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久に●〉信州 小諸 扇忠」． 
421 
嘉永七甲寅二月十七日 釋流逞徳居士一回忌諸事控 

三年忌同断． 
嘉永7 年2 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
422 
安政三年辰八月廿一日 還本釋姓鏡圓居士 三十三年

忌 釋尼妙倫大姉 十三年忌 諸事控 桑原忠兵衛． 
安政3 年8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
423 
安政四丁巳六月十一日午之刻死去 桑原忠兵衛娘まつ

の 行年四才 釋妙行諸用扣 出棺同十二日辰五刻新

一飯法事仕候． 
安政4 年6 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
432 
慶応四戊辰年閏四月八日 釋妙賢善嬰女 俗名野部 行

年五才 小児不幸諸用控 桑原忠兵衛． 
慶応4 年閏4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

8.忠兵衛家（本町）/2.書状 
1140-17 
[中村武右衛門書状]（御預の小渋紙包，当所布市方へ

御送り下されたく）． 
5 月 19 日． 差出：中村武右衛門． 受取：扇屋忠兵衛

様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-143 
[岩田愛次書状]（御約定の金10 円頂戴いたしたく）． 
8 月9 日． 差出：岩田愛次． 受取：桑原忠兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
1132-38 
[近江屋ゆす書状]（菊次郎祝いの事など）． 
9 月17 日． 差出：あふミ屋 ゆす． 受取：おふきや 忠

兵衛様，皆々様 参；(上ワ書)信州小もろ宿 おふきや忠

兵衛様行 参． 
1 通． 横美切継紙． 
1140-144 
[桑原某書状]（借財の件にて屋敷売却につき）． 
差出：桑原格恩． 受取：桑原忠兵衛様． 
1 通． 横切継紙． 

8.忠兵衛家（本町）/3.陶器類売買 
1140-125 
領収之證（飲酒具器鑑札料并営業税）． 
明治 9 年 9 月． 差出：長野県佐久取締所(印)． 受取：

第六大区三小区小諸町桑原忠兵衛． 

1 通． 小切紙． 
1140-150 
（陶器類代金）． 
辰正月13 日． 受取：池田屋八右衛門殿． 
1 通． 横切紙． 
1140-117 
覚（小湯呑代金）． 
巳 12 月 1 月． 差出：瀬戸屋五兵衛． 受取：扇屋忠兵

衛様． 
1 通． 横切継． 
1140-151 
（陶，るり盆等代金覚）． 
巳．  
1 通． 横切紙． 
1140-160 
記（陶器類代金）． 
申12 月． 差出：扇屋忠兵衛． 受取：大野自身様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-122 
送り状（陶器箱入）． 
10 月 17 日． 差出：岩村田大茂方 福岡店(ヵ)(印)． 受

取：小諸本町 扇や忠兵衛殿． 
1 通． 横美切紙． 
印文「美濃国・土岐郡・高山駅 〈カネに松〉」． 

8.忠兵衛家（本町）/4.祗園祭礼 
1064 
乍恐奉願口上之覚（例年六月中御祭礼の節に本町にあ

る往古よりの塚へ御祝申上る等，古例の如く仰付けら

れたく）． 
宝暦 10 庚辰年 9 月． 差出：御祝者 連名；連名． 受

取：安之丞殿，年寄中；庄や，年寄． 
1 通． 竪継紙． 
破損．はじめの願書が「意味難相知」いため箇条に記した願書

が続く．下書ヵ． 
1065 
乍恐奉願口上之覚（例年六月中御祭礼の節に本町にあ

る往古よりの塚へ御祝申上る等，古例の如く仰付けら

れたく）． 
宝暦 10 庚辰年 9 月；宝暦 10 庚辰年 10 月． 差出：（御

祝者連名）；―． 受取：庄屋 安之丞殿，年寄中；―． 
1 通． 竪美継紙． 
冒頭破損，取扱注意．はじめの願書が「意味難相知」いため箇

条に記した願書が続く．下書ヵ（1064 とほぼ同文）． 
1068 
乍恐以書付奉願上候（例年御祭礼にて本町「ささら」へ

喧嘩を仕掛けた市町に対する糺明および旧例式を損な

わぬよう）． 
文政 11 子年 6 月． 差出：町内惣代 本町 清右衛門，

延四郎，佐五兵衛，安五郎，萬兵衛，勝郎，勇吉，兵作，
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七左衛門，半左衛門，政太郎，忠平． 受取：塩川五右

衛門殿，年寄中． 
1 通． 竪美継紙． 
1089 
乍恐奉願上口上之覚（御祭礼之節小諸本町市町喧嘩に

つき）． 
（文政11 年ヵ）子6 月．  
1 通． 竪継紙． 
虫損あり．下書ヵ． 
1069 
以添書再度奉願上候御事（六月御祭礼にて市町両組の

者の狼藉糺明願書取用い難く願い下げのところ「ささ

ら」は御城主様御祝いの道具のため再応糺明につき）． 
文政11子年9月． 差出：町内惣代 本町 清右衛門(印)，

延四郎(印)，佐五兵衛(印)，安五郎(印)，万兵衛(印)，勝

郎(印)，勇吉(印)，兵作(印)，七左衛門(印)，半左衛門

[印]，政太郎(印)，忠平(印)． 受取：塩川五右衛門殿，

年寄中． 
1 通． 竪美継紙． 
差出印いずれも線引抹消． 
496 
[文政十二年六月十八日夜御輿渡一件諸帳面]． 
（文政12 年6 月18 日～文政13 年12 月）．  
1 綴（3 冊合綴）． 横長半（一ツ目結び綴じ）． 
496(1) 
丑六月十八日夜御輿渡一件扣 上下 元〆（文政十三

年十二月付の本町上組下組元〆より本町御役前宛の

町内拠所なき入用につき金十四両「借用申金子証文之

事」とも）． 
（文政12 年6 月24 日～文政13 年12 月）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
帳面下部（表紙右部）破損． 
496(2) 
佐々羅諸入用扣帳． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
496(3) 
町内一統規定書 本町上下（神輿渡の節の本町へ掛り

合一条につき物入等一統割合出金）． 
文政12 丑年7 月． 差出：重兵衛(印)，宗助(印)[ほか 91

名連印 3 名連署]． 受取：上下元〆 延四郎殿，万兵衛

殿，安五郎殿，七左衛門殿，勝郎殿，政太郎殿，兵作殿，

忠平殿 〆． 
1 冊． 横長半（かぶせ綴）． 
綴部破損． 
1070 
乍恐口上書を以奉願上候（祗園御祭礼式にて御出役様

申立てを謀り巧みをもって申偽り喧嘩を催した市町の

者糺明につき）． 
天保15甲辰年7月． 差出：本町 上下組元〆 彦八(印)，

忠平(印)，定吉(印)，太兵衛(印)，吉兵衛，久兵衛(印)，

健次郎(印)，為助，久三郎(印)，忠五郎，定蔵，貞蔵． 

受取：本町 御役前． 
1 通． 竪美継紙． 
1071 
趣意書之覚（祗園御祭礼の節に上組屋台を引上げない

ことによる御取締願）． 
安政2 卯6 月． 差出：本町下組元〆 五平次(印)，太兵

衛(印)，善平(印)，忠兵衛(印)，主馬之助 健次郎代印

(印)，九兵衛(印)． 受取：御役前． 
1 通． 竪美継紙． 
差出中「九兵衛」以外押印部線引抹消． 
1090 
乍恐以口上書奉願上候（小諸祗園祭礼之節下組の者共

上組家躰に対し不法狼藉を働くにつき）． 
作成：（小諸上組）．  
1 通． 竪継紙． 
1092 
祗園御祭礼役附（笛・長唄・小鼓など各役ごと人名書

上）． 
1 通． 竪美継紙． 
1202-17 
（祭礼行列参加者配置図，役割分担人名書上）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙に印文「引合」「請取」「賃済」「相済」等の印，また「信州 

小諸 〈ヤマに久〉扇忠」印が押印． 
8.忠兵衛家（本町）/5.全体 

234 
小諸三町高辻帳 本町(印) 桑原忠兵衛． 
享保20 年卯6 月吉日．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
表紙押印印文「小諸 本町 扇屋」． 
309 
辛未 文化八年 二月吉日 蔵普請諸入用扣，(裏表紙)

信州小諸本町 桑原忠兵衛． 
文化8 年2 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
311 
文政十三庚寅三月吉日 蔵普請諸入用扣 桑原忠兵

衛；(附)覚（石出し・あらうち等代賃金書付）． 
文政13 年3 月；(附)4 月19 日． 差出：(附)田川 甚右衛

門，孫兵衛． 受取：(附)扇屋忠兵衛様． 
1 冊（附1 通とも）． 横長半（一ツ綴）． 
虫損．綴紐に結び付け横切紙1 通(附)． 
506 
丙 午 弘化三年 正月與利 無尽掛控，(裏表紙)信州佐

久郡 小諸本町 扇屋忠兵衛． 
弘化3 年．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
左下（本文左上）破損． 
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1140-129 
記（元〆分金円等書上）． 
（明治）12 年2 月18 日． 差出：実専(ヵ)寺座わり世話人． 

受取：忠兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
1138-56 
証（地価金請取）． 
明治 14 年 3 月 7 日． 差出：小諸町戸長役場(印)． 受

取：桑原忠兵衛． 
1 通． 小切紙． 
1144-122 
記（金請取）． 
（明治）14 年 4 月 22 日． 差出：大野治身(印)． 受取：

桑原忠兵衛殿． 
1 通． 横切継紙． 
1137-46 
記（引残金申入れるにつき）． 
明治16 年2 月6 日． 差出：扇屋忠兵衛(朱印)，代同招

良(朱印)． 受取：福岡啓次朗殿． 
1 通． 横切紙． 
1144-87 
領収証（地方税戸数割）． 
明治18年12月3日． 差出：北佐久郡小諸町戸長役場

（印）． 受取：納人桑原忠兵衛． 
1 通． 小切紙． 
1144-1-4 
納金切符（町費納戸別割）． 
明治 19 年 2 月． 差出：北佐久郡小諸町役場[朱印]． 

受取：北佐久郡小諸町納人桑原忠兵衛． 
1 通． 小切紙． 
1140-39 
領収証（町費）． 
明治19年7月17日． 差出：北佐久郡小諸町戸長役場

(印)． 受取：桑原忠兵衛． 
1 通． 小切紙． 
1140-77 
記（米代金）． 
巳 12 月． 差出：よろすや安太郎． 受取：おふぎや忠

兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
1140-116 
覚（利足金書上）． 
巳12 月． 差出：新井や三吉． 受取：扇屋忠兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
1140-118 
覚（辰年分代金）． 
巳極月． 差出：菱屋健次郎． 受取：扇屋忠兵衛様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-120 

覚（まんばり竹代）． 
巳極月． 差出：一円堂． 受取：扇屋忠兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
1140-78 
記（ざる代金）． 
未 12 月． 差出：あわや権之助． 受取：桑原忠兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
1140-64 
記（残り金円覚）． 
申 12 月． 差出：清水や半兵衛． 受取：扇屋忠兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
1140-74 
記（代金）． 
申12 月． 差出：角屋権兵衛． 受取：扇屋忠兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
1140-82 
記（金銭書上）． 
申 12 月． 差出：丁子や安之丞． 受取：桑原忠兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
1140-111 
記（ニ寸廻2 本代金）． 
申12 月． 差出：柏や儀平． 受取：扇屋忠兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
1140-146 
記（8 月分代金）． 
申 12 月． 差出：名ごや稲平． 受取：おふぎや忠兵衛

様． 
1 通． 横切紙． 
1140-76 
記（かもし代金）． 
6 月19 日． 差出：清水屋久平． 受取：扇屋忠兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
1140-121 
仮送り状（林右衛門荷物）． 
9 月 10 日． 差出：山本屋仲太郎印（信州上田）． 受

取：小諸扇屋忠兵衛殿． 
1 通． 横切継紙． 
1140-149 
記（掛返し金御渡し下されたく）． 
9 月16 日． 差出：扇屋忠兵衛． 受取：小林平八様． 
1 通． 横切紙． 
1140-152 
預り申［金子証文之事(ヵ)]（金20 両）． 
作成：（信州小諸扇忠）．  
1 通． 横切紙片． 
反故（紙背を横切紙として再利用した残りヵ）．作成は請取印文

「〈ヤマに各〉 信州 小諸 扇忠」より． 
8.忠兵衛家（本町）/6.近江屋岡利兵衛出店 

1202-1 
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[欠損]通，(裏表紙)岡利兵衛（布類売上）． 
（近世後期～近代）．  
1 冊． 横半列（列帖装，小帳）． 
一括の括り上から枝番号付与．厚紙の表紙・裏表紙表面剥離．

人名毎に品代金銭（のち円）書上，単位記載末に「当座帳へ写

済」など記載． 
1131-46 
[保科茂七葉書]（拙店へ御出向くだされたく）． 
明治 12 年酉 11 月 27 日． 差出：信州田高遠本町保科

茂七． 受取：信州松本本町堺屋方ニテ近江屋利平様． 
1 葉． はがき． 
1131-27 
[ひのや喜三郎葉書]（堺町萬屋為換金につき）． 
（明治 12 年）12 月 16 日． 差出：上州玉村宿ひのや喜

三郎． 受取：信州小諸本町扇屋忠兵衛様方ニテ岡利

兵衛様代理信七様． 
1 葉． はがき． 
1137-42 
書留郵便物請取証． 
明治13 年１月6 日．  
1 通． 小切紙． 
郵便物差出人「信濃国釘屋弥平次方ニ而 近江屋利兵衛，同信

七」，請取人「甲州都留郡谷村新町徳右衛門屋清新」． 
1131-22 
[岡利兵衛書状]（為換金送付，東京廻りにて荷物送付，

京都辺の状況等につき）． 
（明治13 年）12 月7 日． 差出：岡利兵衛；(封筒)上方西

京，岡理兵衛． 受取：岡新七殿；(封筒)信州佐久郡小

諸駅扇屋忠兵衛様ニテ 岡新七殿行． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1131-21 
[岡利兵衛書状]（佐羽吉為換金300 円不足につき）． 
（明治14 年）1 月19 日． 差出：岡利兵衛；(封筒)上方西

京，河村店主ノ岡利兵衛． 受取：岡與三七殿，同信七

殿；(封筒)信州上田田原町布屋市郎右衛門様ニ而 岡信

七殿行 大至急用． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
年は消印「京都 十四・一・一九・い」より． 
1131-29 
[岡利兵衛葉書]（商内成行等につき）． 
（明治 14 年）2 月 13 日． 差出：（西京）岡利兵衛． 受

取：信州長野大門町綿屋仁左衛門様ニ而岡與三七殿． 
1 葉． はがき． 
1131-30 
[岡利兵衛葉書]（白桑殿為換金送金につき）． 
（明治 14 年）2 月 19 日． 差出：（江州）岡利兵衛． 受

取：信州上田原町布屋市郎右衛門様ニ而岡新七殿． 
1 葉． はがき． 
1131-20 
[岡利兵衛書状]（呉服物仕入・絣仕入等につき）． 

（明治14 年）2 月20 日． 差出：同利兵衛；(封筒)上方西

京，河邑店ニテ岡利兵衛． 受取：岡與三七殿・同松蔵

殿・同菊太郎殿；(封筒)信州善光寺右同町綿屋仁左衛

門様ニテ岡與三七様． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
年は消印「京都 十四・二・二〇・ほ」より． 
1131-31 
[岡利兵衛葉書]（□（文に木）売捌骨折りの段察し入る

旨）；(附 1)（郡名記載不分明のため返戻し取計いの

旨）；(附 2)（其地へ達すべきものか取調べ取計いの旨）． 
（明治14 年）3 月5 日． 差出：西京，岡利兵衛；(附1)草

津仝局(消印「近江…」)；(附 2)京都郵便局(消印)． 受

取：江州(ママ)上田原町布屋市郎右衛門様ニ而岡信七

殿；(附1)京都郵便局；(附2)上田郵便局． 
1 葉（附2 通とも）． はがき． 
はがき通信面右端に小切紙(附 1)，はがき宛名面左端に水色の

横切紙(附2)を，それぞれ貼付． 
1131-28 
[岡利兵衛葉書]（荷物，東京廻しにて扇屋へ差下しの旨

他）． 
（明治14年）3月7日． 差出：（西京）同利兵衛． 受取：

信州佐久郡小諸駅扇屋忠兵衛様方岡信七殿． 
1 葉． はがき． 
1131-40 
[封筒]． 
（明治14年）10月2日． 差出：西京 岡理兵衛． 受取：

信州上田原町布屋市郎右衛門様ニ而岡新七殿． 
1 通． 封筒． 
1131-43 
[中島伊平葉書]（為換金掛合の件につき）． 
（明治 14 年 10 月 9 日）． 差出：上州高崎 中島伊平． 

受取：信州上田布屋市郎右衛門様 岡利兵衛様． 
1 葉． はがき． 
年号は消印より． 
1131-18 
[岡松蔵書状]（上田掛方金集まらざる旨，山田殿へ為換

金送付）． 
（明治 14 年）11 月 13 日． 差出：同松蔵；(封筒)扇屋忠

兵衛 岡松蔵． 受取：岡與三七様；(封筒)当国松本本

町三丁目堺屋宗七郎様ニテ岡與兵衛様行． 
1 通． 横折紙（封筒入）． 
1131-23 
[岡利兵衛書状]（白桑殿為換金延引，瀬川喜三郎為換

金ほか）． 
（明治 14 年）11 月 13 日． 差出：岡理兵衛；(封筒)上方

西京，岡理兵衛． 受取：岡與兵衛殿・同新七殿・同夜三

殿；(封筒)信州松本境屋宗輔様ニ而 岡與兵衛行． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1131-26 
[岡利兵衛書状]（白桑殿為替換金，瀬川喜三郎借用金
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返済等につき）． 
（明治 14 年）11 月 14 日． 差出：岡利兵衛；(封筒)岡理

兵衛． 受取：〈カネに大〉店；(封筒)上州高崎田町松邑

九兵衛様ニ而岡理兵衛殿行． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1131-39 
[封筒]． 
（明治 14 年）11 月 26 日． 差出：西京 岡理兵衛． 受

取：信州上スワ仲町堺屋喜七様ニ而岡與兵衛殿． 
1 通． 封筒． 
1131-49 
[岡店葉書]（小泉殿為換証書等につき）． 
（明治 14 年 12 月 3 日）． 差出：西京 岡店． 受取：信

州佐久郡小諸仲町扇屋忠兵衛様ニ而 岡新七殿． 
1 葉． はがき． 
年月日は消印から． 
1131-50 
[ひのや喜三郎葉書]（堺町萬屋為換金未渡につき）． 
明治 14 年 12 月 14 日． 差出：上州玉村宿 ひのや喜

三郎． 受取：信州国小諸本町扇屋忠兵衛様ニテ岡利

兵衛様代理信七． 
1 葉． はがき． 
1143-25-1 
書留郵便物請取証． 
[明治 14 年ほか]． 作成：（上諏訪郵便局・上田郵便局）．  
3 通． 小切紙． 
差出人：岡新(信)七，請取人：岡利兵衛・岡與三七． 
1143-25-2 
通信料確受証． 
[明治12 年～明治14 年]． 作成：（上田電信分局・長野

電信分局・小諸電信分局）．  
15 通． 小切紙． 
1 通のみ「書留郵便物請取証」．出状人：「上田布市ニテヲカ」

「上田シンヒチ」ほか，受信人：「高崎ヲカヨヘイ」「西京岡」ほか． 
1131-33 
[岡與兵衛葉書]（飯田〈カネに千〉殿為換金につき）． 
（明治 15 年）4 月 5 日． 差出：西京〈カネに大〉店 仝與

兵衛[印]． 受取：信州国佐久郡小諸本町扇屋忠兵衛様

方岡新七殿． 
1 葉． はがき． 
1131-42 
[岡松蔵葉書]（稲荷山山八様‘より‘注文の品お送り下さ

れたく）． 
（明治 15 年）10 月 14 日． 差出：長野綿仁ニテ松三． 

受取：当国小諸本町扇屋忠兵衛様ニテ岡與三七様． 
1 葉． はがき． 
1387-51 
大地震之一件（畿内大地震風聞書）． 
寅11月27日． 差出：（大坂）近江屋佐蔵． 受取：東山

堂傳八郎・御店衆中． 

1 通． 横切継紙． 
1143-23 
証（反物集り次第送付するにつき）． 
巳年 8 月 18 日． 差出：岡利店． 受取：柳沢吉左衛門

様． 
1 通． 横美切紙． 
1143-15 
有谷箪注文． 
巳年8 月30 日．  
1 通． 横美切紙． 
1143-20 
[書状]（手形のことにつき申上）． 
巳年10 月10 日． 差出：金子労場． 受取：宇野ほろ七

殿． 
1 通． 横美切紙． 
1131-11 
[岡利兵衛書状]（仕入金不足につき）． 
1 月 10 日． 差出：同利兵衛；(封筒)河邑店ニ而． 受

取：近江屋與三七殿・同信七殿；(封筒)信州佐久郡小諸

駅扇屋忠兵衛様ニテ岡新七殿行． 
1 通（2 点）． 横切継紙（封筒入）． 
追啓別紙とも． 
1131-1 
[岡利兵衛書状]（白桑氏飯田より到着，荷不足につき）． 
1 月 11 日． 差出：同利兵衛；(封筒)西京より，河邑居三

丁 岡利兵衛． 受取：岡松蔵殿；(封筒)信州伊那郡高遠

町 松岡屋市右衛門様ニ而 岡松蔵殿． 
1 通． 横美切継紙（封筒入）． 
封筒封印印文「〈カネに大〉封印」．封筒消印「[ ]一二・い・十四 

京都」ほか．本紙端裏「松蔵殿行 〈カネに大〉`より`」． 
1131-13 
[岡利兵衛書状]（仕入金送付手配いたすにつき）． 
1月23日． 差出：同利平；(封筒)河邑店ニテ岡利兵衛． 

受取：岡松蔵殿；(封筒)信州飯田池田町釘屋弥平次様ニ

テ岡松蔵殿行． 
1 通（2 点）． 横切継紙（封筒入）． 
尚々書別紙とも． 
1131-37 
[岡利兵衛書状]（谷村為換，荷物神戸より送付，ほか）． 
2 月 2 日． 差出：同利兵衛． 受取：岡與三七殿・同松

蔵殿． 
1 通． 横切継紙． 
1131-9 
[岡信七書状]（多用にて無沙汰の詫び，此れより上州辺

へ掛取に行く旨）． 
2月16日． 差出：岡信七；(封筒)河邑店ニ而岡利兵衛． 

受取：宇野兄上殿；(封筒)信州飯田郡池田町釘屋弥平

次様ニ而岡新七殿行． 
1 通． 横折紙（封筒入）． 
封筒と中身は別ヵ． 
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1131-32 
[岡利兵衛書状]（前島殿為換金，白桑殿為替金，□売捌

方等につき）． 
3 月 2 日． 差出：岡利兵衛． 受取：岡與三七殿・同信

七殿・同菊太郎． 
1 通． 横切継紙． 
1131-14 
[岡利兵衛書状]（反物売捌方勉強いたすよう）． 
3 月4 日． 差出：同利兵衛；(封筒)河邑店ニテ岡利兵衛． 

受取：岡與三七殿，同信七殿，外□名殿；(封筒)信州松

本境屋宗輔様方ニテ岡與三七殿行． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1131-24-1 
[岡松蔵母書状]（日野の祭りにあわせての帰郷を待ち

居る旨）． 
4 月11 日． 差出：母`より`． 受取：松蔵との． 
1 通． 横美切継紙． 
1131-24-2 
（番号札）． 
5 葉． 札． 
三角形の附箋様の形状．朱印押印． 
1131-6 
[西堀忠兵衛書状]（金円猪太郎へ御渡しくだされたく）． 
4 月 16 日． 差出：西堀忠兵衛；(封筒)上田より 西堀忠

兵衛． 受取：岡新七様・松蔵様． 
1 通． 横切紙（封筒入）． 
封筒封印印文「信州〈カネにサ〉 上田 原町 山城屋」． 
1131-36 
[成井為吉書状]（雇人給金につき）． 
4 月 25 日． 差出：成井為吉；(封筒)水戸上市奈良屋成

井為吉． 受取：戸塚宗三郎様；(封筒)東茨城郡山野井

村ハキアゲ坪 戸塚宗三郎様． 
1 通． 竪切紙（封筒入）． 
1131-2 
記（茶価書上）． 
5 月2 日． 差出：林茶局． 受取：岡松蔵殿． 
1 通． 横美切紙． 
青罫紙． 
1140-131 
（荷物送付先覚）． 
6 月2 日出． 作成：従西京 近江屋利兵衛．  
1 通． 小切紙． 
信州佐久郡小諸扇屋忠兵衛 
1143-24 
（信書通貨手形等不在之御封印荷物受取証）． 
14 年 6 月 3 日． 差出：信州上田中牛馬会社(印)． 受

取：松村九兵衛，岡利兵衛，近利兵衛． 
1 通． 横半切紙． 
1131-35 

[岡利兵衛書状]（仕入金入用大当惑につき，瀬川喜三

郎より金借用の件他）． 
8 月6 日． 差出：岡利兵衛． 受取：岡與三七殿． 
1 通． 横切継紙． 
追啓1 通あり． 
1143-16 
(前欠)（中格子・紫等反物大至急差上につき）． 
8 月12 日． 差出：「かね」土店． 受取：相澤平吉． 
1 通． 横美切紙． 
1143-17 
記載（帯・布・紋付の書上）． 
9 月11 日． 差出：多岡屋亀四郎． 受取：岡利兵衛様，

泊店衆中様． 
1 通． 横美切紙． 
1131-41 
[岡葉書]（品物上田へ持参願）． 
9 月 30 日． 差出：（大垣）岡両人． 受取：信州飯田池

田町釘屋弥平治様ニ而岡與三七様． 
1 葉． はがき． 
1131-15 
[岡利兵衛書状]（〈□に三〉送金なく不都合につき金借

用，小諸・上田送金につき）． 
10 月 2 日． 差出：岡理兵衛． 受取：岡新七殿・同松蔵

殿． 
1 通． 横切継紙． 
1131-44 
[岡新七葉書]（御地商内付札等につき）． 
10 月 12 日． 差出：（飯田）同新七． 受取：当国佐久郡

小諸本町扇屋忠兵衛様ニテ岡与惣七様． 
1 葉． はがき． 
1131-8 
[岡松蔵母書状]（糸買商中の息子を案じる手紙）． 
10 月 13 日． 差出：母`より`；(封筒)近州蒲生郡日野 池

田四郎平． 受取：松蔵殿；(封筒）信州小諸本町扇屋忠

兵衛様ニ而岡松三殿行． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
封筒と中身は別ヵ． 
1131-7 
[岡松蔵書状]（山八御店より別紙注文の反物類至急お

送りくだされたく）；(別紙)（反物類注文）． 
10 月 14 日． 差出：松蔵；(別紙)山八；(封筒)イナリより，

山八店ニ而 岡枩蔵(朱印)． 受取：岡與三七様；(封筒)

当国小諸本町扇屋忠兵衛様ニテ 岡與三七様行． 
1 通（計2 通）． 横折紙・横美切継紙（封筒入）． 
封筒に 2 銭切手．別紙横切継紙1 通同封． 
1131-53 
[岡利兵衛書状]（「三寸模様」の義，高遠「□三」・白桑殿

為換金につき）． 
10 月 18 日． 差出：岡利兵衛． 受取：岡与三七殿・同

松蔵殿． 
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1 通． 横切継紙． 
1359-37 
[金子与兵衛書状]（飯田より廿日書拝見，ほか）． 
10 月 29 日投局． 差出：金子与兵衛；(封筒)布市方 仝

與兵衛． 受取：宇野晋七殿行；（封筒表書）当国伊那郡

高遠駅住 杦田屋又四郎様方 近江屋新七郎様 大至急

用． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1131-47 
[孫六店葉書]（縞紬・柄紬入用につき）． 
11 月 2 日． 差出：いい田 三原屋ニテ孫六店． 受取：

上田町布屋市郎左衛門様ニ而近江屋利平様・同新七様． 
1 葉． はがき． 
1143-13 
[岡利兵衛書状]（小泉新兵衛殿為換，瀬川七郎兵衛様

為換ほか状況報知）． 
11 月5 日． 差出：岡理兵衛． 受取：岡與平殿，同松三

殿． 
1 通． 横切紙． 
1131-12 
[岡利兵衛書状]（丹後縮仕入金，飯田商内につき）． 
11 月 9 日． 差出：岡利兵衛． 受取：近江屋與三七殿・

同松蔵殿． 
1 通． 横切継紙． 
1131-54 
[堺宗助葉書]（為換金取集め分 は西京へご送付くださ

れたく）． 
11 月9 日． 差出：信州松本 堺宗助． 受取：上州高崎

田町 松村九兵衛様方 岡與七． 
1 葉． はがき． 
1131-19 
[岡松蔵書状]（米栄殿先貸分未請取申さず）． 
11 月10 日． 差出：松蔵；(封筒)同松蔵`より`． 受取：岡

信七様；(封筒)岡信七様行． 
1 通． 横折紙（封筒入）． 
封朱印印文「江州〈カネに大〉岡利」． 
1131-48 
[白木屋泰三郎葉書]（御金御送り下されたく）． 
11 月 10 日． 差出：信州飯田町白木屋泰三郎． 受取：

上田原町ぬの市様ニテ岡与惣七様． 
1 葉． はがき． 
1131-45 
[竹屋勘七葉書]（掛合金受取につき）． 
（11 月 18 日）． 差出：イセサキ町竹屋勘七． 受取：信

州上田原町布屋市郎左衛門様方岡利平殿． 
1 葉． はがき． 
1131-17 
[岡店書状]（小諸売捌商内，小泉為換金延引につき信

州より差送り依頼）． 

11 月 23 日． 差出：岡店． 受取：岡與兵衛殿・同新七

殿・同松三殿． 
1 通． 横切継紙． 
1131-16 
[岡利兵衛書状]（小泉為換金延引につき困り入）． 
11 月 26 日． 差出：岡利兵衛． 受取：岡與兵衛殿・同

松蔵殿． 
1 通（2 点）． 横切継紙． 
追啓別紙を本紙奥に巻込み． 
1131-34 
[岡利兵衛書状]（瀬川為換金延引，小泉為換金御渡し

下されたく）． 
12 月3 日． 差出：岡理兵衛． 受取：岡信七． 
1 通． 横切継紙． 
1131-10 
[岡利兵衛書状]（仕入のため為換金要用につき）． 
12 月10 日． 差出：同利兵衛；(封筒)河邑店ニ而岡利兵

衛． 受取：近江屋與三七殿・同信七殿；(封筒)佐久郡野

沢駅並木文左衛門様ニテ近江屋新七殿． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1131-52 
[布屋正七葉書]（西京為替繰金につき心当がある旨）． 
12 月 17 日． 差出：信州上田原町 布屋正七． 受取：

小諸本町扇屋忠兵衛様ニテ岡利兵衛様． 
1 葉． はがき． 
1131-25 
[池田為作書状]． 
12 月 18 日． 差出：信州上田街 池田為作． 受取：小

諸本町 扇屋忠兵衛様 止宿 岡利兵衛様 商用平信． 
[1 通（2 通）]． [封筒入]． 
-25-1・-25-2 を収める．「別仕立」とあり．差出は押印． 
1131-25-1 
[池田為作書状]（大和屋へ金50 円為替取組につき）． 
12 月 18 日． 差出：池田為作；(上ワ書)信州上田街 池

田為作． 受取：近江屋利兵衛様；(上ワ書)小諸扇屋方 

岡利兵衛様． 
1 通． 横美切紙． 
封印印文「信州〈菱に一〉[上]田 柳町 若葉屋」． 
1131-25-2 
[池田為作書状]（京為替仕入金手元になき旨）． 
12 月 18 日． 差出：池田為作． 受取：岡利兵衛様，御

店元中様． 
1 通． 横美切継紙． 
1131-38 
[岡利兵衛書状]（上州松井田出向人，白桑殿より取り集

め金等につき）． 
12 月 29 日． 差出：（西京河邑店ニ而）岡理兵衛． 受

取：（飯田池田町□澤弥平次様ニ而）岡松蔵． 
1 通． 横切継紙． 
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1131-51 
[岡新七葉書]（当地為換渡方当惑につき集金願）． 
12 月 30 日． 差出：伊那郡飯田ニテ同新七． 受取：当

国佐久郡小諸本町扇屋忠兵衛様ニテ岡松造殿． 
1 葉． はがき． 
1131-24 
[近州日野池田四郎兵衛書状]． 
月 11 日． 差出：近州蒲生郡日野 池田四郎兵衛 出． 

受取：信州国諏訪郡上スワ中町 増屋喜七様ニテ 近江

屋松蔵殿行 無事用事． 
[1 通（2 件6 点）]． [封筒入]． 
-24-1・-24-2 を収める． 
1131-3 
飛賀惠． 
1 通． 小切紙． 
端に3 ツ目の綴穴あり，もと-4 の横長小帳（竪四分の一切大）の

表紙ヵ． 
1131-4 
（人名等書付）． 
3 枚． 小切紙． 
端に 3 ツ目の綴穴あり．青色罫紙．内容「同国小県郡上田布屋

市右衛門殿」ほか． 
1131-5 
[書状]（上下スワより借用金本日期限日につき）． 
1 通． 横切継紙． 
1143-14 
記（亀屋治兵衛につき）． 
1 通． 横切紙． 
1143-18 
証（西京へ送る金書上につき）． 
差出：「かね」土店． 受取：岡様． 
1 通． 横美継紙． 
1143-19 
（金算用書上）． 
1 通． 横美切紙． 
1143-21 
（そば代・餅代等書出）． 
1 通． 横美継紙． 
1143-22 
ほろ七出入勘定． 
1 通． 竪紙． 
1143-26 
（「同国下西郡枩代江嶋屋新兵衛殿」書付）． 
2 通． 小切紙（6.9×27.2cm，横長・竪折）． 
2 枚目には「同国」．藍色罫紙． 
1143-27 
（反物の種類ならびに代金算用書上）． 
3 通． 竪美切紙． 
うち 1 通は大槌屋西助宛． 

9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/1.慶弔諸事（祝儀） 
317 
安政五午年 霜月吉祥日 祝儀客人別（十二日朝見立

客・聟入人数・取持人数并客ほか人名書上）． 
安政5 年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
318 
安政五午十一月吉辰 祝儀受納諸色扣 扇屋亀太郎． 
安政5 年（～明治12 年7 月20 日）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/2.書状 
1140-41 
[金井又右衛門葉書]（生糸繰り，おかね殿を頼みたき

旨）． 
（明治）26 月25 日． 差出：国分村 金井又右衛門． 受

取：北佐久郡小諸街之内旧仲町 桑原亀太郎様． 
1 葉． はがき． 
1359-16 
[桑原鉄郎書状]（昨年12月泉屋大祖父様御死去の報知

を承り帰宅したくも職業寸暇なく来年中帰宅のつもり，

泉屋へお悔やみお願い，皆様へよろしくお願い）；(附)

（「俗名桑原忠兵衛」「俗名桑原於政女」書付）． 
（本紙，明治）23 年7 月2 日；（封筒裏）明治23 年7 月3

日発ス． 差出：鐡郎；(封筒)自東京 平安(封筒)東京々

橋区因幡町 拾七番地岡田兼吉殿方ニテ 桑原哲 良 

拝． 受取：桑原祖父上様；(封筒)信州小諸町 桑原亀太

郎様 至急要用． 
1 通（附1 枚とも）． 横切継紙（封筒入）． 
封筒に小切紙1 枚(附)あり． 
1359-59 
[小林豊作書状]（小林清作病気療養叶わず昨夜死去，

出棺明七日午前十時の旨通知）． 
明治 24 年 2 月 6 日． 差出：岩村田町 小林豊作． 受

取：小諸町 桑原亀太郎様 不幸用． 
1 通． 竪紙． 
書状大に折り畳まれていた． 
1359-43 
[南御牧村井出宇源治書状]（例年通り来る十五日八幡

神社祭典につき案内，田中先生へも連絡方願）． 
（明治24年）4月13日；（封筒）明治24年4月13日． 差

出：井出宇源治；（封筒）南御牧村 井出宇源治． 受取：

扇屋亀太郎様；（封筒表書）小諸荒町 扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1141-86 
[書状]（五寸皿差送り）． 
未 11 月 9 日． 差出：上田ニて ミノ〈ヤマに小〉[朱印]． 

受取：小諸本町扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
印文「〈ヤマに小〉 ミノ ヲタ 藤善」． 
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1144-117 
[町田某書状]（英学修行のため御世話下されたく）． 
1 月 19 日． 差出：御馬寄村町田． 受取：小諸町桑原

亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-108 
[小林純之丞書状]（鉄砲売渡しにつき）． 
2 月5 日． 差出：小林純之丞． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-109 
[桑原亀太郎書状]（鯉直段申上）． 
2 月19 日． 差出：扇亀． 受取：小野様． 
1 通． 横切紙． 
1359-65-1 
[亀屋古四郎書状]（度々申上げたが今もってご返金なく

困り入り期日まで元利とも返金くだされたく）． 
3 月 24 日． 差出：可免や 古四郎． 受取：桑原亀太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
-65-2 を巻き込んでいた． 
1140-30 
[桑原鉄郎書状]（王子紙造局へ捧職の見込みにつき）． 
3 月30 日． 差出：桑原哲郎． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-21 
[堀平治郎書状]（荷物仕入のため御出金くだされたく）． 
4月1日． 差出：イセ 堀平治郎． 受取：小諸扇屋忠兵

衛様御支配人桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-130 
[福田書状]（桑原彦太郎，鉄郎等の様子伺）． 
4 月14 日． 差出：福田． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-126 
[桑原鉄郎書状]（宿屋より請求につき金円御送り下され

たく）． 
5 月5 日． 差出：東京浅草公園地第六区三号五拾五番

地土肥八十三郎殿ニテ桑原鉄郎． 受取：桑原亀太郎

様． 
1 通． 横切継紙． 
1359-57 
[町田静太書状]（先頃の愚父病気近況また配慮への礼

ほか）． 
5月21日幸便． 差出：町田静太；(封筒)御馬寄 町田静

太． 受取：桑原亀太郎様；(封筒)小諸町 桑原亀太郎様 

貴下． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
1140-98 
[神津傳五郎書状]（お金繰合せ願）． 

6 月11 日． 差出：神津傳五郎． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
青色罫紙． 
1140-56 
[川島常蔵書状]（注文の染物延引につき）． 
第6月24日． 差出：川島常蔵． 受取：扇屋亀太郎様，

御店衆中様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-34 
[桑原亀太郎書状]（桑苗販売につき）． 
6 月25 日． 差出：桑原亀太郎． 受取：小林清作様，御

家内中様． 
1 通． 竪切紙． 
1144-121 
[町田某書状]（製糸開業につき）． 
7 月 15 日． 差出：御馬寄町田． 受取：小諸町扇屋亀

太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1359-79 
[小山民之助書状]（むしろ・莚包送付お改め下されたく，

嶋田屋延次郎材木買入れのこと今日より出来の分残ら

ず売渡し約定取極めにつき云々）． 
7 月 16 日． 差出：小山民之助． 受取：桑原亀太郎様；

（上ワ書）寺尾山出張 桑原亀太郎様 当用書． 
1 通． 横切継紙． 
封〆部押印印文「信州〈カネに太ヵ〉 小諸中町 小山健次郎 醤

油店」． 
1140-108 
[桑原亀太郎書状]（時借願）． 
7 月19 日． 差出：扇屋亀太郎． 受取：亀屋古四郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-107 
[桑原亀太郎書状]（久治郎病気心配）． 
7 月20 日． 差出：桑原亀太郎． 受取：金井一平様，同

御家内中様． 
1 通． 横切紙． 
1140-73 
[桑原亀太郎書状]（亀太郎眼病のことほか）． 
7 月． 差出：桑原亀太郎． 受取：金井一平様，御家内

衆中様． 
1 通． 横切紙． 
1144-71 
[清水親道書状]（御談じしたきにつき入来下されたく）． 
8 月11 日． 差出：清水親道． 受取：桑原亀太郎殿． 
1 通． 竪紙． 
1359-55 
[山本屋仲二郎書状]（御願いしておいた子？のこと至急

入用につき本月三十日迄に返事くだされたく，またうり

三十本送付入帳代価請取られたく云々）． 
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8 月 28 日． 差出：山本屋 仲二郎． 受取：扇屋亀太郎

様． 
1 通． 横切継紙． 
日付もと「廿七日」と記すも上書き訂正． 
1144-112 
［封筒]． 
9 月 12 日． 差出：上田松尾町`より`． 受取：小諸町扇

屋亀太郎様 当用書． 
1 通． 封筒． 
内側は，近江屋田口増兵衛の引札． 
1359-36 
[牛鹿村清兵衛書状]（板送り礼，五寸九号二ノ木あれば

急送依頼，ほか材木依頼）． 
9 月 18 日． 差出：牛鹿村 清兵衛(朱印)． 受取：寺尾

山ニ而 扇屋亀太郎様 御頼用． 
1 通． 横切継紙． 
桃色罫入用紙．表書差出印・封印朱印印文「深清」． 
1359-54 
[扇屋亀太郎書状]（朝夕冷気にて腹いたみ困り入り綿

入りふとん・ねりしやつ早々送りなさるべく）． 
10 月6 日． 差出：扇亀． 受取：家内もの． 
1 通． 横切継紙． 
端裏「あふきや」． 
1144-119 
[野村儀市書状](過日の岡枝伐，此者へ落手下された

く）． 
12 月4 日． 差出：野村儀市． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 小切紙． 
1140-57 
[桑原亀太郎書状](前欠)（旅籠勉強につき，御引立て御

宿仰付くだされたき旨）． 
差出：扇屋亀太郎． 受取：外村治郎兵衛様，御店衆中

様． 
1 通． 横切紙． 
1144-92 
[小山健三郎書状]（鉄砲売渡見合せ）． 
差出：小山健三郎． 受取：あふきや桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
353 
明治十六年 九月吉日 売上簿，(裏表紙)小諸町 陶器 

扇屋店． 
明治16年未9月14日製之． 作成：（書記 桑原哲郎）．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
作成は裏見返しより，ただし裏見返しにも本文記載あり，「書記

…」の上にも記載．「岡」朱印押印あり． 
357 
明治十有七歳 第二月吉鳥 陶器有物調簿，(裏表紙)小

諸町 扇屋 亀太郎． 
明治17 年2 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

355 
明治十七年四月 陶器取調帳（鉢類・丼類等種類別書

上）． 
明治17 年4 月．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
355 と 356 は括り紐で一括．本文に「引合」「申改」等の朱印押印，

朱筆書込み多数． 
356 
明治十七年十二月 陶器取調帳（急須類・鉢類等種類

別書上）． 
明治17 年12 月．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
355 と同形式．裏表紙側から中央分破損（欠損）． 
1140-60 
記（金付盃等代金）． 
申12 月． 差出：扇屋亀太郎． 受取：大野禮太郎． 
1 通． 横切継． 
1140-61 
記（七寸鉢代金）． 
申 12 月． 差出：扇屋亀太郎． 受取：あわや里四郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-62 
記（行平・茶碗など代金）． 
申 12 月． 差出：あふきや亀太郎． 受取：角屋権三郎

様． 
1 通． 横切継紙． 

9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/3.陶器類売買 
1140-67 
記（るり茶碗等代金）． 
申 12 月． 差出：扇屋亀太郎． 受取：木田屋重三郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-32 
記（さしみ猪口・皿を御遣し下されたく）． 
12 月 25 日． 差出：御馬寄 町田． 受取：あふきや亀

太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-24 
陶器売渡之証（桑原亀太郎連名書類にて）． 
1 通． 横切継紙． 

9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/4.当座帳 
336 
明治二巳年 正月吉日 当座帳，(裏表紙)小諸本町 扇

屋［亀太郎(ヵ)]． 
明治2 年正月（～11 月）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙破損（欠損）．裏見返しに「髪結扣」月日書上あり． 
341 
明治四辛年 未二月吉日 当座帳，(裏表紙)小諸荒町 
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扇屋亀太郎． 
明治4 年2 月（～明治5 年）．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 

9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/5.諸品通 
360 
明治五壬歳 申正月吉日 穀もの通，(裏表紙)角屋 久

兵衛 扇屋亀太良様． 
明治5 年正月．  
1 冊． 横美半折（下ヶ二ツ目綴）． 
581 
明治拾五年 自五月五日 至○ 現金酒之通，(裏表紙)

寺尾御出［張(ヵ)] 菱民［ ]様 わた駅 寿美吉屋 酒店． 
明治15 年5 月5 日．  
1 冊． 横美半折（綴葉装二ツ綴，下ヶ紐付）． 
裏表紙破損大． 

9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/6.全体 
437 
明治四辛未年十一月吉辰 相続書記帳 桑原亀[欠損]

（桑原忠七相続書記；明治八亥七月九日夜午前三時よ

り小山六太夫殿出火につき見舞記とも）． 
明治4 年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
下部破損（欠損）大． 
516 
明治六癸年 酉二月吉辰 無尽出入帳，(裏表紙)桑原亀

太郎． 
明治6 年2 月．  
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
1141-92(1) 
記（金5 円拝借）． 
明治 14 年 11 月 23 日． 差出：桑原亀太郎印． 受取：

柳田森四郎． 
1 通． 横切紙． 
1141-92-1～5 まで綴． 
1141-92(2) 
（金5 円貸附証受取）． 
明治 18 年 9 月 23 日． 差出：柳森(印)． 受取：粕谷助

太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1141-92(3) 
記（代書料受取）． 
（明治）18 年 10 月 7 日． 差出：渡辺之綱(印)． 受取：

粕谷助太郎殿． 
1 通． 竪切紙． 
1141-92(4) 
御受書（桑原亀太郎出庁につき）． 
明治 18 年 8 月 6 日． 差出：北佐久郡小諸町粕谷助太

郎(印)． 受取：岩村田治安裁判所長． 

1 通． 竪紙． 
1141-92(5) 
委任状（病気につき雇人粕谷助太郎を代人と定める旨）． 
明治 18 年 10 月 21 日． 作成：北佐久郡小諸町桑原亀

太郎(印)．  
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．印紙あり． 
1140-40 
証（地方税請取）． 
明治 15 年 1 月 9 日． 差出：小諸町戸長役場(印)． 受

取：桑原亀太郎． 
1 通． 小切紙． 
354 
明治十六年 未十月吉日 金銭出入帳，(裏表紙)北佐久

郡小諸町 扇屋亀太郎． 
明治16 年10 月．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
一部けずれ，破損あり． 
582 
明治十六年 未十二月日 判取帳，(裏表紙)小諸町 扇

屋． 
明治16 年12 月．  
1 冊． 横半半折（下ヶ二ツ目綴）． 
表紙から 5 丁目まで一ツ目結び綴じに綴じられ開披不可． 
1140-63 
記（しいな，小麦代金）． 
（明治）17 年 12 月． 差出：丸屋清助． 受取：桑原亀太

郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-1-1 
納金切符（町費並聯合町村費戸別割）． 
明治 18 年 9 月． 差出：北佐久郡小諸町役場[朱印]． 

受取：北佐久郡小諸町納人桑原亀太郎． 
1 通． 小切紙． 
1144 を一括していた紐とも．1144-1-1～-1-4 は，木版用紙へ

書込み（一部かすれ難読），印文「長野県北佐久郡小諸町戸長

役場印」． 
1144-1-2 
納金切符（町費納戸別割）． 
明治 19 年 2 月． 差出：北佐久郡小諸町役場[朱印]． 

受取：北佐久郡小諸町納人桑原亀太郎． 
1 通． 小切紙． 
1144-1-3 
領収証（町費並聯合町村費戸別割）． 
明治 18 年 9 月 14 日． 差出：北佐久郡小諸町役場[朱

印]． 受取：北佐久郡小諸町納人桑原亀太郎． 
1 通． 小切紙． 
1137-111 
（岩村田治安裁判所より桑原亀太郎への出頭要請につ

き）． 
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明治18年10月19日． 差出：岩村田裁判所；（送達人）

町田静太(朱印)． 受取：桑原亀太郎． 
1 通． 竪紙． 
「桑原」の部分を「田中」と修正． 
1137-41 
（蒔原トラへ関わる貸付取戻すにつき）． 
明治 18 年 10 月 21 日． 差出：北佐久郡小諸町平民桑

原亀太郎，桑原亀太郎雇人同町平民 居人 粕屋與太

郎(印)． 受取：御残り番田中殿． 
1 通． 横切紙． 
885 
代人願 北佐久郡小諸町平民 桑原亀太郎代人同町 

平民 粕谷助太郎（1.[代人願書案および小諸町医師高

野東庵診断書・桑原亀太郎委任状]；2.[代人願書および

戸籍謄本写・小諸町医師高野東庵診断書写・木村平太

郎ほか 1 名添願書之写・桑原亀太郎委任状]）． 
明治18 年10 月（1 は 13 日付，2 は 1 日付）． 差出：北

佐久郡小諸町平民 桑原亀太郎方仝居雇人 仝町平民 

粕谷助太郎(朱印)． 受取：岩村田治安裁判所長 判事

補 森川雄八郎殿． 
2 冊． 竪美（かぶせ綴）． 
綴に朱印（差出と同印）．1の診断書は日付がもと「六日」とあるも

13 日へ貼紙訂正．2 の代人願書には「岩村田治安裁判所」朱印

による「聞届」の旨の奥書あり．1・2 とも委任状は桑原亀太郎押

印・5 厘証券印紙貼付．黄赤色罫紙．内容：篠原トラとの所有物

品取戻し事件． 
1140-100 
納金切符（地方税戸数平均割）． 
明治 18 年 11 月． 差出：北佐久郡小諸町戸長役場(印)． 

受取：桑原亀太郎． 
1 通． 横切紙． 
1140-147 
記（米代引銭）． 
（明治）18 年 12 月． 差出：丸屋清助． 受取：桑原亀太

郎様． 
1 通． 横切紙． 
1138-18 
証（23 年度取扱費領収）． 
明治20年8月． 差出：管理者前田謙静(印)． 受取：桑

原忠兵衛御下桑原亀太郎殿． 
1 通． 横切紙． 
1137-1 
き（アヒル玉子・小麦代金書付）． 
（明治）20 年丑 12 月． 差出：丸や清助． 受取：扇屋亀

太郎様． 
1 通． 小切紙． 
1144-120 
記（夕飯代請取）． 
明治21 年6 月30 日． 差出：桑原亀太郎． 受取：小野

様． 

1 通． 横切紙． 
1144-62-1 
記（宿料，いかはや代金）． 
1 通． 横切紙． 
1144-62-2 
記（古畳代受取）． 
（明治）21 年 10 月 28 日． 差出：三村廣三郎(印)． 受

取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-62-3 
記（ぶぞり，ぼら，さけ等魚類）． 
11 月 27 日． 差出：大和屋五兵衛． 受取：扇屋亀太郎

様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-83 
記（貸金利子勘定）． 
（明治）21 年12 月31 日． 差出：亀良． 受取：扇亀様． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-13 
記（すきくし等代金）． 
（明治）21 年 12 月． 差出：和泉屋隆治． 受取：桑原亀

太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-14 
キ（代金）． 
（明治）22 年 12 月 31 日． 差出：かしわや冨十郎． 受

取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-126 
[かき・生鯛・しらす干等代金書上綴]． 
[明治23 年8 月]．  
[1 綴（点）]． [綴，横（一ツ綴）]． 
(1)～(28)は，綴穴 2 つへ一ツ綴様にひねり綴．全体を端から巻

上げ．紙縒りは，1141-92(5)の朱色罫紙と罫の幅が同じヵ． 
1144-126(1) 
記（かき代金）． 
寅第8 月． 差出：大井堂． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-126(2) 
記（19 年度分金銭）． 
8 月14 日． 差出：大和屋幸吉． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
差出は押印． 
1144-126(3) 
記（20 年分）． 
8 月． 差出：柏屋儀兵衛． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-126(4) 
記（金銭勘定）． 
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寅8 月． 差出：大津屋徳太郎． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-126(5) 
記（生鯛代金）． 
寅8 月． 差出：大和屋岩蔵． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-126(6) 
記（金銭勘定）． 
（明治）23 年 8 月 14 日． 差出：舛屋文右衛門． 受取：

扇屋亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-126(7) 
記（品物代金）． 
寅8 月． 差出：鈴木順吉． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-126(8) 
記（大判干波等代金）． 
寅8 月． 差出：中屋七兵衛． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-126(9) 
記（7 寸仕立代金）． 
寅 8 月． 差出：さゝや喜代二郎． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-126(10) 
記（4 尺品代）． 
寅8 月． 差出：大和屋利兵衛． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-126(11) 
記（小麦粉代金）． 
寅8 月． 差出：柳田才太郎． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-126(12) 
記（しらす干等代金）． 
寅8 月． 差出：大和屋五兵衛． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-126(13) 
記（千代満き等代金）． 
寅8 月． 差出：柏屋支店． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-126(14) 
記（5 反3 寸等代金）． 
8 月14 日． 差出：増田ふよ． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-126(15) 
記（白元結・木筆等代金）． 
寅8 月． 差出：筆屋宗兵衛． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-126(16) 
記（22 年分引残金銭）． 

（明治）23 年 8 月． 差出：大井三五三． 受取：扇屋亀

太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-126(17) 
記（引〆金銭）． 
寅12 月． 差出：大井春造． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-126(18) 
記（18 年分金銭）． 
寅8 月． 差出：大和屋五兵衛． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-126(19) 
記（吸物膳代金）． 
（明治）23 年8 月14 日． 差出：すみや甚兵衛． 受取：

桑原亀太郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-126(20) 
記（菓子代金）． 
8 月14 日． 差出：結城兼太郎． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-126(21) 
記（玉子等金銭勘定）． 
寅8 月． 差出：丸屋清助． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-126(22) 
記（草履代金）． 
寅8 月． 差出：亀屋彌三郎． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-126(23) 
記（二子・さじ等代金）． 
（明治）23 年 8 月． 差出：江部屋半三郎． 受取：扇屋

亀太郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-126(24) 
記（白八文代金）． 
8 月 14 日． 差出：いづみや喜兵衛． 受取：桑原亀太

郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-126(25) 
き（千代紙代金）． 
寅8 月． 差出：勢(ヵ)田屋きえ． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-126(27) 
記（21 年分金銭）． 
8 月13 日． 差出：森田． 受取：荒町桑原亀太郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-11 
記（白雪など代金）． 
（明治）23 年卯 12 月． 差出：江部屋半三郎． 受取：扇
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屋亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-21 
記（せん代金）． 
（明治）23 年12 月． 差出：すみや甚三郎． 受取：扇屋

亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-25 
記（玉子，麦粉代金）． 
（明治）23 年 12 月． 差出：丸屋清助． 受取：桑原亀太

郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-27 
記（代金勘定）． 
（明治）23 年 12 月． 差出：大津屋徳太郎． 受取：扇屋

亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-29 
記（金銭勘定)． 
（明治）23 年 12 月． 差出：阿波屋濱之助． 受取：扇屋

亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-30 
記（和糸代金）． 
（明治）23 年 12 月． 差出：萬屋市太郎． 受取：桑原亀

太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-31 
記（金銭勘定)． 
（明治）23 年 12 月． 差出：大和屋岩蔵． 受取：桑原亀

太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-32 
記（金銭勘定)． 
（明治）23 年 12 月． 差出：土井三五三． 受取：扇屋亀

太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-41 
記（代金改勘定)． 
（明治）23 年 12 月． 差出：島口常蔵． 受取：扇屋亀太

郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-42 
記（代金勘定)． 
（明治）23 年 12 月． 差出：冨岡仁助． 受取：桑原亀太

郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-48 
証（酒(ヵ)代金）． 

（明治）23 年 12 月． 差出：升屋文右衛門． 受取：扇屋

亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-91-1 
記（ふたなし，小桶，真綿等代金）． 
5 月． 差出：扇亀． 受取：相場サマ． 
1 通． 横切継紙． 
1144-91-2 
記（上田新聞舎入用金等）． 
明治24 年7 月． 差出：扇屋． 受取：相場様． 
1 通． 横切継紙． 
1138-29 
記（1 円35 銭）． 
（明治）25年12月． 差出：阿波屋濱(ヵ)之助． 受取：桑

原亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
差出全体は押印，かすれ難読． 
1141-93 
記（御貯金銀行株主被告事件につき入費出金願）． 
明治26 年9 月15 日． 差出：同盟者惣代． 受取：桑原

亀太郎殿． 
1 通． 横切紙． 
1144-80 
記（金5 円借用）． 
（明治）32 年 1 月 11 日． 差出：扇屋亀太郎（印）． 受

取：柳田政治様． 
1 通． 横切紙． 
1144-46 
き（帯，着物仕立賃）． 
子8 月． 差出：大和屋利兵衛． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-50 
記（ひしやく，つるべ代金）． 
子8 月． 差出：松井元次郎． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-8 
記（とうふ等代金）． 
子12 月． 差出：池野定吉． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-10-1 
記（代金勘定)． 
12 月 31 日． 差出：柏屋義兵衛． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-10-2 
記（代金勘定)． 
丑 8 月 14 日． 差出：柳屋政之助． 受取：扇屋亀太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1144-10-3 
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記（代金勘定)． 
12 月 31 日． 差出：つるや安兵衛． 受取：桑原亀太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1144-10-4 
記（代金勘定）． 
子12 月． 差出：柳屋政之助． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-23 
記（ふすま代金等)． 
子12 月． 差出：丸屋清助． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-53 
記（幼燈割合）． 
子12 月． 差出：扇屋亀太郎． 受取：山本様． 
1 通． 横切紙． 
1144-81 
記（金銭勘定）． 
丑8 月． 差出：角屋惣吉． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-96 
記（とら林(ヵ)代金）． 
丑12 月． 差出：池埜定吉． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-15 
記（代金）． 
寅3 月． 差出：大井春造． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-5 
記（読本等代金）． 
寅8月（近代）． 差出：相場与右衛門． 受取：扇屋亀太

郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-19 
記（元結・くし等代金）． 
寅 12 月 31 日． 差出：筆屋宗兵衛(印)． 受取：扇屋亀

太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-9-1 
記（中折，大判代金）． 
寅 12 月． 差出：中屋七郎兵衛． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-9-2 
記（白芥代金）． 
1 通． 横切紙． 
1144-16 
記（絹糸等代金）． 
（寅）とら 12 月． 差出：こばやしや三右衛門． 受取：扇

屋亀太郎様． 

1 通． 横切紙． 
1144-17 
き（弐反子代金）． 
寅 12 月． 差出：大和屋利兵衛． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-20 
記（くい先代金）． 
寅12 月． 差出：大井源吉． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-26 
記（千代懸代）． 
寅12 月． 差出：柏屋支店． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-55 
記（壱と月分代金）． 
卯8 月． 差出：大井呑造． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-39 
記（代金勘定）． 
卯8 月． 差出：岡村茂八． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-102 
覚（利子〆）． 
辰 8 月 14 日． 差出：菱屋宮免之助． 受取：扇屋亀太

郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1138-16 
記(1 円10 銭）． 
辰12 月． 差出：大井春迎． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-36 
記（引銭高）． 
巳 8 月 14 日． 差出：大丸屋水車． 受取：桑原亀太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1140-10 
記（残り銭書上）． 
申1 月31 日． 差出：結城店． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 小切紙． 
1140-28 
記（金円書上）． 
申12 月． 差出：莉屋初五郎． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-59 
記（茶こしほか代金）． 
申12 月． 差出：扇亀． 受取：若松儀兵衛様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-66 
記（惣月〆金円）． 
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申12 月． 差出：角屋権兵衛． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-68 
記（手桶代金等）． 
申12月． 差出：桶屋新兵衛． 受取：あうきや亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-75 
記（あさ染代金）． 
申 12 月． 差出：あわや与右衛門． 受取：扇屋亀太郎

様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-83 
記（金銭書上，8 月分）． 
申 12 月． 差出：小林屋要右衛門． 受取：桑原亀太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1140-113 
記（かり金等書上）． 
申12 月． 差出：清水屋久平． 受取：扇や亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-119 
覚（12 月分代金）． 
申 12 月． 差出：あわや里四郎． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-127 
(前欠)（代金請求書）． 
申 12 月． 差出：名ごや稲平． 受取：おふぎや亀太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1140-153 
記（5 円1 銭8 り）． 
申12 月． 差出：扇屋亀太郎． 受取：高野様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-156 
記（こんろ(ヵ)代金）． 
申 12 月． 差出：扇屋亀太郎． 受取：江戸屋半兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
1140-157 
記（アハじ豆頭代金）． 
申12 月． 差出：扇屋亀太郎． 受取：掛川敬之助様． 
1 通． 横切紙． 
1140-158 
記（20 銭）． 
申12 月． 差出：いつミや喜兵衛． 受取：扇屋亀太郎． 
1 通． 横切紙． 
1140-159 
三呈(ヵ)（93 銭5 り勘定）． 
申 12 月． 差出：かとや惣吉． 受取：おふきや亀太郎

様． 

1 通． 横切継紙． 
1140-148 
記（引50 銭）． 
酉 12 月． 差出：いづミや喜兵衛． 受取：扇屋亀太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1140-27 
覚（小麦・米代金）． 
戌8 月． 差出：車屋源吉． 受取：おふきや亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-141 
記（布団類借用代金引渡し）． 
戌 12 月 31 日． 差出：江とや 半三郎． 受取：桑原亀

太郎． 
1 通． 横切継紙． 
1140-142 
記（白天，手拭代金等御渡し）． 
戌 12 月 31 日． 差出：江と屋半三郎． 受取：扇屋亀太

郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-25 
おぼへ（紋織，安息香ほか代金）． 
第1月18日． 差出：川島常蔵． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-29 
記（品物代金請取）． 
第1月22日． 差出：丸屋喜之助(印)． 受取：扇屋亀太

郎様． 
1 通． 横切紙． 
印文「桜井」． 
1144-100 
記（酒等代金）． 
1 月． 差出：増田ふよ． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-115(6) 
記（牛肉代金受取）． 
2 月 2 日． 差出：大井三五三(朱印)． 受取：扇屋亀太

郎様． 
1 通． 横美切紙． 
印文「信濃国北佐久郡小諸町大井屠牛店 滋養館」． 
1140-37 
記（金銭差引）． 
2月28日． 差出：清水屋久平． 受取：扇や亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-38 
記（御金御渡し下されたき旨）． 
2 月28 日． 差出：神津傳五郎． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
青色罫紙． 
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1144-99 
記（品物代金）． 
2 月 28 日． 差出：いつも 午太郎． 受取：扇屋亀太郎

様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-113 
記（金受取）． 
3 月7 日． 差出：扇屋亀太郎（印）． 受取：成瀬様． 
1 通． 横切紙． 
1359-80 
記（材木大物注文，駄賃取極め，ほか）． 
3 月15 日． 差出：ヒし民[印]． 受取：亀太郎様 杣職人

御中． 
1 通． 横切継紙． 
後欠（追伸書部分ヵ）．差出印文「信州〈カネに太ヵ〉 小諸中町 

小山健次郎 醤油店」（かすれ難読）． 
1144-86 
記（たこ，さけ等代金）． 
3 月 25 日． 差出：大和屋五兵衛． 受取：扇屋亀太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1144-2 
記（金銭書上）． 
3 月30 日． 差出：増田ふよ． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-89 
記（上州莨等代金）． 
3 月31 日． 差出：莨屋松太郎． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1359-65-2 
記（一月六日～三月三十一日酒代書付）． 
3月31日． 差出：つゝや土平次． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-5 
記（豆腐代金）． 
4 月 30 日． 差出：和泉屋新兵衛． 受取：扇屋亀太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1144-110 
記（野州莨代金）． 
4 月30 日． 差出：莨屋松太郎． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-124 
記（玉子代金等）． 
4 月 30 日． 差出：和泉や平十郎． 受取：扇屋亀太郎

様． 
1 通． 横折紙． 
1140-35 
記（家賃請取）． 

5 月 13 日． 差出：平井喜惣太(印)． 受取：桑原亀太郎

様． 
1 通． 小切紙． 
差出印文「信州 小諸 荒町 〈□にキ〉松屋」． 
1140-3 
記（木の本，醤油代金）． 
第 5 月 31 日． 差出：清水升二郎． 受取：扇屋亀太郎

様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-125 
記（炭代金）． 
6 月2 日． 差出：大井源兵衛． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-77 
記（莨代金）． 
6 月30 日． 差出：莨屋松太郎． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-79 
記（酒，佃煮代金）． 
6 月 30 日． 差出：柳田染平． 受取：御賄方扇屋亀太

郎様． 
1 通． 横切継紙． 
青色罫紙． 
1144-97 
記（酒，醤油代金）． 
6 月30 日． 差出：冨岡仁助． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-106 
記（品物代金勘定）． 
6 月30 日． 差出：増田ふよ． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-13 
記（呉服反物代金）． 
第6 月． 差出：川島市蔵． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-59 
キ（白米代金）． 
7 月１日． 差出：升屋文右衛門． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-78 
（めん蚊や代金覚）． 
7 月9 日． 差出：扇亀． 受取：〈ヤマにト〉サマ． 
1 通． 横切紙． 
白紙1 枚とも． 
1144-34 
記（代金勘定)． 
7月17日． 差出：いづミや喜兵衛． 受取：桑原亀太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
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1144-118 
記（御見せ借金等計算書）． 
第7月26日． 差出：小林己斗． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-107 
キ（莨代金）． 
7 月31 日． 差出：莨屋松太郎． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-95 
記（御弁当40 人分代金等勘定）． 
8 月3 日． 作成：桑原亀太郎．  
1 通． 横切継紙． 
1144-52 
記(三人様割合金）． 
8 月9 日． 差出：桑原亀太郎[朱印]． 受取：柳沢様． 
1 通． 横切紙． 
印文「信州〈ヤマに○〉 小諸 本町 扇亀」． 
1144-93 
記（生ふり等代金）． 
8 月10 日． 差出：桑原亀太郎． 受取：山室様． 
1 通． 横切紙． 
1137-45 
記（タテ代金書付）． 
8 月14 日． 差出：小島渡八． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 小切紙． 
1138-17 
記(薬代金）． 
8 月14 日． 差出：佐野． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-22 
記（茶漬，かじか代金）． 
8 月14 日． 差出：扇亀． 受取：相場様． 
1 通． 横切紙． 
1144-43 
記（薬価）． 
8 月14 日． 差出：木村． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-45 
き（着物仕立賃）． 
8 月16 日． 差出：〈ヤマにト〉． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-24 
記（切ツか，椎たけ代金）． 
8 月 20 日． 差出：大和屋五兵衛． 受取：扇屋亀太郎

様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-38 
記（白米等代金）． 
8 月 21 日． 差出：升屋文左衛門． 受取：桑原亀次(マ

マ)郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1137-43 
口上（芋・竹等代銀頂戴願たてまつりたきにつき）． 
8月29日． 差出：山本(ヵ)住恵． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 小切紙． 
1144-98 
記（品物代金）． 
8 月30 日． 差出：増田ふよ． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-7 
記（生たへ，鮭代金）． 
8 月31 日． 差出：大岩． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1138-26 
記（金1 円10 銭）． 
閏8 月． 差出：大井春迎． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 切継紙． 
1138-31-1 
記（金円，久保村笹沢佐五左衛門へ渡すにつき）． 
9 月21 日． 差出：扇屋亀太郎． 受取：花園助太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1137-44 
記（八月分の金額書付）． 
第 9 月 30 日． 差出：送間楼(ヵ)． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 小切紙． 
1144-84 
記（酒，柿等代金）． 
9 月30 日． 差出：増田ふよ． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-85 
記（酒，松茸代金）． 
9 月30 日． 差出：増田ふよ． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-111 
記（金2 円受取）． 
9 月30 日． 差出：増田ふよ． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-75 
記（はや代金等）． 
10 月 23 日． 差出：扇屋亀太郎． 受取：粕谷助太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-115(9) 
記(金90 銭受取）． 
10 月 29 日． 差出：冨岡仁助[朱印]． 受取：扇屋亀太

郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-104 
記（代金勘定）． 
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10 月31 日． 差出：増田ふよ． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-105 
記（酒，ぶどう代金等）． 
10 月31 日． 差出：増田ふよ． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1138-32-1 
記（送金受取）． 
11 月3 日． 差出：山本屋仲右衛門(印)． 受取：扇屋亀

太郎様方ニ而堀平治郎様． 
1 通． 横切紙． 
印文「信州 上田[海野(ヵ)]町 〈ヤマに中〉山本屋[仲(ヵ)]太郎」． 
1138-32-2 
記（惣〆米32 俵余）． 
12 月 31 日． 差出：大津屋徳太郎． 受取：扇屋亀太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1138-32-3 
記（つたやでんじ分等金銭）． 
11 月1 日． 差出：粉屋助太郎． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 小折紙． 
朱色罫紙片． 
1144-68-1 
（ふすま・障子の絵）． 
1 通． 横切紙． 
1144-68-2 
口上（金50 銭時借願）． 
11 月1 日． 作成：扇亀．  
1 通． 横切継紙． 
1144-116 
記（とうふ，あけ代金）． 
11 月8 日． 差出：池野定吉． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-2 
記（家屋敷代金渡し金）． 
11 月 22 日． 差出：藤原小左衛門． 受取：桑原亀太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1140-2～-55 まで巻かれて一括． 
1137-48 
送り状（瀬戸ものなど）． 
11 月30 日． 差出：上田山仲次(印)． 受取：小諸 扇屋

亀太郎様． 
1 通． 小切紙． 
1144-76 
記(品代金勘定）． 
11 月． 差出：増田好平． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-66-1 

口上（包琉久預り）． 
12 月4 日． 差出：扇亀[朱印]． 受取：大利様． 
1 通． 横美切継紙． 
印文「信州〈ヤマに○〉 小諸 本町 扇亀」． 
1144-66-2 
記（六人様わり合金）． 
12 月4 日． 差出：扇屋亀太郎． 受取：山本様． 
1 通． 横美切紙． 
1140-101 
記（○唐大くけ等代金）． 
第12月23日． 差出：川島常蔵． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-155 
記（薬代金，人参代）． 
12 月30 日． 差出：神津甫民． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-99 
記（盆前分勘定）． 
12 月31 日． 差出：若木や□之丞． 受取：扇屋亀太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1144-3 
記（反物等賣物代金勘定）． 
12 月31 日． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-6 
記（金円書上）． 
12 月31 日． 差出：増田ふよ． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
用紙黄色． 
1144-18 
記（木綿納戸反物代金）． 
12 月 31 日． 差出：大井忠三郎． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-28 
記（代金勘定)． 
12 月 31 日． 差出：丁子や安之丞． 受取：桑原亀太郎

様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-33 
記（代金勘定)． 
12 月31 日． 差出：堀井． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1140-81 
記（小麦代金受取）． 
12 月． 差出：車屋源吉． 受取：亀太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-110 
記（夜具・ふとん借用代金）． 
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第12 月． 差出：扇亀． 受取：矢ヶ崎半三郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-154 
記（木地ろ 1 組）． 
12 月． 差出：本田屋十三郎． 受取：扇屋亀太郎様． 
1 通． 横切紙． 
1144-115(7) 
記（代金勘定）． 
15 日． 差出：増田ふよ[朱印]． 受取：桑原亀太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
印文「信州 北佐久 小諸町 〈○に三〉増田」． 
1140-6 
記（とうふ代金，時がし等）． 
差出：和（泉屋）新（兵衛）． 受取：扇（屋）亀（太郎）様． 
1 通． 横切紙． 
1140-22 
記（営業税等入用書上，桑原亀太郎家）． 
1 通． 竪切紙． 
1144-123 
記（えり箱，絹糸代金）． 
差出：扇屋亀様． 受取：指方様． 
1 通． 横切紙． 
1359-12 
口上（6 月23 日御用立金5 円返金依頼）． 
差出：井出伊扇． 受取：桑原亀太郎様 当用． 
1 通． 横切紙． 

21.佐久郡山浦村 

113 
元文三年 戊午三月 山浦村御縄辻本古新写帳，(裏表

紙)持主 山浦瀬市(ヵ)． 
元文3 年3 月．  
1 冊． 堅半（四ツ目綴）． 
写．汚損・腐化． 

22.佐久郡上海瀬村 

1047 
取替申扱証文之事（余地村諏訪大明神社中神木伐倒し

朱印地境一件内済）． 
宝暦 12 壬午年正月． 作成：余地村神主友野長門，同

友野因幡，名主新五左衛門，与頭今右衛門[ほか3名]，

上海瀬村法泉寺，同村名主太郎左衛門，年寄九兵衛

[ほか4名]，小田切村扱人泉龍寺，高野町同桂霄寺，余

地村同自成寺，大日向村同七兵衛．  
1 通． 竪継紙． 

23.佐久郡大沢村 

550 
（佐久郡大沢村ないし第四大区一小区上申書・諸書類

留）． 

（明治4 年～明治22 年）．  
1 冊． 竪美（もと二ツ綴）． 
綴じ破損，一ツ目結び綴じ．前欠ヵ． 

24.佐久郡田ノ口村 

105 
寛永六巳年 九月五日 信州佐久郡田野口村明神領検

地帳 案内 弥五右衛門，同 神長，同 山宮 村上三右

衛門内 長尾太郎助，平井与九郎． 
寛永6己巳年9月5日；文化9壬申9月30日ニ写． 作

成：（写，持主 依田筑後）．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
原本破損のため作成された写． 
183 
文化五辰年 正月吉旦 御伝馬諸用扣，(裏表紙)信陽佐

久郡 田野口邨 森泉玄勉． 
文化5 年正月．  
1 冊． 横美半折（二ツ目結び綴じ）． 
1390-26 
建議（本社設立に関し）． 
明治 16 年 1 月． 差出：第七番社員 小林宗四郎(印)． 

受取：社長御中． 
1 通． 竪紙． 
1385(3) 
借用金之証（金25 円）． 
明治16年4月10日． 差出：田口村借用主高橋文之助

(朱印)． 受取：仝村平川利左衛門殿，長坂新蔵殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
1 銭印紙2 枚．押印抹消． 
1385(1) 
借用金証券（金50 円）． 
明治16年8月31日． 差出：借用主高橋文之助(朱印)． 

受取：南佐久郡田口村拡融社々長副御中． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
1385(2) 
借用金証券（金10 円）． 
明治16年9月12日． 差出：借用主高橋文之助(朱印)． 

受取：南佐久郡田口村拡融社々長副御中． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．押印抹消． 
1390-35 
証（貸金受取）． 
明治16年12月31日． 差出：南佐久郡田口村 拡融社

(印)． 受取：高橋文之助殿． 
1 通． 小切紙． 
1385(7) 
預り金証書（金20 円）． 
明治19年8月12日． 差出：南佐久郡田口村預主高橋

文之助(朱印)． 受取：仝郡仝村中條重蔵殿． 
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1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
破損．朱色罫紙．1 銭証券印紙2 枚． 
1385(5) 
預り金仮証書（金80 円）． 
明治19 年 12 月7 日． 差出：南佐久郡田口村預り人高

橋文之助(朱印)． 受取：仝郡仝村瀧澤健之助殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．押印抹消．裏面記号記載． 
1385(6) 
一時預り金証書（金30 円）． 
明治19年12月31日． 差出：田口村高橋文之助(朱印)． 

受取：仝郡瀧澤健之助殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．押印抹消． 
1385(8) 
預り金証書（金250 円）． 
明治20年1月25日． 差出：長野県南佐久郡田口村預

り主高橋文之助(朱印)，仝県仝郡仝村受人高橋吉蔵(印)． 

受取：仝県仝郡仝村住重浦羨成殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪美． 
赤色罫紙．1 銭証券印紙 1 枚（もと数枚あるも剥し取り）．押印抹

消． 
1390-25 
証（臼田村内田地券状2 枚預り）． 
明治20年9月． 差出：田口村高梁文之助(印)． 受取：

仝村 中條彦之丞殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．印紙あり． 
1390-34 
証（金利7 円受取）． 
明治 27 年 7 月 26 日． 差出：岩村田町佐久銀行(印)． 

受取：高橋文之助殿． 
1 通． 小切紙． 
1385(32) 
借用金証書（金100 円）． 
明治33年9月17日． 差出：南佐久郡田口村百九拾八

番地高橋大吉(朱印)． 受取：株式会社南佐久銀行御中． 
1 通（34 点のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．1 銭収入印紙（剥離注意）．押印抹消． 
1385(33) 
借用金証書（金300 円）． 
明治 34 年 3 月 8 日． 差出：南佐久郡田口村高橋大吉

(朱印)． 受取：田口信用貯蓄会社専務理事高橋晋次郎

殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪美折紙． 
朱色罫紙．押印抹消． 
1390-27 
保証書（肥料代金 13 円貸付，貸付希望者：南佐久郡田

口村常和大塚丑松）． 
明治 35 年 3 月． 差出：南佐久郡田口村百九拾八番地 

高橋大吉(朱印)[以下記載消失，前記朱印と別の朱印押

印]． 受取：佐久肥料合資会社業務担当社員 社長瀬

下宗助殿． 
1 通． 竪紙． 
印刷用紙へ書込み．1 銭印紙（破損）．紙面一部欠損（印刷・書

込みの文字が消失，痕跡のみ残存）．差出押印抹消． 
1385(34) 
借用金之証（金62 円50 銭）． 
明治37年7月28日． 差出：南佐久郡田口村百九拾八

番地借主高橋大吉(朱印)，仝郡仝村百九十五番地高橋

栄一(朱印)． 受取：内藤徳次郎殿発起無尽世話人佐々

木龍蔵殿． 
1 通（34 点のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．押印抹消．裏面斜めに「[ ][中]津村 [  ]喜六殿行 

田口村 高橋大吉」とあり，包紙として利用ヵ． 

25.佐久郡沓沢村大徳寺 

266-1 
乍恐口上書を御願申上候御事（写，根際郷へ寺一宇建

立許可および寺領申付願）． 
慶長元申年 12 月． 差出：佐久郡根際郷沼か尾願人繁

田庄左衛門． 受取：小室御会所様． 
1 通． 竪紙． 
後年の写． 
266-2 
定（写，寺領三十貫文の宛行）． 
慶長3 年2 月3 日． 差出：（仙石）秀久（花押）． 受取：

貞祥寺御隠居龍鶴和尚． 
1 通． 竪紙． 
白抜き字に透写し． 
266-3 
（写，御隠居寺としての荒屋敷進上につき）． 
元和8 年9 月2 日． 差出：山浦角左衛門（花押），片岡

彦左衛門（花押）． 受取：貞祥寺． 
1 通． 竪紙． 
266-4 
（信州佐久郡沓沢村天童山大徳寺境内に昔十二ヶ寺

あったことにつき報告）． 
差出：中村半兵衛． 受取：井上謙蔵． 
1 通． 横切紙． 
266-5 
（信州佐久郡沓沢村大徳寺五輪図面）． 
作成：信州佐久郡沓沢村大徳寺．  
1 通． 竪紙． 
包紙上ワ書「御除地墨付之写二通 并ニ五輪図面壱枚 信州佐

久郡沓沢村大徳寺」．ただし除地の墨付なし． 
266-6 
（秀久公御七男関一公等の法名，佐左衛門の写置いた

記録で確認できることにつき報告）． 
年12 月1 日．  
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1 通． 横切紙． 
端裏「別紙」，その下部に朱印． 
266-7 
定（写，隠居免三十貫文の宛行）． 
慶長3 年2 月3 日． 差出：（仙石）秀久（花押）． 受取：

貞祥寺御隠居龍鶴和尚． 
1 通． 竪紙． 
266-2 は，本史料を透写しヵ． 
266-8 
（大日本国信州佐久郡沓沢邑日向境天童山道樹林大徳

禅寺一十八世師観再建開基仙石秀久源侯之廟会につ

き）． 
弘化2年次乙巳5月6日． 作成：見住大徳禅寺十八世

師観敬疏．  
1 通． 竪紙． 
266-9 
[絵図]（大徳寺境内および周辺絵図）． 
1 舗． 54×75.7cm． 
絵図の東側端部分に貼紙があり，年貢高等が記載されている．

裏側貼紙「信州沓沢村大徳寺境内図」． 
266-10 
天保十二辛丑五月二十二日開基仙石候(ママ)江面偈録． 
天保 15 甲辰年． 差出：大徳寺現住師観． 受取：江戸

詰御楽譜方柘植惣左衛門． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
266-11 
信州佐久郡沓沢村大徳寺除地御水帳写 沓沢村． 
（天保3年）． 差出：沓沢村大徳寺・名主・年寄． 受取：

（御勘定所，関三ヶ寺録所カ）． 
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 
266-12 
大徳寺由来略記． 
（天保12）天保辛丑年． 作成：住持師観．  
1 冊． 竪美（四ツ目綴）． 
標題は題簽より． 
266-13 
大徳開基侯碑銘． 
天保12 辛丑年． 作成：見住師観 謹撰并書．  
1 冊． 竪美（四ツ目綴）． 
標題は題簽より． 

26.佐久郡平塚村 

233 
信州佐久郡平塚村村指出シ． 
元禄16 年．  
1 冊． 堅美（二ツ目ひねり綴）． 
綴もと四ツ目綴． 
192 
元治元子年 五月十六日より同廿二日迄 小田井・岩村

田 両宿出人馬平均差引帳 弐拾六ヶ村 助郷 惣代（臨

時御通行出人馬平均）． 
（元治元年）子5 月． 作成：惣代(印)．  
1 冊． 横長半（かぶせ綴）． 
綴目に押印（作成印に同印）．作成印は 192 差出中「甚四郎」印

に同じ． 
194 
元治元年 五月十六日同廿二日迄 小田井・岩村田 両

宿雇人馬入魂并諸雑用割賦帳 助郷 惣代． 
（元治元年）子5 月． 作成：惣代(印)．  
1 冊． 横長半（かぶせ綴）． 
綴目に押印（作成印に同印）．作成印は 192 差出中「甚四郎」印

に同じ． 
191 
元治元年 子十二月 両宿渡金并入魂割合帳 助郷 惣

代． 
（元治元）子12月． 作成：惣代 甚四郎(印)，佐太夫(印)，

庄左衛門(印)，吉平(印)，四郎左衛門(印)，七郎右衛門，

善弥，源右衛門(印)．  
1 冊． 横長半（かぶせ綴）． 
下部破損．綴目に押印（甚四郎印・庄左衛門印）． 
193 
元治元年 子十一月廿日より 臨時御通行両宿雇賃并

諸入用帳 助郷 惣代． 
（元治元年）子12 月． 作成：助郷 惣代 甚四郎(印)，佐

太夫(印)，源五右衛門(印)，吉平(印)，庄左衛門(印)，七

郎右衛門，四郎右衛門(印)，善弥．  
1 冊． 横長半（かぶせ綴）． 
綴目に印（作成3 名印に同）． 
195 
日光山御法会ニ付公卿様并ニ御警衛御役々様御通行

中 人馬雇賃入魂并諸入用割合帳 慶応元丑年八月 

助郷廿六ヶ村 惣代． 
（慶応元年）丑8 月． 作成：惣代 庄左衛門(印)，甚四郎

(印)，茂十郎(印)，佐太夫(印)，吉兵衛(印)，七郎右衛門．  
1 冊． 横長半（かぶせ綴）． 
綴目に押印（作成印に同印）． 
196 
慶応四辰四月 御親征御下向洗馬宿継立人馬御賄諸

入用割合帳 田野口・岩村田 出役 平塚村 小林甚四

郎扣． 
慶応4 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
238 
[農耕・通運社等牛馬取調帳]． 
明治10 年3 月． 作成：（北第五大区三小区）．  
[1 綴]． [竪半（一ツ綴）]． 
3 冊1 通合綴．2 ヶ所別に綴穴． 
238(3) 
農耕馬・通運社馬・中牛馬社馬 取調帳 北第五大区三

小区 市田邨北耕地． 



〔408〕  6.収集史料 8.諸原本  

明治10年3月14日． 差出：右（市田）村 用掛 高地源

左衛門(印)． 受取：三小区 正副戸長御中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
238(1) 
明治十年三月十六日 農耕馬・中牛馬社馬 取調帳 北

第五大区三小区 長土呂村． 
明治 10 年 3 月 16 日． 差出：北第五大区三小区 長土

呂村 用掛 神津勘兵衛(印)． 受取：三小区 正副戸長 

御中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
238(2) 
通運社馬取調帳 北第五大区三小区 佐久郡 塚原村． 
明治10 年3 月18 日． 差出：用掛 小林庄三郎(朱印)． 

受取：正副戸長 御中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
藍色罫紙・「長野県下 北第五大区三小区 塚原村」藍色罫紙．

虫損． 
238(4) 
中牛馬御届． 
明治10年3月日． 差出：北第五大区三小区市田村 用

掛 丸山領右衛門(印)． 受取：三小区 副戸長小林甚四

郎殿． 
1 通． 竪折紙． 
薄藍色罫紙． 

27.筑摩郡金井村 

101 
明治八年 第十一月 馬無尽仕法帳 第五大区七小区 

金井村 会主 鈴木長右衛門(印)． 
明治8 年第11 月． 作成：第五大区七ノ小区金井村 会

主 鈴木長右衛門(印)[ほか内世話人 5 名・村世話人 2

名・任長3 名・仝村副戸長2 名・戸長2 名・世話人1 名・

大渕村後見1 名・飯田村後見1 名各署名連印]．  
1 冊． 堅半（四ツ目綴）． 
表紙・裏表紙を加え和本様に装丁，もと二ツ綴で綴目に印（会

主印）． 

28.伊那郡中原新田村 

220 
文化十一戌年五月 帯無川水論済口 副戸長 唐沢仁

惣治扣． 
文化11 年5 月．  
1 冊． 竪半（かぶせ綴）． 
綴部ほか各所破損・汚損．写． 

 

 

8.諸原本 
 
 いま特定の極小の出所を想定しがたい，いわば孤本のような分を収めた．ただ，「代参」の小項目へ配した 2

点は，その内容から一連の資料と見られる． 

 
461 
宝暦拾三年 正月`より`十二月迄 未歳御厩諸色勘定

帳． 
（宝暦13 年）12 月；（奥書1）寛政4 子年5 月25 日；（奥

書 2）寛政 9 年巳 9 月 10 日． 差出：引請之内 瀧沢兵

助，当役 瀧沢武助(印)；（奥書1）大橋吉左衛門，当時引

受 野村長次(印)；（奥書 2）吉見津右衛門(印)，年番 船

越又右衛門；（奥書 3）当時引受 吉見津右衛門(印)，堀

良右衛門(印)． 受取：御会所；（奥書2）御勘定所． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
綴部印（瀧沢武助印）あり．紙背に耕地絵図あり，反古を使用ヵ． 
239 
安永五年 申十二月 祢津 殿様御借用金之内 書入并

ニ 壱判「引請」 借用分覚 落合弾蔵． 
安永5 年12 月．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
破損．表紙「」内は挿入． 
563 

天明四甲辰年 六月 諸士年数并先租改帳（上田藩家

中「被召出候年数并格式抔改」）． 
天明4 年6 月． 作成：改 安原右夫，三刀谷権兵衛．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
括り紐とも． 
547 
覚（写，信州中之条陣屋附郡中割一村限高帳）． 
寛政7卯年10月；（書写年代）文政3辰年． 作成：蓑笠

之助 中之条 御役所；入布施村 佐藤力弥写之 十五才．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
686 
熟談内済証文之事（新四郎より五左衛門への組頭役引

渡しについて右組合用介・源八外 4 人の申立てより差

縺れ双方難儀のため用介・源八外4 人組抜け年番名主

付とし五左衛門役儀前々通りとすることにつき）． 
文化9 年申10 月． 作成：年々年番名主付 用助，源八，

助右衛門，源三郎，伊兵衛，源吉，五左衛門組 新四郎，

源之丞；（奥書）名主重左衛門，組頭喜藤次，同平助，同
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新左衛門，同喜三郎，同甚左衛門，同庄左衛門，同三

左衛門，同五左衛門．  
1 通． 竪継紙． 
端裏上朱筆「文化九年十月 村役取縺」（後筆）． 
1198 
覚（浪人などに合力・止宿をさせない旨の触れ）． 
丑10 月4 日． 作成：柴村藤三郎．  
1 通． 竪美継紙． 
破損・汚損大，取扱注意． 
1172 
覚（諸国巡見につき達）． 
申 7 月． 差出：水野因幡守，大久保下野守，伊脇伊勢

守，水野伯耆守；（奥書）池田喜八郎． 受取：村々名主

中． 
1 通． 竪美継紙． 
1200 
覚（武州秩父郡南川村不法出入落着御届につき）． 
亥9 月． 作成：川崎平右衛門(印)．  
1 通． 竪美継紙． 
端裏「武州南川村六ヶ月以上不相済出入落着候届書 川崎平

右衛門」．端破損． 
1105 
覚（小松御林，浅間山麓請野由来書）(後欠)． 
1 通． 竪紙． 
もと竪継紙． 

517 
永続講 惣徳無尽仕法帳（永続取抜無尽仕法并掟，初

会割合之法）；(附)惣徳取抜無尽之法 壱口壱両掛之法

（初会～八番）． 
1 冊（附1 通とも）． 横長半（一ツ綴）． 
5～6 丁目間に横折紙1 通(附)． 
○代参 

518 
丁寛政九歳 巳二月吉日 伊勢代参帳；(附 1)（金銭書

付）；(附 2)[おぼへほか]（金銭書付）；(附 3)[覚ほか]（代

参人名，金銭等書付）． 
寛政9 年2 月．  
1 冊（附5 通とも）． 竪半（二ツ綴）． 
綴に結付けの横切紙1 通(附1)，4 丁目内に横美切紙2通(附2)

折りたたみ一括，12～13 丁目間に横切紙・切紙2 通(附3)． 
519 
文化二丑歳正月吉日 永代甲子代参帳 文化拾三丙子

正月改；(附1)覚（金銭ほか書上）；(附2)覚（人数惣〆）． 
文化2 年． 受取：(附1)文助様． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
綴結目に結付けの横切紙 1 通(附 1)，6～7 丁目間に横切紙 1

通(附2)． 

 

9.写本等 
 
17 
[家屋永代賣渡証文写帳]（浅草天王町西ヶ梅横町北之

角ほか）． 
（貞享5 年辰2 月19 日～弘化2 巳年4 月20 日）．  
1 冊． 堅半（かぶせ綴）． 
写本，表紙欠ヵ． 
502 
三拾二会涌溜金講仕法帳． 
文政12 年丑5 月1 日`より`始メ． 作成：会集 会津城下 

諏訪社 別当 一傳院[朱印]役僧(朱印)，月預世話人 油

屋清兵衛(印)[ほか 5 名連印]，金子預人 若松屋善右衛

門(印)[ほか 4 名連印]，役人 永山兵治右衛門(印)[ほか

2 名連印]．  
1 冊． 横長美（四ツ目綴）． 
もと二ツ綴の帳面へ別に表紙・裏表紙を付し改装，もと綴部に

押印．もとの表紙の標題や差出（月預世話人以下の印影とも）は

木板．会集「役人」の内に桑原忠八の名前あり，あるいは小諸桑

原家と関連ヵ． 
460 
御家中分限帳． 
天保2 辛卯年2 月28 日写之．  

1 冊． 横美半折（一ツ綴）． 
末尾「右古分限帳小旙直起ヨリ借ル」． 
1072 
安政七庚申桜田井伊大老 江戸風聞水戸風聞記 二冊． 
安政7 年．  
[2 冊]． [一括]． 
横半帳大に二つにたたまれ，「東京市日本橋区蠣売町一丁目

四番地古田製」橙色方眼紙片による紙縒り・附箋で括られてい

た．標題は同附箋記載より．2 冊とも複数の筆跡あり，あるいは

複数の記録をのちに編集・編綴ヵ． 
1072-1 
水戸表風説書． 
1 冊． 横長半（ひねり綴）． 
もと一ツ綴の綴穴あり．また原表紙欠ヵ． 
1072-2 
桜田記録． 
1 冊． 横長半（二ツ綴）． 
もと一ツ綴の綴穴あり．標題は端書後筆（朱筆）より． 
182 
甲陽御領主并御代官附（康平年中新羅義光より武田氏

まで領知概略に続き武田家滅亡後の領知者人名肩書
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等書上，慶応3 年まで）． 
（慶応3 年以後）．  
1 冊． 横美半折（一ツ綴）． 
写ヵ．康平年中は 1058～1065 年． 
483 
明治四年辛未六月頒行 官版 新貨條例 御用御書物

師 芝三番町 和泉屋市兵衛・日本橋通三丁目 須原屋

茂兵衛；(附)（新貨金札比較および旧銅貨品位新貨の換

算等定）． 
明治4 年6 月．  
1 冊（綴）． 竪半（ひねり綴，かぶせ綴）． 
附部分を仮綴．写本． 
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7.不明 
 

（サブフォンド記述） 

出所・作成： 不明． 

資料記号： 30H/7． 

年   代： 〔近世ヵ〕（-1871）5月～11月． 

物的状態： （数量）2件〔記述単位件数〕． 

範囲と内容： 

 これらの資料は，町田良一の収集によって伝存したものかもしれないが，既知の収集範囲から推して異質であ

る．本資料全体を受入れた時期に前後して，史料館では昭和28年（1953）に「出羽国村山郡山家村山口家文書」

（28D）を受入れ整理し昭和 33 年（1958）に『史料館所蔵史料目録』第 7 集を刊行している．その当時あるいは

同家文書から混入した可能性もあるが，詳細は不明であるため，ここへ配した． 

 

1135-1 
[書状]（別紙のとおり送籍証差送り下されたく）；(別紙)

（南村山郡山形香澄町矢野通義）． 
5 月19 日． 差出：曽根拝． 受取：山口御両所様． 
1 通（2 枚）． 横切紙． 
別紙は本紙奥に巻き込まれて一括． 
1360-3 
覚（当子御収納金50 両受取）． 
11 月 24 日． 差出：門前村 役場(印)． 受取：山家村 

三右衛門殿． 
1 通． 横美切継紙． 
差出押印印文（部分）「愛宕 門前」． 
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	○不明


	2.家計
	1.諸品通
	2.一般
	3.家普請

	3.諸願伺届書類
	1.一般
	2.銃猟願
	○鉄砲購入


	4.経営
	1.全体
	2.金銭勘定
	○金銀出入帳
	○

	3.年貢・租税ほか
	○山番費

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

	5.米穀商売ほか
	○穀市
	○筒井合資会社

	6.人参
	○売次目録・仕切書

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

	8.水車
	9.醸造
	10.雇人
	11.町田栄吉
	○籾借用


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

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

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

	6.諸請取・書付類
	1.全体
	2.町田家差出

	7.講・無尽
	1.伊勢講・甲子講
	○伊勢講
	○甲子講

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

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



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

	2.土地
	1.検地・石高改ほか
	2.質地売買
	3.駒寄川原開発

	3.年貢諸役
	○引方

	4.川・堤・池普請
	○川除御普請

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

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

	7.村役人
	○組頭退役


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

	3.戸籍区以後
	1.地租諸税
	2.戸籍事務
	○送籍
	○寄留

	3.徴兵下調
	4.土地
	○用水約定

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

	4.副戸長・村用掛
	1.地租諸税
	2.戸籍事務
	○送籍

	3.地券
	1.高反別代価取調帳
	2.入費
	3.一般

	4.地租改正
	5.村吏
	6.村費ほか

	5.戸長ほか公職
	1.戸長
	○依願免職

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

	6.十二新田割元
	1.普請
	○廻札
	○車屋

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

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

	3.勝手神社
	4.諸社建立・再建
	5.諸寄進・奉加
	○神宮

	6.村社祭典費共有金

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

	6.舟入用
	7.諸無尽
	8.猟師鉄砲

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

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

	10.諸請取・書付類
	11.書状類
	
	○山浦幸五郎宛




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

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



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

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

	3.町田良一収集筆写・謄写史料
	1.筆写史料
	2.謄写史料複製



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



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

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

	3.勢多郡鶴ヶ谷村
	4.甘楽郡漆萱村
	5.新田郡脇屋村正法寺

	3.下総国
	佐倉

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

	5.相模国
	鎌倉郡大船村

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	8.諸原本
	
	○代参


	9.写本等


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