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927(2) 
連帯借用金証書（金400 円）． 
明治21年9月24日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門，借用主町田静太，証人町田久次郎． 

受取：南佐久郡桜井村 [空白]． 
1 冊（綴38 点のうち）． 竪半（一ツ綴）． 
紙面線引，反故ヵ． 
927(5) 
連帯借用金証書（金295 円借用，金員領収書とも）． 
明治21 年10 月23 日；(領収書)明治26 年12 月15 日． 

差出：北佐久郡御馬寄村連帯借用主町田静太(朱印)，

連帯借用主町田良右衛門(朱印)，同郡同村受人町田良

三郎(朱印)；(領収書)右債主 臼田銀太郎(朱印)． 受

取：南佐久郡桜井村生衆社長臼田銀太郎殿． 
1 冊（綴38 点のうち）． 竪半（一ツ綴）． 
印刷用紙へ書込み．10 銭印紙・1 銭証券印紙．本紙押印抹消．

領収書朱色罫紙合綴． 
955(3) 
連帯借用金証書（金639 円）． 
明治 22 年 12 月 25 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄借用主町田良右衛門(印)，仝郡仝村借用主町田静

太(印)，仝郡仝村証人町田不士太(印)． 受取：南佐久

郡桜井村生産社長臼田銀太郎殿． 
1 冊（7 点のうち）． 竪美（二ツ綴）． 
朱色罫紙．10 銭・5 銭・1 銭証券印紙4 枚． 
1139-23 
請取書（御馬寄村地所登記第五拾三号に対する利子

云々）． 
明治 24 年 3 月 31 日． 差出：南佐久郡桜井村 生衆

社々長 臼田銀太郎(朱印)． 受取：北佐久郡中津村大

字御馬寄 町田静太殿，仝良右衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
1 銭証券印紙． 
975 
[支払命令および支払命令申請書類]． 
[明治25 年10 月13 日]．  
[1 冊（2 点）]． [竪美（一ツ綴）]． 
(1)(2)全体は紙縒りで一ツ綴． 
975(1) 
支払命令（貸附金・利子・催促手続費用，債権者桜井村

生産社社長代理支配人臼田慎三，債務者町田静太）． 
明治 25 年 10 月 13 日． 差出：岩村田区裁判所判事山

本真主基． 受取：（町田静太）． 
1 通． 竪美． 
「岩村田区裁判所」名入朱色罫紙． 
975(2) 
[支払命令申請書ほか]（貸金催促事件関係書類写，債

権者桜井村生衆社社長代理支配人臼田慎三，債務者

町田静太）． 
明治25 年10 月13 日．  

1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
1139-54 
請取証書（御馬寄地所登記第 53 号に対する貸金元利

の内金200 円）． 
明治25年10月26日． 差出：南佐久郡桜井村 生衆社

[朱印]． 受取：北佐久郡中津村 町田良右衛門代兼人 

町田静太殿． 
1 通． 竪切紙（四ツ切大）． 
朱色罫紙．冒頭朱筆「第十六号」．差出印文「桜井 生衆社」． 
1372 
借用金証書（金 179 円，中津村大字御馬寄宅地抵当，

岩村田区裁判所登記済奥印・元利金請取奥書とも）． 
明治 26 年 12 月 15 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄借用人町田静太(朱印)，仝郡仝村証人町田不二太

(朱印)；(登記済奥印)[朱印]；(請取奥書)南佐久郡桜井村

百七拾弐番地債主臼田銀太郎(朱印)[ほか 2 名連印]． 

受取：南佐久郡桜井村臼田銀太郎殿，臼田松太郎殿，

臼田慎三殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．5 銭・1 銭・5 厘証券印紙．本紙差出押印抹消． 
1137-117 
（御用達金返済の督促書）． 
5 月 11 日． 差出：桜井村生衆社． 受取：御馬寄村町

田良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1137-68 
（臼田銀太郎・生衆社の元金・利足金額書上）． 
1 通． 横折紙． 
利足金額は朱筆． 

9.祭典費共有金 
969 
積金年賦成崩し借用証文（金額空白，抵当字中宿宅地

2 筆・字神平田ほか計27 筆および家屋）． 
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)，仝相続人町田静太(朱印)，同郡同

村受人町田良三郎(朱印)，仝町田長四郎(朱印)，仝町田

久次郎． 受取：同郡同村共有金惣代山浦一助殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．押印抹消（ペン）． 
924(6) 
借用金証書（金1000 円，皆済書とも）． 
明治18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)，同郡同村受人町田静太(朱印)，同

郡同村受人町田良三郎(朱印)；(奥書)北佐久郡八幡村

外六ヶ村戸長平嶌省三[朱印]；(皆済書)共有金惣代町田

利助(印)[ほか 9 名連印]． 受取：共有金惣代町田利助

殿． 
1 冊（綴10 点のうち）． 竪美および竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
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970(2) 
借用金証書（金1000 円，抵当田畑24 筆）． 
明治18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)，仝郡仝村受人町田静太(朱印)，仝

郡仝村受人町田良三郎(朱印)． 受取：北佐久郡御馬寄

村共有金総代町田利助殿，外御中． 
1 冊（2 通のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．差出押印抹消． 
1137-108 
金円受取証（共有金貸付のうち 230 円）． 
明治19年10月26日． 差出：共有惣代 町田利助(印)． 

受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
1 銭証券印紙． 
1355 
金員繰替返金約定（共有金借用返金残額 500 円のとこ

ろ町田森太ほか 3 名分合金 286 円 5 銭を無尽割戻しと

して）． 
明治19年12月20日． 差出：右 町田良右衛門(朱印)，

町田森太(朱印)，町田久次郎(朱印)，町田長四郎(朱印)． 

受取：共有金惣代 町田利助殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
蘇芳色罫紙．1 銭証券印紙．継目に朱印押印（町田良右衛門

印）． 
1390-2 
請取証（村社祭礼備付金利子）． 
（明治 20 年ヵ）9 月 20 日． 差出：大字御馬寄氏子惣代

山浦勢訪吉(朱印)． 受取：町田静太様． 
1 通． 竪切紙． 
928-1(5) 
借用金証書（金290 円6 銭3 厘）． 
明治24年1月25日． 差出：北佐久郡中津村借用人町

田良右衛門(朱印)，同郡同村受人町田良三郎，同郡同

村受人町田森太(朱印)． 受取：仝郡仝村共有金差廻惣

代 山浦伊三郎殿外四名御中． 
1 通（3 点-綴8 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．1 銭・10 銭証券印紙．良右衛門押印抹消． 
928-2 
借用金証書（金290 円6 銭3 厘）． 
明治24年1月25日． 差出：北佐久郡中津村借用人町

田良右衛門，仝郡仝村請人町田森太，仝郡仝村請人町

田良三郎． 受取：同郡同村共有決取廻惣代山浦傳三

郎殿外四名衆中． 
1 通（3 点のうち）． 竪紙． 
宛先訂正，下書ヵ． 
1139-52-1 
記（貸附金元利・出金計算書）． 
明治24 年11 月28 日． 差出：総代人 町田仙右衛門． 

受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 

-52-2 とともに二つ折にたたまれていた． 
1385(10) 
金円借用証書（金 264 円，町田久次郎所持畑地宅地抵

当，建家等図面添付；証面元利金領収奥書とも）． 
明治 24 年 12 月 23 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄借用主町田静太(朱印)，仝郡仝村抵当貸主引請証

人町田久次郎(朱印)；(領収奥書)北佐久郡中津村大字

御馬寄共有金管理人北佐久郡中津村長佐藤鍋次[朱

印]． 受取：北佐久郡中津村大字御馬寄共有金惣代町

田仙右衛門殿，町田甚太郎殿，山浦大次殿，町田長四

郎殿． 
1 冊（34 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．5 銭・1 銭証券印紙．紙面に登記済等の朱印． 
1385(12) 
金円借用証書（金 264 円，町田久次郎所持畑地宅地抵

当）． 
明治 24 年 12 月 23 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄町田静太(書印)，同郡同村抵当貸主引受証人町田

久次郎(書印)． 受取：北佐久郡中津村大字御馬寄共有

金惣代町田仙右衛門殿，町田甚太郎殿，山浦大次殿，

町田長四郎殿． 
1 冊（34 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
1385(11) 
金円借用証書（金264 円，製糸所建物等抵当）． 
明治24年12月． 差出：北佐久郡中津村大字御馬寄借

用主町田静太(印)，仝郡仝村抵当貸主町田久次郎(印)，

仝郡仝村引継証人町田良三郎． 受取：北佐久郡中津

村大字御馬寄共有金総代町田仙右衛門殿，町田甚太

郎殿，山浦大次殿，町田長四郎殿． 
1 冊（34 点のうち）． 竪半（一ツ綴）． 
1139-66-14 
記（明治23年度分金33円20銭ほかにつき受取金円差

引書付）． 
（明治）25 年12 月27 日． 差出：惣代人 町田仙右衛門． 

受取：町田静太殿． 
1 通． 横折紙． 
1139-66-21 
仮受取之証（共有金利子金40 円領収）． 
（明治）25 年 12 月 27 日． 差出：（中津村大字御馬寄）

惣代人[朱印]． 受取：町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
差出朱印印文「中津村大字御馬寄惣代之印」，また「町仙」朱印

もあり． 
1139-65 
領収証（明治26 年度共有金利子金26 円40 銭）． 
明治 26 年 12 月 28 日． 差出：工藤常太郎(朱印)． 受

取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．差出印文「工藤」．領収朱印印文「中津村大 字御馬
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寄 惣代之印」． 
1390-29 
副証書（借用金円を神社祭典備付金として引き継ぐ旨

承知）． 
明治 26 年 12 月 28 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄借用主町田静太(朱印)，仝郡仝村仝大字抵当貸主

右証人町田久二郎(朱印)． 受取：仝郡仝村御馬寄神社

氏子総代人 町田佐太郎殿，山浦伊右衛門殿，町田久

二郎殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．5 厘証券印紙． 
1139-4 
副書（明治24年12月22日付の借用金は村内共有金で

信徒総代引継ぎ承諾につき）． 
明治26年12月29日． 差出：町田静太(書印)． 受取：

町田佐太郎殿，山浦伊右衛門殿，町田久二郎殿． 
1 通． 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．竪折紙

とした際の右側端に綴じ穴2 つあり． 
1139-29 
記（村社祭典費利子受取）． 
明治 27 年 10 月 10 日． 差出：山浦伝右衛門(印)． 受

取：町田静太様． 
1 通． 竪紙． 
979-1 
証券（借用金返金期限延長願申入につき）． 
明治28年1月20日． 差出：北佐久郡中津村町田静太

(朱印)，仝郡仝村保証人町田久次郎(朱印)． 受取：大

字御馬寄祭典費共有金惣代町田弥作殿，鈴木梅太郎

殿，山浦伊右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
979-2 
（借用金返金期限延長願申入につき証書）． 
明治29年12月8日． 差出：北佐久郡中津村町田静太

(朱印)． 受取：北佐久郡中津村大字御馬寄氏子惣代山

浦伊右衛門殿，仝鈴木梅太郎殿，仝町田弥作殿． 
1 通． 竪美． 
印紙剥離． 
1139-102 
証（村社備付御貸金利子受取）． 
明治 28 年 10 月 25 日． 差出：中津村大字御馬寄氏子

惣代 山浦伊右衛門[朱印]，町田弥作(朱印)，鈴木梅太

郎(朱印)． 受取：仝邨 町田静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
1139-122 
証（金26 円40 銭，元金1 ヵ年利子受取）． 
（明治）29 年10 月10 日． 差出：氏子総代 山浦伊右衛

門(朱印)，町田弥作(朱印)，鈴木梅太郎(朱印)． 受取：

町田静太殿． 

1 通． 竪紙． 
1138-90 
領収証（一ヶ年利子金領収）． 
（明治）33年9月13日． 差出：氏子総代町田弥作(印)． 

受取：町田静太様． 
1 通． 竪切紙． 
1138-79 
証（37 年よりの忠次郎利金受取）． 
明治37年12月14日． 差出：中津村大字御馬寄 氏子

惣代(朱印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 横美切継紙． 
印文「鈴木」． 

10.学資金 
1385(4) 
学資金借用証書（金 332 円，北佐久郡御馬寄村畑地抵

当，奥印とも）． 
明治18年9月20日． 差出：北佐久郡御馬寄邨借用主

町田良右衛門(朱印)，同郡同村受人町田静太(朱印)，同

郡同村受人町田長四郎(朱印)；(奥印)北佐久郡八幡村

外六ヶ村戸長平嶋省三代理仝郡仝村筆生依田音蔵(朱

印)． 受取：御馬寄学校御中． 
1 冊（34 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．10 銭印紙・2 銭証券印紙．押印抹消． 
970 
[学資金借用証書]． 
[明治18 年9 月20 日]． 作成：[町田良右衛門]．  
[1 綴（2 冊）]． [竪美（ひねり綴）]． 
(1)(2)は端を紙縒りでひねり綴．印紙形状書込み・奥書書印等あ

り，下書または控ヵ． 
970(1) 
学資金借用証書（金332 円，抵当田畑11 筆）． 
明治18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)，同郡同村受人町田静太(朱印)，同

郡同村受人町田良三郎(朱印)． 受取：御馬寄学校御中． 
1 冊（2 通のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
1139-8 
受取証（学資利子領収）． 
（明治）22 年12 月28 日． 差出：総代人(朱印)． 受取：

町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
差出朱印印文「町仙」． 
1135-53 
[町田仙右衛門書状]（学資金利子納につき）． 
（明治）25 年 5 月 15 日． 差出：町田仙右衛門． 受取：

町田静太様． 
1 通． 横切紙（封筒入）． 
1139-66-12 
受取証（学資金利子金50 円）． 
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（明治）25 年 12 月 20 日． 差出：（中津村大字御馬寄）

惣代人[朱印]． 受取：町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
差出朱印印文「中津村大字御馬寄惣代之印」． 

11.山浦八百作 
928-1(6) 
借用金証（金20 円）． 
明治24年7月10日． 差出：中津村大字御馬寄町田静

太(朱印)． 受取：同郡同村同大字山浦八百治殿． 
1 通（3 点-綴8 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙．押印抹消． 
930(16) 
借用金証（金4 円50 銭）． 
明治26年3月26日． 差出：北佐久郡中津村町田静太

(印)． 受取：仝郡仝村山浦八百作殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
930(11) 
借用金証書（金80 円）． 
明治26年7月12日． 差出：中津村大字御馬寄借主町

田静太(印)，仝村仝大字町田不士太(印)． 受取：仝村

仝大字山浦八百作殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美折紙． 
1 銭証券印紙．朱色罫紙． 
930(4) 
借用金証券（金20 円）． 
明治 26 年 7 月 18 日． 差出：中津村借用主町田静太

(印)． 受取：山浦八百作殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美切紙． 
930(5) 
借用金証券（金20 円）． 
明治26年7月20日． 差出：北佐久郡中津村御馬寄借

用主町田静太(印)． 受取：仝郡仝村仝字山浦八百作殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美切紙． 
930(18) 
借用金証書（金30 円）． 
明治 26 年 12 月 30 日． 差出：北佐久郡中津村町田静

太(印)． 受取：仝郡仝村山浦八百作殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美折紙． 
朱色罫紙． 
931-1(10) 
借用金証書（金40 円・金69 円）． 
明治 27 年 7 月 11 日． 差出：北佐久郡中津村 借用主 

町田静太(朱印)． 受取：山浦八百作殿． 
1 通（2 件-綴12 通のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．朱印抹消．2 筆 1 紙に記載するも差出・宛先それぞ

れ記載． 
931-1(8) 
借用金証（金44 円85 銭）． 

明治27年8月11日． 差出：中津村 借用人 町田静太

(朱印)，証人 町田不二太(朱印)． 受取：仝郡仝村 山

浦八百作殿． 
1 通（2 件-綴12 通のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙2 枚．朱印抹消． 
932(11) 
借用金証（90 円）． 
明治 28 年 7 月 7 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：仝郡

仝村山浦八百作殿． 
1 通（綴12 通のうち）． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
932(7) 
借用金証書(金80 円）． 
明治28年7月25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：仝郡中

津村山浦八百作殿． 
1 通（綴12 通のうち）． 竪美切紙． 
932(12) 
借用金証(金110 円）． 
明治28年9月11日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借主町田静太(印)，仝郡仝村仝大字証人町田不士太

(印)． 受取：仝郡仝村山浦八百作殿． 
1 通（綴12 通のうち）． 竪紙． 
1385(25) 
借用金証（金150 円）． 
明治29年1月10日． 差出：北佐久郡中津村借主町田

静太(朱印)，受人町田不二太(朱印)． 受取：北佐久郡

中津村山浦八百作殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪美． 
差出押印抹消． 
1385(31) 
借用金証書（金40 円）． 
明治31年1月10日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(朱印)． 受取：山浦八百作殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．押印抹消． 

12.工藤常太郎 
929-1(11) 
借用金証書（金100 円）． 
明治25年8月15日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借用主町田静太(朱印)，同郡仝村証人町田長四郎(朱

印)． 受取：同郡仝村工藤常太郎殿． 
1 通（13 点-綴11 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙5 枚．押印抹消． 
930(8) 
借用金証券（金150 円）． 
明治26年8月28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
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村工藤常太郎殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美切紙． 
1 銭証券印紙． 
931-1(3) 
借用金証書（金62 円10 銭）． 
明治 27 年 4 月 25 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

仝村 工藤常太郎殿． 
1 通（2 件-綴12 通のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．朱印抹消． 
931-1(6) 
借用金証（金200 円）． 
明治27年8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)，証人 町田長四郎(朱印)． 

受取：仝郡仝村 工藤常太郎殿． 
1 通（2 件-綴12 通のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．朱印抹消． 
931-1(9) 
借用金証書（金100 円）． 
明治27 年8 月19 日． 差出：中津村 町田静太(朱印)，

町田不二太(朱印)． 受取：工藤常太郎殿． 
1 通（2 件-綴12 通のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．朱印抹消． 
930(17) 
借用金証（金100 円）． 
明治27年8月20日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(印)，証人仝不士太(印)． 受取：工藤常太郎殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美折紙． 
朱色罫紙． 
931-1(5) 
借用金証書（金30 円）． 
明治27 年8 月23 日． 差出：中津村 町田静太(朱印)． 

受取：仝村 工藤常太郎殿． 
1 通（2 件-綴12 通のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．朱印抹消． 
1385(23) 
借用金証書（金160 円）． 
明治28年7月10日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(朱印)，引受証人町田長四郎． 受取：工藤常太

郎殿． 
1 通（34 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． 
932(8) 
借用金証書(金150 円）． 
明治 28 年 9 月 2 日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(印)，引受証人町田長四郎(印)． 受取：北佐久

郡中津村工藤常太郎殿． 
1 通（綴12 通のうち）． 竪美切紙． 
1139-94 
記（元 160 円 7 月より 3 か月分金円ほか計 4 口分勘定

書上）． 
明治 29 年 3 月． 差出：工藤常太郎． 受取：町田静太

様． 
1 通． 横美切紙． 
933-1(1) 
借用金証書（金110 円）． 
明治29年12月． 差出：北佐久郡中津村借用主町田静

太(印)，仝郡仝村証人町田不士太(印)． 受取：北佐久

郡中津村工藤常太郎殿． 
1 通（2 点-綴10 通のうち）． 竪美． 
1 銭証券印紙． 

13.依田軍太郎 
934(5) 
借用金証(金70 円）． 
明治30年3月20日． 差出：中津村町田静太(印)． 受

取：八幡村依田軍太郎殿． 
1 通（綴7 通のうち）． 竪紙． 
1385(28) 
借用金証（金30 円）． 
明治 30 年 4 月 20 日． 差出：中津村町田静太(朱印)． 

受取：仝郡八幡村依田軍太郎様． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．押印抹消． 

14.依田利左衛門 
982 
[依田利左衛門より地所書入にて借金の証書類綴]． 
[明治30 年～35 年]．  
[1 綴（7 点）]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(7)は端を紙縒りで結び綴じ． 
982(1) 
借用金地所書入抵当引抜之証（御馬寄地所6筆，金500

円貸与）． 
明治30年5月26日． 差出：債主南佐久郡南御牧村依

田利左衛門(朱印)． 受取：町田静太殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙．差出印文「依田直久」． 
982(2) 
委任状（依田利左衛門より拙者名義地所 4 筆を町田静

太に貸渡し抵当として金円借用につき登記申請の件，

町田静太へ）． 
明治 35 年 2 月． 作成：小縣郡神川村百参番地土肥不

士太(朱印)．  
1 通． 竪折紙． 
浅葱色罫紙．1 銭収入印紙．押印抹消． 
982(3) 
契約証書（地所抵当にて金円貸与のところ入金により

抵当権釈放につき）． 
明治 33 年 10 月 24 日． 差出：債権者北佐久郡南御牧

村七拾伍番地依田利左衛門(朱印)． 受取：仝郡中津村
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町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
浅葱色罫紙．1 銭収入印紙2 枚． 
982(4) 
借用金証書（金500 円，抵当地計12 筆）． 
明治 31 年 4 月 20 日． 差出：北佐久郡中津村借用主 

町田静太(朱印)，仝郡仝村受人 町田不士太(朱印)． 

受取：仝郡南御牧邨依田利左衛門殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙．5 銭証券印紙2 枚．差出押印抹消． 
982(5) 
貸金請取証書（金500 円請取）． 
明治 35 年 3 月 8 日． 差出：北佐久郡南御牧村依田利

左衛門(朱印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪美． 
青色罫紙．1 銭収入印紙2 枚． 
982(6) 
約定証書（金20円返済により中津村大字御馬寄書入地

所抵当権赦放，写確認奥書とも）． 
明治 30 年 12 月 13 日． 差出：北佐久郡南御牧村債主

依田利左衛門(書印)；(奥書)債主依田利左衛門(朱印)，

負債主町田静太(朱印)． 受取：仝郡中津村負債主町田

静太殿；(奥書)岩村田区裁判所御中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙．標題もと「返済証書」を 2 字訂正． 
982(7) 
約定証書（金20円返済により中津村大字御馬寄書入地

所抵当権赦放）． 
明治 30 年 12 月 13 日． 差出：北佐久郡南御牧村債主

依田利左衛門(朱印)． 受取：仝郡中津村負債主町田静

太殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．標題もと「返済証書」を 2 字訂正． 
1074 
委任状（町田静太土地質入にて借用金のところ抵当権

赦放により地所書入登記引抜消印願一件）． 
明治31年5月． 作成：北佐久郡南牧村依田利左衛門．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙．端下「扣」．委任者名空欄，記載なし． 
936(1) 
借用金証書（金50 円）． 
明治 32 年 12 月 20 日． 差出：北佐久郡中津村借用主

町田静太(印)． 受取：北佐久郡南御牧村依田利左衛門

殿． 
1 通（綴2 通のうち）． 竪紙． 
937 
借用金証書（金220 円)． 
明治 33 年 11 月 20 日． 差出：北佐久郡中津村債務者

町田静太(印)． 受取：北佐久郡南御牧村依田利左衛門

殿． 

1 通． 竪紙． 
1137-100 
記（金50 円受取につき）． 
4 月 24 日． 差出：桑山村依田利左衛門(印)． 受取：御

馬寄村町田良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
白緑色紙使用． 

15.佐久商業銀行 
960 
支払命令（佐久商業銀行を債権者とし町田静太・町田甚

太郎を債務者とする事件，貸付金元利金，催促手続費

用等）． 
明治 39 年 11 月 10 日． 差出：岩村田区裁判所判事山

下次郎． 受取：（町田静太）． 
1 通． 竪紙． 
黒罫紙． 
963 
支払命令（債権者岩村田町佐久商業銀行，債務者大字

御馬寄町田甚吉・町田静太，貸付元金・損害金・催促手

数料を支払うべき旨）． 
明治 39 年 11 月 10 日． 差出：岩村田区裁判所判事山

下次郎(印)． 受取：（町田静太）． 
1 通． 竪美 ． 
「岩村田区裁判所」名入黒色罫紙． 

16.依田仙右衛門 
961 
[仮処分決定ほか]． 
[明治39 年11 月]．  
[1 綴（2 点）]． [竪美（一ツ綴）]． 
961(1) 
仮処分決定（申請人南御牧村依田仙右衛門・被申請人

中津村町田静太，大字御馬寄字林シ別紙係争物件を明

渡すべき旨，正本奥書とも）． 
明治 39 年 11 月 17 日． 差出：岩村田区才判所判事山

下次郎；(正本奥書)裁判所書記磯野寿巳雄[朱印]． 受

取：（町田静太）． 
1 冊． 竪美（もと一ツ綴）． 
全体の綴じと別に(1)の一ツ綴の綴穴のみあり．「岩村田区裁判

所」小豆色罫紙．奥朱印「岩村田区裁判所之印」． 
961(2) 
係争物件目録(大字御馬寄字林シ百七番宅地建物，納

屋等14 棟）． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
「井出用紙」浅葱色罫紙． 

2.借籾・借米ほか 

1385(19) 
籾借用証書（籾4 俵）． 
明治27年12月7日． 差出：北佐久郡中津村連帯借用
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主町田静太(朱印)，仝郡仝村連帯借用主柳沢忠作(朱

印)． 受取：仝郡仝村山浦傳三郎殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
1 銭証券印紙．押印抹消． 
1136-47 
[町田良右衛門書状]（嘉吉米無心，残金勘定につき）． 
8月18日． 差出：町田拝；(封筒)中津村御馬寄 町田良

右衛門． 受取：依田様；(封筒)南御牧村桑山 依田利左

衛門 証書在中． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
封筒の差出・宛先線引抹消． 

3.証人 

951 
借用申質入家屋敷印証之事（通用金40 両，家1 軒屋敷

共，御租税ならびに諸入用に差支え，来る 4 月 20 日ま

で）． 
明治 6 癸酉年 1 月 18 日． 差出：耳取村 金子借用主 

田島庄十(印)，同所請人 田島喜兵衛(印)，御馬寄村請

人 町田良三郎(印)． 受取：中原郷 依田房吉殿． 
1 通． 竪紙． 
差出中町田良三郎印印文「信佐久 御馬寄〈□のなかに丁〉福

田屋」． 
912(1) 
金札日延証文之一札（金40 両借用の件）． 
明治6癸酉極月24日． 差出：金札借用主田嶋庄十(印)，

親類惣代丸山種助(印)，受人田島喜兵衛[附箋「他行ニ

付追印」]，受人町田良三郎(印)． 受取：依田房吉殿． 
1 通（4 点のうち）． 竪紙． 
928-1(1) 
借用金証書（金700 円）． 
明治24年3月30日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借用人町田森太(朱印)，同郡同村借用人町田久次郎

(朱印)，同同仝町田良右衛門(朱印)，同同証人町田静太

(朱印)． 受取：仝郡南御牧村 依田仙右衛門殿． 
1 通（3 点-綴8 点のうち）． 竪折紙． 
押印抹消． 
1139-3 
清水清重殿（清水清重よりの借用証，計金695 円）． 
（明治 24 年 10 月～11 月）． 差出：（桜井村 臼田豊太

郎(朱印)，川辺村 清水清重(朱印)；北佐久郡川辺村 借

主 清水清重(朱印)，受人 町田静太）． 受取：（前山村 

飯嶌清右衛門殿；塩川倉庫会社）． 
2 通． 横美切紙ほか（封筒入）． 
標題記載の封筒に折りたたまれて一括．印紙貼付． 
933-1(7) 
金円借用之証（金44 円）． 
明治 29 年 10 月 5 日． 差出：中津村借主山浦八百作

(印)，中津村受人町田静太(印)． 受取：蒔田豊太郎殿． 
1 通（2 点-綴10 通のうち）． 竪紙． 

4.貸金 

1139-173 
借用申金子証文之事（金7 両）． 
慶応3 卯年2 月． 差出：金借用主勘左衛門，組合惣代

引受ー[  ]，同[  ]． 受取：千代次殿． 
1 通． 竪継紙． 
奥下部破損（破取りヵ）． 
949 
差入申一札之事（諸返納差支難渋の所，良右衛門殿成

崩し金御引譲，切迫の場を凌ぎ，忝仕合につき）． 
明治 3 午年 12 月． 差出：当人新蔵(印)，忰仁助(爪印），

同佐助(印)，親類喜惣次(印)，同断捨五郎(印)． 受取：

御組合衆中． 
1 通． 竪継紙． 
910(6) 
借用申金子証文之事（金50 両）． 
明治 4 未 9 月． 差出：金借主小平八郎(印)． 受取：町

田良三郎殿． 
1 通（6 通のうち）． 竪紙． 
押印抹消． 
990-19 
借用申金子証文之事（金70 円）． 
明治 6 年 10 月 28 日． 差出：借用主町田昭造(印)，受

人柳沢孫右衛門． 受取：町田良三郎殿． 
1 通． 竪紙． 
青色罫紙．印紙あり． 
1359-50 
[下塚原村渡辺四郎治書状]（金子二十五両四日間時借

願）． 
明治 7 戌年 5 月 30 日． 差出：下塚原村 渡辺四郎治

(印)． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 竪紙． 
奥上部分（封印部分ヵ）破損欠．書状大に折畳み． 
60 
明治九子年一月改 貸金差引取調帳 町田良右衛門． 
明治9 年1 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
918(6) 
借用金証書（金35 円）． 
明治12年2月10日． 差出：北佐久郡三河田村金借用

主樋田仁作[印]，同郡同村受人樋田玉蔵(印)． 受取：

北佐久郡御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙．1 銭印紙． 
990-11 
受取証（金36 円）． 
明治12年7月31日． 差出：町田仙右衛門(印)． 受取：

町田良右衛門殿． 
1 通． 横切紙． 
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920-1(3) 
借用金証券（金150 円，奥書調印写とも）． 
明治 14 年 5 月 5 日． 差出：北佐久郡小諸町借主佐藤

文太夫(書印)，同郡同町受人大井一九(書印)；(奥書調

印)右村戸長代理筆生高藤彦太郎(書印)． 受取：北佐

久郡御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
990-29 
借用金之書（金25 円）． 
明治14年5月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

生駒力三郎(印)，受人生駒宗三(印)． 受取：同邨町田

良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
922-2-2 
借用金証書（金452 円68 銭）． 
明治 16 年 1 月 20 日． 差出：北佐久郡御馬寄村 借用

主 山浦初太郎(印)，引受証人 町田長四郎(朱印)，引受

証人 柳澤孫右衛門(朱印)． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通（2 件のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙．罫外朱筆「第弐十弐号」．10 銭印紙 4 枚・5 銭印紙 1

枚． 
922-2-3 
借用金証書（金50 円）． 
明治16 年1 月20 日． 差出：借用主 山浦健六(印)，引

受証人 山浦義助(印)，引受証人 松崎仁市(朱印)． 受

取：町田良右衛門殿． 
1 通（2 件のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙．罫外朱筆「第廿七号」． 
990-17 
借用金証書（金100 円）． 
明治 16 年 1 月 20 日． 差出：借用主町田昭造(印)，引

受証人町田志津太． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
922-2-1 
借用金証書（金35 円）． 
明治 16 年 3 月 7 日． 差出：借用主 楠東忍(朱印)，引

受証人 町田昭造(朱印)，引受証人 町田正太郎(朱印)． 

受取：町田良右衛門殿． 
1 通（2 件のうち）． 竪美切紙． 
-2-1～-2-3 は折りたたまれて一括．印刷用紙．罫外朱筆「第三

十三号」．紙面線引き． 
920-2 
借用金証書（金30 円，奥印・書入地簡略図とも）． 
明治 17 年 12 月 18 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主小林喜作(印)，同郡同村小林こん(朱印)，同郡同村小

林宗四郎(朱印)；(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． 竪美（一ツ綴）． 

本紙印刷用紙へ書込み．1 銭印紙2 枚． 
925(3) 
借用金証書（金30 円)． 
明治 19 年 4 月． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主松崎

仁市． 受取：同郡同村町田良右衛門殿． 
1 通（綴9 点のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み． 
927(1) 
借用金証（金4 円）． 
明治21年4月2日． 差出：名古屋江川町一丁め 日比

惣兵ヱ(朱印)． 受取：御馬寄邨町田良右衛門殿． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
紺色罫紙．1 銭証券印紙． 
1360-11(62) 
証（時計を抵当として金借用）． 
明治 22 年 7 月 17 日． 差出：南御牧村伊藤周次郎(朱

印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
990-42 
借用金証書（金3 円）． 
明治 23 年 12 月 28 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄借主山浦宇三郎(印)． 受取：仝郡仝村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり．朱色罫紙． 
990-31 
借用金証書（金18 円）． 
明治24年12月10日． 差出：借用人山浦孫市(印)． 受

取：仝郡同村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
929-2 
借用金証書（金19 円44 銭9 厘）． 
明治25年2月17日． 差出：北佐久郡大字御馬寄借用

人山浦久平(印)，同郡同村証人山浦嘉吉(印)． 受取：

仝郡仝村町田良右衛門殿． 
1 通（13 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙． 
990-3 
借用金証券（金4 円50 銭）． 
明治25年12月1日． 差出：中津村山浦雅次(印)． 受

取：仝村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
934(3) 
借用金証書(金15 円）． 
明治26年5月10日． 差出：中津村字御馬寄借用主松

崎仁市(印)，仝証人山浦モト(印)． 受取：仝村町田静太

殿． 
1 通（綴7 通のうち）． 竪紙． 
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朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
1385(21) 
記（金3 円借用）． 
明治27 年1 月12 日． 差出：小山福治郎． 受取：町田

静太殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙． 
990-5 
借用証（金1 円）． 
明治28年1月26日． 差出：北佐久郡中津村字塩名田

佐藤七蔵． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
990-6 
金子借用証（金6 円）． 
明治 28 年 3 月 8 日． 差出：五郎兵衛新田村塚野甚幸

(印)． 受取：中津村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
990-4 
借用証文（金3 円75 銭）． 
明治 28 年 5 月 29 日． 差出：中津村借用人山浦エキ，

引受人山浦定吉(印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
1139-107 
借用金之証（金18 円受取）． 
明治28年6月18日． 差出：借主 佐藤為太郎． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙（半切）． 
933-2 
借用金証書（金7 円25 銭）． 
明治 29 年 5 月 8 日． 差出：北佐久郡中津村借用主鬼

久保昭次(朱印)，引受証人鬼久保長次郎(印)，立合人佐

藤友次(朱印)． 受取：仝郡仝村町田静太殿． 
1 通（2 点のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．立合人印印文「鬼久保」． 
990-24 
借用金証書（金2 円）． 
明治29年7月15日． 差出：北佐久郡中津村借主蒔田

叔蔵(印)． 受取：仝郡仝村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
990-40 
借用証書（金4 円50 銭）． 
明治 29 年 8 月 2 日． 差出：北佐久郡中津村借用主山

浦銀之助(印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
990-27 
借用金証書（金2 円）． 
明治30年4月28日． 差出：北佐久郡中津村第拾七番

地佐藤吉次郎(印)． 受取：町田静太殿． 

1 通． 竪紙． 
934(1) 
借用金証(金11 円）． 
明治30年6月17日． 差出：北佐久郡五郎兵衛新田村

字下原清水茂平(印)． 受取：中津村町田静太殿． 
1 通（綴7 通のうち）． 竪紙． 
934(4) 
借用金之証(金60 円）． 
明治30年6月27日． 差出：北佐久郡中津村借主丸山

国次郎(印)，受人丸山伝兵衛(印)，受人丸山敏治(印)． 

受取：仝郡仝村町田静太殿． 
1 通（綴7 通のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
934(2) 
借用金証(金8 円）． 
明治 30 年 7 月 8 日． 差出：五郎兵衛新田村清水茂平

(印)． 受取：中津村町田静太殿． 
1 通（綴7 通のうち）． 竪紙． 
990-7 
金子借用之証（金120 円）． 
明治31年1月28日． 差出：南佐久郡岸野村三百三十

一番チ借用人古屋美之吉(印)． 受取：中津村町田静太

殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
935 
借用金証（金12 円50 銭）． 
明治 31 年 7 月 3 日． 差出：北佐久郡五郎兵衛新田村

借用主清水茂平(印)． 受取：仝郡中津村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
1 銭証券印紙． 
990-22 
借用金証書（金60 円）． 
明治37年5月28日． 差出：北佐久郡協和村参百参拾

弐番ノ内壱番借用主野村土太郎(印)，仝郡仝村参百五

拾番地受人上野運次郎(印)． 受取：北佐久郡中津村町

田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
941 
借用金証書（金25 円)． 
明治37年6月28日． 差出：北佐久郡布施村小松善助

(印)． 受取：北佐久郡中津村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
1085-2 
郵便送達証書（長野地方裁判所民事部書記課発封書 1

通，但訴状送達期日呼出状）． 
明治39年5月8日． 差出：塩名田郵便局 配達人花里

丑松(朱印)． 受取：北佐久郡中津村一八六番地 町田

静太殿宛． 
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1 通． 竪紙． 
長野地方裁判所民事部「郵便送達証書」印刷書式使用．明治卅

九年五月七日・三九（ワ）八〇．差出印文「花里」．受取本人町田

静太氏朱印押印． 
1085-1 
郵便送達証書（岩村田区裁判所書記課発封書 1 通，但

支払命令正本在中）． 
明治39年11月11日． 差出：塩名田郵便局 配達人佐

藤今朝次郎(朱印)． 受取：長野県北佐久郡中津村一ノ

八六ノ二番地 町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
もと-1 と-2 は一括．岩村田区裁判所「郵便送達証書」印刷書式

使用．明治二九（ママ）年十一月十日・三九（ロ）六〇八．差出印

文「佐藤」．受取本人町田静太氏拇印あり． 
962 
支払命令（債権者町田静太・債務者大字御馬寄山浦定

吉，貸付元金・損害金・督促手数料につき）． 
明治 39 年 11 月 21 日． 作成：岩村田区裁判所判事山

下次郎；(正本写の旨奥書)裁判所書記岡本義人[朱印]．  
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
「岩村田区裁判所」名入黒色罫紙． 
1084-1 
通知書（債務者への支払命令送達）． 
明治 39 年 11 月 26 日． 差出：岩村田区裁判所[朱印]

裁判所書記 岡本義人[朱印]． 受取：岩村田町木根渕

正明方 債権者 町田静太． 
2 通． 竪紙． 
もと-1 と-2 は一括．岩村田区裁判所裁判所書記「通知書」印刷

書式使用．明治卅九年（ロ）第七〇〇号．債務者：山浦定吉． 
1084-2 
通知書（債務者への支払命令送達）． 
明治 39 年 12 月 15 日． 差出：岩村田区裁判所[朱印]

裁判所書記 岡本義人[朱印]． 受取：岩村田町木根渕

正明方 債権者 町田静太． 
1 通． 竪紙． 
岩村田区裁判所裁判所書記「通知書」印刷書式使用．明治卅九

年（ロ）第七〇一号．債務者：秋山清兵衛． 
1086 
期日呼出状（貸金請求事件口頭弁論期日出頭につき）． 
明治 39 年 12 月 22 日． 差出：岩村田区裁判所[朱印]

裁判所書記 礒野寿巳雄[朱印]． 受取：木根渕正明方 

町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
岩村田区裁判所・明治卅九年（ハ）二八七号．「期日呼出状」書

式印刷用紙．原告：町田静太，被告：秋山清兵衛． 
1129-15 
口上（江戸表出立につき金子借用願）． 
2 月 11 日． 差出：中居村小松源十郎． 受取：御馬寄

村福田屋良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1141-49 

覚（金7 両預り）． 
3 月 5 日． 差出：八幡宿沢潟屋与太郎． 受取：御馬寄

村福田屋様． 
1 通． 横切継紙． 
1359-60 
[武左衛門書状]（拠所なく入用差支え困り入り先日小諸

より取り寄せの金のうち二十円借用取計い依頼）． 
3 月 26 日． 差出：武左衛門． 受取：良右衛門殿 要用． 
1 通． 横切紙． 
1134-38 
[くら元書状]（入用出来につき金一円拝借願）． 
4 月8 日． 差出：くら元． 受取：福田屋様 願用． 
1 通． 横美切紙． 
酸化焼損． 
1143-1 
記（金148 両1 朱差上につき）． 
9 月27 日． 差出：（小平）八郎． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横美継． 
1139-40 
[長四郎書状]（4，5 円お貸しくだされたく願）． 
11 月10 日． 差出：長四郎． 受取：福田屋様． 
1 通． 横美切紙． 
1387-33 
[小平茂吉書状]（蚕種買入資金借用願）． 
12 月 24 日． 差出：小平茂吉． 受取：福田屋御主人様． 
1 通． 横切継紙． 
1138-44-1 
[政平書状]（金2 両拝借したく）． 
16 日． 差出：政平． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1137-17 
（山崎初太郎への貸金額，利子返済額とその日付，残

金額の書上）． 
1 通． 横折紙． 
内容から，作成は明治16 年以降ヵ． 
○小諸藩家中 

907-1(5) 
預り申金子之事（凶作につき米穀融通方に金15 両御拝

借）． 
天保 8 酉年 2 月． 差出：八木六太夫，小林武太夫，木

村伴五郎，在府長沼丈太夫，押兼伴作，佐藤名左衛門，

大橋元右衛門，高崎寛吾；(奥裏書)河合作兵衛． 受

取：御馬寄村良右衛門殿． 
1 通（2 点-綴8 通のうち）． 竪美大． 
○共盟社担当 

921-3 
[借用之証ほか]（共盟社担当宛借用証文綴）． 
[明治 15 年 4 月～7 月]． 差出：[北佐久郡御馬寄邨債
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主町田昭造(朱印)，保証町田仙右衛門(朱印)ほか]． 受

取：[共盟社担当町田佐太郎殿・町田良右衛門殿]． 
1 綴（12 通；4 点のうち）． 竪半（一ツ綴）． 
紙面押印抹消． 
921-1 
借用証（金200 円）． 
明治15年9月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村御馬寄

村借用人町田昭造(印)，受人町田静太(印)． 受取：共

盟社担当町田良右衛門殿・同町田佐太郎殿． 
1 通（4 点のうち）． 竪紙． 
921-2 
借用金之証（金500 円）． 
（明治）15 年 10 月 20 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借

主町田猪牙平，受人町田甚太郎(印)． 受取：担当町田

佐太郎殿・町田良右衛門殿． 
1 通（4 点のうち）． 竪紙． 

5.貸籾・貸米ほか 

953 
借用証（米1 俵）． 
明治18年6月17日． 差出：借用人北佐久郡御馬寄村

山浦岩吉(印)． 受取：仝郡仝村町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
990-44 
借用籾証書（2 俵5 斗）． 
明治 23 年 12 月 17 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄借主山浦元吉(印)． 受取：仝郡仝村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり．朱色罫紙． 
990-46 
籾借用証書（1 俵4 斗余）． 
明治 23 年 12 月 26 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄借主工藤米吉(印)． 受取：仝郡仝村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり．朱色罫紙． 
990-47 
借用籾証書（1 俵2 斗）． 
明治24年12月9日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄山浦歌吉(印)． 受取：仝郡同村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり．朱色罫紙． 
990-41 
籾借用証書（7 俵5 斗）． 
明治 24 年 12 月 20 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄借主山浦仁助(印)． 受取：仝郡仝村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
990-45 
借用籾証書（2 俵）． 

明治26年1月20日． 差出：北佐久郡中津村借主山浦

歌吉(印)，受人山浦長兵衛(印)． 受取：仝郡仝村町田

静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり．朱色罫紙． 
990-13 
籾借用証書（2 斗）． 
明治26年12月9日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄借主生駒宗吉(印)． 受取：仝郡仝村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．印紙あり． 
990-26 
借用籾証書（1 俵）． 
明治 26 年 12 月 13 日． 差出：北佐久郡中津村借主山

浦歌吉(朱印)，受人山浦長兵衛(印)． 受取：町田静太

殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙． 
990-30 
借用証（籾3 俵）． 
明治 27 年 12 月 28 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄借用主山浦仁助(印)． 受取：仝郡仝村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
990-43 
借用籾証書（籾2 俵）． 
明治 29 年 12 月 27 日． 差出：北佐久郡中津村借用主

山浦歌吉(印)，受人山浦長兵衛(印)． 受取：仝郡仝村

町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
990-28 
借用証書（真木14 駄）． 
明治30年4月15日． 差出：北佐久郡中津村山浦八百

作(印)． 受取：仝村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
990-9 
借用籾証書（籾5 斗）． 
明治31 年1 月． 差出：借用主山浦宇三郎(印)，仝郡仝

村証人山浦七之助(印)． 受取：仝郡中津村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
1138-31-2 
記（福田屋より借米代金等覚）． 
（近代）．  
1 通． 横切紙． 
1143-73-3-2 
（金額・利足算用書付）． 
卯1 月．  
1 通． 横切紙． 
-73-3-1 文中「添紙」ヵ． 
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1143-73-3-1 
[桜井次郎三郎書状]（当村米高直につき米 15 駄拝借

願）． 
正月 9 日． 差出：下桜井村 桜井次郎三郎． 受取：町

田良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
封印印文「信佐久 櫻井邑 〈カネに三〉櫻井」． 
1387-19 
[依田半平書状]（醤油2 升お貸しくだされたく）． 
7月31日． 差出：（南御牧邨）依田半平． 受取：御馬よ

セ区 町田良三郎殿． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
1143-73-2 
[桜井次郎三郎書状]（借用金，売払御返済のところ雨天

続きで荷物着仕らず当惑，御延引くだされたく）． 
8 月 27 日． 差出：下桜井村 桜井次郎三郎，上田出先

より． 受取：御馬寄村 町田 良右衛門様・泰吉様 御報． 
1 通． 横美切紙． 
1143-73-1 
[桜井次郎三郎書状]（借用米御返金のところ延引，同業

中会合後まで御猶予願）． 
9 月 15 日． 差出：桜井次郎三郎；(上ワ書)下桜井村 桜

井次郎三郎． 受取：町田泰吉様，同良右衛門様；(上ワ

書)御馬寄村 町田良右衛門様 貴下． 
1 通． 横美切継紙． 

6.関係者間ほか 

1138-27-1 
覚（頼母子無尽引取金覚）． 
（近世）極月9日． 差出：郷無尽世話方． 受取：彦太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1138-27-2 
覚（貸金受取）． 
卯2月6日． 差出：塩名田宇兵衛． 受取：御馬寄彦太

郎殿． 
1 通． 横切紙． 
912(4) 
借用申金圓証書之事（金110 円）． 
明治 6 年第 8 月 10 日． 差出：第九区御馬寄村借用主

戸長小平八郎(印)，右引請人柳澤孫右衛門(印)． 受

取：第十三区大久保村柳澤禎三殿． 
1 冊（4 点のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
押印抹消． 
913(6) 
年賦成崩シ借用金証書之事（金285 円借用）． 
明治 7 年 8 月 23 日． 差出：第七大区四小区佐久郡山

浦村借用主清水重蔵，同大区同郡同村受人． 受取：第

四大区四小区佐久郡下桜井村臼田六二郎殿． 
1 通． 竪紙． 

藍色罫紙． 
1137-91 
証（金30 円受取につき）． 
（明治）15 年8 月11 日． 差出：貸請人 弥四郎(朱印)． 

受取：御馬寄村 町田森太殿． 
1 通． 小切紙． 
928-3 
借用金証（金3 円）． 
明治24年9月27日． 差出：北佐久郡五郎兵衛新田村

借用主小林甫助(印)． 受取：同郡中津村大字御馬寄山

浦八百作殿． 
1 通（3 点のうち）． 竪紙． 
罫紙．-2・-3 は-1 に包まれていた． 
932(1) 
借用金証書（金260 円）． 
明治28 年12 月11 日． 差出：借用主町田勝之助(印)． 

受取：佐藤鍋次殿． 
1 通（綴12 通のうち）． 竪美切紙． 
1138-49 
（町田森太借用金覚）． 
（明治28～34 年分）．  
1 通． 横切継紙． 
1369 
[抵当権実行告知書および委任状]． 
[明治37 年3 月]． 作成：[宮澤要太郎]．  
[1 綴]． [竪半（ひねり綴）]． 
(1)・(2)は紙縒りでひねり綴（仮綴）． 
1369(1) 
抵当権実行告知書（中津村町田森太ヘ対する貸金の件，

告知人佐久銀行頭取，被告知人中津村町田甚太郎・町

田静太・町田三郎）． 
明治37年3月24日． 差出：右告知代理人宮澤要太郎

[朱印]． 受取：被告知人町田三郎殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
本紙末に青色罫紙（附）を紙縒りでひねり綴（仮綴）．本紙「宮澤

法律事務所用紙」赤色罫紙． 
1369(2) 
委任状（写，町田三郎ほか 2 名に対する抵当権実行に

つき宮澤要太郎へ）． 
明治37年3月22日． 作成：北佐久郡岩村田町百三十

七番地株式会社佐久銀行（取締役頭取）塩川幸太[朱書

印]；(写作成)右 宮澤要太郎[朱印]．  
1 通． 竪紙． 
1369（1)と綴．青色罫紙． 
1134-36 
[丸山源治書状]（町田猪牙平が森山村塩川氏より借用

した金円の返済期限過ぎ当方へ催促あり当惑，ご返金

手配下されたく幸便照会）． 
1 月25 日． 差出：丸山源治． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
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990-12 
記（御注文金の内借用）． 
2 月 9 日． 差出：同（町田）昭造(印)． 受取：町田美和

次様． 
1 通． 横切紙． 
1134-39 
[花田某書状]（小平君の茶價もはや 18 円近くなり本月

27 日頃ぜひとも返金のところ尊君ご尽力にて片付けら

れたく）． 
3月20日． 差出：花田拝；(封筒)塩名田村ヨリ，（封筒差

出）花田拝． 受取：町田君；(封筒)御馬寄村 町田良右

衛門殿． 
1 通． 横美切紙（封筒入）． 
1132-5 
[龍泉寺書状]（金方返済の儀につき）． 
5 月 28 日． 差出：龍泉寺；(封筒)市川龍泉寺． 受取：

山浦栄吉様；(封筒)信州御馬寄村山浦栄吉． 
1 通． 横切紙（封筒入）． 
1129-1 
[工藤芳蔵書状]（御引合の金子30 両差上）． 
12 月 27 日． 差出：（いぶきや）工藤芳蔵． 受取：御馬

寄村町田泰吉様（「山カ」林兄君）． 
1 通． 横切継紙． 
1139-137 
印鑑(朱印)（中津村町田勝之助）． 
作成：北佐久郡中津村百九拾八番地町田勝之助．  
1 通． 15×3cm． 

7.古平忠蔵佐藤鍋次差引 

914-1(3) 
借用金証書（金150 円）． 
明治8年11月20日． 差出：第四大区六小区御馬寄村

金借用主町田良右衛門(印)，同区同村弁済受人町田長

四郎(印)，町田良三郎(印)． 受取：第五大区四小区塩

名田宿小平忠蔵殿． 
1 通（2 点-綴4 通のうち）． 竪美． 
藍色罫紙．5 銭印紙．差出押印抹消． 
918(4) 
借用金証書（金200 円）． 
明治 12 年 10 月 15 日． 差出：北佐久郡御馬寄村金借

用主町田良右衛門(印)，同郡同村受人町田長四郎(朱

印)． 受取：同郡塩名田村古平忠蔵殿． 
1 通． 竪美． 
918(1) 
借用金証書（金20 円）． 
明治 12 年 12 月 28 日． 差出：北佐久郡中津村借用主

町田静太(朱印)，引受証人同町田良右衛門(朱印)． 受

取：仝郡仝村古平忠蔵殿． 
1 通． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙．(5)まで差出押印抹消． 

924(7) 
借用金証書（金200 円）． 
明治18 年10 月21 日；(裏書)明治20 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)，同

郡同村受人山浦嘉吉(印)；(奥書)北佐久郡八幡村外六ヶ

村戸長平嶌省三[朱印]；(裏書)北佐久郡塩名田村古平

忠蔵殿． 受取：同郡塩名田村古平忠蔵殿． 
1 通（綴10 点のうち）． 竪美． 
印刷用紙へ書込み．5 銭印紙．奥書調印抹消． 
1137-121 
記（金30 円相済すにつき）． 
（明治）19 年 9 月 21 日． 差出：塩名田村古平忠蔵[朱

印]． 受取：御馬寄村町田良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
押印印文「北佐久郡 塩名田宿 〈ヤマに古〉蔦屋」． 
925(2) 
金借用延期書（明治18 年金200 円借用の件）． 
明治19年9月21日． 差出：北佐久郡御馬寄村町田良

右衛門(朱印)． 受取：同郡塩名田村小平忠蔵殿． 
1 通（綴9 点のうち）． 竪紙． 
押印抹消． 
1139-47 
記（22 年11 月・12 月利子のうち金20 円請取）． 
明治24年12月29日． 差出：中津村 古平忠蔵[朱印]． 

受取：仝村町田良右衛門殿代 町田静太様． 
1 通． 横美切紙． 
差出印文「北佐久郡 塩名田宿 〈ヤマに古〉蔦屋」． 
929-1(7) 
借用金証書（金230 円，田畑8 筆抵当）． 
明治 25 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)，同郡同村同大字持主・貸主

兼保証人町田良右衛門(朱印)． 受取：同郡中津村大字

塩名田古平忠蔵殿． 
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2 枚． 
1139-55 
古平忠蔵殿差引書（金円元利ほか，夏蚕桑代引）． 
明治25 年6 月6 日．  
1 通． 横美切紙． 
標題は末尾記載より．前欠ヵ． 
930(19) 
借用金証（金30 円）． 
明治 26 年 5 月 1 日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(印)，仝郡仝村証人町田長四郎(印)． 受取：仝

郡仝村古平忠蔵殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪折紙． 
1 銭証券印紙．朱色罫紙． 
987 
[古平忠蔵佐藤鍋次差引書類]． 
[明治27 年～大正2 年]．  
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[点]． [袋入一括]． 
987-1 
差引書入 忠蔵・鍋次殿 古平忠蔵・佐藤鍋次（書類袋）． 
1 枚． 袋． 
もと 987 全体を収めていたヵ． 
987-2-1 
佐藤鍋次殿差引書・古平忠蔵殿殿差引書（封筒）． 
1 通． 封筒． 
987-2-2 
記（町田弥吉分元利金勘定）． 
1 通． 切継紙． 
987-2-3 
領収書（籾2 俵）． 
明治36年12月31日． 差出：中津村佐藤鍋次(印)． 受

取：町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．差出印文「信州佐久 塩名田宿 〈ヤマに

大〉大和屋」． 
987-2-4 
記（籾1 俵）． 
明治 31 年 1 月 12 日． 差出：中津村佐藤鍋次(朱印)． 

受取：町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
差出印文「信佐久中津塩大和屋 〈ヤマに大〉」． 
987-2-5 
領収書（籾6 俵）． 
（明治）31年1月22日． 差出：佐藤鍋次(朱印)． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
987-2-6 
領収書（籾3 俵）． 
5 月27 日． 差出：佐藤鍋次． 受取：福田や様． 
1 通． 小切紙． 
987-2-7 
（小作籾勘定覚）． 
（明治32 年）．  
1 通． 切継紙． 
987-2-8 
記（籾6 俵請取）． 
明治33年12月17日． 差出：佐藤鍋次(朱印)． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 切継紙． 
987-2-9 
記（借用金元利勘定）． 
1 通． 切継紙． 
987-2-10 
領収書（籾2 俵3 斗）． 
明治36年12月30日． 差出：中津村佐藤鍋次(印)． 受

取：町田静太殿． 

1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．印文「信州佐久 塩名田宿 〈ヤマに大〉大

和屋」． 
987-2-11 
（和市等より入金円覚）． 
1 通． 横折紙． 
987-2-12 
計算記（小作年貢籾勘定）． 
明治34年10月18日． 差出：中津村佐藤鍋次． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 切継紙． 
987-2-13 
記（小作年貢籾勘定）． 
明治 31 年 12 月 29 日． 差出：佐藤鍋次． 受取：町田

静太殿． 
1 通． 切継紙． 
987-3 
[借用金証ほか]． 
[大正2年2月25日]． 差出：北佐久郡中津村百八十六

番地借用人町田静太(印)，仝郡仝村證人町田良一(印)． 

受取：古平吾助殿． 
[1 綴（6 点）]． [綴，竪（ひねり綴）]． 
987-3(1) 
借用金証（金150 円）；約定証（地所買戻しにつき）． 
大正 2 年 2 月 25 日． 差出：北佐久郡中津村百八十六

番地借用人町田静太(朱印)，仝郡仝村証人町田良一(朱

印)；(約定証)北佐久郡中津村町田静太(朱印)． 受取：

(本紙・約定証とも)古平吾助殿． 
1 通． 竪紙． 
約定証端上「扣」． 
987-3(2) 
借用金証（金20 円）． 
明治30年6月19日． 差出：北佐久郡中津村町田静太

(朱印)，引請証人町田不二太(朱印)． 受取：仝郡中津

村古平忠蔵殿． 
1 通． 竪紙． 
表裏逆に綴込み．印刷用紙へ書込み．差出押印抹消． 
987-3(3) 
小作証(中津村内畑地）． 
明治 30 年 6 月 9 日． 差出：北佐久郡中津村小作人町

田静太(朱印)，受人町田不士太(朱印)． 受取：仝郡仝

村古平吾助殿． 
1 通． 竪美． 
印刷用紙へ書込み．1 銭証券印紙．差出押印抹消． 
987-3(4) 
約定書（大字御馬寄字熊野買戻しにつき）． 
大正 2 年 2 月 25 日． 差出：北佐久郡中津村町田静太

(朱印)． 受取：北佐久郡中津村古平吾助殿． 
1 通． 竪紙． 
1 銭収入印紙3 枚．差出押印抹消． 
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987-3(5) 
借用金証書（金150 円）． 
大正 2 年 2 月 25 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)，仝郡仝村保証人証人町田

良一(朱印)． 受取：北佐久郡中津村古平吾助殿． 
1 通． 竪紙． 
孔版用紙へ書込み．1 銭収入印紙8 枚．差出押印抹消． 
987-3(6) 
証（屏風代金受取）． 
明治 44 年 7 月 25 日． 差出：町田静太(書印)． 受取：

古平忠蔵殿． 
1 通． 竪紙． 
青色罫紙． 
987-4-1 
（土地売渡証文写）． 
明治 30 年 6 月 9 日． 差出：北佐久郡中津村地所売主

町田静太，仝郡仝村証人町田不士太． 受取：仝郡仝村

古平吾助殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
987-4-2 
（御馬寄ハマイ場土地売渡証文写）． 
差出：北佐久郡中津村地所売主町田静太，仝郡仝村証

人町田不士太． 受取：仝郡仝村古平忠蔵殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙． 
987-5 
[貸金・小作籾等計算書綴]． 
[明治27 年～大正2 年]．  
[1 綴（45 点）]． [綴（ひねり綴）． 
987-5(1) 
記（貸金元利勘定）． 
大正元年 8 月 30 日． 差出：古平忠蔵． 受取：町田静

太殿． 
1 通． 横美切継紙． 
987-5(2) 
記（貸金元利勘定）． 
1 通． 横美切紙． 
987-5(3) 
記（山代金其外利子勘定）． 
明治39 年7 月24 日．  
1 通． 横美切紙． 
987-5(4) 
（山代金其外利子勘定）． 
明治39 年7 月24 日．  
1 通． 横美切継紙． 
987-5(5) 
（山代金其外利子勘定）． 
（大正2 年）．  

1 通． 横美切継紙． 
紙面中央より半折（端と奥が綴じられている）． 
987-5(6) 
キ（貸金元利勘定）． 
（大正2 年）．  
1 通（2 枚）． 横美切継紙． 
端を 987-5 全体の紙縒りで綴じられている． 
987-5(7) 
記（貸金元利勘定）． 
（大正2 年）．  
1 通． 横切紙． 
987-5(8) 
キ（年貢小作籾勘定）． 
（明治39 年）．  
1 通． 横美切紙． 
2 枚の紙を貼合わせ． 
987-5(9) 
（年貢小作籾勘定）． 
（明治40 年）．  
1 通． 横美切紙． 
987-5(10) 
記（地所買請金勘定）． 
明治 30 年 6 月 9 日． 差出：古平忠蔵． 受取：町田静

太殿． 
1 通． 横美切紙． 
奥に朱筆（赤鉛筆）． 
987-5(11) 
（貸金元利勘定）． 
（明治30 年）．  
1 通． 横美切紙． 
987-5(12) 
記（貸金元利勘定）． 
（明治30 年）．  
1 通． 横美切紙． 
987-5(13) 
地所売渡約定書（写，御馬寄字熊野田畑）． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
987-5(14) 
延期証（別紙証書明治 25 年 6 月 4 日登記第 78 号にて

貴殿より借用の金円返済につき）． 
明治27年5月1日． 差出：町田静太(朱印)． 受取：仝

郡仝村古平忠蔵殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
987-5(15) 
約定証（下書，御馬寄字柳平山林売渡）． 
明治 35 年 5 月． 差出：ー村番地 売主ー，仝村 証

人ー． 受取：仝村古平吾助殿． 
1 通． 竪紙． 
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朱色罫紙． 
987-5(16) 
約定書（御馬寄字柳平山林売渡）． 
明治35年5月28日． 差出：北佐久郡中津村百八拾六

番地ノ内二番売主町田静太． 受取：仝村古平吾助殿． 
1 通． 竪紙． 
987-5(17) 
記（籾4 俵請取）． 
（明治）31年1月14日． 差出：古平吾助[朱印]． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
-5-17～-5-26 は紙縒りで端上をひねり綴．差出印文「北佐久郡 

塩名田宿 〈ヤマに古〉蔦屋」．小作籾ヵ． 
987-5(18) 
記（畑年貢籾のうち籾1 俵川合茂三郎より請取）． 
明治 32 年 8 月 12 日． 差出：古平吾助[朱印]． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
差出印文「北佐久郡 塩名田宿 〈ヤマに古〉蔦屋」． 
987-5(19) 
記（畑年貢籾のうち籾3 俵山浦治作より請取）． 
明治32年12月21日． 差出：古平吾助[朱印]． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
差出印文「北佐久郡 塩名田宿 〈ヤマに古〉蔦屋」． 
987-5(20) 
記（籾5 俵請取）． 
（明治）32 年 12 月 30 日． 差出：古平吾助[朱印]． 受

取：町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
差出印文「北佐久郡 塩名田宿 〈ヤマに古〉蔦屋」．小作籾ヵ 
987-5(21) 
記（籾1 俵4 斗請取入帳）． 
明治33 年12 月6 日． 差出：古平忠蔵． 受取：町田静

太殿． 
1 通． 横美切紙． 
小作籾ヵ． 
987-5(22) 
記（畑年貢籾のうち籾 1 俵 3 斗山浦治三郎より請取入

帳）． 
（明治）34 年 12 月 28 日． 差出：古平忠蔵[朱印]． 受

取：町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
差出印文「北佐久郡 塩名田宿 〈ヤマに古〉蔦屋」． 
987-5(23) 
仮請取（36 年度小作籾のうち籾5 俵）． 
明治36年12月31日． 差出：古平忠蔵[朱印]． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
差出印文「北佐久郡 塩名田宿 〈ヤマに古〉蔦屋」． 

987-5(24) 
記（37 年度小作籾のうち籾1 俵受取）． 
明治 37 年 12 月 3 日． 差出：古平吾助(朱印)． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
987-5(25) 
記（38 年度分小作籾のうち籾8 俵受取）． 
明治38年12月13日． 差出：古平吾助(朱印)． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横切紙． 
差出印文「小平」． 
987-5(26) 
記（御用立金5 円請取）． 
明治 31 年 12 月 31 日． 差出：古平忠蔵． 受取：町田

静太殿． 
1 通． 横切紙． 
987-5(27) 
（藤三郎外出籾覚）． 
1 通． 横切紙． 
青色罫紙を竪に切断した料紙を横に使用． 
987-5(28) 
記（金円書上）． 
1 通． 横美切紙． 
987-5(29) 
（貸金元利勘定）． 
（大正2 年）．  
1 通． 横切紙． 
987-5(30) 
借用金証書（金100 円）． 
明治44年12月9日． 差出：北佐久郡中津村借用人町

田静太(朱印)，仝郡仝村保証人町田良三郎(朱印)． 受

取：北佐久郡中津村古平忠蔵殿． 
1 通． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
987-5(31) 
記（炭2 俵ほか代金書上）． 
（明治33 年）．  
1 通． 横美切継紙． 
-5-31～-5-43 は紙縒りで端上をひねり綴． 
987-5(32) 
記（金円・籾差引勘定）． 
1 通（2 枚）． 横美切紙． 
987-5(33) 
記（御用達金および籾代金ほか元利金勘定）． 
（明治35 年）．  
1 通． 横美切継紙． 
987-5(34) 
記（32 年12 月までほか元利金勘定）． 
（明治33 年以降）．  
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1 通． 横美切紙． 
987-5(35) 
（7 月取揚籾代金ほか勘定）． 
1 通． 小切紙． 
987-5(36) 
（30 年度分残り籾5 俵ほか書上）． 
（明治33 年以降）．  
1 通． 横美切紙． 
987-5(37) 
記（30 年畑年貢のうち残り籾5 俵ほか籾勘定）． 
明治 32 年 12 月 21 日． 差出：古平吾助． 受取：町田

静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
987-5(38) 
記，精算御通知書（畑年貢籾前年の残りほか元利金勘

定）． 
（明治）34 年 12 月． 差出：古平忠蔵． 受取：町田静太

殿． 
1 通． 横美切紙． 
987-5(39) 
記，清算書（元利金・籾代金勘定）． 
（明治）35 年 2 月． 差出：古平忠蔵． 受取：町田静太

殿． 
1 通． 横美切継紙． 
987-5(40) 
記（元利金・山林買請代ほか勘定，畑年貢籾貸俵数書

上）． 
明治35 年5 月28 日． 差出：古平忠蔵． 受取：町田静

太殿． 
1 通． 横美切紙． 
987-5(41) 
記（前年畑貢(ママ)買継代金ほか勘定，畑年貢籾貸俵

数書上）． 
（明治）36年1月31日． 差出：小平吾助[朱印]． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横美切継紙． 
差出印文「北佐久郡 塩名田宿 〈ヤマに古〉蔦屋」． 
987-5(42) 
記，町田静太殿計算書（34 年度年貢買継代ほか金円勘

定）． 
明治36 年7 月31 日．  
1 通． 横美切継紙． 
前後欠ヵ． 
987-5(43) 
記（35 年度内取残り金・畑年貢籾代金ほか勘定，古平

忠蔵・同五助様差引）． 
（明治37 年12 月）．  
1 通． 横美切紙． 
987-5(44) 

記（籾俵数差引勘定）． 
1 通． 横美切紙． 
綴最末尾，表裏天地逆． 
987-5(45) 
（元利金・登記其外入費・臨時村費など勘定書付）． 
1 通． 横美切紙． 
綴の外側に一括．綴じられていない． 
1139-145 
（地所8 筆抵当の借用金証書案および延期証案）． 
明治 27 年 5 月 1 日． 差出：町田静太． 受取：仝郡仝

村 古平忠蔵殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1139-144 
記（御用立金利子明治27 年4 月までの分済み）． 
明治 27 年 5 月 1 日． 差出：中津村 古平忠蔵(朱印)． 

受取：仝村 町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
1139-141 
記（金20 円70 銭受取）． 
明治 28 年 1 月 24 日． 差出：古平忠蔵[朱印]． 受取：

町田静太殿． 
1 点． 横美切紙． 
差出印文「〈ヤマに古〉 北佐久郡 塩名田宿 蔦屋」． 
1139-101 
記（先般御用立金利子のうち請取）． 
明治29 年3 月30 日． 差出：塩名田 古平忠蔵[朱印]． 

受取：御馬寄 町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
差出朱印印文「北佐久郡 塩名田宿 〈ヤマに古〉蔦屋」． 
933-1(2) 
借用金証書（金200 円）． 
明治 29 年 4 月 19 日． 差出：北佐久郡中津村借用

主 ー印，仝郡仝村大字仝所弁済請人 ー印，同郡仝村

大字仝所弁済請人 ー印． 受取：仝郡仝所 ー殿． 
1 通（2 点-綴10 通のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙． 
933-1(8) 
借用金証書（金200 円)． 
明治29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(印)，仝郡仝村仝大字弁済証人町田

長四郎(印)，仝郡仝村仝大字弁済証人町田不二太(印)． 

受取：仝郡仝村古平忠蔵殿． 
1 通（2 点-綴11 通のうち）． 竪美折紙． 
10 銭・5 厘証券印紙． 
1385(27) 
借用金引受証書（金260 円）． 
明治29年4月27日． 差出：北佐久郡中津村町田静太

(朱印)． 受取：仝郡仝村佐藤鍋次殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
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朱色罫紙．押印抹消． 
990-20 
契約証（大字御馬寄畑地買戻につき）． 
明治30年4月27日． 差出：北佐久郡中津村佐藤鍋次

(印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．印紙あり． 
934(6) 
借用金証書(金80 円）． 
明治30年4月27日． 差出：北佐久郡中津村借用主町

田静太(印)． 受取：仝郡仝村佐藤鍋次殿． 
1 通（綴7 通のうち）． 竪紙． 
2 銭証券印紙． 
986-1 
催告書（催告人中津村佐藤鍋次・代理人上田町村上浩・

被催告人町田静太，催告人所有土地小作籾納付滞に

つき，計算書・佐藤鍋次委任状謄本とも）；(附 1)（催告状

に対し年々皆済一切差引ない旨抗弁下書）；(附 2)送達

状；(附3)書留郵便物受領証． 
明治 35 年 7 月 31 日；(附 1)明治 35 年 8 月 8 日；(附 2)

明治 35 年 8 月 4 日；(附 3)35 年 8 月 8 日（受領証印）． 

差出：右催告人代理村上浩[朱印]；(附 1)北佐久郡中津

村町田静太；(附 2)岩村田区裁判所執達吏池村良忠[朱

印]；(附 3)中津村 町田静太． 受取：岩村田区裁判所執

達吏池村良忠殿；(附 1)小縣郡上田町弁護士村上浩様；

(附2)北佐久郡中津村町田静太殿；(附3)上田町 村上浩． 
1 冊（附3 通とも）． 竪美（一ツ綴）． 
-2とともに一括．表紙なし．「正義館用紙」黒罫紙．1丁目丁内に

水色罫竪紙（附1，一部切断），2 丁目丁内に竪切紙（附2），2～

3 丁目間に小切紙(附3)． 
986-2 
始末書（掘貫上屋に積置く薪盗難の件）． 
明治 35 年 8 月 2 日． 作成：北佐久郡中津村百八十六

番地ノ内二番地町田静太．  
1 通． 竪半． 
水色罫紙． 
1143-73-14 
記（御用立金請取につき）． 
第6月4日． 差出：塩名田 古平忠蔵[印]． 受取：御馬

寄村 町田良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
1143-73-15 
記（御用立金請取につき）． 
子9月6日． 差出：塩名田 古平忠蔵[印]． 受取：御馬

寄村 町田良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 

8.協入貯蓄銀行 

968-1 
金請取証（当行株式購入費）． 

明治 16 年 2 月 1 日． 差出：信濃布施協入貯蓄銀行重

田政蔵(印)，荻原才作(印)． 受取：御馬寄村町田長四

郎殿． 
1 通． 小切紙． 
968 を包む包紙1 あり． 
968-2 
記（当銀行株金割戻し金高）． 
明治 19 年 3 月 1 日． 差出：北佐久郡布施村協入貯蓄

銀行頭取重田政蔵(印)，支配人荻原才作(印)． 受取：

御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
968-3 
記（当銀行株金割戻し金高）． 
明治 19 年 3 月 1 日． 差出：北佐久郡布施村協入貯蓄

銀行頭取重田政蔵(印)，支配人荻原才作(印)． 受取：

同郡御馬寄村町田長四郎殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり．紫色罫紙． 
968-4 
借用金証書（200 円）． 
明治16年9月24日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田猪牙平(印)，引受証人町田良右衛門(印)，引受証人

町田彦右衛門(印)． 受取：協入貯蓄銀行頭取支配人御

中． 
1 通． 竪紙． 
968-5 
記(大工手間人数等）． 
12 月．  
1 通． 横切紙． 
922-1(3) 
借用金証書（金100 円）． 
明治16年3月19日． 差出：北佐久郡御馬寄村町田良

右衛門(朱印)，引受証人同郡同村町田静太(朱印)． 受

取：協入貯金銀行頭取・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． 
922-1(5) 
借用金証書（金250 円）． 
明治 16 年 8 月 2 日． 差出：北佐久郡御馬寄村町田良

右衛門(朱印)，引受証人町田良三郎(朱印)． 受取：協

入貯金銀行御中． 
1 通（2 件-綴9 通のうち）． 竪美切紙． 
印刷用紙へ書込み．5 銭印紙．押印抹消． 
1137-179 
記（金渡すにつき）． 
明治17 年1 月26 日． 作成：協入銀行[朱印]．  
1 通． 小切紙． 
印文「協入貯金銀行」． 
1137-198 
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記（金200 円利子金受け取りにつき）． 
明治 17 年 12 月 8 日． 差出：布施村協入貯金銀行[朱

印]． 受取：御馬寄村町田猪キ平殿． 
1 通． 小切紙． 

9.東信貯金銀行 

922-1(6) 
借用金証券（金500 円，抵当御馬寄村内田3 筆）． 
明治16年4月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用人

町田良右衛門(朱印)，受人仝郡同邨町田良三郎(朱印)；

(奥書)北佐久郡御馬寄村戸長町田甚太郎(朱印)． 受

取：東信貯金銀行御中． 
1 通（2 件-綴9 通のうち）． 竪美． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消，奥「明治十六年十月廿四日返

済」． 
922-1(9) 
借用金延期証書（4 月借用の金500 円返済につき）． 
明治16年7月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村町田良

右衛門(朱印)，保証人町田良三郎(朱印)． 受取：東信

貯金銀行頭取・支配人御中． 
1 通（2 件-綴9 通のうち）． 竪美折紙． 
1 銭印紙．押印抹消． 
922-1(7) 
借用金証書（金500 円，抵当御馬寄村内田3 筆）． 
明治 16 年 12 月 18 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田良右衛門(朱印)，受人町田猪牙平(朱印)；(奥書)

北佐久郡御馬寄村戸長町田甚太郎[朱印]． 受取：東信

貯金銀行御中． 
1 通（2 件-綴9 通のうち）． 竪美． 
印刷用紙へ書込み．奥書調印印文「長野県北佐久郡御馬寄村

戸長町田甚太郎」．印紙貼付跡あり．押印抹消． 
923(13) 
時借用金証書（金400 円）． 
明治17年4月28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：

東信貯金銀行御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
923(20) 
借用金証（金600 円）． 
明治17年4月28日． 差出：北佐久郡御馬寄村借主良

右衛門(朱印)，受人町田良三郎(朱印)；(奥書)北佐久郡

御馬寄村戸長町田甚太郎[朱印]． 受取：東信貯金銀行

御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美． 
印刷用紙へ書込み．奥書調印抹消． 
1137-149 
証（請取証持参を失念したので追って返上につき）． 
明治17年4月29日． 差出：御馬寄村町田良右衛門代

山浦嘉吉(印)． 受取：東信貯金銀行御中． 

1 点． 竪切紙． 
「証券界紙」朱色罫紙．押印抹消． 
923(14) 
借用金券（金6 円）． 
明治17年4月29日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門(朱印)． 受取：東信貯金銀行御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
923(18) 
借用金証（金500 円）． 
明治17年5月23日． 差出：北佐久郡御馬寄村借主良

右衛門(朱印)，受人町田良三郎(印)，同山浦嘉吉(印)；

(奥書)北佐久郡御馬寄村戸長町田甚太郎[朱印]． 受

取：東信貯金銀行御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美． 
印刷用紙へ書込み．奥書調印抹消． 
923(3) 
借用金延期約定証書（本年4 月借用金につき）． 
明治17年8月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借主町

田猪牙平(朱印)． 受取：北佐久郡布施村東信貯金銀行

御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美． 
朱色罫紙． 
923(4) 
借用金延期約定証書（本年4 月借用金につき）． 
明治17年8月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借主町

田猪牙平(朱印)，受人町田良右衛門(朱印)． 受取：東

信貯金銀行御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．1 銭印紙．受人押印抹消．紙面左右脇に綴穴2 つ． 
923(2) 
借用金証（金500 円，元利皆済裏書とも）． 
明治 17 年 12 月5 日；(裏書)明治20 年 3 月 28 日． 差

出：北佐久郡御馬寄村借主町田甚太郎(朱印)，同郡同

村地貸主兼受人町田良右衛門(朱印)；(奥書)北佐久郡

御馬寄村戸長代理筆生山浦傳三郎(朱印)；(裏書)北佐

久郡布施村 東信貯金銀行[朱印]． 受取：東信貯金銀

行御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美． 
10 銭印紙2 枚．押印抹消． 
1360-11(29) 
証（御用立金抵当として当行株券預り）． 
明治17 年12 月20 日． 差出：布施村東信貯金銀行(朱

印)． 受取：御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 竪美切紙． 
朱色罫紙．1 銭印紙． 
923(1) 
借用金証（金600 円，元利皆済裏書とも）． 
明治17 年12 月20 日；(裏書)明治20 年3 月28 日． 差

出：北佐久郡御馬寄村借主町田良右衛門(朱印)，受人
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同郡同村町田良三郎(朱印)；(奥書)北佐久郡御馬寄村

戸長町田甚太郎代理筆生山浦傳三郎(朱印)；(裏書)北

佐久郡布施村 東信貯金銀行[朱印]． 受取：東信貯金

銀行御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美． 
10 銭・5 銭・1 銭印紙．借主・受人押印抹消． 
923(7) 
借用金証（金500 円）． 
明治 17 年 12 月 20 日． 差出：北佐久郡御馬寄村金借

用主町田良右衛門(朱印)，同郡同村受人町田良三郎(朱

印)． 受取：東信貯金銀行御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美． 
10 銭印紙2 枚． 
923(15) 
借用延期証（本年6 月200 円借用の件）． 
明治 17 年 12 月 20 日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用

主町田長四郎(朱印)，同郡同村受人町田良右衛門(朱

印)． 受取：東信貯金銀行御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪紙． 
1 銭印紙． 
923(19) 
借用金証（反故ヵ，金300 円）． 
明治17 年12 月20 日． 受取：[東信貯金銀行御中]． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪美． 
印刷用紙に書込み，記載線引き抹消． 
1137-204 
証（金100 円請取証）． 
明治18年1月20日． 差出：東信貯金銀行(朱印)． 受

取：町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1 銭印紙使用． 
1137-95 
利金受取証． 
明治 18 年 9 月 6 日． 差出：東信貯金銀行[朱印]． 受

取：御馬寄村町田良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
1 銭印紙． 
1137-102 
請取証（金150 円）． 
明治 18 年 11 月 30 日． 差出：東信貯金銀行[朱印]． 

受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1 銭印紙． 
1390-5 
約証（町田良右衛門借用金返済につき）． 
明治 18 年 11 月 30 日． 差出：御馬寄村町田良右衛門 

代理山浦嘉吉． 受取：東信銀行御中． 
1 通． 竪紙． 
1137-167 
請取証（金90 円62 銭請取につき）． 

明治18年12月15日． 差出：東信銀行元締役 矢花穿

助(朱印)． 受取：御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
1 銭証券印紙．朱色罫紙． 
1137-170 
記（利足銀請取につき）． 
4 月 28 日． 差出：東信貯金銀行． 受取：町田良右衛

門殿． 
1 通． 横美切紙． 

10.一般 

1137-180 
記（金持参し差上げにつき）． 
明治14 年巳11 月4 日． 差出：小津鉄弥． 受取：御馬

寄村町田良右衛門様． 
1 通． 横継紙． 
1137-144 
記（金 20 円を山崎弥太郎方へ渡すべきところ，金欠に

て引替えたにつき）． 
（明治）16 年 10 月 30 日． 差出：町田良右衛門(朱印)． 

受取：戸長役場御中． 
1 点． 横美切紙． 
押印抹消． 
1137-158 
受取借証（金100 円受取につき）． 
明治17年3月3日． 差出：正縁寺(印)． 受取：同郡御

馬寄村町田良右衛門殿． 
1 点． 竪継紙． 
1137-174 
記（元金・利金二口分書付）． 
（明治17）年7 月27 日． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1137-148 
記（貸金算用書付）． 
（明治）17 年 9 月 20 日． 差出：佐荘左衛門． 受取：町

田良右衛門殿． 
1 点． 横美継． 
1139-17 
明治廿二年二月八日改（貸借金元利勘定書付）． 
（明治）24 年2 月． 差出：清水． 受取：町田大君． 
1 通． 横美切紙． 
1139-56 
記（金円・白米・味噌ほか借り数年来家貸等差引金 3 円

受取および金円書上）． 
明治24年11月29日（～24年12月27日）． 作成：(印)．  
1 通． 横折紙． 
1139-22 
（23 年2 月分～24 年9 月分金円書上）． 
（～明治24 年ヵ）．  
1 枚． 横美切紙． 
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1139-66-1 
（24 年2 月4 日の借金の元利計算・返金額等書付）． 
（明治24 年～明治27 年）．  
1 枚． 横美切継紙． 
1139-24 
記（19 年12 月ほか計3 口貸金・同利子書上）． 
（明治 25 ヵ）辰ノ 3 月 28 日． 差出：佐々本． 受取：町

田良右衛門殿． 
1 通． 横美切継紙． 
1385(16) 
証券（金12 円預り）． 
明治 25 年 12 月 28 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄町田静太(朱印)． 受取：南佐久郡岸野村相濱碓氷

直七殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪折紙． 
1139-66-10 
（26年1月より利付元金230円ほか1口元利計算書付）． 
（明治26 年～明治27 年）．  
1 枚． 横切紙． 
1139-108 
証（金394 円86 銭受取借用）． 
明治28 年10 月5 日． 差出：中津村 町田静太(朱印)． 

受取：佐藤庄四郎殿． 
1 通． 横美切紙． 
差出朱印等線引抹消． 
1139-123 
（28年1～3月・4～9月・10～12月各期利金計算書付）． 
（明治28 年以後ヵ）．  
1 枚． 横美切紙． 
1136-54 
証（金5 円，山浦民治より領収）． 
（明治）33 年4 月4 日． 差出：東京ニ於テ町田三郎(印)． 

受取：町田静太様． 
1 通． 横切紙． 
985-1 
定期償還金貸借公正証書送達正本（肥料購入事業のた

め 1500 円借受，債権者長野農工銀行，債務者中津村

町田忠次ほか18名）；(附)送達書（公正証書正本1通）． 
明治35年2月10日． 差出：長野県裁判所管内信濃国

長野市花咲町七番地住居公証人水野連[朱印]；(附)岩

村田区裁判所執達吏池村良忠[朱印]，(取扱)岩村田区

才判所執達吏池村良忠代人小林牧太(朱印)． 受取：

(附)中津村町田不二太（受取人）町田静太(朱印)． 
4 冊． 竪美（二ツ綴）． 
「長野県地方裁判所管内公証人役場」黒色罫紙．4冊とも同文同

内容．うち 1 冊の 1 丁目丁内に竪美切紙（附）あり． 
985-2 
印鑑証明願（証明書とも）． 
明治 35 年 8 月 8 日． 差出：北佐久郡中津村百八拾六

番地ノ内二番平民町田静太(朱印)；(証明書)北佐久郡中

津村村長山浦一助[朱印]． 受取：北佐久郡中津村村長

山浦一助殿． 
1 通． 竪紙． 
印鑑附箋あり．水色罫紙． 
964 
抵当権実行通知書（明治 19 年の町田森太への貸金元

金100 円担保不動産田畑2 筆の競売のため明治36 年

該不動産取得の被通知人へ民法第381条により通知）；

委任状（弁護士矢島らを設定し抵当権実行通知に関し）． 
明治 40 年 2 月 13 日． 差出：通知代理人 矢島浦太郎

(朱印)，矢島録四郎[朱印]；(委任状)北佐久郡春日村 平

賀石太郎(朱印)；(委任状奥書)通知人代理人 矢島浦太

郎(朱印)，矢島録四郎[朱印]． 受取：被通知人 町田甚

太郎殿，町田静太殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
「羽田印刷」紺色罫紙．差出朱印「弁護士矢島浦太郎訴訟専用

印」「矢島訴訟専用之印」．委任状差出朱印は○内に「印」，謄

本ヵ． 
1129-4 
[はやし書状]口演（塩名田つたやより貸金利金催促に

つき）． 
（近代）17 日． 差出：はやし． 受取：ふく田や様． 
1 通． 横切継紙． 
1138-2 
（戸別集金覚，小平蔵吉他）． 
（近代）．  
1 通． 横切紙． 
1388-7(33) 
覚（金30 両御用立て）． 
卯 3 月 20 日． 差出：塩名田宿丸山新左衛門(印)． 受

取：御馬寄村町田良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1137-13 
引掛り有証文（幸作へ年賦証文・惣四郎拾両証文ほか

書上）． 
（申3 月）．  
1 通． 横美切紙． 
標題裏面記載より． 
1143-73-31-1 
記（銀の元本・利足書上につき）． 
申 12 月改メ． 差出：福田屋良三郎． 受取：宮沢郷 清

水啓蔵様． 
1 通． 横切継紙． 
淡黄色用紙．-73-31-1 は-73-31-2 にくるまれていた． 
1143-73-31-2 
記（金の利足決算の書付）． 
酉 1 月改メ． 差出：福田屋良三郎． 受取：竹田 工藤

要市様． 
1 通． 横切継紙． 
淡黄色用紙． 
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1143-73-30 
記（利足金見積りの書付）． 
酉 1 月改メ． 差出：福田屋屋良三郎． 受取：工藤芳屋

様． 
1 通． 横切紙． 
淡黄色用紙． 
1143-73-9 
記（金円および利足書上）． 
酉1月改メ． 差出：福田屋良三郎(印)． 受取：啓蔵様． 
1 通． 小切紙． 
淡黄色用紙． 
1143-42 
[書状案]（借金返済の日延べ願につき）． 
酉10 月26 日．  
1 通． 竪継紙． 
1143-73-10 
記（金円および利足書上）． 
亥1 月25 日改メ． 差出：福田屋． 受取：慶蔵様． 
1 通． 小切紙． 
1139-187(1) 
覚（貸金元利差引）． 
亥3 月．  
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1139-187(9) 
（31 両余りの代金受取につき）． 
正月4 日改．  
1 通（綴31 通のうち）． 横美切紙． 
1129-6 
[北原某書状]（金子差支につき）． 
3 月29 日． 差出：北原氏． 受取：町田良三郎様． 
1 通． 横切紙． 
1360-11(9) 
記（金100 円借用，ほか借用証4 通）． 
5 月 22 日． 作成：山浦諏訪吉(朱印)[ほか 4 通に各 1

名]．  
1 枚（5 通）． 横折紙． 
5 人分の借用証が一紙に記載． 
1387-22 
[佐藤浩太書状]（借用金日延につき）． 
8月25日． 差出：佐藤鍋次男 佐藤浩太；(封筒)佐藤浩

太． 受取：町田良三郎殿． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
1139-155 
記（4 口金利計算書上）． 
9 月19 日． 差出：工藤拝． 受取：町田様． 
1 通． 横美切紙． 
1135-40 
[依田仙右衛門書状]（用立金勘定の件）． 
9 月 24 日． 差出：依田仙右衛門；(封筒)南御牧村依田

仙右衛門． 受取：町田久次郎様；(封筒)御馬寄町田久

次郎様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1139-66-11 
差引書（仕入ほか 2 口金円ほか荷造り費・高崎迄陸送

駄賃につき入金・出金・預り金書付）． 
第 11 月 21 日調． 差出：町田商店(朱印)． 受取：町田

静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
1 銭証券印紙．差出朱印印文「武州 本庄 〈店印かすれ〉町田

商店章」． 
1139-125 
記（利金1 円88 銭受取）． 
12 月10 日． 差出：小山． 受取：町田様． 
1 通． 竪切紙． 
「明治廿 年 月 日」「小諸〈山に九〉小山」藍色罫紙． 
1143-73-13 
[麻屋書状]（御引合の金子延日に相なったことにつき，

金子持参し詫び言仕りたき旨）． 
極月 10 日． 差出：麻屋治輔． 受取：福田屋良三郎様 

貴下． 
1 通． 横美切紙． 
1129-7 
[はやし書状]（時借返金につき）． 
17 日． 差出：はやし． 受取：古くやサマ． 
1 通． 横切紙． 
1137-62 
（小諸銀行等よりの借用金証書類の書き上げ（ヵ)）． 
1 通． 横切紙． 
1137-208 
（金額および利金額書付）． 
1 通． 小切紙． 
1138-12 
（福田屋かり金覚）． 
1 通． 横切紙． 
1138-87 
（書画質入にて金借用覚）． 
1 通． 竪紙． 
島川原へ渡す書画他． 
1139-16 
（嘉吉分金円書上）． 
1 通． 横美切紙． 
1139-66 
[領収書類]． 
[22 点]． [一括]． 
-66-2～-66-22 は-66-1 に包まれていた． 
1139-66-6 
（金円月額・同7 ヶ月利金額書付）． 
1 枚． 横美切紙． 
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1139-66-22 
（預り金額書上）． 
作成：(朱印)[北佐久 中津村 〈○に丁〉福田屋]．  
1 枚． 小切紙． 
1139-143 
（金額・利率・期間書付）． 
1 点． 横美切紙． 
前・後欠カ． 
1139-153 
（金200 円4 月19 日よりほか元金・利子書付）． 
1 通． 横美切紙． 
1139-187(21) 
（廿日に貸した分など金額書付）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1141-9 
[はやし書状]（借金方不足につき）． 
差出：はやし． 受取：良右衛門殿． 
1 通． 横切継紙． 
1142-53 
（金14 両につき書上）． 
1 枚． 横美切紙． 
1143-73-4-2 
記（金貸し覚）． 
作成：荒井作平．  
1 通（3 通のうち）． 横美切紙． 

内容：南佐久郡瀬戸村古城跡より荒井作平持所四口より． 
1202-18 
小平穣江預ヶ分（強壮組へ渡す分・儀作より借用のうち

残りほか預ヶ金25 円37 銭余書付）． 
1 枚． 小切紙． 
1359-1 
[町田良右衛門書状]（庄作屋わひ金千円のこと不足の

ばあい済し方など）． 
差出：仝（町田）良右衛門． 受取：望月出張先 町田長

四郎殿 親展． 
1 通（本紙各 1 枚、封筒 1 点）． 横切継紙・小切紙（封筒と

も）． 
封筒に朱印「町田」封印あり． 
1385(14) 
借用金証書（金250円，中津村大字御馬寄抵当地書上）． 
1 通（2 枚；34 点のうち）． 竪美． 
朱色罫紙． 
1385(15) 
借用金証書（金250円，中津村大字御馬寄抵当地書上）． 
1 通（34 点のうち）． 竪美． 
朱色罫紙． 

 

6.諸請取・書付類 
（シリーズ記述） 

 町田家の家（家族等）または経営（諸事業）に関わるさまざまな請取・書付である．各資料 1 点ないし 1 件が

断片的な内容であるため，家に関わる内容か経営に関わる内容かの判断を避け，本項目下へまとめて配列した． 
 

1.全体 

1138-68-2 
（出入金覚，伴(津ヵ)嶋様寄進金ほか）． 
（近世ヵ）．  
1 通． 横折紙． 
1141-66 
（金銭書付）． 
（近世）．  
1 通． 横切紙． 
1137-164-10 
証（地所代金の一部250 円受取につき）． 
明治13年3月30日． 差出：北佐久郡御馬寄村町田良

右衛門印． 受取：塚原村小出庄三郎殿． 
1 通． 小切紙． 
1137-164-1～10 まで括り紐で一括されていた． 
1137-164-1 

金円受取証（金400 円）． 
（明治）13年第4月20日． 差出：桑山村松沢市之丞(朱

印)． 受取：御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 点． 小切紙． 
1137-164-2 
記（御用立金200 円受取につき）． 
（明治）13 年 4 月 28 日． 差出：塩名田古平甚蔵[印]． 

受取：御馬寄村町田良右衛門様． 
1 点． 小切紙． 
1360-11(57) 
（諸覚，米貸付など）． 
明治14 年5 月6 日．  
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙． 
1388-4(1) 
記（麦など代金請取）． 
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明治14年12月31日． 差出：山浦治三郎(印)． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横美切継紙． 
1137-79 
証（材木代金請取につき）． 
（明治）16 年 10 月 12 日． 差出：生駒安右衛門(朱印)． 

受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1137-80 
記（引廻り金請取につき）． 
明治16 年10 月24 日． 差出：桑山村生駒安右衛門(朱

印)． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1137-136 
証（金43 円受取につき）． 
明治16 年12 月15 日． 差出：御馬寄村山崎長蔵(印)． 

受取：仝村町田良右衛門殿． 
1 点． 小切紙． 
1137-105 
記（金100 円請取につき）． 
明治18年3月22日． 差出：北佐久郡八幡村依田善右

衛門(印)． 受取：同郡御馬寄村町田志津太殿． 
1 通． 竪紙． 
1137-103 
受取証（金1 円70 銭）． 
明治 19 年 3 月 5 日． 差出：北佐久郡小諸町五百十三

番地 発蒙書舎 [印]． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1137-169-1 
記（金25 銭受取につき）． 
明治20年9月29日． 差出：小諸市町樋下入口本家御

印判師矢嶋甚右衛門[朱印]． 受取：北佐久郡御馬寄村

町田寛太様． 
1 通． 小切紙． 
1137-169-2 
記（金85 銭内31 銭請取につき）． 
明治20年4月20日． 差出：小諸市町樋下入口本家御

印判師矢嶋甚右衛門[朱印]． 受取：北佐久郡御馬寄村

町田寛太様． 
1 通． 小切紙． 
1139-59 
第二十五号 送券（東京人造肥料13 俵）． 
明治 23 年 3 月 20 日． 差出：信州小諸本町 〈○に△〉

塩川清之助(朱印)． 受取：中津村 町田武左衛門殿行． 
1 通． 竪切紙． 
印刷用紙へ書込み． 
1139-136 
証（金7 円56 銭請取につき）． 
明治 23 年 12 月 13 日． 差出：東京都日本橋区葺屋町

六番地東陽堂[朱印]． 受取：町田静太様． 
1 通． 小切紙． 
1 銭印紙． 
1139-79 
記（3 貫800 目・1 貫480 目各受取）． 
明治 24 年 8 月 29 日・右同日． 差出：重田[朱印]． 受

取：町田様． 
1 通． 横美切紙． 
差出朱印「信州 北佐久 南御牧 和泉屋」． 
1139-50 
証（米代金受取）． 
（明治）24 年11 月3 日． 作成：依田仙右衛門(朱印)．  
1 通． 横美切紙． 
1139-51 
記（マキ参代金5 円内金2 円受取）． 
明治24 年11 月3 日． 差出：南御牧村 松田三平(印)． 

受取：中津村 町田志津太様． 
1 通． 横美切紙． 
青色罫紙入． 
1139-116 
記（金33 円，清水佐太郎殿へ相廻ル金にて受取）． 
（明治）24 年11 月15 日． 差出：山浦民次[印]． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
1139-58 
領収証（割木雑10 駄代金1 円）． 
明治 24 年 11 月 29 日． 差出：松田梅主． 受取：町田

静太殿． 
1 通． 竪紙． 
1139-85 
受取之証（籾28 俵代金領収）． 
明治 24 年 12 月 25 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄 総代人 町田仙右衛門(朱印)． 受取：仝郡仝村仝

字 町田寛太殿． 
1 通． 竪折紙． 
1 銭証券印紙． 
1139-18 
記（元利金円勘定書付）． 
（明治24 年ヵ）．  
1 通． 横美切紙． 
1139-61 
植木売渡シ約定証（植木割木 200 駄，内半合金 4 円領

収）． 
明治 25 年 1 月 27 日． 差出：北佐久郡南御牧村 小松

袈裟治郎(朱印)，仝郡仝村 宮澤兼み． 受取：北佐久

郡中津村 町田様． 
1 通． 竪紙． 
1138-95 
記（下縣新宅貸利子差引書）． 
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明治25 年辰2 月改．  
1 通． 横切継紙． 
1139-63 
受取証（金15 円）． 
明治25年9月27日． 差出：岸野村 碓氷直七(印)． 受

取：中津村 町田良右衛門様． 
1 通． 竪切紙． 
本紙奥は破取りヵ． 
1139-87-2 
記（品代受取）． 
（明治）25 年 10 月 11 日． 差出：依田仙右衛門[朱印]． 

受取：町田静太様． 
1 通（3 通のうち）． 横美切紙． 
差出朱印印文「請取」． 
1139-142 
記（金59 銭受取）． 
（明治）25年10月11日． 差出：依田仙右衛門(印)． 受

取：町田静太様． 
1 点． 横美切紙． 
990-2 
薪売渡し代金請取証（薪3 万貫）． 
明治 26 年 1 月 9 日． 差出：売渡し人清水三九郎(印)． 

受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
1139-148 
記（中澤清一郎殿へ御用建金400 円請取）． 
明治26年8月14日． 差出：岩村田町 星野嘉助(朱印)． 

受取：中津村 町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
1139-147 
記（石燈代金5 円請取）． 
明治 27 年 5 月 23 日． 差出：桜井村 石工浅沼伊十郎

(朱印)． 受取：町田不士太様． 
1 通． 横美切継紙． 
1139-42 
記（金30 円受取）． 
明治27 年10 月4 日． 差出：岸野村 岡村直次郎． 受

取：中津村 町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
紅色紙使用． 
1139-25 
記（大豆代金2 口・同利子書付）． 
明治27 年12 月6 日． 差出：工藤常太郎． 受取：町田

静太様． 
1 通． 横切紙． 
1139-140 
受取証（金50 円）． 
明治 27 年 12 月 20 日． 差出：下縣 岡村廣吉(朱印)． 

受取：中津村町田静太殿． 

1 点． 横美切紙． 
橙色紙． 
1139-98 
記（越後米 50 俵売渡し，代金未収分利子付す事に約

す）． 
（明治）28 年10 月10 日． 差出：角大(朱印)． 受取：茂

木万次郎殿． 
1 通． 横美切継紙． 
差出朱印印文「阿部」． 
1139-156 
記（米代金受取）． 
（明治）29 年 7 月 18 日；明治 29 年 7 月 19 日． 差出：

依田仙右衛門；依田仙右衛門(朱印)． 受取：町田静太

殿；町田静太様． 
2 通． 横美切継紙・横美切紙． 
1139-158 
受取証（籾2 石2 斗8 升余代金13 円55 銭）． 
明治 29 年 12 月 7 日． 差出：五郎兵衛新田村 柳澤所

重郎[朱印]． 受取：中津村 山浦八百作殿． 
1 通． 横折切紙． 
用紙は，あるいは竪切紙を折ったヵ． 
1390-47 
記（苗代移転料受取）． 
明治30年3月3日． 差出：山浦文左衛門(印)． 受取：

町田不二太殿． 
1 通． 小切紙． 
1138-84 
記（証書金のうち受取）． 
明治30 年10 月4 日． 差出：岸野村碓氷隆一郎（印）． 

受取：御馬寄町田静太殿． 
1 通． 横切継紙． 
1138-92 
記（村社祭り金受取）． 
明治32 年酉10 月3 日． 差出：山浦伊右衛門． 受取：

町田静太様． 
1 通． 横切継紙． 
1138-74 
記（金20 円請取）． 
明治36年10月14日． 差出：岸野村碓氷隆一郎（印）． 

受取：中津村町田静太殿代山浦嘉吉殿． 
1 通． 横切継紙． 
1388-7(5) 
（代金計算書）． 
明治41年12月． 差出：信州小諸〈ヤマに九〉酢屋甚商

店 電話長五十番． 受取：町田良三郎様． 
1 通． 横美切紙． 
赤色「計算用箋」． 
1137-50 
（金額割合につき書付）． 
明治■年4 月20 日．  
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1 通． 横折紙． 
冒頭に年代記載あるも，にじみにより難読． 
1137-107-2 
記（粕代請取につき）． 
（明治）5 月 1 日． 差出：木内屋(印)． 受取：御馬寄村

町田良右衛門様． 
1 通． 竪紙． 
1360-11(61) 
記（メタル龍頭巻シリンドル修繕代金請求）． 
明治 年10月11日． 差出：北佐久郡小諸町関太一[朱

印]． 受取：上殿． 
1 通． 小切紙． 
印文「時計修繕所北佐久小諸町関太一」． 
1138-67 
記（元利金差引）． 
（明治後期ヵ）．  
1 通． 横切紙． 
1138-75 
記（籾俵数書上，町田静太分他）． 
（明治後期）． 作成：当澤喜平次．  
1 通． 横切紙． 
1138-78 
記（金銭出入覚）． 
（近代）． 差出：町田永之助． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1138-89 
（出入金覚，碓氷隆一郎へ出金他）． 
近代．  
1 通． 竪紙． 
青色罫紙． 
1141-94 
（人名等ごと持高書上）． 
（近代）．  
1 通． 竪切紙． 
1141-98 
（本家・分林入金うち各渡し金差引書付）． 
（近代）．  
1 通． 横切紙． 
1142-33 
記（玉露ほか代金受取）． 
子2 月7 日． 差出：大槌屋 三内． 受取：上． 
1 通． 横美切紙． 
差出印文「〈ヤマに大〉信州 臼田 大槌屋」，受取印同印． 
1202-21 
記（金40 円の支払先，町田良仙・山崎次郎兵衛ほか）． 
丑2月25日． 差出：寺 世話人． 受取：町田良右衛門

様． 
1 通． 横美切継紙． 
1141-31 

覚（米上り預金よりかり金等差引）． 
寅7 月14 日． 差出：良仙． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1138-68-6-1 
覚（金銭差引勘定）． 
寅7 月． 差出：万屋平四郎． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1138-68-6 全体を括っていた紙縒り紐とも． 
1137-214 
覚（代金12 両請取につき）． 
寅極月． 差出：和泉屋． 受取：福田屋良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
1137-218 
覚（良三郎等よりの金額書付）． 
寅極月． 差出：一目屋． 受取：福田屋様． 
1 通． 横切紙． 
1137-255 
覚（金219 円請取につき）． 
寅 12 月． 差出：山浦五左衛門． 受取：御馬寄福田屋

良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
1137-164-4 
記（金額書付）． 
卯年10 月．  
1 通． 小切紙． 
1137-18 
覚（かみ・酒等代金書出）． 
卯極月より． 差出：よした屋銀蔵． 受取：村ノ福田屋様． 
1 通． 横継紙． 
1138-44-8 
覚（金6 両1 分請取）． 
辰2 月11 日． 作成：中居源三郎，喜助．  
1 通． 横切紙． 
1137-7 
覚（ばん付等代金書上）． 
辰7月． 差出：和泉屋半五郎． 受取：福田屋良右衛門． 
1 通． 小切紙． 
1137-5 
おほへ（金額書付）． 
辰 12 月． 差出：牧助抱 紺屋源左衛門． 受取：御馬

寄村良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
1137-6 
覚（セんつい代金書上）． 
辰極月． 差出：布屋 伊七． 受取：福田屋内 半治様． 
1 通． 小切紙． 
1143-70-3 
覚（元金の書付）． 
巳12 月．  
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1 通． 横切紙． 
1132-24 
記（上納籾数覚）． 
申年11 月20 日（近世）．  
1 通． 横折紙． 
1142-30 
記（金315 円より小利足・掛金・渡し分等を差引した金円

勘定書付）． 
（戌8 月25 日）．  
1 通． 横美切継紙． 
年代は一つ書の右脇記載より． 
1142-27 
記（中長廿四帳・同つう八帳・小づう弐帳他代銀勘定書

付）． 
戌12 月． 差出：近藤宗八． 受取：町田様． 
1 通． 横切紙． 
1137-84 
記（石塔および台座代金請取）． 
巳年2 月4 日． 作成：根々井村 石工 佐藤梅太郎．  
1 通． 小切紙． 
図面あり，墓石ヵ． 
1137-83 
記（石塔および台座代金書上）． 
2 月26 日． 作成：根々井村 石屋梅太郎．  
1 通． 小切紙． 
図あり，墓石ヵ． 
1142-39 
記（割合出金分入金残金をこの者へ遣しくだされたく）． 
2 月28 日． 差出：む左衛門． 受取：良三郎殿． 
1 通． 小切紙． 
1142-19 
記（二百五め他6 筆代銀書上）． 
3 月9 日． 差出：中屋繁右衛門． 受取：上． 
1 通． 横美切紙． 
1390-46 
（入り金等覚）． 
4 月3 日．  
1 通． 横美切紙． 
内容：冒頭より「四月三日 入五拾円弥太郎…」とある以外ほとん

ど白紙． 
1137-61-2 
記（御昼七人様分等代銀請取につき）． 
4 月8 日． 差出：内田屋義右衛門(朱印)． 受取：上． 
1 通． 竪紙． 
1137-206 
記（魯桑・葡萄など代金の一部請取につき）． 
4 月10 日． 差出：下中込桜井信太[朱印]． 受取：御馬

寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 横折紙． 
印文「信州 佐久郡 下中込 臺島屋」． 

1141-27 
覚（遣払金覚）． 
4 月12 日． 作成：油屋下代．  
1 通． 横切継紙． 
1139-187(30) 
覚（相復村々へ差出候米弐駄代内渡金書付）． 
4 月28 日． 差出：政之丞． 受取：千代次様． 
1 通（綴31 通のうち）． 竪紙． 
1137-28 
記（金返済額・日付書付）． 
5 月11 日． 差出：千林堂． 受取：[  ]． 
1 通． 横継紙． 
淡黄色紙使用．後欠ヵ． 
1137-106 
記（金請取につき）． 
5 月 23 日． 差出：八幡村依田仙右衛門(朱印)． 受取：

町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1137-137 
記（金額書付）． 
5 月通．  
1 点． 小切紙． 
「渡辺」の朱印あり． 
1139-114 
（5 月26 日ほか金円書付）． 
6 月15 日取調． 作成：〈○に丁〉．  
1 通． 横美切紙． 
大豆代を含むヵ． 
1137-259 
覚（金請取につき）． 
7 月 2 日． 差出：万屋平四郎． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横継紙． 
1141-46 
覚（板枚数）． 
7 月4 日． 作成：鶴沼源太郎．  
1 通． 横切紙． 
1137-87 
受取証（面割賦金請取につき）． 
7 月28 日．  
1 通． 小切紙． 
1137-260-6 
覚（金額書付）． 
7 月． 差出：扇屋(ヵ)三五郎． 受取：彦兵衛様． 
1 通． 横美継紙． 
1137-125 
記（瓦代金等受取につき）． 
8 月 2 日． 差出：山海留太郎． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1137-260-8 
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覚（金２両おわたし願）． 
8 月 4 日． 差出：小原村勘右衛門． 受取：御馬寄村 

領右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
1141-67 
（小諸札差上等）． 
8 月5 日．  
1 通． 横切紙． 
1142-13 
記（ふすま四十貫目ほか代金この者へ渡されたく願）． 
8 月10 日． 差出：上桜井村 大橋屋栄左衛門[印]． 受

取：御馬寄村 福田屋良三郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
差出印文「信州〈ヤマに大に○ヵ〉佐久郡 上桜井 大橋屋」．継

目剥離（現状2 枚）． 
1139-109 
証（金5 円受取）． 
8 月14 日． 差出：赤尾勝次． 受取：町田静太殿． 
1 通． 横美切紙． 
1139-33 
記（金26 円余受取）． 
8 月18 日． 差出：小林茂太夫(朱印)． 受取：町田様． 
1 通． 横美切紙． 
1138-82 
記（金20 円掌握）． 
9 月1 日． 作成：青木庄蔵[朱印]．  
1 通． 竪美切紙． 
印文「信州〈ヤマにト〉 北佐久郡 中佐都村 青木庄蔵」． 
1139-60 
受取証（金7 円）． 
9 月 4 日． 差出：岸野村 碓氷直七(印)． 受取：中津村 

町田静太様，仝良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1142-22 
記（九助分・利足ほか 2 筆金銭勘定書付）． 
9 月29 日． 差出：伊三郎． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1137-107-1 
記（粕代請取につき）． 
10 月1 日． 差出：大澤村木内屋(印)． 受取：御馬寄村

町田良右衛門様． 
1 通． 竪紙． 
差出印文「信州佐久大沢[かすれ]鶴」． 
1138-42-7 
記（材木醍賃につき）． 
10 月23 日． 差出：山浦良吉(印)． 受取：福田屋様． 
1 通． 竪切紙． 
印文「信州〈ヤマに良〉 佐久郡 山浦村 木屋」． 
1139-37 

記（コケ茶粉代金請取）． 
10 月29 日． 差出：日進堂[朱印]． 受取：足立様． 
1 通． 横美切紙． 
1137-19 
覚（くす・かすの子等代金書出）． 
11 月6 日． 差出：すつ屋発助． 受取：福田屋様． 
1 通． 横継紙． 
1143-73-27 
（良三郎分金額書上）． 
11 月28 日．  
1 枚． 横切紙． 
1142-25 
記（「弐間」「九尺」枚数代金勘定書付）． 
（11 月 29 日～12 月 1 日）． 差出：房屋 佐藤源二郎． 

受取：御ま寄 町田両右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
材木板代金請求ヵ． 
1137-195 
記（金3 円50 銭受取につき）． 
12 月 1 日． 差出：権瀬売捌所． 受取：福田屋良右衛

門様． 
1 通． 横美切紙． 
1141-71 
（駄賃覚）． 
12 月6 日． 差出：依田敬助． 受取：福田屋様． 
1 通． 横切紙． 
裏には，寺田鹿之丞取替金について書かれている． 
1137-176 
記（代金書付）． 
12 月 25 日． 差出：原泉堂[朱印]． 受取：福たや良右

衛門様． 
1 通． 横美継紙． 
印文「原泉堂」． 
1132-33 
記（買物代金覚）． 
12月． 差出：かニや恵次郎． 受取：福田良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1137-254 
覚（松木代金書付）． 
12 月． 差出：又右衛門． 受取：千代次様． 
1 通． 横継紙． 
1141-72 
（廣こめ枚数覚）． 
12 月．  
1 通． 横折紙． 
大部分朱筆． 
1132-28 
（泰吉より受取金額覚）． 
1 通． 小切紙． 
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1137-9 
[書状]（金子この人へ御勘定下されたく願）． 
1 通． 横切継紙． 
下書ヵ． 
1137-20 
覚（串柿・とさか・浅草のり等代金書付）． 
1 通． 横継紙． 
後部欠損． 
1137-26-1 
記（賄金・歳暮金書付）． 
1 通． 横折紙． 
1137-26-2 
（金額・人名書付）． 
1 通． 横折紙． 
1137-27 
（入金・出金勘定書付）． 
1 通． 小切紙． 
1137-30 
（入金・出金勘定書付）． 
受取：町田儀作，同清新(ヵ)． 
1 通． 横切紙． 
上部欠損． 
1137-31 
覚（初納・三納等の金額・日付の書付）． 
1 通． 小切紙． 
1137-32 
（金額・人名書付）． 
1 通． 小切紙． 
良右衛門の名前あり． 
1137-33 
（金額・取替額など書付）． 
1 通． 小切紙． 
1137-34 
記（金額書付）． 
1 通． 小切紙． 
1137-36 
覚（本田納辻・夫籾書付）． 
1 通． 横継紙． 
1137-37 
（入金・出金書上につき）． 
1 通． 横折紙． 
「上 麁者」と記した紙片あり． 
1137-38 
証（金額・立替額勘定の書付）． 
1 通． 横切紙． 
２つに切れている． 
1137-40 
（出金・残金勘定書付）． 
1 通． 小切紙． 

1137-51 
記（金額・人名書付）． 
1 通． 横折紙． 
1137-54 
（出入金額書付）． 
1 通． 小切紙． 
1137-57 
記（引替金等書付）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1137-61-1 
記（夜中飛脚分等代銀書付）． 
1 通． 竪紙． 
1137-97 
証（標札・春蚕種料など取り立てにつき書上）． 
差出：理事依田房吉(朱印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
後部一部欠損ヵ． 
1137-109 
（具堅社立替金6 円書付）． 
1 通． 小切紙． 
町田長四郎とある． 
1137-124 
記（金50 円の返済額，残元利金額書き付け）． 
1 通． 小切紙． 
1137-128 
[紙袋]（「金弐拾五円 町田良右衛門殿」）． 
1 点． 紙袋． 
裏面には，袋に入っていたと思われる金額の書付あり． 
1137-162 
記（元金・利金額書付）． 
1 点． 小切紙． 
1137-164-9 
（田地地価金・地租金書上）． 
1 点． 横継紙． 
中に，字中溝の耕地地価を書きつけた紙片あり． 
1137-177 
（金額書上「町田良右衛門外五名斗…」）． 
1 通． 小切紙． 
内容「町田良右衛門外五名斗…」． 
1137-183 
（運賃など書付）． 
1 通． 横折紙． 
1137-221-1 
覚（差上げ金額の書付）． 
1 通． 小切紙． 
1137-221-2 
覚（手掛代分など書付）． 
1 通． 小切紙． 
1138-8 
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記（材木代金）． 
1 通． 折紙． 
朱色罫紙． 
1139-31 
[紙片]（「山浦和市かり」金額・月日記載）． 
1 枚． 小切紙． 
短冊様，前後欠． 
1139-91 
記（8 月29 日からの金円出入書付）． 
1 通． 横美切紙． 
1139-151 
記（26 年～29 年金円利子書上）． 
1 通． 横美切継紙． 
鉛筆書き． 
1139-182 
覚（12 月〆金額)． 
1 通． 横切紙． 
1139-187(3) 
（宇吉ほか 23 名名前書上）． 
1 通（綴31 通のうち）． 小切紙． 
1139-187(5) 
（7 月6 日曽次郎ほか人名ごと金銭書上）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1139-187(12) 
覚（鉄フン等数量書上）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1139-187(13) 
（一般分入用として釘数量書付）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1139-187(18) 
（ものさし・茶碗など数量書上）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1139-187(22) 
（本数・人名書上）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1139-187(25) 
覚（金額・人名書付）． 
1 通（綴31 通のうち）． 小切紙． 
1139-187(27) 
（番数・人名・受取金額書上）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横継紙． 
1141-14 
記（勇丈りほか代金）． 
差出：切こや． 受取：福太屋様． 
1 通． 横美切紙． 
1141-22 
記（とうし指賃他）． 
差出：鉄嘉． 受取：福田屋様． 
1 通． 横切紙． 

1141-53 
[付箋]（由次郎納米高）． 
1 通． 付箋． 
1141-55 
（出入金覚，良右衛門・泰吉他）． 
1 通． 横切紙． 
1141-60 
(代金覚，20 口）． 
1 通． 小切紙． 
1141-61 
覚（預り金，利金）． 
1 通． 横切紙． 
近世ヵ． 
1141-62 
（入金覚，小諸やなぎやへ払金他）． 
1 通． 横切紙． 
1141-73 
（出入金覚，竹田種，他）． 
1 通． 横折紙． 
朱筆あり． 
1141-76 
覚（横しげ障子，板戸等代金）． 
作成：方月 斉藤貞次郎．  
1 通． 横切継紙． 
1142-17 
（一～三番貫目代金円勘定書付）． 
1 通． 横折紙． 
1142-20 
記（百九十五め十七他1 筆代銀書上）． 
差出：中屋繁右衛門． 受取：上． 
1 通． 横美切紙． 
1142-21 
（「依田」「塩田」「上田」分匁数書上）；(附)[紙片]（「新井

屋利兵衛様」）． 
2 枚． 横切紙． 
本紙に紙片(附)が挟まれていた．書上には「請取相成候」「品

有」等記載． 
1142-24 
[白紙片]． 
1 枚． 横切紙． 
1143-10 
[図面]（薬缶蓋，わたり・ふち深さ寸法）． 
1 通． 横切紙． 
1143-29 
（平吉分・織兵衛分の人名ごと疋数・金額書上）． 
1 通． 横折紙． 
1143-70-1 
（大麦・米代金書上）． 
1 通． 横切紙． 


	表紙
	扉
	口絵
	写真1
	写真2
	写真3，6
	写真4，5

	凡　例
	1.（対象）
	2.（編成方法等）
	3.（記述方法・事項）
	4.（表記・記載）
	5.（重出）
	6.（維持）

	（概　要）
	総目次
	本文細目次
	図1．御馬寄村の周辺地図
	信濃国佐久郡御馬寄村町田家文書目録　解題
	収　　　蔵：
	出所・作成：
	資料記号：　30H
	資料名称：
	年　　　代：
	物的状態：
	出所の履歴：
	範囲と内容：
	編　　　成：
	利用条件：
	使用制限：
	利用可能な形式の選択肢：
	望ましい引用の形式：
	受入に関する情報：
	伝来あるいは管理の履歴：
	資料操作に関する情報：
	検索手段：
	関係資料：
	出版物または参考文献：
	その他の注記：

	図2．町田家文書の形成と構成（概容）
	図3．御馬寄村と町田家関係地の概略
	（資料の詳細）
	1.町田家
	出所・作成：
	資料記号：　30H/1．
	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）


	奥付



