
21．家〆8瓢ノ5．（その他）

証（位兵部へ寄贈井従軍者家族扶助金として寄付金領 明治27年9月 横切紙・1通 4730－5

収）津山村長代理助役長井仁助（印）→山口三右衛門殿

証（尚武会会費等寄付金領収）津山村長山口三右衛門代理 明治27年10月 横切紙・1通 4730－4

助役長井仁助（印）→山口三右衛門殿

「三薬願　意業つのり…」 （子4月7日） 小切紙・1通 5281－37

（書名書上、「帰命本願抄」「父子相迎」等） 午2月20日 横切紙・1通 5281－34

午年玉（年玉渡し金覚） 午 横切紙・1通 5047－3

容躰書（病人血疾毒の状態に付）（天童）高橋正渓清（花押） 2月9日 横切継紙・1通 5423・3

→庄兵衛殿（山口三右衛門様）封紙入。

（仁右衛門方へ遣わしの品書上） 4月21日 横切紙・1通 4735－14

覚（買物代金書上）庄助→山家御惣代様虫損。 横切紙・1通 4735－15

［書状］（明後日草餅をするので御子息同道お出で下さ 4月 横折紙・1通 5256

るよう）　高橋誰→何野誰様

（矢野目より玉市綿一本の配分） 9月20日 横切継紙・1通 4775－38

口上（医書により酒を禁ずる旨に付）　桂甫→山晋様 18日 横切紙・1通 4775－17

［書状］（貴躰之眼疾にたいし丸薬処方差上の件）順貞 神無月4日 横切継紙・1通 5846

→山口三右衛門様

春大豆ノしけとうふ（豆腐作りのレシピ） 横切紙・1通 5261

（名前札「山家　山口宣弘」）雲母刷り。 小切紙・1通 5489

武家方奉公人井又もの者諸国人数之内除き候事（諸国 横長半・1冊 5560

人数総計書上）

神仙寿命酒（製法と薬の由緒）太田氏 横切継紙・1通 5957－2

（俵数計算覚） 横切紙・1通 5703
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22離ハ．（山家村山ロ家文書雑）

22雑
　1．（山家村山口家文書雑）

　数量（件数）：11

　　山口家文書ではあるが、文書の性質をまったく判別できない文書をここに入れた。

［くくり紐］4776・1～74を一括。 ひも・1本 4776－75

［断簡］（年賦売渡に付覚）　前・後欠。 断簡（冊）・1通 4885

「カリシテハロ　■中陣ス　生コス…」罫紙使用。 小切紙・1通 5281－43

（明日、丈夫な人足を遣わし下されたき旨書付） 横切紙・1通 5281－59

（絹の三角巾）　ミシン縫い 三角巾・1点 5349

（整理札、「山口家文書未整理分」） （昭和） 針金付札・1通
一5350

［くくり紐］［紙札］（「山口家文書雑綴」と記す）　くくり ひも・札・1枚・1 5443

紐は、5443～5649迄を括っていた。 本

大叶烈々（第壱号から第五十四号までの日付） 横長美・1冊 5533

（月雪、「山口家文書雑綴」紙張）　麻紐は5651～5706をく 級・紙札・2点 5651

くっていたもの。

［付箋］（義左衛門関係） 小切紙・2通 6097

［くくり紐］ ひも・1点 61・疎D

2．（混入分）

数量（件数）：38

　山家村山口番文書ではない文書が山口家文書の中に混入していた。当館所蔵文書の一部であり、目

録（その1）の史料整理・編成作業中に混入したものと考えられる。

［書状］（口銭割合につき伺の件）縫殿（松木源八）→八田喜 6月26日 横切紙・1通 6137

兵衛殿 ●

八軒前伝吉取（ほ・ち引か井道さらひ人足入用等書上） 丑7月8日 横長美・1冊 5530

孫市→半左衛門様　尾張国中埜半左衛門家文書の混入力。

三年納米（小作米書上他）　（尾州成岩竹内）佐次右衛門→半 寅ノ10月25日 横長美・1冊 5532

田中三半左衛門様　尾張国中埜半左衛門家文書の混入力。

覚（小作地上り納高、他）　乙川村組頭藤右衛門（印）→下半 卯極月 横長美・1冊 5525

田村新兵衛殿　尾張国中心半左衛門家文書の混入力。

（ほ・ち引かへ・浜山止金等書上）乙川孫市→半田 辰7月15日 横長美・1冊 5531

中の半左衛門様　尾張必中埜半左衛門家文書の混入力。

座作徳金・金利足曲輪入用覚　乙川孫市→中の半左衛門 辰12月 横長美・i冊 5528

様　尾張下中埜半左衛門家文書の混入力。

巳二月三軒前ほ・ち引かへ入用　乙川孫市→下高村中野 巳7月15日 横長美・1冊 5529

半左衛門様　尾張国事月半左衛門家文書の混入力。

（小作地掟米高腰年勘定）　乙川孫市→中野半左衛門様 午 横長美・1冊 5527

尾張西中丁半左衛門家文書の混入力。

新兵衛名前分（小作地掟米寸寸）孫市→中の半左衛門様 申2月 横長美・1冊 5522

尾張国中埜半左衛門家文書の混入力。

（八軒前ほち三つむね直し入用・水徳金受取覚）　尾張 酉極月 横長美・1冊 5526

国中埜半左衛門家文書の混入力。

二七月水徳金覚（集金高）　乙孫市→中野半左衛門様尾 戌7月15日 横折紙・1通 5524

国国中埜半左衛門家文書の混入力。
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22雑／2．〈混入分）

戌極月出入勘定（水徳寄金他）　乙孫市→中野半左衛門様

　　尾張国中埜半左衛門家文書の混入力。

（村方取米・未進・井領米等覚）　尾張心中累累左衛門家嫡

　書の混入。

覚（乙川村小作地取立米高勘定）　尾張国中埜半左衛門家文

　書の混入力。

請（積金拝借利足等請取／納入同等に付）上ミセ西山右
　一（印）（朱印）→崎村小倉兵作様　伊勢国多気郡斎宮村母家文書

　の可能性。

覚（二会目御掛金請取）　田丸金元（印）→小倉和市殿伊勢

　国多気郡斎宮村乾家文書の可能性。

［書状］（御立用御利下ヶ金を文吾殿へ相渡した旨）

　柳吉→芳輔様　伊勢国多気郡斎宮気乾家文書の可能性。

日誌（飯田氏・倉林氏との問答書留、倉林氏所有の金
　庫・檜板槻木に関する件）55731と2は綴。

［触書］（前記、みだりに公事出入・三筋等を起さぬよ
　う、穏やかに小前を治めるべき旨）郡代所→大麻生村
　（印）、永田村（印）、用弓村両組（印）、今泉村（印）、後榛沢村

　（印）、栗崎村両組（印）、沼和田村（印）、都嶋村（印）、鵜森村

　（印）、駒衣村（印）、廣木村（印）、秋山村（印）、藤谷淵村（印）、

　右村々名主　武蔵国古沢家文書の一部力。

［書状］（杉浦伝左衛門様御冠の百五拾郎（ママ）村割に

　付）　甲賀・志嶋庄や→畔名村名田村御庄屋衆中様　志摩国名

　田村文書の一部力。

乍恐山書付御歎願二丁上候（池名村地内掘割御普請潰
　地代米上納猶予願下書、略絵図綴）志摩国名田村文書
　の一部力。

借用申金子之事（追送金に差詰り）横谷［　　　］元こ〕

　→長野金主和［　］　虫損（閲覧不可）。

為高金井下物覚（江戸買物代金下等）　山口家文書ではな

　い。

（郡割・組割等金子受取）　増田専蔵（印）→庄屋中

（幕府役人役職任免・殿中真心・褒美拝領に付日記、

　3月19日目晦日）

萬受払（旅中小遣）栗灰ヵ　山口家文書ではないと思われ

　る。

（誓書・証明書下書）

（藤代宿田畑売買取金見合利益之歩合書上）相馬郡藤代
　村→柴原印旛県権県令殿　ほぼ同内容の文書2通。

宝瞳寺分正米納（山家村分、他①江戸城殿中二二渡日
　記、②酒田より秋田まで旅中小遣控、綴）後半は山
　王家文書ではない（混入）。

御尋申上篇口上（年頭欠席の件に付）　何村山何ノ誰→塩

　谷専蔵殿

［書状］（風雨による諸損耗に付取調べ、古里村留井三

　郎右衛門手前まで指出すべき旨）組にて→庄屋中

細川幅諸士江之諭書（写、公辺より浦賀防禦仰せ付け
　られるに付）　団右（写）→周蔵殿

（塩魚印地田畑反別寄、山口三右衛門諸上通、山家村
　割合米覚、御築地内御固く京都御所警護諸大名分担
　〉、江戸城殿中被平町日記、一群）後半は山口家文書

戌極月大晦日

申11月25日

亥12月

6月12日

明治

酉5月15日

9月23日

文政5年11月

嘉永4年9月

安政2年7月

（幕末）

明治6年正月

明治

（明治）

（子12月）

卯12月

7月．22日

11月27日
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横長美・1冊

横長美・1冊

【横長美・1冊

横切紙・1通

横切紙・1通

横切継紙・1通

竪半（綴｝・1冊

｝横切継紙・1通

1

i
l横切継紙・1通

i
｝竪紙（綴）・1綴

竪紙・1通

町半半・1冊

横切紙・1通

横長半・1冊

横三分一帳・1冊

竪半（綴）・1冊

竪紙・2通

綴・1綴

小切紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

綴・1綴

5523

5520

5534

4908

4896

4907

5572－1

5982

4905

4914

4920

6036

4904

5285

6035

5572－2

5801

4693

4918－1

4917

4910

4691



22．雑／2．（混入分）

ではない（混入）。

（田中村山字書、九郎左衛門持山等） 横切継紙・1通 4909

宗門送案書（包紙、西組幸内妬いま下書）　自和田殿村 包紙・1通 4911

（岩蔵他2名金額書上） 小切紙・1通 4918－2

（土鍋村会所・原村割当金銭書上）羽尾村・刀石村・三山 横長美・1冊 5519

村力

i道中小遣銭等覚、上州長野原より武州細井までの道
｝横長美．1冊

5521

中）
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23遡加

標題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

23．追加

　数量（件数）：0
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24．書状ハ．山ロ家宛書状／1．山ロ家ノ1．山ロ唇十邨・弁之動・千代松

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

24書状

1．山口家宛書状

　1．山口家

1．山雨三十郎・弁之助・『P代松

　数量（件数）：56

　　晋十郎は三右衛門（田畑）の弟、弁之助・千代松は山口三右衛門の子供たちである。弁之助はのち、

　三右衛門を名乗る。千代松はのちに格之助と名乗り、本寿院栄諄の娘を妻にもらっている。文久元年

　当時、三右衛門62歳、晋十郎51歳、弁之助39歳、千代吉（格之助）36歳であった。

　　三右衛門より晋十郎・弁之助・千代松宛の書状が文政～弘化期を中心に残り、嘉永期以後の書状が

　あまり見られないのは、三右衛門が病気のため、安政期になると活動を縮小していることによるとこ

　ろが大きい。

［書状］（千代松帰宅の件／折手本・封タナ買い求め下
　されたき旨）　内千代松→江戸二而　山口三右衛門様

［書状］（折手本御下しの礼／文選字引御求め下された
　き旨）　（千代松）

［書状］（今般山形御領分渡に付、漆門役証言方の件／
　他）　山家晋＋郎→山口三右衛門黒虫損。

［書状］（初納金後れの件／山形渡四ヶ村一条／他）東

　根二而晋十郎→山口三右衛門様

［書状］（岩根沢御院主へ貴公様より金子御貸し下され
　たき旨／郡中備金井西丸炎上冥加金、長谷川岱助と
　三右衛門にて勝手侭にしているとの風聞の件／右金
　子吉返金受け帰国下さるよう／他）弁之助、晋＋郎、

　貞治→山口三右衛門様　前欠。4880と関係ヵ

［書状］（前山、山形領引渡四ヶ村除外の件／為登金の
　件／他）　晋＋郎→山口三右衛門様虫損欄覧不可）。

［書状］（万両植木鉢道中にて破損の旨／山家村他3ヶ村
　天童領高畑と替地風評に付／他）　（山家）晋＋郎、弁之
　助→（御在府）山口三右衛門様　封筒入。5943－7－1に挟み込まれ

　ていた文書。

［書状］（刀2門外差上／四ヶ一条／印肉御調依頼／他）
　　（羽州山家村）晋十郎→（浅草御蔵前越前屋平兵衛様御止宿）

　山口三右衛門別封馬入。

［書状］（初納金為替金の件／四ヶ村寄合の件／天童御
領分御用金の件／四ヶ村一条に付殿様・元〆様へ加
筆願／他）　（羽州山家村）晋＋郎→（御在府）山口三右衛門様

　封紙入。

［書状］（当年も昨年同様旱魑／三四郎再勤難しき件／
　山形国替城引渡／湯呑所理助無事着／他）晋＋郎、
　弁之助→山口三右衛門様

［書状］（奉行所へ駆込訴の件／麦作／紅花／長崎伝四
郎家内弁吉一作不和一件／天童領割替の風評の件／

　他）　晋＋郎→山口三右衛門様別紙1通あり。

［書状］（山口村狐原三組進退・入会の争論に付／大貫
　様御心町筋の件／他）　晋＋郎、弁之助（山家宅占）→山口

　三右衛門様

［書状］（当御廻米江戸納貴君引受の件／長谷川様と郡

＜文政10＞亥正月12日

＜文政10＞亥3月

10月2日

10月24日

10月28日

11月2日

11月22日

11月16日

11月24日

＜弘化3＞閏5月12日

＜弘化3＞閏5月26日

＜弘化3＞（午）11月15
日

（巳）3月2日

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

4766－5

4766－6

6043

6048

4882

6050

5943。7－2

6056。3

6056－8

5081

5101

5943・7－1

横切撫1通ド謝
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24．書状バ．山ロ家宛書状／1．山ロ家ノ1．山ロ晋十郎・弁之助・千代松

中金子差引きの件／旦那方出府饅別内訳／他）晋＋
郎→（江戸浅草御蔵前越前屋御止宿）山口三右衛門様　封紙入。

4850・2同封。

［書状］（去月桑原様お下り、買血の儀歎願の件／三右 （午）12月2日 横切継紙・1通 5945－2

衛門帰郷願／『白川夜話』御調願／山口村一件／報恩
講／他）　晋＋郎→山ロ三右衛門様

［書状］（耕地面割・黒豆（旱魑）の件／舟町孫市江戸出 6月6日　　　　　’ 横切継紙・1通 5857

立の件／他）晋＋郎→山内三右衛門協動欠。

［書状］（大貫様心願一条御沙汰の件／紅花売捌状況に 6月24日 横切継紙・1通 5867

付／田方豊作の件／他）晋＋郎、弁之助→山口三右衛門
様

［書状］（皆済金浜延願の件／水晶山一件にて毘野氏等 （巳）6月26日 横切継紙・1通 4776－69

出府の件／赤湯菓子屋売り広めの茶の件／他）晋＋
郎→山口三右衛門様　虫損（閲覧不可）。

［書状］（水晶山一件／廻米船着船の件／荻野戸村にて 7月21日 横切継紙・1通 5877

芝居興行の件／内願一条／他）　晋＋郎、弁之助→山口

三右衛門様　　別啓1通あり。

［書状］（去巳物成・廻米・二代不都合の件く大貫一条 4月21日 横切継紙・1通

〉／当御廻米の件／宝瞳寺貸金の儀当惑、御院主へ i
精々申上下され度／長崎伝四郎借入金片付のため若
ｼへ借金申入の件／他）晋＋郎→山口三右衛門様

1

［書状］（斜脚廻米御蔵納、郡中より頼により三右衛門 4月27日 横切継紙・1通 4776－58

取計の件／両公（若木・山口）出府に関する風評の件

／長谷川仙助へ饒別の儀／他）晋＋郎、勝五郎→山口
三右衛門様　前世。包紙あり（別文書の封紙）。虫損（閲覧不

可）。

［書状］（年貢上納皆済金日延の件／水晶山一件取扱に 7月朔日 横切継紙・1通 4776－65

て宝瞳寺代官出府の旨／尾花沢・寒河江にて芝居興
行に付取締の件／他）晋＋郎、弁之助→山口三右衛門様

［書状］（当年作柄悪く、夫食の外余米なき旨／内願一 8月29日 横切継紙・1通 4776．71

条／水晶山一件取扱のため定右衛門出府の件／東根
郡中村々破免願出の件／他）　晋＋郎→山口三右衛門様

虫唾（閲覧不可）。 1

［書状］（村山郡大凶作の旨／反物類調え物依頼）

　助→御選父様

［書状］（三右衛門帰国の件／御検見の件／貝塚様注文
　の大豆の件／村山郡作況／他）　弁之助→山口三右衛門

　様

［書状］（水晶山一件に付／馬喰伜出府の件／検見の件
　／他）　晋＋郎→山口三右衛門様

［書状］（田方仮免状頂戴／仮免状写／内蔵助一件／他）

　　晋十郎、弁之助→山口三右衛門様　虫損。

［書状］（新町村一件、前田親司着次第帰国下されたき
　旨／当三石代直下に付／他）　晋＋郎、弁之助→山口三

　右衛門様　前欠。虫損。

［書状］（殿様一件成就の件）　山口愚弟→江府先御両兄様

［書状］（猪野沢・観音寺等より金子返金催促を受けた
　旨（長谷川関係）／岩根沢法印帰国の件／他）　晋＋

　郎、弁之助→山口三右衛門様

［書状］（天童最寄替風評の件／大貫様御内願筋の件／

　小路善行寺にて修学中の麻布光照寺二男に帰召する
　ようにとの書状の件／他）　（羽州山家村）晋＋郎、弁之助
　→（江戸浅草御蔵前瓦町越前屋平兵衛様御止宿）山口三右衛門様

弁之19月5日
　　1

9月21日

10月2日朝

10月5日

「11月22日

11月25日

12月22日

12月12日

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

4776－70

4776－52

5861

5868

5859

6056－13－4

5851

6076－2
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24書状／t山ロ家宛書状／t山ロ家／1．山口晋十郎・弁之助・千代松

封紙入。

［書状］（山口狐原一件御吟味の件／五ヶ村一条、御院 12月22日 横切継紙・1通 6076－1

主様を通じ重役より内聞の件／中野目へ金子催促の
件／三右衛門江戸出立の件／他）　（羽州山家村）晋＋
郎、弁之助→（江戸浅草御蔵前瓦町越前屋平兵衛様御止宿）山口

三右衛門様　封紙入。別紙2通（1通は12月28日付）あり。6076・

1～4までこより紐一括（こより同封）。

［書状］（開運寺へ貸金返済滞につき、若松より融通の百 正月2日 横切継紙・1通 4776－12

両弁金の件／借用金の調書写／他）晋＋郎→山二三右
‘，

衛門様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「m書状］（宝瞳寺へ貸金、’若松へ返済の件／山家村定番 2月13日 横切継紙・1通 4776－47

交代／笙の金具の件／他）弁之助→山口三右衛門様前
欠。四隅。

［書状］（中野目掛倒次郎は金子用達兼ねる旨／与三郎 2月22日 横切継紙・1通 4776－8

死去／他）晋＋郎、弁之助→山口三右衛門様前欠。

（年貢上納不足分新穀御廻米仰せ付け願書下書）虫損 竪紙・1通 4776－57

層（閲覧不可）。

（注文物書上、椎茸・元結他）　晋＋郎→山三様 戌10月25日 横切継紙・1通 5114－4

［書状］（祖父の年忌法会と婚礼につき帰郷願）晋＋郎→ 正月24日 横切継紙・1通 5381

コ口三右衛門様　別紙一枚あり。封紙入。

［書状］（水野山山形所論二藍会津専福寺様一目論見の 正月25日 横切継紙・1通 5077

旨／東派く小路善行寺〉大混雑一件、13ヶ寺替派の
企てに付／他）　晋＋郎→山口三右衛門様専門寺は浄土真

宗本願寺派。会津若松市。

［書状］（会津専門寺出府の件（東派転派の騒）／宝瞳寺 2月2日 横切継紙・1通 5079

一件／先年久留様より頂戴の茶の件／他）晋＋郎、
弁之助→山口三右衛門様

［書状］（中ノ目へ用達の義才覚出来兼ねる旨）（羽州）晋 3月7日 横切継紙・1通 5076

十郎→（御在府）山口三右衛門様　封筒入。

［書状］（廻米酒田買替米不叶の旨／三四郎一件に付／ 4月2日 横切継紙・1通 5412

他）　晋＋郎→山口三右衛門様

［書状］（買上米代金不足の件／長太郎南部馬買受の件 4月28日 横切継紙・1通 6078

／他）　晋＋郎→三右衛門様

［書状］（御廻米・江戸買納の件／丸印一条の件／他） 5月2日 横切継紙・1通 5879

晋十郎→山ロ三右衛門様　前欠。

［書状］（江戸着届聞済の旨）　（在府）弁之助→（羽州山家）山 6月12日 横切継紙・1通 5903「

口三右衛門様　封紙入（虫損閲覧不可）。

［書状］（如来様給仕の事／兄松治郎事／代官山替りの 6月22日 横切継紙・1通 6135

件／他）　千代松→山口三右衛門様

［書状］（中野目金子の儀／他）　（山家6）晋＋郎→山三様（御 6月26日 横切継紙・1通 5858

在府山口三右衛門様）封筒入り。

［書状］（延着にて江戸着の件／道中にてかくらんの件） 7月6日 横切継紙・1通 5898

　　（江戸馬喰町占）弁之助→（羽州山家村）山口三右衛門様　封紙

　入。

［書状］（貝塚様他へ見舞の件／築地御坊所へ参詣、真
光寺様へ面会の件／他）　（馬喰町四丁目6）弁之助→山口

　三右衛門様皆々様へ　封紙入。

［書状］（田方豊作の件／丸印一条の件／支配御割替の
件／検見廻村の件／他）　（東根宿二陣）晋＋郎→山口三右

　衛門様　虫損。

［書状］（金田上げ／兵助杣出府諸入用の件／江川藤蔵

7月9日

8月2日

8月8日

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

5899

5866

4746
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24書状／1．山ロ家宛書状バ．山ロ家／1．山口晋十郎・弁之助・千代松

方駒売買代金の件／他）晋＋郎→江戸浅草瓦町越前屋平

兵衛様御旅宿山口三右衛門様　追啓1通あり。封紙糊付。

［書状］（宝瞳寺門古金一条／国元時候／長崎伝四郎始 8月12日 横切継紙・1通 5078

末／他）晋＋郎→山口三右衛門様前欠。虫損。

［書状］（重く寿院〉当住方へ祝儀の件／秋葉重蔵買入 8月22日 横切継紙・1通 5115

駒差立の件／田畑作況／他）晋＋郎→山口三右衛門様

［書状］（丸印御勘定申請、御持参下されたく／小路院 12月7日 横切継紙・1通 4876

主様明年出国の件／当地金子不融通の旨／他）　晋＋
郎、弁之助→山口三右衛門様　二二。

［書状］（村方干花売払の件／観音寺権蔵貸金の件／築 三月9日 横切継紙・1通 5875

地御坊御頼金の件／他）弁之助→山口三右衛門様虫
損。

［書状］（半次郎と同道にて出府の勘四郎帰国の旨）晋 14日 横切継紙・1通 5911

十郎→山三様

［書状］（折手本御調くだされたき旨）山家村千代松→江 横切継紙・1通 4768－3

戸山口三右衛門様

2．高橋佐五兵衛

　数量（件数）：29

　　宗門人別帳によると、佐五兵衛家は持高19石2斗3升3合（文久元年）で、山家村でも上層に属する家

　である。

　　高橋佐五兵衛は、山口家の執事のような役目を果たしていた。　「山家内より」と書状の差出に書か

　れているのは、山口家を預かる佐五兵衛の立場を物語るものであると考えられる。

［書状］（矢野寒村金十郎妻急死の件／幸助為登の件／ ＜文政10＞2月2日 横切継紙・1通 4763・5

代官田口様御場所替の件／他）内6佐五兵衛→江戸
二十山口三右衛門様　　別紙「内用」1通あり。

［書状］（若松一件取扱破談に付山寺へ押付願書の件／ ＜文政10＞3月14日 横切継紙・1通 4763－6

斎藤様等御役人様へ添心を仰ぎ下さるよう／観音境
内にて松脂掻き取の事件に付／他）内右佐五兵衛→
江戸二而山口三右衛門様

［書状］（若松一件内済破談の件／御廻米河岸出の件／ ＜文政10＞（亥）3月21 横切継紙・1通 4763－3

御使僧様仙台より御用金申し付けられるに付／松脂． 日

山の件／夫米石代願の儀／他）　内6佐五兵衛→江戸
二而山口三右衛門様

［別啓内用書状］（与左衛門妻となるはずだった「じゅ ＜文政10＞3月21日 横切継紙・1通 4763．7

ん」病死の件／上山ロー件／伊四郎入用金の件／他）
佐五兵衛→山口親二様

［書状］（若松一件長逗留心配の件／仙台御使僧より善 ＜文政10＞亥3月28日 横切継紙・1通 4763－2

行寺へ更に金融通依頼のこと／御廻米河岸出の件／
衣類送付／他）　内6佐五兵衛→江戸二三山口三右衛門様

［書状］（御廻米河岸出の件／若松一件／若松一件に付 ＜文政10＞4月12日 横切継紙・1通 4763－4

村寄合にて相談の旨／東根惣代御袋様病死の件／
他）　内6佐五兵衛→江戸二二山口三右衛門様

［書状］（庄兵衛死去／小路御寺相続のため上山奥山玄 ＜文政10＞亥4月21日 横切継紙・1通 4763－1

育法円寺旦家無尽の件／若松謬論一件／他）　内右
佐五兵衛→江戸二二山口三右衛門様　三二1回忌り。

［書状］（夫米・石代願書差上の件／長崎御婚礼の件／ ＜文政10＞5月18日 横切継紙・1通 4764－2

やね二二三文しまい所の件／山寺三組名主、祭礼白
張人足のことで東根来訪の件／他）内6佐五兵衛→江
戸御出張先二千山口三右衛門様　別幅1通、別紙「覚」1通あり。

一152一



隻

24．書状！1．山ロ家宛書状／t山ロ家ノ2．高橋佐五兵衛

［書状］（若松一件、三四郎下り、物語様子承るに付／ ＜文政10＞閏6月10日 横切継紙・1通 4768－5

花染反物調の件／惣吉親子にかかる金銭出入の件／
入用金村方割賦の件／他）　内右佐五兵衛→江戸二二山口

三右衛門様　「四幅内用」1通あり。

［書状］（．鼻紙入等送付／落合之御話晶晶花買受に光来 ＜文政10＞閏6月11日 横切継紙・1通 4768－2

の件／他）　内憂佐五兵衛→江戸二二山口三右衛門様

［書状］（若松一件、萱野屋敷売買のこと／村寄合にて 5月6日 横切継紙・1通 4760

金子才覚の件／屋三山境内漆かきの件／二野証拠書
類の件ノ他）　内右佐五兵衛→江戸二而山口三右衛門様

［書状］（若松一件、若松衆山家村一村ではなき心得に 11月28日 横切継紙・1通 4769－2

付／自讃講済みの件／若松一件関係諸書物取調べ、
差上げの旨／差紙にて伊四郎出府の件／他）　山家村
内三佐軍兵衛ら御出府御用先二三山口三右衛門様

［書状］（諸書物差上／若松一件本主へ御書御下しくだ 12月20日 横切継紙・1通 4769－8

されたく／一件今度の掛合にて済すよう賢慮願／
他）　内6佐五兵衛→江戸二下山口三右衛門様

［書状］（小鴨送付の件／徳蔵無尽の件／郷蔵籾取立の 12月22B 横切継紙・1通 4769－4

件／他）　佐五兵衛→山口三右衛門様

［書状］（籾摺立代金の件／家内等の様子に付／小林旦 （子）7月17日 横切継紙・1通 6125

那様遠州引越／年貢米上納の件／他）佐五兵衛、千代
松→山口三右衛門様

［書状］（御普請役様東根着の旨／年貢米納不足の件／ 7月20日 横切継紙・1通 6116－1

弥之助惣助発起無尽の件／干花売買の件／他）　（羽
州最上）佐五兵衛、千代松→（江戸浅草瓦町越前屋平兵衛止宿山

口）三右衛門様　封紙入。6116－2・3同封。

（弥之助・惣助発起無尽調書） （子7月7日） 横切継紙・1通 6116－2

r
［書状］（一一件御町の件／上ノ山無尽の件／長崎御定妻 5月2日 横切継紙・1通 6015

婚礼の件／他）羽州山家村内6佐五兵衛→江戸二期山口三

右衛門様

別幅内用（村方へ金子為登面様御申付の件／他）（佐五 5月2日 横切継紙・1通 6016

兵衛）6015の別紙ヵ。

［書状］（田畑作方／村方無尽の状況／訴訟入用金の件 7月4日 横切継紙・1通 5044－1

／他）．内記佐五兵衛→江戸二而山口三右衛門様袖幅内用
1通あり。包紙入（5044・1～3まで）。

［書状］（右一件二付糺なく心配／干花払方型付／無尽 7月10日 横切継紙・1通 5371．3

方引取人二付／他）　山部内右佐五兵衛→江戸二而山口三 （2枚）

右衛門様　別啓あり。

［書状］（若松一件／御場所替御引渡し済の旨／七兵衛 3月2日 横切継紙・1通 4769－1

へ金催促の件／上山ロー一件／晶晶親父帰宅の件／
他）　羽州山家村内δ佐五兵衛→江戸二而山口三右衛門様

4769・1～10こより一括。

［別心内用］（金差上／文蔵娘ら病死の件）佐五兵衛→山 正月20日 横切継紙・1通 4769－3

三様

［書状］（若松一件／御場所替の件／当春山家村御廻米 （亥）正月11日 横切継紙・1通 4769－5　．

の件／京都善智識様遷化の件／入用金匠登せの件／
他）　内6佐五兵衛→江戸二而山口三右衛門様「別言内用」

1通あり。

［書状］（若松一件、為登霞用金・為登人人選の件／一 正月20日 横切継紙・1通 4769－6－1

件伐木場所・殺害事件の事訳申答えの件に付／他）
（山家村内占）佐五兵衛→（江戸二二）山口三右衛門様　4769｛ト

2・3が巻込まれてあり。

［書状］（出版村山駐米値段／原崎無尽／他）佐五兵衛→ 11月18日 横切継紙・1通 4769－7
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24．書状／1，山ロ家宛書状／1．山ロ家／2．高橋佐五兵衛

山口三右衛門様

［書状］（夫米石代願、差紙に付／郷蔵方勘定の件／無 （戌）11月9日 横切継紙・1通 4769－9

宿・長脇差の者取締に関する幕府触についての廻状
／他）　内右佐五兵衛→御出府御用先二而山口三右衛門様

［書状］（若松一件内済の内容詳細／村寄合にて諸事相 3月9日 横切継紙・1通 4769－10

談の件、小走・定番役退役の件／小林公へ宜しく頼
む旨／他）　内δ佐五兵衛→江戸御出張先二而山口三右衛門

様　「別啓」1通あり。

口上（五人頭与六宮崎へは差控の件／明日佐五兵衛東 11月11日 横切継紙・1通 6012

根へ出張の件／他）内δ佐五兵衛→宮崎二而三右衛門様

2．山家村

1。山家村村役人

数量（件数）　5

［書状］（村方博通取締の件／金子才覚、さし為登せの 文政10年正月13日 横切継紙・1通 4754－9

件）五人畠中→山口三右衛門様、山口甚右衛門様、土屋文蔵

@様

m書状］（御見舞）庄兵衛、三四郎、五人頭中→（江戸浅草伊勢 （文政10）亥正月20日 横切継紙・1通 4754－10

　屋甚兵衛御宿二而）山口三右衛門様、同甚右衛門様、土屋文蔵

@様

m書状］（御村方の者一夜通水願の件承知の旨）山口村役 6月20日 横切継紙・1通 4998－1

人共→山家村山口三右衛門様　別紙1通あり（伊助→三右衛

門）。

［書状］（貝塚御親父様の儀／当方作方／白砂降りの件 7月11日 横折紙・1通 5440－18

／他）　土屋文蔵→山口三右衛門様

［書状］（道中苦労にて遅着の旨聞き込みに付／他）山 11月17日 横切継紙・1通 4754－11

家村百姓代、惣五人組→江戸表二二山口三右衛門様、山口甚右

衛門様、土屋文蔵様

2．山口家一統

　数量（件数）：32

　　山口三右衛門家の分家等の家筋と考えられる、山口良安、山口甚右衛門、山口間吉、山口伯撰、山

　口勝五郎などからの書状。甚右衛門は山口村の組頭を勤め、良安は医者である。

［書状］（与左衛門、二月中婚礼執結たき旨に付伺）　（最 ＜文政10＞正月12日 横切紙・1通 4766－12

上）山家村山口惣吉→（江戸表二而胴村山口三右衛門様

［書状］（江戸着悦の旨／秋田道行事、山家村へ来村の 11月22日 横切継紙・1通 4766－13

件／御相続講繁昌の旨／他）　良安、林兵衛、甚吉、卯
吉、三吉、庄兵衛、佐五兵衛、伯撰→三右衛門様

［書状］（御門跡様遷化の件、仙台御使僧様へ調達金の ＜文政10＞（亥）正月20 横切継紙・1通 4766－14

件／相続講、留守中の御法義・参詣人の様子／他） 日

山家村伯撰→江戸詰二而同村山口三右衛門様

［書状］（若松一件記事の旨／相続講の件／他）山口伯撰 ＜文政10＞4月12日 横切継紙・1通 4766－11

→山口三右衛門様、山口甚右衛門様

［書状］（若松一件、江戸よりの帰国を待ちわびる旨／ ＜文政10＞4月13日 横切継紙・1通 4766－10

　自作和歌／他）　山口良安→山口甚右衛門様、山ロ三右衛門

@様
m書状］（庄兵衛死去の件／当御門跡様御書写再調の旨 ＜文政10＞5月13日 横切継紙・1通 4765

／谷地長願寺思召立にて最上中組同行会合の件／
他）　（良安）別紙1通あり。 1

［包紙］　最上山家同苗伯撰→江戸派右衛門町二而山口三右衛門 ＜文政10＞5月18日 包紙・1通 14764－1
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24．書状／1．山0家宛書状／2．山家村／2．山ロ家一続

様4764・2～9入。

［書状］（紅花売払の件／当派の同行会始、初会谷地長 ＜文政10＞閏6月20日 横切継紙・1通 4852

願寺／盆中より甚吉ら上京の旨／他）　山家村山伯撰→

同村山口三右衛門様

［書状］（山家村山伐木場所に付争論の件／常林坊かん （亥）9月15日 横切継紙・1通 6063

一件に付寺社奉行所へ願書提出の件／蔵増常一義継
目の件／御町講講名「十二日男」御免し願／他）　山口

甚右衛門→山口三右衛門様

［書状］（山家村山出入一件／御門主様の件、寺法改に （亥）9月15日 横切継紙・1通 6068－3

て苦労／吟味懸り恩田様との問答／他）　（浅草平右衛
門町代旨いセ屋甚兵衛右）江戸　山口甚右衛門→羽州最上山家

村高橋佐五兵衛様

［書状］（蔵増常得寺継目の件／私共一件（山木伐木一 （亥）10月28日 横切継紙・1通 6065－1

件）／大窪一件吟味／宿甚兵衛病気の件／伊藤主医御町書物唐詩選の件／他）同甚右衛門→山口三右衛門様

6065－1～7までこより紐一括（紐同封）。

［書状］（山家村山出入一件／築地御坊所普請の件／御 10月3日 横切継紙・1通 6065－7－2

使僧法談名人にて参詣人彩しき旨／他）　山口甚右衛
門→山口三右衛門様

［書状］（山家村山出入、変死一件・伐木一件吟味の件 10月24日 横切継紙・1通 6065－3

／宿甚兵衛病状／若松寺山中由緒に付尋の件／大窪
山ロー件／他）　（浅草平右衛門町代地いせや甚兵衛宅江戸
春雪）同甚右衛門）→（羽州最上山家村）山口三右衛門様　封紙

入。別紙1通あり。

［書状］（作柄／御坊普請の件／十二日講繁昌の旨／郷 7月21日 横切継紙・1通 6116－3

蔵普請／村内バグエキの件／山口村久七一件／小路
寺御免状の件／他）山口甚右衛門→山口三右衛門様別
紙1通あり。 9

［書状］（山家村伐木出入、吟味召出の者出府延引の旨 9月22日 横切継紙・1通 6068－4

／他）　山口甚右衛門→山口三右衛門様別紙1通あり。

［書状］（山家村出入一件、常林坊娘かん一件、山家村

における若松の扱いについて／天童替地に付願書提 11月9日 横切継紙・1通 6066

出の件／一一乗院内済破談／他）　（浅草平右衛門町代地い

野屋甚兵衛宿6）山口甚右衛門→（羽州最上山家村）山ロ三右衛

門田　封紙入。

［書状］（御院主様へ用達金の件／出羽御法中様追々上 9月23日 横切継紙・1通 4738

京の件／院主様盆前諸払の件／山ロー件／他）在京
山口勝二→江戸越前や御止宿山口三右衛門様

［書状］（大地震にて江戸焼失の模様／門徒惣霜眉願書 （安政2卯）10月7日 横切継紙・1通 4737

岡本様役人へ差上の件／他）　在京勝二→（江戸止先二

而）山口三右衛門様

［書状］（夫米願の件／吉蔵養子サ蔵離縁の件／当年作 （子）6月晦日 横切継紙・1通 6104．1

柄／十二講／他）　（羽州）山家甚右衛門→（江戸浅草御蔵
前瓦町越前や平兵衛止宿二陣）山口三右衛門様　封紙入。6104・

2同封。

［書状］（江戸着の旨／甚吉らより路用金子無心を受け （亥）8月晦日 横切継紙・1通 6067

る旨／山家村山出入、出府呼出の件／他）（浅草平右
衛門町代地伊勢屋甚兵衛宅6山口）甚右衛門→（羽州最上山家

村）山口三右衛門様、高橋佐五兵衛様　封紙入。別紙1通あり。

覚（江戸山口甚右衛門よりの封書届書）山村屋茂八（印） 亥10月22日 竪切紙・1通 6065－6

（羽州山形取次所山村屋）→山口三右衛門様

［包紙］浅草柳はしいセや甚兵衛宅山口甚右衛門→羽州山家村 10月4日 包紙・1通 6065－7－1

山口三右衛門様　6065－7・2～4入。
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24．書状／1．山口家宛書状ノ2．山家村／2．山ロ家一統

口上（貴公衣類・書状荷物等差下しの件）江戸6山口甚 10月4日 横切継紙・1通 6065・7－3

右衛門→羽州山家村山口三右衛門様

［書状］（京近江屋太郎兵衛方等にての入用金勘定に 2月11日 横切継紙・1通 5423－7

付、他）　山家村庄三郎→江戸福井町二丁目越前屋平兵衛様

御止宿山口三右衛門様

［書状］（山家曲調庭訓無住につき、良安住持にて再建 5月17日 横切継紙・1通 4764－7

の計画に付）　（良安）

［書状］（新門様御染筆の写拝聴、本願招喚の御勅命と 5月18日 横折紙・1通 4764－6

聴順する旨）　山家野飼撰→同村山口三右衛門様

［書状］（田畑作柄／吉蔵家内聾サ蔵不和一件／他）甚 6月22日 横切継紙・1通 6121

右衛門、佐五兵衛→山口三右衛門様　「副申上jl羽あり。

［書状］（送り下された仏具受納／十二日講で聴聞の言 林鐘（6月）18日 横切継紙・1通 6119

葉に付／他）　（良安）

［書状］（村方田植／紅花作況／年貢金納の件／来噂院 7月2日 横切継紙・1通 5440－14

主死去の件、他）　山口与左衛門、同勝五郎→山口三右衛

門様

［書状］（残銭自用に付、返金御待ち下されたき旨）同

　甚八→当所　山口三右衛門様

［書状］（廻米船入津の件／紅花・田方作柄／野田様御
　見舞の件）　（山家村高）甚右衛門→（江戸浅草瓦町越前屋平兵

　予告止宿二世）山口三右衛門様

［包紙］　（浅草平右衛門町代地伊勢屋甚兵衛宅6仙口甚右衛門
　→羽州最上山家村山ロ三右衛門様　6068－2～4入。

12月19日

7月17日

横切継紙・1通　　　5440－29

横切継紙・1通　　　6126

包紙・1通 6068－1

a若松

L若松観音（別当来二院）

　数量（件数）：4

［書状］（若松一件吟味、若松の者一部帰国の件／善五 ＜文政10＞（亥）正月10 横切継紙・1通 4766－16

等悪者共召し捕え、吟味の件／他）　若ノ隠居（来畔 日

院ヵ）→山口三右衛門様、同甚右衛門様

［書状］（若松一件、江戸よりの道中の件／田口代官へ ＜文政10＞霜月16日 横切継紙・1通 4766－2

の見舞の件／他）　亜型く来畔院〉→山口三右衛門様、同

甚右衛門

［書状］（若松境内伐木一件、代官手代ら見分に付／他） 11月24日 横切継紙・1通 5116

宣典く来聴院〉→山口氏様

［書状］（親方引返しに付、山口へ知らせの件）式部→高 2月3日 横切継紙・1通 5281－72

橋御隠居様
1

2．本寿院（氏家）

　数量（件数）：36

　　本寿院は、もと実乗坊といったが、享保11年に上野寛永寺より院号を下賜されて本寿院と改称し、

　若松寺の妻帯仲間の上座に列せられた。

　　嘉永6年の人別帳によると、本寿院住職は氏家栄惇であり、家内14人（内奉公人4人）であった（『天

　童市史』）。明治5年には、栄惇の千栄歓の代となっている。栄歓の子は厳海である。三寿院に嫁いだ

　幕府代官手応長谷川露助の娘は明治5年にはおらず、山形明善寺から後妻が迎えられている。

［書状］（修行廻国中の岩根沢日月寺へ金を御貸し下さ 巳8月19日 横切継紙・1通 4880

れたく／当地気候／他）　式部→長谷川御尊父様 虫損 1

（閲覧不可）。 1
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24書状ハ．山ロ家宛書状／2山家村ノ3若松ノ2．本簿院（氏家）

［書状］（左門方より願石人井俵数差出に付）本寿院（印） 未12月15日 横切継紙・1通 5893－7

→山口三右衛門様

（御年貢滞代金覚）　5893－7の別紙。 12月15日 横切紙・1通 5893℃

［書状］（新年の賀状／三右衛門の帰国を待ち居る旨他） 正月13日 横切継紙・1通 5361

（羽州）本譜院→（東都）山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（米値段上昇の件／岩根沢旦那様へ送金の件／ 2月2日 横切継紙・1通’ 5848

他）　虚血院式部→山口三右衛門様参人々御中虫損。

［書状］（吉郎兵衛・自分・伊助三人にて上ノ山へ手紙 2月2日 横切継紙・1通 6025－1

差遣わしの旨）　若本→山家佐五兵衛殿602肘～6はま
とまって重なっていた。

［書状］（上納金不足の件／他）本→佐五兵衛殿 2月10日 横切継紙・1通 5014

［書状］（銭受取）若本→山家佐五兵衛殿 2月11日 横切紙・1通 6073

［書状］（御朱印地取調方此方にて取調、恭けなき旨頼） 2月12日 横切紙・1通 5156

若松　隠居→山家　佐五兵衛殿

［書状］（慎性向始末の儀に付諸所相談の件）若本→小路 2月17日 横切継紙・1通 5257

御寺二而高橋御隠居

［書状］（御頼みの衣と書物の件／他）三寿院→山口三右 4月12日 横切継紙・1通 4776－2

衛門様、伊藤義左衛門様　前前。

［書状］（一件出入に付、証拠書類与せ下されたく）若 4月12日 横切紙・1通 4821

本→佐五兵衛殿

［書状］（江戸よりの書状相届に付）若本→高橋御隠居 4月29日 横切紙・1通 6017

［書状］（一件につき願書差登せの件／小路御院主無尽 5月朔日 横切継紙・1通 6013

の件／他）　本寿院→山口三右衛門様、同甚右衛門様

［書状］（サヤト与左衛門罷登り、貴家の用向引受の件 閏5月 横切継紙・1通 5853

／紅花値段の件／海音坊伜勤学の件、他）　（羽州）本

寿院→（東都二而）山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（田方・紅花作況／田口様へ目通りの旨／廻米 6月3日 横切継紙・1通 6133－3

船入津なき件／他）本寿院→山口三右衛門様別紙1通あ
り。

［書状］（山家村・山口村稲苗植付状況）本寿院→山口三 6月5日 横切継紙・1通 4776－56

右衛門様、伊藤義左衛門様

［書状］（作方仕付に付／来噂院死去の件／嘉右衛門へ 6月29日 横切継紙・1通 5440－16

翻せ金に付／他）　〈氏家〉栄通→山口三右衛門様

［書状］（茶注文依頼）本→山口晋重郎様 6月晦日 横切紙・1通 5893－27

［書状］（ぼうぐへ（傍杭ヵ）立て所の件）若本→山家山 7月14日 横切継紙・1通 5138．35

口三右衛門様

［書状］（江戸訴訟に関し、文蔵帰村願の件／惣内唖蝉 7月17日 横切継紙・1通 5839

人の件／他）羽州本寿院→（御在府）山口三右衛門様、同

甚右衛門様

［書状］（野田村無尽の件／他）本論院→山口三右衛門様 11月4日． 横切継紙・1通 5893－25

［書状］（両家普請の件／御下しの釘隠し引手の件／注 11月23日 横切継紙・1通 5114－1

文物リスト）栄伝→山回様5114・1～5綴。別紙1通あり6

［書状］（当金納小判にて差遣わしに付）本訴院→山口三 12月2日 横切継紙・1通 即
右衛門様

［書状］（隠居栄淳（カ）死去に付葬式・相続のこと等） 臓月25日 横切継紙・1通 5433

（若本）寿山→山口三右衛門様

口上（金子2両2朱、痴者に持たせ差上げる旨）本より→ 9日 横切継紙・1通 5030

山口三右衛門様

［書状］（喜八方行き立申さざるに付2両で御済まし下さ 文化6年12月25日 横切紙・1通 4998－2
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24書状／1．山ロ家宛書状／2．山家村／3．若松／2．本簿院（氏家）

るよう）　本寿院（印）→山ロ三右衛門様

［書状］（若松一件、彦蔵登せの件／奉行所へ差し登せ ＜文政9＞亥11月28日 横切継紙・1通 4767－1

の受書「若松村」文言の件／他）知足院、本寿院、伊藤
伊助→山口三右衛門様、同苗甚右衛門様　4767－1～5までこよ

り一括。

［書状］（煙草進上／若松一件、若松衆納得の様子に付 （亥）正月20日 横切継紙・1通 4767－2

／他）　本寿院→山口三右衛門様

［書状］（若松一件御糺しなき旨／御廻米御用にて出府 （亥）3月15日 横切継紙・1通 4767－5

の原町（兵蔵）と吊し合うよう／他）本寿院→山口三右

衛門様、同甚右衛門様、伊四郎殿

［書状］（野牛代兼として龍性坊江戸へ登りの件／門院 10月25日 横切継紙・1通 4767－3

より山寺へ指上げた願書の件／他）知足院、本寿院→
山口三右衛門様、同甚右衛門様参人々御中　別啓1通あり。

［書状］（若松一件、隠居が案じ居る旨／他）本門院→山 11月17日 横切継紙・1通 4767－4

口三右衛門様、同和右衛門様

［書状］（若松地網一件如何様に相成るとも別心なき旨 ＜文政10＞5月19日 横切継紙・1通 4764－3

／見舞金樹上／他）　本寿院→山口三右衛門様、同野壷衛

門様

［書状］（作方の儀／前田様一件／小林様御機嫌／山口 6月2日 横切継紙・1通 6133－4

久七一件／郷蔵普請の件／偽金持事件の件／他）

口演（御入用ならば金子融通の旨）氏家（島伝）→山口（寿 （近代）8月29日 横切紙・1通 6011－2

三郎）様　封筒入。罫紙使用。

口演（御入用ならば金子融通の旨）　（氏家）栄伝→仙口）寿 （近代）9月10日 横切紙・1通 6011－1

三寸寸　封筒入（6011－1と2入）。

3．その他若松寺塔頭

　数量（件数）：13

　　若松寺の塔頭には、如法堂・福性院・本寿院・新蔵坊・竜性坊・法泉坊・玉泉坊・海音坊・東光坊・

　常光坊・善性坊・若林坊・常林坊がある。

［書状］（脇差の儀に付）　海音坊→山口三右衛門様

［書状］（若松海音頭より質に取った脇指楯岡吉五郎方
　へ払の件）三右衛門忠廣

［書状］（当国悪党共4、50人召し捕え、吟味の件／他）

　　法泉坊→三右衛門様、甚右衛門様　4766－1～16までこより一

　括。

［書状］（きせる下され物の礼／馬仙台馬喰へ売払代金
　の件／他）　若松右松治郎→山口三右衛門様別紙1通あり。

［書状］（早年貢上納の件）玉泉坊→山口三右衛門様

［書状］（上山ロー件取扱に付／山家無尽／野田前田氏

　へ年始の件／縫の浬繋像当山にて諸人拝礼の件／
　他）　知足院→山口三右衛門殿、同甚右衛門殿

［書状包紙］如法堂、福性院→山下三右衛門様537傷2～プま

　でを包む。舐緩り紐同封。

覚（田畑御年貢米高書上）

［書状］（下書、冬下し米村台割に付／若松寺子院年貢
　上納につき／他）　山家村庄屋三右衛門→若松福性急様、

　同船法堂様

［書状］（玉泉坊へ年貢上納催促の件）福二院（二二、如

　法堂（花押）→山口三右衛門様

文化5年4月14日

＜文政10＞正月18日

子6月朔日

巳9月19日

7月5日

9月19日

9月29日・9月晦日

9月29日

横切紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切紙・1通

横切継紙・1通

包紙・1通

横切紙・1通

横切継紙・1通

折紙・1通

4997－2

4997－1

4766－1

6133－5

5379－5

6027

5379・1

5379－7

5379－2

5379－4
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24書状ハ．山ロ家宛書状／2山家村ノ3着松／3．その他若松寺堪頭

［書状］（早年貢上納の件〉如法堂（花押）、福性院（花押）→ 10月朔日 横折紙・1通 5379－3

山口三右衛門様

［書状］（早年貢納入申付依頼）山家村庄屋三右衛門（花押） 10月2日 横切継紙・1遍 5379－6

→若松福性院生、同如法堂様

［書状］（兵助皆様へ詫に付貴様立腹御免下されたき旨） 極月18日 横切継紙・1通 5345

若松法泉坊→山家村山口三右衛門様

4．その他

　数量（件数）　28

［書状］（御法義繁昌／御年貢蔵詰の件／他）仁助→山口 （文政10亥）正月13日 横切継紙・1通 4754－8

三右衛門様、山口甚右衛門様　　　’

［書状］（私義も今度出入困り居る旨／他）仁助→山口三 （文政10）亥正月20日 横切継紙・1通 4754－6

右衛門様、同甚右衛門様、土屋文蔵様

［書状］（勘六下男藤蔵の面倒を頼みたき旨）仁助→山口 （文政10亥）正月20日 横切紙・1通 4754－7

三右衛門様

［書状］（若松山一葦葺印地・添野の訳／伐木一条／他） （文政10）3月10日 横切継紙・1通 4754－3

三四郎→山口三右衛門様、山口甚右衛門様、土屋文蔵様

［書状］（若松山一件入用金の件／屋ね山井観音堂境内 （文政10）亥3月14日 横切継紙・1通 4754－4

（漆）掻き請負の義／他）三四郎→山口三右衛門様、五山

右衛門様、土屋文蔵様

［書状］（若松山一件入用心配／御廻米川岸場へ運送／ （文政10）亥3月28日 横切継紙・1通 4754－5

屋ね山の義五人組申合／他）　仁助→山口三右衛門様、

同甚右衛門様、土屋文蔵様

［書状］（御廻米河岸積出しの件／若松寺役人代権平、， （文政10）亥4月12日 横切継紙・1通 4754－2

同年行事常光坊からの書状（境内地松木売払）の件／
惣村寄合にて小走状番役の相談の件／利助細評願の
件／他）　（三四郎内）仁助→（江戸御出張御三家様）山口三右

衛門様、同甚右衛門様、土屋文蔵様　別紙1通あり。若松寺役

人代権平らの書状が中に貼り継がれている。

［書状］（若松山一件、若松方変心の件／他）羽州最上山 （文政10）亥4月13日 横切継紙・1通 4754－12

家村幸助、勘三郎、林兵衛、喜八、惣吉→（江戸御出臨急（マ

マ））三右衛門様、甚右衛門様、文蔵様「

［書状］（山家村法松山出入一件／観音堂境内後山他村 （文政10）亥4月21日 横切継紙・1遍 4754－1

方見分の旨／庄兵衛病死／他）　仁助→山口三右衛門
様、同甚右衛門様、土屋文蔵様　4754－1～12までこより紐一

括。

［書状］（当方悪党共通し捕えの様子に付）武田万助→江 ＜文政10＞亥正月20日 横切継紙・1通 4766－7

戸二而山口三右衛門様、山口甚右衛門様、土屋文蔵様

［書状］（若松一件吟味なき旨に付／屋祢山かかせのこ ＜文政10＞亥5月6日 横切継紙・1通 4762

とに付／村方寄合にて入用金為登のこと相談に付／
他）　仁助→山口三右衛門様、同罪右衛門様、土屋文蔵様

［書状］（若松一件吟味なき義／廻米願書差上の件／郡 亥5月12日 横切継紙・1通 4759

中出入多き旨／入用金才覚の件／他）仁助→皆々様
（山口三右衛門様、山口甚右衛門様）

［書状］（若松一件、若松方にて新たに願書の件／若松 ＜文政10＞5月18日 横切継紙・1通 4764－8

衆北方杯へ子心の風聞の件／他）　土屋管兵衛→山口三

右衛門様、同甚右衛門様

［書状］（若松一件吟味なき件／山家松次郎母不機嫌／ 亥5月18日 横切継紙・1通 4764－4

他）　（定四郎）→山口三右衛門様

［書状］（若松一・件／入用金村方割合困難に付／他）仁 亥5月18日 横切継紙・1通 4764－5

助→皆々様
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24．書状／1．山ロ家宛書状／2．山家村／4．その他

［書状］（若松一件入用金村方割賦、年貢上納の件／紅 ＜文政10＞閏6月10日 横切継紙・1通 4768－6

花作況／他）　（山家村）仁助→皆々様く山口三右衛門様、同

甚右衛門様）　別紙1通あり。

［書状］（一件吟味なき旨心配／江戸表にて義助より金 ＜文政10＞閏6月20日 横切継紙・1通 4866

子借用に関する件／他）仁助→山口三右衛門様、同甚右

衛門様、土屋文蔵様

［書状］（御廻米江戸着／御代官輪島場所替の件／紅 文政11年子7月17日 横切継紙・1通 6128

花・田方作柄）　仁助→山口三右衛門様

［書状］（入用金村方割合にて山登せの旨／若松内見分 5月2日 横切継紙・1通 6014

の件／他）　仁助→皆々様

［書状］（京近江守太郎兵衛方へ着の旨／道中にて大地 ＜安政元＞11月14日 横切継紙・1通 6102

震に遭った件／御院主様病気見舞の件／他）　京6庄
、

三郎→出羽最上山口三右衛門様

［書状］（江戸地震大変、諸被害の件／山ロー件／西岸 卯10月26日 横切継紙・1通 5959－2

寺様京着の件／他）　（在京）正吉→御在府御旦那様

［書状包紙］羽列仙家村三四郎→江戸浅草平右衛門町代地伊勢
@屋甚兵衛様旅宿二而羽州山家村山口三右衛門様　5371－2～5ま

亥7月12日 包紙・1枚 5371－1

p
でを包む。

1

［書状］（夫米願書の儀／当年作方の儀）羽州山家村小笠 亥7月12日 横切継紙・1通 5371－4

原仁助→山口三右衛門様、同甚右衛門様、土屋文蔵様　別紙あ

り。

［書状］（京近江屋太郎兵衛方着の旨／両御門跡様の件 2月8日 横切継紙・1通 5423－4

／原町村兵蔵京着の件／他）正吉→御旦那様

［書状］（一件吟味延の件／紅花田畑作況／若松にて縫 7月4日 横切継紙・1通 5044－3

の御釈迦様掛物開帳／他）羽州山家村仁助→山口三右衛
此様、同喜右衛門様、土屋文蔵様（江戸浅草平右衛門町代地伊

　勢屋甚兵衛旅宿二而皆々様）

［書状］（未開封書状）羽州山家村仁助→江戸浅草平右衛門町

　伊勢屋甚兵衛様御宿二十山口甚右衛門様

［書状］（御院主様が大地震にあった旨）京西六月御前通

　り庄三郎→江戸馬喰町四丁目山口三右衛門様　封筒入。

［書状］（内々思召御尋下された件）与吉→三右衛門様

極月16日

極月19日

横切継紙・1通　　　5044’2

横切継紙・1通　　　6101

横切紙・1通 5893－16

3．領主役人

1．代官

数量（件数）　1

［書状］（紫蕨・温品・鴨御贈りの礼）　内山亘→三右衛門
　様内山は大貫次右衛門家来。

極月13日 横切継紙・1通 5941－4

2．高詠・手代

1．長谷川岱助・仙助

　数量（件数）：23

　　長谷川岱助・仙助は、幕府代官所手附。仙助は岱助の子。

　　長谷川岱助は、天保2年から弘化2年まで代官大貫次右衛門のもとで東根陣屋詰。そののち代官高木

　清左衛門の手附となり、信州中野陣屋や江戸役所に詰めた。万延元年からは代官鈴木源内に従い、文

　久2年には大和国五条陣屋詰元〆となったが、文久3年、五条で天諌組の変に遭い、代官所を襲撃され

　て死亡した。71歳没（茎田佳寿子『幕末日本の法意識』）。

　　長谷川仙助は、天保期に羽州柴橋代官添田一郎次の下にあり、天保13年には寒河江詰手附であった。
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