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前後欠ヵ． 
1143-70-2 
覚（籾から金への換算につき）． 
1 通． 小切紙． 
1143-70-4 
覚（永21 匁余の永内訳書上）． 
1 通． 横継紙． 
1143-70-5 
（籾・人名書上）． 
1 通． 小切紙． 
1143-70-6 
覚（酒や・山本方算用）． 
1 通． 横切紙． 
1143-70-7 
覚（上納分耕地の面積・分米書上）． 
1 通． 横切紙． 
1143-70-8 
覚（金額・人名書付）． 
1 通． 横折紙． 
冒頭に良右衛門の名前あり． 
1143-70-9 
覚（銀割り方書付）． 
1 通． 横切紙． 
1143-70-10 
覚（傳六の借金の利など勘定）． 
1 通． 横切紙． 
1143-70-11 
覚（金額・人名書付）． 
1 通． 横切紙． 
1143-70-12 
覚（金利勘定書付）． 
1 通． 横切紙． 
1143-73-20 
記（喜作口金銭書上および元利勘定書付）． 
1 通． 横切継紙． 
1143-73-24 
（福たや様分金銭書上）． 
1 枚． 小切紙． 
1202-25 

記（行燈・火鉢代金書付）． 
1 通． 横切継紙． 
1388-7(43) 
（金銭書上）． 
1 枚． 竪紙． 
内容「廿分一…」． 
1390-40 
[反古]． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 

2.町田家差出 

1139-97 
（渡すべき金円書上覚）． 
（明治）28年4月6日． 作成：〈○に丁〉福 商店(朱印)．  
1 通． 竪切紙． 
差出朱印印文「信濃 北佐久 御馬寄 丁 福田屋」，また「町田」

朱印． 
1137-8 
覚（米代金書上）． 
辰7 月． 差出：了右衛門（印）． 受取：岩屋重蔵様． 
1 通． 小切紙． 
印文「信州 福田屋 御馬寄」． 
1139-112 
記（7 貫目ほか代金15 日には差上げ）． 
7 月10 日． 差出：町田静太[印]． 受取：佐藤治次様． 
1 通． 横美切紙． 
1137-168 
記（金15 円預りにつき）． 
差出：御馬寄村町田良右衛門(印)． 受取：依田源四郎

殿． 
1 通． 竪紙． 
1143-73-32 
（米穀，代銀書上）． 
差出：福田屋良三郎． 受取：時内仙左衛門様． 
1 通． 横切紙． 

 

7.講・無尽 
（シリーズ記述） 

 町田家の関わった講や無尽についての資料を収めた．それらの内容が信仰・行楽的か金融的かは，判断しがた

かったため区別していない（あるいは信仰・行楽的内容であっても講金利殖に金融的活動をともなったヵ）．項

目名から理解しづらい分について，いま判明している限りで説明を加えれば，それぞれつぎのとおり：1.伊勢講・

甲子講のうち，甲子講は穀屋仲間の互助的な積立金；2.大日講は，町田家の先祖祭祀に関連するものヵ；5.役元無
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尽・郷無尽は，少なくとも役元無尽が藩による殿様無尽のこと；6.溜講無尽は，御馬寄村と塩名田宿の宿役・千曲

川通行確保にともない得られた刎銭・拝借金を運用に関連するもの． 
 

1.伊勢講・甲子講 

287 
慶応元年 丑九月改 両講中分 田地入上ヶ調帳（甲子

講・代参講）． 
慶応元年9 月．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 

○伊勢講 
500 
文政四辛巳年 十一月改 永年代参 村中伊勢講元金

差引帳 願主 市左衛門 世話人 良右衛門・栄蔵・留次

郎． 
文政4 巳年11 月15 日；天保15 甲辰年4 月日；慶応元

丑年11月． 作成：市左衛門(印)[ほか3名]；作蔵(印)[ほ

か 3 名]；名主市左衛門[ほか組頭 4 名百姓代 1 名世話

人3 名]．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
566 
文政四辛巳年 十一月十六日 村伊勢講名前人別帳 

願主 小平市左衛門(印) 世話人 町田良右衛門(印)・山

浦榮蔵(印)・山浦冨次郎(印)；(附)覚（元金36両利子等差

引につき）． 
文政4 年11月16日（～明治2年）；(附)慶応元年丑ノ十

一月改．  
1 冊（附1 通とも）． 竪半（二ツ綴）． 
18～19 丁目間に横折紙 1 通(附)あり．表紙綴目に押印（良右衛

門印・留次郎印）．代参人代参年書込み． 
1202-36 
「伊勢講記録」． 
[文政8 年3 月～明治31 年4 月]．  
[1 綴（12 件とも）]． [横長半（一ツ目結び綴じ）]． 
綴じ紐に階層的に括られた書付類（-36-2～-36-5）あり． 
1202-36-1 
[代参講上納立替調ほか]． 
[文政8 年3 月～明治31 年4 月]．  
[1 綴（9 点）]． [横長半（一ツ目結び綴じ）]． 
1202-36-1(8) 
文政八乙酉年 三月廿日 年々代参鬮当り覚帳． 
文政8 年3 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
505 
天保十四卯年 正月改 村伊勢講金勘定帳． 
（天保14 年）卯正月改．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
504 
天保十四癸卯年 二月改 村中伊勢講元利差引帳 願

主市右衛門 世話人 良右衛門・栄蔵・冨右衛門． 
（天保14 年）卯2 月改．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-11 
覚（講金より寅・卯代参等諸費差引改めにつき）． 
慶応元丑年 11 月． 作成：市左衛門，直次，市太夫，彦

右衛門，七左衛門，仙右衛門，世話人 千代次，留作，

永蔵．  
1 通． 横折紙． 
1202-36-1(6) 
慶応元年 乙丑十一月改 代参講金元附帳． 
慶応元年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-36-1(7) 
慶応元年 乙丑十一月改 代参講金銀差引帳． 
慶応元年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-36-5-3 
[田地小作証書ほか]． 
[慶応 2 年 3 月～明治 10 年 5 月]． 差出：[北第七大区

五小区佐久郡五郎兵衛新田小作人橋本代吉(印)ほか]． 

受取：[同区御馬寄村町田三郎殿ほか]． 
[6 通]． [竪紙（包紙入とも）]． 
書付様に折りたたみ，さらに書状様に 2 つ折して一括． 
1202-36-5-3-4 
借用申金子証文之事（金6 両，書入新田山三林）． 
慶応 2 年寅 3 月． 差出：金借用主 寅吉(印)[ほか組合

惣代・親類惣代各 1 名連印]． 受取：代参講 御連衆中． 
1 通． 竪継紙． 
1202-36-5-3-5 
借用申金子証文之事（金8 両）． 
慶応 2 年寅 3 月． 差出：金借用主 新蔵(印)[ほか親類

受人・組合惣代各 1 名連印]． 受取：代参講 御連衆中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏上「代参講」，同下「新蔵殿」． 
1202-36-5-3-3 
年賦借用金証文之事（金6両うち未済分6ヶ年成潰し返

済，無利息年賦成崩）． 
明治 2 巳年 12 月日． 差出：金借用主 良助(印)，同断

兄 寅吉(印)[ほか親類引受・組合惣代各 1 名連印]． 受

取：代参講 御連衆中． 
1 通． 竪継紙． 
1202-36-5-3-6 
売渡申証文之事（代参講1 口，18 両）． 
明治 7 年戌 1 月． 差出：売主 山崎市之助(印)[ほか受

人1 名連印]． 受取：代参講 御連衆中． 
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1 通． 竪紙（包紙入）． 
包紙「証文 壱通 山崎市之助」．代金ママ． 
1202-36-5-3-1 
田地小作証書（小作籾6 俵，5 ヶ年）． 
明治10年2月20日． 差出：北第七大区五小区佐久郡

五郎兵衛新田 小作人 橋本代吉(印)，受人． 受取：同

区御馬寄村 町田三郎殿． 
1 通． 竪紙． 
1 銭印紙． 
1202-36-5-3-2 
年賦借用籾証書（籾2 俵3 斗）． 
明治 10 年 5 月 1 日． 差出：北第七大区五小区佐久郡

五郎兵衛新田 小作人 橋本代吉(印)． 受取：同大区同

区御馬寄村 町田三郎殿． 
1 通． 竪紙． 
1 銭印紙． 
1202-36-5-4 
代参講持地租金諸費立替記（金円勘定）． 
明治12年2月18日． 差出：町田美和次(朱印)． 受取：

講中御仲間御中． 
1 通． 横折紙． 
差出印文「嶋屋醸造」． 
1202-36-1(1) 
代参講上納立替調；(附 1)記（小作籾代金および利子等

勘定）． 
（明治14 年5 月～16 年2 月迄）．  
1 通（附1 通とも）． 横折紙． 
丁内に横折紙1 通(附)． 
1202-36-5-1 
昨十三年辰二月改（租税立替等金円書付）． 
（明治14 年）．  
2 枚． 横切紙． 
-36-5 は，全体を紙縒り紐で一括．-36-5-1 は，折りたたんで一

括． 
1202-36-1(3) 
町田森太差引口（籾俵数および納金等書付）． 
（明治20 年～26 年）．  
1 通（白紙1 枚とも）． 横切紙． 
本紙前に白紙横折紙1 枚とも． 
1202-36-1(4) 
代参講（町田森太差引・町田静太差引調，上納分金円

利子等書付）；(附)町田甚太郎納調（租税金円・籾代金

等書付）． 
（明治20 年～27 年）．  
3 枚（附1 綴とも）． 横折紙． 
1～2 枚目間に横長半（ひねり綴）1 綴(附)． 
1202-36-1(5) 
[記ほか]（町田静太・町田久二郎・町田甚太郎・町田佐

太郎租税金等元利差引書付）． 
（明治23 年～28 年）．  

1 綴． 横長半（ひねり綴）． 
1202-36-5-2 
代参講取遣差引（取立金渡金等勘定）． 
（明治23 年）．  
2 枚． 横折紙． 
-36-5-2 は，折りたたんで一括． 
1202-36-2 
記（村県税・田租等書上および地租・宿料・鬮金等差引）． 
明治27 年1 月調．  
1 綴（2 枚）． 綴（ひねり綴；横美切継紙）． 
1202-36-4 
（27 年・28 年1 月会各予算書付）． 
（明治28 年）．  
1 枚． 横美切紙． 
薄緑色の料紙． 
1202-36-1(9) 
代参講解散ニ付分配及差引勘定之事（町田静太ほか 5

名）． 
（明治31 年4 月3 日）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
末尾「明治三十一年四月三日分林ニ於而計算」． 
1202-15 
覚（未年より卯年まで二十一年分伊勢講金差引勘定書

付）． 
（未年～卯年）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-10 
覚（去戌年迄十ヶ年と壱本箭休金改め差引書付）． 
亥正月改．  
1 通． 横折紙． 
1139-187(19) 
覚（釼御祓料受取）． 
辰2 月14 日． 差出：福嶋鳥羽太夫代春木八十八[印]． 

受取：御馬寄村御参詣御連中様． 
1 通（綴31 通のうち）． 横美切紙． 
1202-36-3 
記（掛金ほか金円書上）． 
6 月30 日． 差出：町田甚次． 受取：町田猪牙平様． 
1 通． 横切紙． 
1142-23 
[紙片]（「第九区 今岡村 二十番 原与平 忰代参」）． 
1 枚． 竪切紙． 
書状代に折りたたまれ，表にあたる部分に朱筆記号記載あり． 
1202-12 
覚（講金差引勘定書付）． 
1 通． 横折紙． 
-12～-14 は折り込まれて一括． 
1202-13 
（講金差引勘定書付，三十六両元）． 
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1 通． 横折紙． 
1202-14 
（天保十五年より元治二年まで代参人書上）． 
1 通． 横切継紙． 
1202-36-1(2) 
（井山文蔵の宿料，蝋燭料書付）． 
作成：井山文蔵．  
1 通． 竪切紙． 
折紙様に綴込み． 
○甲子講 

290 
[甲子講諸記録]． 
[天保11 年正月～明治9 年]．  
[5 点]． [一括]． 
290-1 
甲子講 規定書（御馬寄村穀屋渡世仲間積金）． 
天保11 庚子年正月． 作成：萬屋七左衛門(印)，叶屋専

右衛門(印)，福田屋良右衛門(印)，榊屋喜兵衛(印)（上

に附箋），（以下肩に「追加」注記）吉田屋文右衛門(印)，

福田屋千代次(印)，嶋屋泰吉(印)，樽澤屋清兵衛(印)，

十一屋儀作(印)．  
1 冊． 竪美大（かぶせ綴）． 
表紙端上朱筆「２」，表紙へペン書き．綴目に押印． 
290-2 
売渡し申講名証書之事（代金 67 円余，養父喜兵衛死去

後借用相嵩み）． 
明治7甲戌年1月21日． 差出：売主 山崎市之助(印)，

証人 山崎兵三郎(印)． 受取：甲子講 御連衆中． 
1 通． 竪紙． 
-2～-5 は-1 墨付末尾（7～8 丁目）丁間へ挿込み．表紙端上朱

筆「３」． 
290-3 
売渡し申講名証書（代金 68 円余，実父吉田文右衛門死

去後借用相嵩み）． 
明治 9 年子 1 月 31 日． 差出：第四大区六小区御馬寄

村 名面売主 吉田宇蔵(印)，親類証人 町田利助(印)． 

受取：甲子講 御連衆中． 
1 通． 竪紙． 
表紙端上朱筆「４」．1 銭印紙． 
290-4 
記 丑年一月会献立． 
（丑年1 月）．  
1 通． 横切紙． 
端上朱筆「５」，端後筆「甲子講 正月会」（ペン書き）． 
290-5 
歳暮（講仲間人名ごと鮭本数・代金書付）． 
巳12 月25 日．  
1 通． 横折紙． 
端上朱筆「６」，端後筆「甲子講」（ペン書き）．途中まで横切紙様

に一部切取り． 

2.大日講 

269 
文政十一戊子年 三月廿日 大日講人別覚帳． 
文政11 年3 月20 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1142-46 
大日講（吉右衛門籾代利足等金銭差引勘定書付）． 
（未3 月）．  
1 枚． 横切紙． 
1142-5 
大日講差引（金 5 両 3 朱ト 76 文ほか二筆預り・受取書

上）． 
（酉4 月26 日～亥2 月6 日）．  
1 通． 横折紙． 
1142-52 
大日講 福田（元金の利足・申の差引預け分ほか金銭

差引勘定書付）． 
酉4 月26 日改．  
1 枚． 横切紙． 
1142-51 
記（新田夫銭・無尽 2 会分金円利金お返しにつき）；(附)

（10両かりたく，もっとも7両2分六郎殿無尽掛よりお引

きくだされたき旨書付）． 
（2 月9 日・同23 日）．  
2 枚． 横美切紙． 
附は本紙に挟まれていた．附とあわせて 1 通ヵ．年代は一つ書

右脇記載より． 
1142-47 
（「千右衛門口掛返」「八幡四番掛」など金銭書付）． 
1 枚． 小切紙． 
1142-48 
（「兵右衛門」金銭差引勘定書付）． 
1 枚． 横切紙． 
1142-49 
（「武左衛門え返金渡ス」「良右衛門へかし」など金円差

引書付）． 
1 枚． 横切紙． 
1142-50 
記（未年籾代出金・利足ほか金円かり・渡し等出入差引

書付）． 
1 通． 横美切紙． 

3.二十六人講無尽 

501 
文政七甲申年十月廿一日 無尽割合控帳． 
（文政7 年）申10 月21 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙から一部破損． 
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288 
安政四丁巳六月発起ニ而 慶応元丑九月改 弐拾六人

講無尽連名帳 発起 福田屋良右衛門（旧帳焼亡につき

銘々へ承合い相違ない旨）． 
（慶応元年）丑11 月改記ス．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
裏表紙「弐拾六人講無尽連名帳」．13～14 丁目間に挟み込み

文書あり． 
510 
慶応元丑年十二月 十八番会`より` 二拾六人講無尽

掛金取立帳． 
慶応元年12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1356 
預り申無尽金証文之事（小源太ほか 6 口計49 両3 分，

弐拾六人講無尽加入のうち当 19 番会にて請取，10 番

会より年1 割終会まで掛返し）． 
慶応 2 寅年 3 月． 作成：金預り主 小源太(印)，組合惣

代引請 宇吉(印)，親類惣代引請 平作(印)，金預り主 

儀作(印)，組合惣代引受 為右衛門，親類惣代引受[欠

損，後欠]．  
1 通． 竪継紙． 
後欠，破り取りヵ．一口分記載抹消． 
515 
明治五壬申年三月 弐拾六人講終会懸金取立帳． 
明治5 年3 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-26 
記（子 12 月廿六人講終会につき弥九郎などへの金書

上）． 
子12 月．  
1 枚． 横折紙． 
一部に切断，切紙の用紙を採取ヵ． 

4.御家作御無尽 

284 
文政十亥年 十月朔日調 御家作御無尽御加入名前 

御馬寄村（各金額口ごと人名書上「覚」，漢数字記載等

のある人名書上「覚」）． 
文政10 年10 月朔日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙汚損． 
283 
文政十亥年 十月日 御家作御無尽御加入名前 御馬

寄村（各金額口ごと人名書上「覚」）． 
文政10 年10 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
283 と 284 は紙縒りで一括． 

5.役元無尽・郷無尽 

286 
天保十四卯年 四月 役元無尽差引元附帳 御馬寄村． 
天保14 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
567 
慶応二丙寅年 正月 役元無尽差引元附帳 御馬寄村． 
慶応2 年正月（～明治6 年）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
569 
明治五壬申年 十一月二日 頼母敷無尽五番掛金帳 

役元；(附)（掛返し金額等書付）． 
明治5 年11 月2 日．  
1 冊（附2 枚とも）． 横長半（一ツ綴）． 
1～2 丁目間に小切紙2 枚(附)あり． 
965 
預り無尽金証文之事（郷中無尽金240円余，書入字走り

落ほか田畑計4 筆）． 
明治5 壬申年11 月20 日． 差出：御馬寄村金預り主町

田良右衛門(印)，請人町田武左衛門，同断町田良三郎

(印)；(奥書)名主 小平八郎(印)． 受取：郷中無尽御世

話方衆中，御連衆中． 
1 冊． 竪半（四ツ目縫い綴じ）． 
押印抹消． 
570 
七年第十二月 郷無尽不足取調書上ヶ簿 せ話方． 
（明治）7 年12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
574 
明治十一寅年二月改正 旧役元発記無尽六番会取立

帳 元取 町田良右衛門． 
明治11 年2 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1137-52 
（御役元無尽入金わりの書付）． 
明治11 年3 月2 日改．  
1 通． 横折紙． 
575 
明治十一年寅十二月廿日 旧役元発記七番会取立差

引帳 町田良右衛門． 
明治11 年12 月20 日（21 日改）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙脇に「良右衛門筆」． 
576 
明治十二年十二月廿日 旧役元発記八番会取差引帳 

町田良右衛門． 
明治12 年12 月20 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
577 



〔188〕  1.町田家 7.講・無尽 8.諸無尽 

明治十三年十二月廿一日 旧役元発記九番会取立差

引帳． 
明治13 年12 月21 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
578 
[旧役元無尽取立差引帳 元取町田良右衛門]． 
[明治14 年]．  
[1 綴]． [横長半（一ツ目結び綴じ）]． 
578(1) 
明治十四年六月会分 旧役元無尽拾番会取立差引帳 

元取 町田良右衛門． 
明治14 年6 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
578(2) 
明治十四年十二月 旧役元無尽終会取立差引帳 元取 

町田良右衛門． 
明治14 年12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙脇に「千代次良右衛門筆」． 
1143-49 
（郷無尽掛銀書上）． 
辰年4 月．  
1 通． 横切紙． 

6.溜講無尽 

1358 
預り申溜講無尽証文之事（当二番会にて金千両内 500

両刎金残金 500 両請取・書入字宮田ほか本田 3 筆高 8

石3 斗2 合質地，三番会より一会金50 両ずつ終会まで

掛返し）． 
明治3午年11月． 差出：金預り主 御馬寄村 良右衛門

印，同所組合惣代請人 栄吉印，同所親類惣代請人 彦

右衛門印． 受取：依田専左衛門殿，無尽 御連衆中． 
1 通． 竪紙． 
端裏「明治三午年十一月廿日 八幡宿専左衛門溜講無尽江差

出し候証文下書」．875 下書ヵ． 
875 
預り申溜講無尽証文之事（当二番会にて金千両内 500

両刎金残金 500 両請取・書入字宮田ほか本田 3 筆高 8

石3 斗2 合質地，三番会より一会金50 両ずつ終会まで

掛返し）． 
明治3午年11月． 差出：金預り主 御馬寄村 良右衛門

(印)，同所組合請人 栄吉(印)，同所親類請人 彦右衛門

(印)． 受取：依田専左衛門殿 無尽 御連衆中． 
1 通． 竪継紙． 
差出印・金額確認印いずれも線引き抹消． 
1135-21 
[小平蔵吉書状]（溜講無尽御計算集金につき）． 
4 月 9 日． 差出：小平蔵吉． 受取：町田久次郎様・町

田儀作様・町田利助様・町田貴四郎様・町田静太様． 

1 通． 横切継紙． 

7.御馬寄学校資本無尽 

967 
積金年賦成崩し借用証書（金 4000 円，抵当字中宿宅地

2筆・字神平ほか田畑計27筆および建家）；(附)（町田家

建物配置図）． 
明治16年9月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

町田良右衛門，仝相続人町田静太，同郡同村受人町田

良三郎，仝町田長四郎，仝町田森太；(附)右（御馬寄村）

建物持主町田良右衛門． 受取：御馬寄学校資本無尽

積金負担者御中；(附)御馬寄学校御中． 
1 冊（附1 通とも）． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙．3～4 丁目間に竪紙 1 枚（附）挟込み．附の建物配置

図は本家と土蔵のみ朱書． 
1390-6 
学校資本金無尽設立ヨリ本年ニ至り瓦解迄之事由演舌

書． 
（明治）18 年12 月10 日． 作成：学務委員．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
朱色罫紙． 
1387-77 
[小平蔵吉書状]（学校無尽割返金につき）． 
12 月 26 日． 差出：小平蔵吉． 受取：十一や御伯父君

様． 
1 通． 横切紙． 

8.諸無尽 

503 
天保十一庚子年 九月日 無尽連名議定并割合帳 町

田良右衛門；(附 1)[鷹野茂兵衛書状]（当春中兄与兵衛

殿貴君様無尽証文拝借当分差引云々）；(附 2)[預り無尽

金証文之事ほか]（田地質置借用金証文，田地売渡証

文とも）． 
天保11 年9 月；(附1)6 月3 日；(附2)[天保11 年7 月～

弘化2年7月]． 差出：(附1)鷹野茂兵衛，(包紙)本新町

村より 鷹野茂兵衛；(附 2)[良僊(印)；彦右衛門(印)；良右

衛門(印)；作蔵(印)ほか]． 受取：(附1)町田良右衛門様；

(附2)[御連衆中；無尽御連衆中；良右衛門ほか]． 
1 冊（附7 通とも）． 竪美（かぶせ綴）． 
2～3 丁間に包紙入横切継紙 1 通(附 1)・竪継紙 6 通(附 2)が書

付状に紙縒りで一括． 
479 
慶応三丁年 卯二月十二日 無尽掛金請取通，(裏表紙)

嶋河原村 丈右衛門 御馬寄村 町田彦右衛門様． 
慶応3 年2 月．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
1138-25 
覚（吉蔵殿分ほか金銭勘定）． 
（近世）．  
1 通． 横折紙． 
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1142-10 
[はやし書状]（権五郎無尽我等掛金ほか一口〆金4両3

分2 朱我等より出金のこと承知されたく）． 
（近世ヵ）． 差出：はやし． 受取：福田や様． 
1 通． 横美切継紙． 
513 
明治三午九月改 前々会`より`掛金滞り取調帳 無尽

方． 
明治3 年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-35 
明治四未三月廿六日弐拾五番会取立 両替拾○八（無

尽金取立書上）． 
明治4 年3 月26 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
末尾に取立〆の貼紙（附箋）あり． 
1137-59 
明治四年未九月十五日弐拾六番会取立割（掛金取立

帳）． 
明治4 年9 月15 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
514 
明治五壬申年十二月 無尽方終会迄滞り取調帳；(附 1)

記（長久保駄賃分ほか金円書付）；(附 2)記（馬瀬口村嘉

市殿より差上げるべき金銭につき）． 
明治 5 年 12 月；(附 1)酉 12 月 15 日渡シ；(附 2)3 月 21

日． 差出：(附 2)中山清太郎． 受取：(附 2)町田良右衛

門様． 
1 冊（附2 通とも）． 横長半（一ツ綴）． 
2～3 丁目間に横切継紙 1 通(附 1)，7～8 丁目間に横切紙(附

2)． 
1202-32 
明治七戌年四月取調 記（無尽金円・掛返し額など書

付）． 
明治7 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-24 
記（戌・亥・子・当丑年掛金額，利足・返り金算用書上）． 
明治 10 年丑 10 月． 差出：五郎兵衛新田 茂木甚左衛

門 代 松崎権介(印)． 受取：御馬寄村 町田良右衛門

様． 
1 通． 横切紙． 
487 
無尽掛其他雑記 十二年八月ヨリ 十三年八月迄 仝十

二月迄 出入帳ヨリ書抜分 車屋方モ有之ニ． 
明治12 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
966 
明治十五年第一月発会 積金有志連名簿（1株2年積金

趣旨，株数ごと加入者氏名，町田佐太郎・山浦初太郎

ほか 19 名）． 
明治15 年1 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙線引．氏名下一部に押印，押印抹消． 
1137-194 
記（無尽掛金受取につき）． 
（明治）16 年 2 月． 差出：無尽世話人高田政蔵(朱印)． 

受取：御馬寄村町田良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
1137-166 
記（掛金5 円75 銭受取につき）． 
明治16年12月22日． 差出：根岸村登記人 工藤長三

郎(印)，引受証人 工藤良蔵(朱印)． 受取：町田彦右衛

門殿． 
1 通． 竪美切紙． 
朱色「証券界紙」． 
1137-155 
請取証（無尽十四番会御掛金受取につき）． 
明治 17 年 3 月 26 日． 差出：桜井村浅沼仙十郎(印)． 

受取：町田良右衛門様． 
1 点． 小切紙． 
罫紙． 
1135-43 
[小山孝平書状]（無尽加入者募集の上，発会につき）． 
（明治）25 年 2 月 7 日． 差出：小山孝平；(封筒)小諸孝

平． 受取：町田静太様；(封筒)北佐久郡中津村大字御

馬寄町田静太様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1139-66-5 
記（12 金番の無尽金につき利子・掛返し金・不足金等計

算書付）． 
（明治）25 年 11 月改メ． 差出：無尽用． 受取：町田静

太様． 
1 通． 横美切紙． 
1138-86 
請取証（無尽掛金返金請取）． 
（明治）26 年 7 月 29 日． 差出：町田利助（印）． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 横切紙． 
1139-89 
請取証（小平蔵吉殿無尽掛返シ金貴殿へ預り分の金穀

2 口につき）． 
明治 28 年 9 月 7 日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄山浦両太郎本人不在ニ付代理 小林登伊(ヵ)(印)，受

人 山浦裏吉(印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
1138-72 
（無尽金，共志金領収覚）． 
（明治）36 年． 差出：町田弥作． 受取：町田静太様． 
1 通． 横切紙． 
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1202-33 
記（無尽金円・利金額など書付）． 
（明治，未4 月～戌年2 月ほか）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
冒頭脇に「町田仙右衛門筆也」． 
1138-42-6 
記（講中預り金，店入金等）． 
（近代）．  
1 通． 横切紙． 
1138-47 
（講加入口等覚）． 
（近代）．  
1 通． 横折紙． 
1138-76 
拾六人講（講中名前，出し金）． 
（近代）．  
1 通． 横折紙． 
1202-20 
記（丑2 月28 日改，当七番会の金60 円の渡先書上）． 
丑2 月28 日改．  
1 枚． 横切紙． 
後欠． 
1143-73-18 
（掛金書上）． 
（申年ヵ）．  
１通． 小切紙． 
浅黄色用紙． 
1143-73-37 
覚（無尽金請取につき）． 
酉3 月6 日． 差出：平塚柏屋重蔵(ヵ)[印]． 受取：御馬

寄村福田屋良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
印文「信州 佐久 中山道 柏屋 平塚立湯」． 
1143-73-36 
記（無尽通の金請取につき）． 
酉7月26日． 差出：三河田樋田茂作(印)． 受取：御馬

寄村無尽御世話方町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1359-17 
[比田井傳左衛門書状]（無尽掛金段々延引詫，来る亥

四月まで延引願い，その節返金承知くだされたく）． 
（戌）12 月 3 日． 差出：天神林村 比田井傳左衛門． 

受取：御馬寄村 町田良右衛門様 貴下要々． 
1 通． 竪紙． 
1139-174 
覚（頼母子掛金御遣し願）． 
3 月晦日． 差出：入布施村政右衛門． 受取：御馬寄村

町田良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 

1387-71 
[作蔵書状]舌代（無尽割合金取定につき）；(別紙)小帳

之方（「貞祥寺」ほか書上）． 
4 月7 日． 差出：作蔵． 受取：（町田）良僊様 内用． 
1 通． 横切継紙． 
横切紙1 通(別紙)を巻込み． 
1138-30 
記（無尽金残金町田静太へ渡し金につき）． 
5 月12 日． 差出：扇屋永之助． 受取：山浦良太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1132-30 
[専右衛門書状]（無尽掛金頂戴したく）． 
10月1日． 差出：八はた専右衛門． 受取：御馬寄邑町

田良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1143-6 
覚（掛返し金入帳につき）． 
10 月3 日．  
1 通． 横美切紙． 
1136-88 
[町田良右衛門書状]（田方勘弁引請度き旨，小作人共

惣代申し出につき，集会下されたく)． 
11 月 11 日． 差出：町田良右衛門． 受取：町田佐太郎

様，町田豊二郎様，山浦傳三郎様，山浦勢訪吉様，町

田仙右衛門様，工藤常太郎様，町田利助様，町田甚太

郎様，町田久二郎様，町田弥作様． 
1 通． 横切継紙． 
1137-201 
金請取証（無尽の掛け金および利足金請取覚）． 
12 月 29 日． 差出：山浦一助(印)． 受取：町田良右衛

門様． 
1 通． 小切紙． 
1359-62 
[はやし書状]（八幡へ出向き例のことを頼んだところ早

速挨拶，何れ沙汰，無尽金披露しても金子集りかね利

付申の冬より，我等取計い次第云々，承知くだされた

く）． 
13 日． 差出：はやし`より`． 受取：良右衛門殿． 
1 通． 横切継紙． 
1142-40 
[書状]（只今万やより書付持参，定めて小作米一件と心

得云々）． 
23 日． 差出：千林堂． 受取：こくや主人． 
1 通． 横美切紙． 
1129-5 
[町田良右衛門書状]（平吉重吉無尽参加につき）． 
差出：良右衛門． 受取：良三郎殿． 
1 通． 横切紙． 
1137-53 
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（講における元金・利金の書上）． 
1 通． 横折紙． 
1137-56 
金番え引廻り口調書． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1138-69 
覚（頼母子講金勘定）． 
1 通． 横切継紙． 
緑色紙． 
1141-65 
（無尽金割戻し目安等覚）． 
1 通． 横切紙． 
近世ヵ． 
1142-42 
記（無尽掛〆高金銭差引，只今金ばん参り何も願上）． 
差出：良僊． 受取：福たや様． 
1 通． 横美切紙． 
奥上下破損． 
1143-3 
覚（無尽掛ほか出金および受取金の書上）． 
1 通． 横美切紙． 
1143-73-39 
（無尽会合の日程など協議の件の書付け）． 
1 通． 小切紙． 
記事中「十年丑」「十二年卯」とあり．明治 10・12 年に該当ヵ（干

支一致）． 
1143-73-40 
記（利足金算用書付）． 
1 通． 竪折紙． 
「酉十二月」「亥十月二日」の記載あり． 
1202-9-3 
覚（子・丑年の金配分の覚）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
金融講の関係ヵ． 
1202-9-7-1 
（元口・割返銀書上）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-9-7-2 

（掛金・掛返金書上）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-9-7-1 と共に紙紐で括られていた． 
1202-9-9 
（仙右衛門等への金銭書上ほか，および大日講宿料入

金ほか金銭出入書上）． 
1 通． 横折紙． 
1202-9-18 
覚（利兵衛・忠平・長蔵ほかの立替金・利金勘定書付）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-9-23 
此通り本帳認差上申候 当御無尽発起掛出し（金と永

の比率および配当額書上）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-9-24 
当御発起御無尽江願之上可取左之通被仰付候扣（取番

の金額，人名書付）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-27 
記（当7番金円および掛返し金額書上，町田昭造ほか1

名2 口分）． 
1 枚． 小切紙． 
1202-28 
記（掛返し金等算用書付）． 
1 枚． 横折紙． 
右端に綴穴2 つあり． 
289 
金百両高 一割弐分引無尽割合帳（発起～十一番各会

ごと掛金等勘定）． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
1 丁目冒頭記載標題「壱割弐歩引勘定無尽割合帳」． 

 

 

8.御用金・寄付 
（シリーズ記述） 

 町田家では，江戸時代末頃から明治30年頃まで，献金や寄付をおこなっている．それら寄付金等の受取証や賞

状・感謝状の類をここへ配列した． 
 
896 
乍恐以口上書奉願上候（当 5 月御金子御用のうち 6 月

に 10 両上納ののち金子出来兼ね聊かながらも献金し

たい旨取次願および願のとおり仰付け願の奥書）． 

文久 2 壬戌年 9 月；戌 9 月． 差出：御馬寄村 百姓 良

右衛門(印)；（奥書）名主 市左衛門(印)． 受取：御名主

中；（奥書）宮崎勝之進様，早川徳太夫様． 
1 通． 竪美継紙． 
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1137-114 
仮証（学資金請取につき）． 
明治 9 年 9 月 28 日． 差出：八幡郡外六ヶ邨戸長代理 

筆生鈴木一郎(朱印)． 受取：御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1137-164-3 
（皇大神宮大麻御初穂金4 銭神納につき）． 
明治12 年分． 受取：佐久郡御馬寄村町田良右衛門． 
1 点． 小切紙． 
1137-142 
証（小県郡渋野村目鏡橋をかける道志助成金 2 円受取

につき）． 
明治15年3月10日． 差出：志願人武田久之助[ほか1

名，世話人惣代1 名，出納方惣代2 名]． 受取：北佐久

郡御馬寄村 町田良右衛門殿． 
1 通． 横切紙． 
木版用紙へ書込み． 
1137-150 
記（道路開発金寄付金10 円受取につき）． 
（明治）16 年 4 月． 差出：佐久郡御馬寄村戸長役場[朱

印]． 受取：町田良右衛門． 
1 点． 小切紙． 
1137-131 
借請取之証（鼻顔神社石造常夜灯建設及油料受取につ

き）． 
明治16年6月11日． 差出：岩村田町鼻顔神社常夜灯

世話人森泉政次郎，渡辺多助(印)． 受取：北佐久郡御

馬寄村町田良右衛門殿． 
1 点． 竪紙． 
1075-10-1 
（御馬寄学校へ金 200 円寄付奇特により木盃下賜につ

き賞状）． 
明治17年6月30日． 差出：長野県令従五位大野誠[朱

印]． 受取：長野県信濃国北佐久郡御馬寄村 町田良

右衛門． 
1 通． 竪紙． 
-10-2 とともに重ねて折りたたまれていた． 
1075-10-2 
（御馬寄学校へ金 200 円寄付奇特により木盃下賜につ

き賞状）． 
明治17年6月30日． 差出：長野県令従五位大野誠[朱

印]． 受取：長野県信濃国北佐久郡御馬寄村 町田静

太． 
1 通． 竪紙． 
1075-1 
（根岸学校へ金2 円寄付奇特につき状）． 
明治 17 年 12 月 25 日． 差出：長野県令従五位勲四等

木梨精一郎[朱印]． 受取：長野県信濃国北佐久郡御馬

寄村 町田良右衛門． 

1 通． 竪紙． 
1137-96 
証（神殿新築献備金受取につき）． 
明治19 年3 月8 日． 差出：神宮教会岩村田説教所[朱

印]． 受取：町田良右衛門． 
1 通． 小切紙． 
1075-8 
（道路開鑿費金 10 円寄付奇特により木杯下賜につき賞

状）． 
明治19年3月30日． 差出：長野県令従五位勲四等木

梨精一郎[朱印]． 受取：長野県信濃国北佐久郡御馬寄

村 町田良右衛門． 
1 通． 竪紙． 
1075-9 
（北佐久郡役所備品費へ金1 円寄付奇特につき状）． 
明治19年3月30日． 差出：長野県令従五位勲四等木

梨精一郎[朱印]． 受取：長野県信濃国北佐久郡御馬寄

村 町田良右衛門． 
1 通． 竪紙． 
1137-122 
証（家根換につき金5 円領収）． 
明治 20 年 5 月 8 日． 差出：往間山真楽寺(朱印)． 受

取：町田御壱族御中． 
1 通． 横美切紙． 
1075-7 
（北佐久郡繭共進会費金1 円寄付奇特につき状）． 
明治25年9月28日． 差出：長野県知事従四位勲三等

淺田徳則[朱印]． 受取：長野県信濃国北佐久郡中津村 

町田静太． 
1 通． 竪紙． 
1075-6 
（中津橋架設費金1 円35 銭寄付奇特につき状）． 
明治 26 年 11 月 18 日． 差出：長野県知事従四位勲三

等淺田徳則[朱印]． 受取：長野県信濃国北佐久郡中津

村 町田良右衛門． 
1 通． 竪紙． 
1075-2 
（県下震災被害小学校修築補助金 5 銭余恵与殊勝につ

き状）． 
明治 26 年 12 月 20 日． 差出：愛知県知事正四位勲三

等時任為基[朱印]． 受取：町田金三郎． 
1 通． 竪切紙． 
小豆色罫紙． 
1075-5 
（北佐久郡農産物共進会費金1 円寄付奇特につき状）． 
明治27年5月18日． 差出：長野県知事従四位勲三等

淺田徳則[朱印]． 受取：長野県信濃国北佐久郡中津村 

町田静太． 
1 通． 竪紙． 
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1075-4 
（北佐久郡農産物共進会費金1 円寄付奇特につき状）． 
明治27年7月16日． 差出：長野県知事従四位勲三等

淺田徳則[朱印]． 受取：長野県信濃国北佐久郡中津村 

町田静太． 
1 通． 竪紙． 
1075-3 
（第 4 回北佐久郡農産物共進会費金 1 円寄付奇特につ

き状）． 
明治 29 年 2 月 1 日． 差出：長野県知事正四位勲三等

淺田徳則[朱印]． 受取：長野県信濃国北佐久郡中津村 

町田静太． 
1 通． 竪紙． 
1137-47 
領収之証（作場道改修に際しての義捐金請取につき）． 
明治 29 年 3 月． 差出：中津村大字御馬寄道路改修委

員総代人(朱印)． 受取：町田静太殿． 

1 通． 横切紙． 
1360-11(55) 
領収証（軍人紀念銅額額堂建設金）． 
明治29年11月1日． 差出：官幣中社諏訪神社軍人紀

念銅額々堂建設事務所[朱印]． 受取：北佐久郡中津村

大字御馬寄町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
1360-11(54) 
長野県褒詞（明治二十七八年戦役の際軍用品献納等に

つき）． 
明治 30 年 6 月 1 日． 差出：長野県知事正五位権藤貫

一[朱印]． 受取：北佐久郡中津村大字御馬寄町田静太． 
1 通． 竪切紙． 

 

9.一件 
（シリーズ記述） 

 町田家で関わった事件について，まとまって存在する分をここへ収めた．とくに3.居宅焼失と6.渋澤作太郎関係

訴訟は，町田家への直接的な影響が大きい．うち 6 は町田家の製糸業において渋澤商店との訴訟の一件の記録類

であるが，第2次項目4.経営下の7.製糸にも関係する資料が含まれる可能性があるため参照されたい．5.米代金請

求事件は，第1次項目6.収集史料のなかで最大の割合を占める小諸桑原家文書の入手に結びつく同家との関係がう

かがえる． 
 

1.盗難 

823-1 
差出申一札之事（清重義，良右衛門方帳箱の金子盗み

取るにつき）． 
安政 3 辰年 4 月 16 日． 差出：更科郡田野口村清重親

文蔵(印)，組合恒蔵(印)，親類多惣太(印)，同断勇作(印)，

詫人塩名田宿茂助(印)御馬寄村五作，同久左衛門(印)． 

受取：御馬寄村良右衛門殿． 
1 通． 竪美継紙． 
もと-2 の括り付け文書ヵ，書状様に折りたたみ． 
823-2 
[安政三辰年四月九日取逃候清重一件諸事書留ほか]． 
[安政3 年4 月9 日]．  
[1 綴]． [横長半（一ツ綴）]． 
(1)(2)合綴．紙縒りの下ヶ紐あり，あるいは-4～-6 を括り付けて

いたヵ． 
823-2(1) 
安政三辰年 四月九日 取逃候清重一件諸事書留 福

田屋（諸方手配，追手人等）． 
安政3 年4 月9 日．  

1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
823-2(2) 
安政三辰年 四月九日ヨリ 取逃清十遣払金并ニ諸入

用帳 福たや（諸方手配，追手人等）． 
安政3 年4 月9 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙天地逆に後筆「安政三年 持逃一件」（ペン）． 
823-3 
覚（酒代金ほか）． 
差出：さかや源右衛門． 受取：上． 
1 通． 横折紙． 
もと-2 の括り付け文書ヵ，-3～-5 は書状様に折りたたまれてい

た痕跡あり． 
823-4 
（取調関係入用金覚）． 
1 綴． 横長半（ひねり綴）． 
取調人「追分宿政右衛門」ほか 2 名． 
823-5 
（真楽寺行入用等覚）． 
1 綴． 横長半（ひねり綴）． 
1141-25 
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諸方江追掛呉候人別（福田屋盗人一件）． 
1 通． 横折紙． 

2.糠尾村玄昌無尽滞 

1039 
[糠尾村玄昌無尽滞一件済方書類]． 
慶応3 年．  
[6 点]． [一括]． 
1039-1 
借用申無尽金証文之事（金50 両・書入字大井戸ほか田

畑計7 筆，二十六人講無尽金番転金にて請取）． 
（万延元）万延庚申年 9 月． 差出：糠尾村借用主 玄昌，

同所請人 金平，同所同断 久五郎；(奥印)糠尾村 名主 

庄左衛門． 受取：御馬寄村良右衛門殿無尽 御連衆中． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏下「糠尾玄昌世証文写」． 
1039-2 
差進候無尽金掛返し金請取之事（金88 両のうち 31 両，

済方成り兼ね示談）；対談書之事（買入の畑 2 筆貴殿極

難により小作年貢籾御老祖母へ我等名前にて進上）． 
慶応3丁卯年3月． 差出：御馬寄村 良右衛門，立入人 

相濱村 重次兵衛；御馬寄村 良右衛門． 受取：糠尾村 

慶次殿，加判人 清右衛門殿；糠尾村 慶次殿． 
1 通． 竪美継紙． 
1039-3 
預り申無尽金証文之事（金 70 両借用・書入字石合ほか

田畑計 4 筆質地，終会まで無尽定め通り年 2 度 1 割の

勘定で掛返し）． 
安政6 未年9 月． 差出：糠尾村 借用主 玄昌，同所請

人 金平；(奥印)糠尾村 名主 勇八． 受取：御馬寄村良

右衛門殿無尽 御連衆中． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏下「糠尾玄昌世証文写」． 
1039-4 
預申無尽金証文之事（金70 両借用・書入字石合ほか田

畑計 4 筆質地）；御用申無尽金証文之事（金 50 両・書入

字大井戸ほか田畑計7 筆）． 
安政6未年9月；万延庚申年9月． 差出：糠尾村 借用

主 玄昌，同所請人 金平；(奥書)糠尾村 名主 勇八；糠

尾村 借用主 玄昌，同所請人 金平，同所同断 久五

郎；(奥書)糠尾村 名主 庄左衛門． 受取：御馬寄村良

右衛門殿無尽 御連衆中． 
1 通（2 点）． 竪美継紙． 
それぞれ-3・-1 に同内容． 
1039-5 
糠尾定法取米畝歩江直懸ヶ（田畑等級ごと小作入高書

付）． 
1 枚． 竪切紙． 
1039-6 
慶応三丁卯三月 糠尾村玄昌`より`我抔無尽江 滞一

件済方一埒扣． 
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴）． 
947 
対談一札之事（我等無尽金 183 両貴殿御手取りの際に

書入地所差出しのところ拠所ない由にて質地差戻し掛

返し金88 両来る 3 月20 日限り調い立てる筈）． 
慶応 2 年丙寅 3 月． 差出：御馬寄村 良右衛門(印)． 

受取：糠尾村 玄昌老． 
1 通． 竪継紙． 
差出押印抹消． 
1139-187(2) 
[碓氷重次兵衛書状]舌代（示談行届につき玄昇老宅に

て取引の旨）． 
3 月 18 日． 差出：ぬかを`より`碓氷重次兵衛． 受取：

町田良右衛門様． 
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1139-179 
(人名書上，ぬか尾玄昌ほか）． 
1 通． 小切紙． 
下部破損ヵ． 

3.居宅焼失 

830(1) 
「慶応元年丑九月 出[/失]火一件 二人焼死」（表紙およ

び史料解題）． 
2 枚． 竪紙． 
「エスオー印創作用紙（Ｃ型）」400 字詰原稿用紙使用．表紙部

分右上朱筆「７」．もと 1359-77 の包紙に一括されていたものヵ． 
830(2) 
差上申一札之事（昨6日夜良右衛門宅出火により下男2

人焼死，下男親類等が病気として死骸を引取りたく村役

人等が付添いまたは立会い引取りの始末お尋ねにつ

き）． 
慶応元丑年9月7日． 差出：御馬寄村 名主 市左衛門，

組頭 直次，市太夫，彦右衛門，七左衛門，百姓代 仙

右衛門． 受取：中嶋権右衛門殿，平井又蔵殿． 
1 通． 竪継紙． 
830(3) 
差上申一札之事（昨夜火事の状況および矢嶋村・村方

出身の下男 2 人の焼死体を病気として引渡し御不審を

蒙り取調につき）；(附)隣家之者御尋ニ付申上候（出火

後防ぐも市郎右衛門宅へ火移り諸方防ぐうち鎮火，召

抱両人焼死につき隣家のため立会引取）． 
慶応元年丑9 月7 日． 差出：御馬寄村 当人 千代次，

良三郎，組合 多兵衛，親類 忝吉；(附)隣家惣代 平吉，

喜六；（奥書）御馬寄村 名主 市左衛門，組頭 直次，同 

市太夫，同 彦左衛門，同 七左衛門，百姓代 仙右衛門． 

受取：(附)中嶋権右衛門殿，平井又蔵殿． 
1 通． 竪継紙． 
830(4) 
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差上申一札之事（昨夜千代次宅出火のところ忰辰之助

見えず矢嶋村下男ともに焼死のため矢嶋村同様病気

体にて引取の旨お尋ねにつき）． 
慶応元丑年 9 月 7 日；（奥書）9 月 7 日． 差出：御馬寄

村 当人 喜重，親類 宇吉，組合 浅右衛門；（奥書）名

主 市左衛門，組頭 直次，同 市太夫，同 彦左衛門，

同 七左衛門，百姓代 仙右衛門． 受取：中嶋権右衛門

殿，平井又蔵殿． 
1 通． 竪継紙． 
830(5) 
（良右衛門宅出火につき駆付けた村々および見舞いの

村々等書上）． 
（慶応元年9 月）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1359-77 
覚（塩名田村・相浜村・八幡三ヶ村ほか「〆三十七ヶ村

（実は 34 ヶ村）」村名・丸印等書上）． 
（慶応元年9 月）．  
2 枚． 横折紙（包紙入）． 
包紙表書「慶応元九月六日夜良右衛門宅ニ而出火，夫`より`東

隣 市郎右衛門宅江移り尚又下男両人焼死有之，右ニ付， 御

出役有之差上書面」．830 編綴以前に一件書類を収納していた

ものと編綴に漏れた文書． 
242 
慶応元丑九月焼失ニ付 穀売帳・穀入帳・仕切帳 取調

差引扣． 
慶応元年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
320 
慶応元己丑九月 旧帳焼失ニ付 八左衛門分・長右衛門

分・亀吉分 万端改帳 恒篤扣． 
慶応元年9 月．  
1 冊． 横長半（かぶせ綴）． 
綴部に押印，本文中に関係者の記録等内容への確認押印． 
321 
慶応元己丑九月六日夜出火ニ而 諸帳面焼失ニ付意覚

帳 福田屋良右衛門（穀売帳・穀入帳・台所有穀調等）． 
慶応元年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
322 
慶応元己丑九月六日夜正九ツ時出火 居宅焼失ニ付見

舞受納帳 町田良右衛門恒篤． 
慶応元年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右肩朱筆「８」． 
511 
慶応元丑ノ九月十八番会`より` 弐拾六人講無尽掛金

割合帳 福田屋良右衛門（火難につき興行無尽）． 
慶応元年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

509 
慶応元丑年十一月改 無尽方不金取調帳 福田屋良右

衛門（火難にて帳面紛失につき）． 
慶応元年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
508 
焼失ニ付 無尽加入改帳 慶応元乙丑九月，(裏表紙)御

馬寄 福田屋 帳場． 
慶応元年．  
1 冊． 横美半折（綴葉装二ツ綴）． 
表紙けずれ． 
512 
慶応二丙寅三月 十九番会`より  ̀ 無尽金渡し方差引帳

（火難につき興行無尽）；(附)（金円利子書付）． 
慶応2 年3 月．  
1 冊（附1 通とも）． 横長半（一ツ綴）． 
5～6 丁目間に小切紙 1 通(附)（内容：明治 18 年 12 月に至り

云々）． 

4.売渡田地季明受戻 

1023 
[売渡し田地季明につき受戻し一件書類]． 
慶応元年． 作成：御馬寄村良右衛門・根々井村勇作．  
[1 綴]． [綴（ひねり綴）]． 
1023(1) 
差入申金子預り一札之事（下塚原田地質置）． 
慶応元丑年 12 月 17 日． 差出：御馬寄村良右衛門(印)，

請人泰吉(印)，下塚原村証人四郎左衛門(印)． 受取：

根々井村勇作殿． 
1 通． 竪紙． 
1023(2) 
金子受取之事（金100 両）． 
未 3 月 28 日． 差出：根々井團八(印)． 受取：御馬寄 

良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1023(3) 
差入申対談書之事（下塚原所持田地年季増につき）． 
慶応2寅12月． 差出：根々井團八(印)，同所勇作(印)，

下塚原村世話人八郎左衛門(印)． 受取：御馬寄村良右

衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
1023(4) 
覚（田地代金のうち受取）． 
3 月16 日． 差出：根々井村勇作(印)． 受取：御馬寄村

良右衛門殿． 
1 通． 切紙． 
1023(5) 
地所代金受取之事（30 両）． 
3 月17 日． 差出：根々井村團八(印)． 受取：御馬寄村

良右衛門殿． 
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1 通． 竪紙． 
1023(6) 
請取証(金30 円）． 
明治 9 年 2 月 1 日． 差出：根々井團八(印)． 受取：町

田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1023(7) 
金子請取一札之事（下塚原田地代金のうち 50 両）． 
慶応2 丙寅年2 月25 日． 差出：御馬寄良右衛門(印)． 

受取：根々井村祐作殿． 
1 通． 竪紙． 
1023(8) 
金子請取一札之事（下塚原田地代金のうち 80 両）． 
慶応2寅年4月22日． 差出：御馬寄良右衛門(印)． 受

取：根々井村勇作殿． 
1 通． 竪継紙． 
1023(9) 
請取手形之事（100 両，下塚原預かり地所引渡し代金）． 
明治 3 午年 11 月 29 日． 差出：根々井村祐作(印)，同

所世話人平蔵(印)． 受取：御馬寄村良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1023(10) 
記（金20 両受取）． 
申 12 月． 差出：根々井村團八(印)． 受取：御馬寄村

良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1023(11) 
質置ニ相渡し申田畑証文之事（下塚原村田地年季質

置）． 
慶応元乙丑年 12 月． 差出：質地主御馬寄良右衛門

(印)，証人同村泰吉(印)，世話人下塚原村四郎左衛門． 

受取：根々井村團八殿． 
1 通． 竪継紙． 
1023(12) 
質置ニ相渡し申田畑証文之事（下塚原村田地年季質

置）． 
慶応元乙丑年 12 月． 差出：御馬寄村質地主良右衛門

(印)，証人泰吉(印)，世話人下塚原村四郎左衛門． 受

取：根々井村勇作殿． 
1 通． 竪継紙． 
1023(13) 
差入申金子預り一札之事（下塚原村田地質置きにつき）． 
慶応元丑年 12 月 18 日． 差出：御馬寄村良右衛門(印)，

証人泰吉(印)，下塚原村世話人四郎右衛門(印)． 受

取：根々井村團八殿． 
1 通． 竪紙． 
1003 
質置ニ相渡申地所証文之事（下塚原村の田地，下書）． 
慶応元丑改年 12 月． 差出：御馬寄村質地主誰，請人

誰，加判誰． 受取：根々井村勇作殿． 
1 通． 竪継紙． 
1202-9-38 
覚（字道添ほかの田地反別・分米差引による小作入籾

につき）． 
慶応元丑年12 月． 受取：根々井村勇作殿． 
1 通． 横折紙． 
1202-9-39 
覚（字土手下ほかの田畑反別・分米差引による小作入

籾につき）． 
慶応元丑年12 月． 受取：根々井村團八殿． 
1 通． 横折紙． 
附箋あり． 
1360-9 
覚（祐作屋入分3 筆・團八屋入分 3 筆各金額勘定書付）． 
（丑12 月27 日～寅4 月22 日）．  
1 通． 横切継紙． 
1360-5 
（根々井村團八分金額・名所土手下上田ほか14筆田畑

反別分米高書上）． 
1 枚． 横切紙． 
1360-6 
（根々井村勇作分金額・名所土ろ作上田ほか 5 筆田反

別分米高書上）． 
1 枚． 横切紙． 

5.米代金請求事件 

1138-15(1) 
記（代価金御送り下されたく）． 
正月 5 日． 差出：御馬寄ふくたや(印)． 受取：共柳社

代亀太郎殿． 
1 通． 横切紙． 
印紙あり． 
1138-15(2) 
記（共柳社ヨリ町田良右衛門エ貸之書出シ）． 
（明治14 年）．  
1 通． 横切紙． 
1353 
[出頭通達書]． 
[明治18 年10 月]．  
[1 綴（4 通）]． [竪（ひねり綴）]． 
印刷用紙へ書込み． 
1353(1) 
（出頭通達書，小諸町桑原亀太郎代人粕屋助太郎より

米代金勤解願出につき）． 
明治18年10月1日． 差出：岩村田治安裁判所[朱印]；

送達人粕谷助太郎(朱印)． 受取：長野県信濃国北佐久

郡小諸町柳田森四郎． 
1 通． 竪切紙． 
1353(2) 
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（出頭通達書）． 
明治18年10月7日． 差出：岩村田治安裁判所[朱印]；

送達人粕谷助太郎(朱印)． 受取：長野県信濃国北佐久

郡御馬寄村町田良右衛門． 
1 通． 竪切紙． 
1353(3) 
（出頭通達書，小諸町桑原亀太郎より貸金勤解願出の

件）． 
明治18年10月9日． 差出：岩村田治安裁判所[朱印]；

送達人粕谷助太郎(朱印)． 受取：長野県信濃国北佐久

郡小諸町篠原トラ． 
1 通． 竪切紙． 
(2)と(4)の間に挟込み． 
1353(4) 
（出頭通達書）． 
明治 18 年 10 月 19 日． 差出：岩村田治安裁判所[朱

印]；送達人町田静太(朱印)． 受取：長野県信濃国北佐

久郡小諸町桑原亀太郎． 
1 通． 竪切紙． 
972 
小諸町桑原亀太郎ヨリ同町柳田森四郎ヘ相掛ル米代金

請求事件ニツキ引合トシテ岩村田治安裁判所江出願書

類． 
明治18 年． 作成：町田良右衛門代人町田静太．  
[12 点]． [袋入一括]． 
972-1 
勧二千四百号 明治十五年三月ヨリ小諸町桑原亀太郎

へ寺尾山出張中売渡し米代金滞りニ付右亀太郎ヨリ柳

田森四郎へ掛ル事件ニ付明治十八年十月八日引合ト

シテ岩村田治安裁判所ヨリ御召換(ママ)ニ付出頭書類

入 町田良右衛門代人 町田静太． 
1 点． 袋． 
朱色罫紙． 
972-2 
米代金催促御勧解願（下書ヵ，元金 53 円 80 銭・請求高

残金13 円46 銭1 厘，原告町田静太・被告柳田森四郎）． 
明治18年10月14日． 作成：（町田良右衛門代人同居

原告町田静太(書印)）．  
2 通． 竪美． 
朱色罫紙． 
972-3 
[桑山村字寺尾山出張中小諸共柳社より町田家宛白米

注文]． 
[5 点]． [包紙入]． 
滞り金のもととなる発注証拠書類ヵ． 
972-3-1 
[包紙]；代人願書（本日召喚のところ長男町田静太を代

人とし出頭，および町田静太代人要件書上）． 
明治 18 年 10 月 8 日． 差出：右（北佐久郡御馬寄村）

町田良右衛門；右（北佐久郡御馬寄村）町田静太． 受

取：岩村田治安裁判所長 判事補 森川雄八郎殿． 
1 枚． 竪美． 
包紙として利用，奥一部切断．朱色罫紙． 
972-3-2 
口上（白米 1 駄この〆吉殿へ御遣し下されるよう，また

薪7 束引取られるよう願）． 
3 月 23 日． 差出：寺尾山[朱印]． 受取：御馬寄村 町

田良三郎様 当用． 
1 通． 横美切継紙． 
差出印文「小諸 共柳社 出張」．朱印・朱筆「勧解第二千百七十

五号 明治十八年十月十五日 岩村田治安裁判所[印]」（[印]印

文「田中」）． 
972-3-3 
記（白白(ママ)1 俵この梅太郎殿へ御遣し下されるよう

願）． 
3 月 23 日． 差出：寺尾山[朱印]． 受取：御馬寄村 町

田良三郎様 当用． 
1 通． 横美切継紙． 
差出印文「小諸 共柳社 出張」．-3-2 と同じ朱印・朱筆「勧解第

二千…」． 
972-3-4 
記（この間お頼み置いた白米，この者へお頼み）． 
3 月3 日． 差出：[朱印]． 受取：御馬寄 町田良右衛門

様． 
1 通． 横美切紙． 
差出印文「小諸 共柳社 出張」．-3-2 と同じ朱印・朱筆「勧解第

二千…」． 
972-3-5 
舌換（また白米 2，3 駄お願いしたく亀太郎殿兄様大病

にて登山なくも明後日には馬差上げる云々）． 
3 月 30 日． 差出：寺尾山[朱印]． 受取：御馬寄村 町

田良三郎様 当用願． 
1 通． 横美切継紙． 
差出印文「小諸 共柳社 出張」．-3-2 と同じ朱印・朱筆「勧解第

二千…」． 
972-4 
（貴殿へ係る米代金請求事件につき額を引下げ金 6 円

受領示談の覚）． 
1 枚． 竪紙． 
後欠，下書ヵ． 
972-5 
（町田良右衛門より柳田森四郎へ係る米代金請求事件

出訴次第および参考説明）． 
明治 18 年 10 月 26 日． 差出：北佐久郡御馬寄村平民

町田良右衛門代人同居平民 町田静太(朱印)． 受取：

岩村田治安裁判所 司法省第十六等出仕田中直定殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
972-6 
代人願書 明治十八年十月十四日 北佐久郡御馬寄村

平民町田良右衛門同居平民 町田静太（米代請求事件
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良右衛門病気にて自身出頭仕り兼ね）；委任状；診断書

（良右衛門容体）；[町田良右衛門家戸籍謄本]． 
明治 18 年 10 月 14 日；(戸籍謄本)明治 18 年 10 月 13

日． 差出：右（御馬寄村）町田良右衛門(朱印)；北佐久

郡御馬寄村平民町田静太；(願意聞届奥書)[朱印]；(委任

状)北佐久郡御馬寄村平民町田良右衛門(朱印)；(診断

書)右仝（北佐久）郡塩名田村乙第六拾番地医師花田順

庵(朱印)；(戸籍謄本)北佐久郡八幡邨外六ヶ邨戸長役場

[朱印]． 受取：岩村田治安裁判所長 判事補森川雄八

郎殿． 
1 冊． 竪美（かぶせ綴）． 
表紙脇書「二千百七十五号 係官田中殿」．願意聞届の奥書朱

筆，同朱印印文「岩村田治安裁判所印」． 
972-7 
代人願書 明治十八年十月九日 北佐久郡御馬寄村平

民町田良右衛門代人仝村平民 町田静太（桑原亀太郎

より柳田森四郎へ係る米代請求事件引合召喚へ良右

衛門出頭仕り兼ね）；診断書（良右衛門容体等）；証明書

（代人出頭につき）． 
明治18年10月9日． 差出：右（御馬寄村）町田良右衛

門(朱印)；（御馬寄村）町田静太(朱印)；(願意聞届奥

書)[朱印]；(委任状)（御馬寄村）町田良右衛門(朱印)；(診

断書)（北佐久郡）塩名田村乙第六拾番地医師花田順庵

(朱印)；(証明書)（御馬寄村）親戚町田良三郎(朱印)，親

戚町田猪牙平(朱印)． 受取：岩村田治安裁判所長 判

事補森川雄八郎殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
表紙朱筆「勧第二千四百号 係司法省十七等出仕鷹見正雄

殿」．  
924(5) 
借用金証（金5 円）． 
明治 18 年 10 月 26 日． 差出：借用人北佐久郡小諸町

桑原亀太郎(印)． 受取：北佐久郡御馬寄村町田良右衛

門殿． 
1 通（綴10 点のうち）． 竪美． 
1091 
(1)寺尾山出張 亀太郎殿`より`材木代書抜 記；(2)寺尾

亀太郎殿材木調；(3)寺尾山共柳社`より`買入材木 記． 
（午 2 月～未 4 月）；(2)午 8 月． 差出：(2)共柳社． 受

取：(2)町田良三郎様． 
1 綴． 横長半（ひねり綴）． 
表紙なし，(1)(3)は材木種類・本数・代金勘定書付，(2)は本文な

し．文中「町田」朱印等押印あり． 
1140-26 
[書状]（寺尾山米代金勘定につき）． 
1 通． 横切継紙． 
青色罫紙．白紙1 枚有． 
1360-11(58) 
（白米売買代金覚，共柳社より町田良右衛門へ売渡米）． 
1 通． 竪切紙． 

6.渋澤作太郎関係訴訟 

887 
[町田家裁判関係記録]． 
明治29～33 年．  
[55 件]． [一括]． 
887-1 
送達状（当区裁判所執達書類）． 
明治 34 年 1 月 15 日． 差出：岩村田区裁判所 書記甘

利玲義[朱印]；(取扱)岩村田区裁判所 池村良忠(朱印)． 

受取：井出善一郎方 林登金太殿． 
1 通． 竪美切紙． 
887-2 
（屋敷地平面図）． 
2 舗． 竪美． 
1 つは間数記載なし． 
887-3 
借家証書（北佐久郡中津村家屋借用）． 
明治30年8月25日． 差出：北佐久郡中津村第百八十

六番地ノ内二番 借家主 町田静太，証人 町田長四郎，

証人 町田寛太． 受取：南佐久郡岸野村 岡村直次郎

殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
887-4 
[林法律事務所葉書]（来五月五日九時十時ほか期日に

つき）． 
（明治 31 年 4 月 5 日）． 差出：林法律事ム所． 受取：

北佐久郡中津邨御馬寄 町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年代消印「信濃 上田 丗一年四月 五日 ホ便」（1 つはかすれ

難読）より． 
887-5 
[林法律事務所葉書]（地所関係両件分共云々）． 
（明治 31 年 2 月 2 日）． 差出：林法律事務所． 受取：

北佐久郡中津村御馬寄 町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年代消印「鉄道郵便 東京直江津間 丗一年二月二日 上リニ

便」（1 つはかすれ難読）より． 
887-6 
[名刺]（布施千次郎）． 
（明治）．  
1 通． 小切紙（7.5×3.8cm）． 
887-7 
[林法律事務所葉書]（費用等返付）． 
（明治30年12月4日）；4日． 差出：林登金太 事務所． 

受取：北佐久郡中津村大字御馬寄 町田良右衛門様． 
1 葉． はがき． 
1 銭切手印刷はがき使用．消印「信濃 上田 三十年十二月 四

日 ヘ便」ほか． 
887-8 
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（電報送信依頼状，受信人町田不士太）． 
（明治）30 年 12 月 11 日． 差出：中津村 町田静太[朱

印]． 受取：岩村田郵便電信局御中． 
1 通． 竪紙． 
消印「信濃岩村田 三十年十二月 十一日 ロ便」．内容「ハヤシ

ヘシヨウニンヒヨウニエンヤレ」． 
887-9 
借用金証書（金500 円)． 
明治28年7月9日． 差出：借用主 北佐久郡岩村田町

東信社 町田静太(朱印)，引受証人 茂木萬二郎(朱印)，

田村庄作(朱印)，金井千代助(朱印)． 受取：岩村田町 

星野嘉助殿． 
1 通． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消．紙面墨抹． 
887-10 
未解除ノ分（明治三十年八月三十日差押物件のうち，

書画・屏風・机など）． 
明治32 年5 月6 日．  
1 通． 竪紙． 
三〇（ト）四六号． 
887-11 
証（御茶料金12 銭請取）． 
明治 30 年 12 月 15 日． 差出：信州上田松尾町停車場

ヨリ右側 馬場孝平(朱印)． 受取：町田外御中様． 
1 通． 竪紙． 
破損．裏面に 11 月14 日上田行諸費書付． 
887-12 
[上田林法律事務所発電報]． 
（明治）30 年9 月10 日． 差出：ウエダ ハヤシホウツジ

ハシマ． 受取：イワムラタマチ マチダシヅタ． 
1 通． 竪紙． 
年代消印「信濃岩村田 三十年九月十日□便」より．内容「アス

ユクカヒトヤル」． 
887-13 
[林登金太葉書]（事件の様子につき伺い）． 
（明治32 年11 月8 日）． 差出：林登金太． 受取：北佐

久郡中津村 町田静太様，不士太様． 
1 葉． はがき． 
1銭切手印刷はがき使用，5厘切手貼付．年代消印「[かすれ]塩

名田 丗二年十一月 八日 ハ便」より． 
887-14 
[林法律事務所葉書]（仮押取消関係書類持参願）． 
（明治 31 年）10 月 5 日． 差出：林法律事務所． 受取：

北佐久郡中津村 町田静太様． 
1 葉． はがき． 
1 銭切手印刷はがき使用．年のみ消印「信濃 上田 丗一年十月 

五日 ホ便」より． 
887-15 
[林法律事務所葉書]（右事件は度々開記云々）． 
（明治31年11月17日）． 差出：林法律事務所． 受取：

北佐久郡中津村 町田不二太様． 
1 葉． はがき． 
1 銭切手印刷はがき使用．年代消印「鉄道郵便 東京直江津[か

すれ]丗一年十一月十七日[かすれ]便」より． 
887-16 
[葉書案]（春蚕種販売の紹介）． 
（明治）30 年8 月9 日．  
1 葉． はがき． 
1 銭切手印刷はがき使用．宛名書き面未記入． 
887-17 
[林登金太書状]（不二太君一件につき昨日重田健之助

弁護士云々，例の件は証人云々）． 
（明治31 年）12 月14 日． 差出：林登金太；（封筒）上田 

林登金太． 受取：町田静太様；(封筒)北佐久郡中津村 

町田静太様． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
封筒 2 銭切手貼付．年のみ消印「信濃 上田 丗一年十二月 十

四日 ホ便」より． 
887-18 
証言拒絶上申書（町田不士太仮差押事件につき)． 
ー． 差出：（北佐久郡中津村 鮎沢一蔵）右 ー○． 受

取：長野地方才判所 上田支部 後藤幸操殿． 
1 通． 竪紙． 
ペン書き雛形へ筆で書込みヵ． 
887-19 
[鳩山出張事務所書状]． 
（明治）32 年 11 月 14 日． 差出：長野県上田町字新参

町 鳩山出張事務所． 受取：北佐久郡中津村 町田静

太殿． 
[2 通]． [封筒入一括]． 
1 銭・2 銭切手．年のみ消印「信濃上田 丗二年十一月十四日 

ニ便」より． 
887-19-1 
[加賀美要次郎書状]（訴訟事件委任状につき）． 
（明治32年11月14日）． 差出：加賀美要次郎． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 竪折紙． 
紺色罫紙．年代は封筒より． 
887-19-2 
訴訟代理委任状（弁護士加賀美要次郎を訴詔代理人と

定める旨）． 
明治32 年11 月． 作成：北佐久郡中津村町田静太，同

郡岩村田町茂木万次郎，同郡野沢町田村庄作，同郡南

大井町土屋作弥，仝郡中津村町田勝太郎，南佐久郡岸

野村橋詰千太郎，北佐久郡佐賀村大井喜一郎．  
1 通． 竪美折紙． 
朱色罫紙．1 銭収入印紙． 
887-20 
強制執行停止命令（申請人町田不士太の屏風・机等該

物件に対する強制執行の停止）；(附)郵便達送証書． 
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明治34年1月15 日；(附)明治34年1月16 日，明治34

年 1 月 17 日． 差出：岩村田区裁判所判事 山下次郎；

(正本作成奥書)裁判所書記 甘利玲義[朱印]；(附)塩名

田郵便局 佐藤悦三郎(朱印)；(封筒)岩村田区裁判所書

記課． 受取：(封筒・附)北佐久郡中津村 町田静太殿． 
1 冊（附2 通とも）． 竪美（一ツ綴）（封筒入）． 
封筒「書留」，3 銭切手5 枚．「岩村田区裁判所」朱色罫紙．竪切

紙2 通(附)とも． 
887-21 
[書状案]（渋澤より起訴に相成り云々）． 
（明治後期）．  
1 通． 横美切継紙． 
887-22 
訴状（屏風・机等差押強制執行に対する異議の訴，原

告町田不二太，被告横濱市本町 3 丁目 51 番地生糸売

込問屋営業澁沢作太郎・町田静太；訴訟委任状・甲第一

号証とも）． 
明治34年1月15日． 差出：原告[訴訟]代理人(小県郡

上田町弁護士）林登金太[朱印]． 受取：岩村田区才判

所判事 山下次郎殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
「井出用紙」藍色罫紙． 
887-23 
訴状送達状（原告町田不士太被告渋沢作太郎外 1 名間

の強制執行異議事件につき）． 
明治 34 年 1 月 16 日． 差出：岩村田区裁判所 裁判所

書記 丸山栄太郎[朱印]． 受取：長野県北佐久郡中津

村百八十六番ノ内二番 町田静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
887-24 
明治三十一年十二月一日提出 貸金請求ノ訴 原告訴

訟代理人 鎮目弘毅（原告岩村田町佐久銀行からの借

用金 400 円につき，被告町田静太ほか 2 名；訴訟代理

委任状写とも）；(附)訴状送達状． 
明治 31 年 12 月1 日． 差出：右[/原告]訴訟代理人 鎮

目弘毅[朱印]；(附)長野地方裁判所上田支部[朱印]；(封

筒)長野地方裁判所上田支部書記課． 受取：長野県地

方裁判所上田支部 判事後藤幸操殿；(附)町田静太殿；

(封筒)北佐久郡中津村 町田静太殿． 
1 冊（附1 通とも）． 竪美（一ツ綴）（封筒入）． 
封筒「書留」，2 銭・1 銭切手．紺色罫紙．本紙表紙端に竪切紙1

通(附)貼付． 
887-25 
闕席判決正本（製糸資金荷為替操替金等計算差引不足

金請求事件，原告渋沢作太郎の訴を却下の旨，被告町

田静太）；(附)送達状． 
明治31 年9 月17 日；(正本作成)明治31 年9 月19 日． 

差出：長野地方裁判所上田支部 裁判長判事後藤幸操

印[ほか判事2名]；(正本作成奥書)裁判所書記岡本義人

[朱印]；(附)長野地方裁判所上田支部裁判所書記岡本

義人[朱印]． 受取：(附)上田町新参丁 林登金太殿． 
1 冊（附1 通とも）． 竪美（一ツ綴）． 
「判決用紙」「長野地方裁判所上田支部」赤色罫紙．三〇（ワ）八

六号．1 丁目丁内に竪切紙1 通(附)挿込み． 
887-26 
[林法律事務所葉書]（戸籍謄本送付依頼）． 
（明治 32 年 2 月）． 差出：林法律事務所． 受取：北佐

久郡中津村御馬寄 町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年代「鉄道郵便 東京直江津間 丗二年二月[ ]日 上リ一便」消

印より．ほか消印「信濃岩村田 丗二年二月十六日[ ]便」とも． 
887-27 
[林法律事務所葉書]（上京遅延云々，御約定の様子

云々）． 
（明治32年10月12日）． 差出：林法律事務所． 受取：

北佐久郡中津村御馬寄 町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年代消印「信濃上田 丗二年十月 十二日 ロ便」より． 
887-28 
[林法律事務所葉書]（約定書の件ほか）． 
（明治32 年9 月18 日）． 差出：林法律事務所． 受取：

北佐久郡中津村 町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年代消印より． 
887-29 
[林法律事務所書状]（謝金持参依頼）． 
（明治 32 年）5 月 15 日． 差出：林法律事務所． 受取：

町田様；(封筒)北佐久郡中津村字御馬寄 町田静太様． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
年は消印「信濃岩村田 丗二年五月 十六日 ロ便」より． 
887-30 
欠席判決正本（岩村田町佐久銀行に対する借用金返済

命令）；(附)郵便送達証書． 
明治 32 年 2 月 2 日． 差出：長野地方裁判所上田支部 

裁判長判事後藤幸操印[ほか判事2名]；(正本作成奥書)

長野地方裁判所上田支部裁判所書記高久耕[朱印]；(封

筒)長野地方裁判所上田支部書記課． 受取：(封筒)北

佐久郡中津村 町田静太殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）（封筒入）． 
「長野地方裁判所上田支部」「判決用紙」赤色罫紙．封筒に「書

留」「訴訟書類」，1 銭・2 銭切手，消印「信濃 上田 丗二年二月

七日 ヘ便」． 
887-31 
[林登金太葉書]（例の金子持参依頼）． 
（明治後期）10 月 1 日． 差出：林登金太． 受取：信の

北佐久郡中津村 町田静太様． 
1 葉． はがき． 
887-32 
[林登金太葉書]（手紙返事催促）． 
明治32 年5 月20 日． 差出：林登． 受取：北佐久郡中
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津村 町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年代は消印より． 
887-33 
[林法律事務所葉書]（返事催促）． 
明治 32 年 10 月 19 日． 差出：林法律事務所． 受取：

北佐久郡中津村御馬寄 町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年代は消印より． 
887-34 
地所及建物証明願（中津村字御馬寄畑・宅地，製糸工

場・水車につき，別紙図面とも）． 
明治 30 年 12 月 13 日． 差出：北佐久郡中津村二百四

拾番地 宅地畑建物持主 町田久次郎，仝郡仝村百八

拾六番地ノ内二番 宅地及建物借主 町田静太，仝郡仝

村百八拾四番地 畑借主 町田良三郎． 受取：北佐久

銀中津村長 佐藤鍋次殿． 
1 綴． 綴（一ツ綴；本文：竪美，別紙図面：38.6×55cm）． 
本文朱色罫紙． 
887-35 
真木売渡書（221 駄）． 
明治30年4月10日． 差出：売主 鬼久保佐忠次[印]． 

受取：町田静太殿． 
1 通． 横美切継紙． 
1 銭証券印紙2 枚． 
887-36 
領収証（渋沢作太郎被告強制執行予納金）． 
明治 31 年 9 月 19 日． 差出：岩村田区裁判所執達吏 

池村良忠 代り荒井甚平(印)． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
887-37 
横濱蚕絲日報附録（横浜市弁天通三丁目原善三郎絲方

入荷高・本日の手合他）． 
明治25 年5 月9 日． 作成：南中舎．  
1 通． 竪美． 
印刷． 
887-38 
[春繭売渡之証ほか綴]（春繭売渡証；糸繰場略図；郵便

送達証書；町田不士太に対し繭引渡につき山崎仙之

助・臼田豊太郎和解申立書，など）． 
[明治30年8月16日ほか]． 差出：（町田不士太(書印)；

申立人〔中津村大字御馬寄仲買商〕山崎仙之助(印)・

〔仝村大字仝仲買商〕臼田豊太郎(印)[ほか]）． 受取：

（山崎仙之助殿・臼田豊太郎殿；岩村田区裁判所判事森

川雄八郎殿[ほか]）． 
1 綴（5 点）． 綴，竪美大（ひねり綴）． 
印刷用紙・朱色罫紙等． 
887-39 
（製糸場建物図面他裁判関係書類につき覚）． 
（明治後期）．  

1 通． 竪美． 
887-40 
証（証人呼出諸費等領収）． 
明治31年3月3日． 差出：林法律事務所(印)． 受取：

中津邨 町田良三郎殿・不士太殿． 
1 通． 小切紙． 
887-41 
[御届ほか綴]（亡町田良右衛門地所を町田仙右衛門へ

引継ぐ旨届書案；渋澤作太郎へ対する訴訟諸費領収

証；郵便送達証書，被告渋澤作太郎へ対する訴 4 件依

頼につき約定証，など）． 
[明治30年9月4日ほか]． 差出：（町田静太；林法律事

務所；町田不士太[ほか]）． 受取：（中津村長；町田不士

太；林訴訟事務所[ほか]）． 
1 綴（10 通）． 綴，竪美大（一ツ綴）． 
冒頭に北佐久郡中津村町田静太宛長野地方裁判所上田支部

書記課訴訟書類書留封筒綴込み．朱色罫紙・印刷用紙等． 
887-42 
[米舂水車器械破壊被害届および手続上申書綴]． 
[明治 30 年 10 月]． 差出：[町田静太]． 受取：[岩村田

警察署長宛]． 
[1 綴（2 冊）]． [綴，竪半（ひねり綴）]． 
-42(1)・(2)は，端上を紙縒りでひねり綴．いずれも本文朱色罫

紙． 
887-42(1) 
手続上申書（米舂水車器械破壊被害につき）． 
明治30年10月4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． 受取：岩村田警察署長

宛[福田冨蔵殿]． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
宛先[ ]内後筆． 
887-42(2) 
米舂水車器械破壊被害御届（製糸場を含む別紙略図と

も）． 
明治30年10月3日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄第百八拾六番地ノ内二番 水車営業人町田静太． 

受取：岩村田警察署長判事宛[福田冨蔵殿]． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
宛先[ ]内後筆．別紙略図は鉛筆書き． 
887-43 
（屋敷図）． 
1 通． 帯紙． 
熨斗紙裏面使用． 
887-44 
（葡萄酒瓶入ケース設計図）． 
1 通． 横切継紙． 
887-45 
（町田良三郎家戸籍謄本）． 
明治31年12月1日． 作成：北佐久郡中津村村長代理 

助役山浦一助(印)．  
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1 通． 竪継紙． 
887-46 
証（渋沢作太郎異論訴訟件謝金）． 
明治32年8月21日． 差出：林法律事務所(印)． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
887-47 
入寄留届（鮎沢市蔵家族町田静太方へ同居につき）． 
明治 28 年 2 月 27 日． 差出：右（諏訪郡下諏訪町三百

拾七番地鮎沢新三郎三男）鮎沢市蔵(書印)，町田静太

(書印)． 受取：北佐久郡中津村長 山浦傳三郎殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
887-48 
（陰陽方位卜占書付）． 
1 通． 横切紙． 
887-49 
有体動産差押調書（渋沢作太郎訴訟件，謄本）． 
明治 34 年 1 月 8 日． 作成：岩村田区裁判所執達吏代

理木根淵正一(印)．  
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
原本差出人は債務者保管人 町田静太印・（弁護士）立川雲平

印・岩村田区裁判所執達吏代理桜山伊助．「岩村田区裁判所執

達吏役場」黒色罫紙・赤色罫紙． 
887-50 
判決正本（製糸資金及荷為替繰替金其他小立替抔計算

差引不足金請求ノ訴訟事件；原告：渋沢作太郎・弁護士

立川雲平，被告：町田静太・弁護士林登金太・田村庄作

[ほか 3 名]・弁護士加賀美要次郎）． 
明治 33 年 10 月 19 日． 作成：長野地方裁判所上田支

部 裁判長判事 馬杉虔，判事 藤田友知，判事 藍澤惟

熙；(正本作成奥書)裁判所書記 金井太郎[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． 
887-51 
判決正本（当事者間ノ仮差押異議事件；原告：町田不士

太・弁護士林登金太，被告：澁澤作太郎・弁護士立川雲

平ほか；仮差押を取消すべし）． 
明治 32 年 5 月 6 日． 作成：長野地方裁判所上田支部 

裁判長判事 後藤幸操印，判事 藤田友知印，判事 佐

野辰一郎印；(正本作成奥書)裁判所書記 岡本義人[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．末尾に，

本正本を被告への強制執行のため原告へ付与する旨の岡本義

人奥書朱印あり． 
887-52 
委任状（渋澤作太郎を部理代理人と定め繭取戻しに関

する権限委任）． 
明治 29 年 3 月． 作成：長野県北佐久郡岩村田町東信

社社長 町田静太(朱印)，茂木万治郎(朱印)．  
5 通． 竪切紙． 
5 厘証券印紙．取戻す繭の預置き先は，田村庄作・土屋作彌・

橋詰千太郎・大井喜一郎・町田勝之助で，各人分で 5 通． 
887-53 
闕席判決正本（当事者間ノ仮差押異議ノ訴訟事件；原

告：町田良三郎・弁護士林登金太，被告：渋澤作太郎・

弁護士立川雲平；仮差押を取消すべし）． 
明治31 年9 月17 日；(正本作成)明治31 年9 月19 日． 

作成：長野地方裁判所上田支部 裁判長判事 後藤幸操

印，判事 佐野辰一郎印，判事 貝塚徳之助印；(正本作

成奥書)裁判所書記 岡本義人[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．末尾に，

本正本を被告への強制執行のため原告へ付与する旨の岡本義

人奥書朱印あり． 
1139-88 
記（明治21年～27年7ヶ年6ヶ月年1割5分金円勘定，

ほか裁判印紙・馬場孝平方送達郵便分・旅費等諸費勘

定）． 
（明治27 年以後ヵ）．  
1 通． 横折紙． 
「五月十五日出頭」時の諸費書付あり． 
1139-139 
送券（莚包1 個送付につき）；(附)[計算表]（運賃等）． 
明治 28 年 6 月 30 日． 差出：仙台市定禅寺通櫓丁 橋

本忠次郎(朱印)；(附)[日本運輸株式会社ほか]． 受取：

岩村田丁 星野嘉助様． 
1 綴（4 点）． 竪切紙・小切紙（一ツ綴）． 
本紙上部で綴じる． 
1135-30 
[林法律事務所葉書]（元利二千金支払につき，光来下さ

れたく）． 
（明治 33 年 9 月 20 日． 差出：林法律事務所． 受取：

北佐久郡中津村御馬寄町田静太様． 
1 葉． はがき． 
年月日は消印から． 
1138-94 
領収証（渋沢作太郎訴訟証印費用領収）． 
明治 34 年 1 月 14 日． 差出：井出善一郎事務所(印)． 

受取：町田不士太殿． 
1 通． 竪切紙． 
1135-4 
[小山某書状]（渋沢一件示談につき）． 
8 月24 日． 差出：小山． 受取：町田様． 
1 通． 横切紙． 
1387-80 
[立川雲平書状]（別紙書類送付願，町田静太裁判関係）． 
10 月14 日． 差出：（立川）雲平． 受取：土屋様． 
1 通（3 枚）． 竪切紙． 
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「立川法律事務所用箋」（赤罫紙）使用． 
1387-81 
証（貸金訴訟示談金300 円受取）． 
明治34年10月13日． 差出：渋沢作太郎(印)． 受取：

町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
青罫紙．印紙あり．立川雲平証印． 
1387-82 
[林登金太(ヵ)書状]（渋沢作太郎件訴訟示談金支払につ

き）． 
9 月24 日． 差出：ときた(ヵ)． 受取：町田静太様． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 

7.町田森太‐塩川銀行一件 

978-1 
貸金支払命令（貸金元利・督促手続費用，仮執行申請

費用とも；債権者小諸町合資会社塩川銀行頭取塩川仁

助，債務者中津村町田森太）． 
明治27年5月19日． 作成：岩村田区裁判所判事森川

雄八郎；(正本作成奥書)岩村田区才判所才判所書記羽

田政久[朱印]．  
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
「岩村田区裁判所」朱色罫紙，黒色罫紙． 
978-2 
送達状（支払命令仮執行書）． 
明治27 年11 月16 日；(取扱)明治27 年6 月26 日． 差

出：岩村田区裁判所書記羽田政久[朱印]；(取扱)岩村田

区裁判所執達吏池村良忠代理秋山多作[朱印]． 受取：

長野県北佐久郡中津村町田森太殿． 
1 通． 竪美切紙． 
1390-43 
貸金支払命令更正書正本（誤謬訂正，債権者小諸町合

資会社塩川銀行頭取塩川仁助，債務者町田森太）． 
明治27年6月22日． 作成：岩村田区裁判所判事森川

雄八郎．  
1 通． 竪紙． 
岩村田区裁判所朱色罫紙．裁判所書記羽田政久作成正本． 
1390-3 
[封筒]． 
5月18日． 差出：岩村田町 井出善一郎事務所[朱印]． 

受取：中津村大字御馬寄 町田静太殿． 
1 通． 封筒． 
封筒のみ．-30 を収めるヵ． 
1390-30 
[井出善一郎書状]（塩川銀行一件につき借用金返済延

期の件）． 
5 月19 日． 差出：井出善一郎． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
赤色「井出用紙」使用． 

8.町田不二太土地売渡一件 

1036 
[町田不二太土地売渡ニツキ一件書類]． 
[明治37 年～大正2 年]．  
[1 綴（点）]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
全体端を紙縒りで結び綴じ． 
1036(1) 
乙第四二三号，証明書（町田不二太番地）． 
明治 39 年 12 月 11 日． 差出：北佐久郡中津村長佐藤

金吾代理助役鈴木一郎[朱印]． 受取：（町田不二太）． 
1 通． 竪切紙． 
1036(2) 
（字樋沢畑一件銘）． 
1 枚． 竪折紙． 
「（中吉製）」紺色罫紙．下部「委任状二通」記載以外朱筆．表

紙ヵ． 
1036(3) 
委任状（中津村大字御馬寄字樋沢畑登記申請に関する

一切，町田静太へ）． 
明治 39 年 12 月． 作成：北佐久郡中津村 町田不二太

(朱印)．  
1 枚． 竪折紙． 
青色罫紙．2 銭収入印紙．附箋． 
1036(4) 
登記名義人ノ表示ノ変更ニ付登記申請（中津村大字御

馬寄字歳之神畑地，所有者町田不二太住所変更によ

り）． 
明治 38 年． 差出：北佐久郡中津村百八拾六番地内壱

番町田不二太，右代理人仝郡仝村 番地 町田静太． 

受取：岩村田区才判所御中． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1036(5) 
委任状（中津村大字御馬寄字歳之神畑地，登記名義人

表示変更を町田静太へ）． 
明治 38 年． 作成：北佐久郡中津村 町田不二太(朱印)．  
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．1 銭収入印紙2 枚． 
1036(6) 
土地反別更正ニ付登記申請（中津村大字御馬寄字樋澤

畑地，畝歩記載更正）． 
明治43年12月． 差出：北佐久郡中津村百八拾六番地

ノ内壱番 町田不二太，仝郡仝村百八拾六番地ノ内弐

番 右代理人 町田静太． 受取：岩村田区裁判所御中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
1036(7) 
委任状（中津村大字御馬寄畑地字更正，町田静太へ）． 
明治 44 年 3 月 28 日． 作成：小縣郡神川村百参番地 

土肥不二太(朱印)．  
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1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．2 銭収入印紙． 
1036(8) 
委任状（中津村大字御馬寄畑地の段別増加，町田静太

へ）． 
明治 44 年 3 月 28 日． 作成：小縣郡神川村百参番地 

土肥不二太(朱印)．  
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．2 銭収入印紙． 
1036(9) 
土地反別更正ニ付登記申請（中津村大字御馬寄字樋澤

畑地，畝歩記載更正）． 
明治43年12月． 差出：北佐久郡中津村百八拾六番地

ノ内壱番 町田不二太，仝郡仝村百八拾六番地ノ内弐

番 右代理人 町田静太． 受取：岩村田区裁判所御中． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1036(10) 
委任状（中津村大字御馬寄字歳之神畑地の番地更正，

町田静太へ）． 
明治 44 年 11 月． 作成：小縣郡神川村百参番地 土肥

不二太(朱印)．  
1 通． 竪折紙． 
「亀屋十行」青色罫紙．1 銭収入印紙2 枚． 
1036(11) 
委任状（中津村大字御馬寄字歳之神畑地の字更正，町

田静太へ）． 
明治 44 年 11 月． 作成：小縣郡神川村百参番地 土肥

不二太(朱印)．  
1 通． 竪折紙． 
「亀屋十行」青色罫紙．1 銭収入印紙2 枚． 
1036(12) 
委任状（中津村大字御馬寄字歳之神畑地売渡しによる

土地売買登記申請，町田静太へ）． 
明治 38 年 1 月． 作成：北佐久郡中津村百八拾六番地

内壱番地 町田不二太(朱印)．  
1 通． 竪折紙． 
青色罫紙．年代記載訂正． 
1036(13) 
土地売渡証書（中津村大字御馬寄字歳之神畑地，代金

11 円）． 
明治 37 年 11 月 30 日． 差出：北佐久郡中津村 売主 

町田不二太(朱印)，保証人 町田静太(朱印)． 受取：仝

郡仝村 町田藤三郎殿． 
1 通． 竪折紙． 
青色罫紙．宛先訂正前「佐太郎」．紙面線引き，印紙剥し． 
1036(14) 
名義人表示更正ニ付登記申請（中津村大字御馬寄字樋

沢畑地，明治 24 年申請当時の錯誤により所有者住所

更正）． 

明治39年12月． 差出：北佐久郡中津村百八拾六番地

ノ内壱番 町田不二太，右代理人仝郡仝村百八拾六番

地ノ内弐番 町田静太(朱印)． 受取：岩村田区才判所

御中． 
1 通． 竪折紙． 
1036(15) 
（町田不二太所有畑地2 筆書上）． 
1 枚． 竪折紙． 
紺色罫紙．印紙剥し． 
1036(16) 
（白紙）． 
1 枚． 竪折紙． 
「（中吉製）」紺色罫紙． 
1036(17) 
委任状（中津村大字御馬寄字歳之神畑地所有者町田不

二太より土肥不二太となる変更による登記名義人表示

変更）． 
明治 44 年 3 月 15 日． 作成：小縣郡神川村百参番地 

土肥不二太(朱印)．  
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．2 銭収入印紙．代理人名空欄． 
1036(18) 
委任状（中津村大字御馬寄字中山宅地ほか売渡し登記

申請，町田静太へ）． 
明治39年12月． 作成：北佐久郡中津村百八拾六番地 

町田不二太(朱印)．  
1 通． 竪折紙． 
青色罫紙．1 銭収入印紙2 枚． 
1036(19) 
土地売渡証書（中津村大字御馬寄字才ノ神畑地，代金

500 円）． 
大正 2 年 10 月 27 日． 差出：小縣郡神川村百参番地 

土肥不二太(朱印)． 受取：中津村町田藤三郎殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．2 銭収入印紙． 
1036(20) 
（町田不二太所有畑地・原野書上）． 
1 枚． 竪折紙． 
「（中吉製）」紺色罫紙． 
1036(21) 
土地台帳謄本下付申請（中津村大字御馬寄字樋沢畑

地）． 
明治43年12月． 差出：北佐久郡中津村百八十六番地

ノ内弐番 申請人 町田静太． 受取：岩村田税務署御

中． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1036(22) 
委任状（中津村大字御馬寄字樋澤畑地畝歩記載更正登

記申請，町田静太へ）． 
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明治43年12月． 作成：北佐久郡中津村百八拾六番地

ノ内弐番 町田不二太．  
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1036(23) 
土地目録（中津村大字御馬寄字樋沢ほか畑地）． 
1 通（2 枚）． 竪折紙． 
紺色罫紙（うち1枚は「（中吉製）」，朱筆で記載）．標題もと「土地

売渡証書」． 
1036(24) 
土地売買ニ付登記申請（中津村大字御馬寄字歳ノ神畑

地所有権移転）． 
明治39年12月． 差出：北佐久郡中津村百八拾六番地

ノ内壱番売渡人 町田不二太，右代理人仝郡仝村百八

拾六番地ノ内弐番 町田静太，仝郡仝村百八拾参番地

ノ内壱番買受人 町田藤三郎． 受取：岩村田区才判所

御中． 
1 通． 竪折紙． 
青色罫紙． 
1036(25) 
（小山量平所有字柳平畑地使用方書付）． 
1 枚． 竪紙． 
藍色罫紙．後部切断． 
1036(26) 
登記更正ニ付登記申請（中津村大字御馬寄字歳之神畑

地誤記更正，訴訟により）． 
明治 38 年． 差出：北佐久郡中津村百八拾六番地内壱

番 町田不二太，右代理人仝郡仝村 番地 町田静太． 

受取：岩村田区才判所御中． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙． 
1036(27) 
（154 番畑・宅地書上）． 
1 枚． 竪折紙． 
藍色罫紙（天地逆）． 
1036(28) 
土地売買ニ付登記申請（中津村大字御馬寄字樋沢畑地

所有権移転）． 
明治39年12月． 差出：北佐久郡中津村百八拾六番地

ノ内壱番売渡人 町田不二太，右代理人仝郡仝村百八

拾六番地ノ内弐番 町田静太(朱印)，仝郡仝村買受人 

山崎兵内． 受取：岩村田区才判所御中． 
1 通． 竪折紙． 

藍色罫紙． 
1036(29) 
土地売渡証書（中津村大字御馬寄字歳之神畑地，代金

11 円）． 
明治38年12月14日． 差出：北佐久郡中津村売主 町

田不二太(朱印)，仝郡仝村保証人 町田静太． 受取：

町田藤三郎殿． 
1 通． 竪美折紙． 
紺色罫紙．1 銭収入印紙． 

9.諸事件 

337 
明治三庚午年十一月四日暮六ッ時 薪小屋ヨ里出火ニ

付諸事書留帳． 
明治3 年11 月4 日～． 作成：（良右衛門ヵ）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
485 
明治九年八月二日夜町田良三郎 村方山浦七五三吉な

る者ニ千曲川 漁猟先ニテ疵被為負候始末 諸事書留メ 

町田良右衛門扣；(附)差出シ申詫書一札之事（千曲川漁

場にて疵負わせたことお詫び，ご勘弁願下げにつき）． 
明治 9 年 8 月 2 日． 差出：(附)第四大区六小区佐久郡

御馬寄村本人山浦七五三吉(印)[ほか 2 名連印]． 受

取：(附)町田良右衛門殿． 
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
2～3 丁目間に竪美（二ツ綴）1 冊(附)折りたたまれて挿込み． 
1365 
[郵便送達証書]（訴訟書類・訴状送達紙封書各1 通）． 
明治27年4月22日・5月17日． 差出：[岩村田郵便局

配達人濱田聟太郎(印)]． 受取：[北佐久郡中津村町田

静太(朱印)]． 
2 通． 竪美切紙． 
1通は差出押印なく受取押印あり，1通は差出押印あり受取押印

なし． 
1363 
呼出状（舟守岩太八條原云々被告事件につき）． 
明治27 年9 月4 日・5 日． 差出：岩村田区裁判所判事

森川雄八郎[朱印]，裁判所書記羽田政久[朱印]；(取扱)

岩村田区裁判所執達吏池村良忠代理科山多作[朱印]． 

受取：北佐久郡中津村町田静太． 
1 通． 竪切紙． 
印刷用紙へ書込み．受取人「本人妻小山はつ」（拇印あり）． 
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	1.盗難
	2.糠尾村玄昌無尽滞
	3.居宅焼失
	4.売渡田地季明受戻
	5.米代金請求事件
	6.渋澤作太郎関係訴訟
	7.町田森太‐塩川銀行一件
	8.町田不二太土地売渡一件
	9.諸事件



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

	2.土地
	1.検地・石高改ほか
	2.質地売買
	3.駒寄川原開発

	3.年貢諸役
	○引方

	4.川・堤・池普請
	○川除御普請

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

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

	7.村役人
	○組頭退役


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

	3.戸籍区以後
	1.地租諸税
	2.戸籍事務
	○送籍
	○寄留

	3.徴兵下調
	4.土地
	○用水約定

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

	4.副戸長・村用掛
	1.地租諸税
	2.戸籍事務
	○送籍

	3.地券
	1.高反別代価取調帳
	2.入費
	3.一般

	4.地租改正
	5.村吏
	6.村費ほか

	5.戸長ほか公職
	1.戸長
	○依願免職

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

	6.十二新田割元
	1.普請
	○廻札
	○車屋

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

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

	3.勝手神社
	4.諸社建立・再建
	5.諸寄進・奉加
	○神宮

	6.村社祭典費共有金

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

	6.舟入用
	7.諸無尽
	8.猟師鉄砲

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

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

	10.諸請取・書付類
	11.書状類
	
	○山浦幸五郎宛




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

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



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

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

	3.町田良一収集筆写・謄写史料
	1.筆写史料
	2.謄写史料複製



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



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

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

	3.勢多郡鶴ヶ谷村
	4.甘楽郡漆萱村
	5.新田郡脇屋村正法寺

	3.下総国
	佐倉

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

	5.相模国
	鎌倉郡大船村

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	8.諸原本
	
	○代参


	9.写本等


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