治 25 年 12 月 25 日． 差出：南佐久郡桜井村臼田銀

太郎(朱印)． 受取：北佐久郡中津村大字御馬寄町田良

右衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙． 
1077-12 
連帯借用金証書（金400 円，皆済奥書とも）． 
明治21年9月24日；(皆済奥書)明治22年12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[(訂正前)受人兼]借用主町田静太(朱印)，同郡

同村保証人町田久次郎(朱印)；(皆済奥書)南佐久郡桜

井村臼田銀太郎・臼田松三郎右両人代人仝郡仝村三拾

八番地臼田慎三(印)． 受取：南佐久郡桜井村 臼田銀

太郎殿，臼田松三郎殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．10 銭印紙2 枚． 
955(2) 
済崩金借用特約証書（金1000 円）． 
明治 20 年 11 月 30 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田良右衛門(印)，仝郡仝村証人町田静太(印)，仝郡

仝村証人町田久次郎(印)． 受取：南佐久郡桜井村臼田

銀太郎殿，臼田慎三殿． 
1 冊（7 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．5 銭・1 銭証券印紙8 枚． 
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	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
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	3.勢多郡鶴ヶ谷村
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	○川除御普請
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	○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
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	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
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	○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）
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	1.慶弔諸事
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	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
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