
24．書状〆1．山ロ家宛書状／3．領主役人／2．手晴・手代／1．長谷川岱助・仙助

そののち大竹左馬太郎に従い、奥州塙陣屋手附等を勤める。文久元年からは代官桜井久之助のもとで

備中倉敷陣屋詰であったが、慶応2年、長州藩の奇兵隊の一派が倉敷代官所を襲撃。仙助は鉄炮により

傷を負い、それが原因で亡くなった。

　長谷川岱助が亡くなったのち、妻さく（一葉）は村山郡本飯田村に隠居した。娘の一人が若松本寿

院に嫁しているなど、村山郡に縁者がいたためであろう。明治2年に山口村伊藤義左衛門は長谷川夫妻

の墓誌を建立した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

［書状］（新春の慶賀／金請取）長谷川仙助□光（花押）→山 正月5日 横切継紙・1通 4815．18

口三右衛門様

［書状］（寿助・伝之助・理兵衛願書元〆一同へ取り持 3月11日 横切継紙・1通 5352－1－3－1

ちの件）　多福町（長谷川岱助）→三右衛門様　包紙あり
（5352・1・3全体を包む）。

［書状］（山ロー件取扱に付／私領渡一条／信州大地震 4月4日 横切継紙・1通 5352－1－4

の風聞／他）　多福く長谷川岱助〉→三右衛門様封筒入。

［書状］（長谷川古史よりの書状新橋より届に付） 8月2日 横切継紙・1通 5402－1

［書状］（御救直興野のため惣代出府の件／小子病気の 10月15日 横切継紙・1通 5950－3

件／他）　岱助→三右衛門様

［書状］（当年定免切替の村検見の件／御転場一条／廻 9月22日 横切継紙・1通 5950－4

米一条／他）　岱助→三右衛門様

［包紙］　東根長谷川露助→越前屋二而三右衛門様5950－2 包紙・1通 5950－1

～5入。

口上（鴨御恵の礼）下谷く長谷川岱助〉→三右衛門様 12月12日 横切紙・1通 5941－11

［書状］（場所替一条／伜眼病世話の礼／天童足軽一条 6月21日 横切継紙・1通 5951

／伊東氏盗難の件／他）　（長谷川）岱助→三右衛門様封

紙入。

［書状］（酒田にて米買入の件／江戸廻米納の件／娘お 5月8日 横切継紙・1通 5952

ふさ本寿院へ縁組の件／他）（東根長谷川）岱助→（越前

屋二而）三右衛門様　別記1通あり。封紙入。

［書状］（おふさ縁組の件／江戸買物依頼／他）（東根長 5月24日 横切継紙・1通 5953

谷川）岱助→（かや町二丁山家）三右衛門様　封紙入。

［書状］（本寿院より縁組の衣類請取／長谷川尾花沢詰 8月22日 横切継紙・1通 5948

の件／当地出水にて我地出来の件／他）竹斎（長谷川
岱助）→山口主人（三右衛門様）封紙入。

［書状］（本甲院聾と長谷川女婚礼の儀）　（長谷川）岱助→ 10月22日 横切継紙・1通 5949

三右衛門様　包紙入。

［書状］（代官より内入用として金35両融通依頼に付） 7月20日 横切継紙・1通 5402－2

（長谷川）甚助→三右衛門様　5402－1に包まれてあり。封紙あ

り。

［書状］（銅山永吉と稼方に付相談、元手金融資の件） 閏9月17日 横切謎紙・i通 4815－10

〈長谷川〉露助→三右衛門檬、寿助様、伝之助様

［書状］（大貫家心願一条／代官高木清左衛門方に出勤 2月24日 横切継紙・1通 5352－2－4

の件）　多福〈長谷川岱助〉→三右衛門様封筒入。

［書状］（東根附備金一条取計方に付助言）長谷川岱助→ 3月5日 横切継紙・1通 6082－6－2

（東根会所）寿助、三右衛門、兵蔵、伝之助、吉郎兵衛、与左衛

門、理兵衛、義左衛門、憎憎　封紙入。

［書状］（備金一条／東根籾一条拝借願書戸田公へ差上 3月6日 横切継紙・1通 6082－6－1

の件／他）於福町（長谷川岱助）→（会所）三右衛門様封紙

入。別紙1通あり。6082－2同封。

（願書下書、東根陣屋附郡中大貫次右衛門様支配三三 横切継紙・1通 6082－5

常御手当積金仕聞方に付）→石原様・嶋田様御役所宛
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24．書状／1．山ロ家宛書状／3．領主役人ノ2．手附・手代／1，長谷川岱助・仙助

［書状］（新庄絹落手の旨／石井殿盆前頃江戸出立の旨） 6月23日 横切継紙・1通 ㎜
下谷（長谷川岱助）→（三代）三右衛門様　封筒入。

口上（一条に付寿助・伝之助より下願の件／大貫家心 7月8日 横切継紙・1通 5438－3

待の件）　下谷（はせ川）〈長谷川岱助〉→山家甲介（三右衛門

様）封筒入。

［書状］（場所替一条、岱助江戸借宅を見つけ貰いたき 7月8日 横切継紙・1通 5950－5

旨／酒田地船出帆／他）　野晒→三右衛門様

［書状］（年貢納不足分の措置に付／貴所江戸詰合の件） 12月28日 横切継紙・1通 5950－2

岱助→三右衛門様

2．吉田鎌五郎

　数量（件数）：17

　　吉田鎌五郎は、天保期に代官大貫次右衛門の下で東根陣屋詰手代を勤めた。　「県令集覧」からは、

　天保13年・14年に東根陣屋詰であったことが確認される。

　　大貫が死去により村山郡幕領代官の任を終えても、山口三右衛門と吉田一五郎は親交があったこと

　が書状からわかる。吉田は嘉永4年には陸奥国塙代官嶋田帯刀のもとで江戸詰手代、安政5年には石

　見国大森代官加藤余十郎のもとで江戸詰手代を勤めている。

［書状］（迎えとして久次郎差立の旨）鎌五郎→三右衛門

@様

m書状］（甚八へ頼んだ染物の件／当地（村山郡）気候／

正月26日

X月2日

横切継紙・1通

｡切継紙・1通

6030－2

T089

廻米船延着の件／他）　（吉田）鎌五郎→三右衛門様封筒
入。

［包紙］小石川午天神喜吉田翁五郎→羽州山家村三右衛門様 包紙・1通 5436－2－1

5436・2・2と3入。

金拝借証文之事（江戸長逗留につき雑費・帰国路用金 嘉永元申年12月21日 竪紙・1通 5436－2－3

差支に付拝借）羽州山家村三右衛門（印）、加印原町村兵蔵

（印）→吉田鎌五郎殿

［書状］（寿助出府の件／御用達金請取の件／小子師匠 3月4日 横切継紙・1通 5436－2－2

番代官世話にて鈴木大太三方へ出勤の件／他）小石
川七軒町→山家様

［書状］（丸印一条／山形所替の件／源八長谷川供にて 5月朔日 横切継紙・1通 4883

出府の所、弥作より預った熊胆を荒川質入の件）鎌
五郎→三右衛門様

［書状］（代官所引渡し済、残務処理中の所、新役人よ 5月8日 横切継紙・1通 4842

り頼みにて東根居続となる旨）〈吉田〉鎌五郎→三右
衛門様　包紙あり（別の書状の三二）。

［書状］（当地二二／吉田出府の積の所当所詰申し付け 6月10日 横切継紙・1通 4776－67

られるに付／郡中備金一条評判の件／伊東氏病状／
（足軽）甚八赤口の件／他）　よし田く鎌五郎〉→三右衛門

様　　　　　　　　’

［書状］（田方植付の件／破免潰れ五ヶ村石代願の件／ 8月22日 横切継紙・1通 5876

幸生銅山見込違いの件／内蔵之助・藤左衛門欠込訴
の件／他）　よし田→三右衛門様

［書状］（江戸廻米江戸買納一条／金談一条、一ト先帰 ＜弘化3＞閏5月26日 横切継紙・1通 4834

益すべき旨／新町一条／他）　よした（三五郎）→三右衛

門様封筒入。

［書状］（新町一件／廻米、安石代願の件／注文二代等 正月12日 横切継紙・1通 5090

差引の件／大坂買納代金等長暗屋より借受金の件／
他）　〈吉田〉鎌五郎→三右衛門様虫損（閲覧不可）。

［書状］（三右衛門の病状伺／小子いまだ手明きの旨） 閏2月3日 横切紙・1通 5922

吉田く鎌五郎〉→三右衛門様　封筒入。
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24．書状ハ．山ロ家宛書状ノ3．領主役人／2．手附・手代／2盲田●五郎

［書状］（新規代官出来につき出勤を心願する旨／大貫 3月6日 横切継紙・1通 5932

内願筋の件／江戸町中へ救い米の件／山ロー件／
他）　小石川（江戸小石川吉田鎌五郎）→山家様（羽州山家村三

右衛門様）封紙入。

［書状］（跡支配石井方へ引渡しの後出府の積ながら、 3月11日 横切継紙・1通 4848

別れおしき旨／当春草廻米納方の件／見立の位牌・
仏具の件／他）　よし田く鎌五郎〉→三右衛門様包紙入り

（若松寺式部より東都新橋長谷川岱助宛書状封紙）。虫損。

［書状］（小子手明にて新規代官出来の節は切組たき旨 5月15日 横切継紙・1通 5961．2

／御用達置いた金子、越前屋より受取の旨）七軒町
（吉田）→山家様（三右衛門様）・封筒入。

［書状］（小子島田方へ出勤の件／大貫跡の様子に付／ 7月19日 横切継紙・1通 5929

松沢江戸出府の事情／他）　（小石川牛明神後吉田）鎌五郎

→（羽州山家村）三右衛門様　封紙入。

［書状］（鴨恵投の礼／米高値につき安石代願の件／駿 腫月11日 横切継紙・1通 5941－7

河台へ鴨差送りの件／山ロー件／他）吉（田）鎌（五郎）
→山三様　封紙入。

3．酒井量平

　数量（件数）：9

　　酒井量平は書状の内容から推して代官所手代であると思われるが、

　確認できない。

T県令集覧」からはその名前が

［書状］（東根附石代金納の件／出羽国内私領渡の件／ 2月20日 横切継紙・1通 5352－2－6

他）　元飯田町く酒井量平〉→（東根村）三右衛門様封紙入
り。

［書状］（東根附買納一条／私領渡一件／尾花沢野高一 3月12日 横切継紙・1通 5352－2－2

件／他）　飯田町く酒井量平〉→（山家村山口圧右衛門様

封紙あり。

［書状］（柴橋新規御代官に付／紅花一件吟味に付、他） 5月13日 横切継紙・1通 5429

酒井量平→（羽州山家村）山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（金2両借用願／吉田亭蔵江戸着の旨）酒井量平 7月6日 横切継紙・1通 5102

（元飯田町6）→三右衛門様

［書状］（金子借用願／大坂新穀廻し船破船にて米残ら 7月13日 横切継紙・1通 5110

ず沈の旨知らせ）酒井量平（印）（元飯田町）→浅草茅三越

前屋平兵衛方二而　羽州三右衛門様

［書状］（明日八朔に付金子3両2分借用願）酒井量平（印） 7月30日　　　　　　　　　　　覧 横切紙・1通 5111

→三右衛門様　別紙1通あり。

［書状］（金子1両2分借用願）酒井→三右衛門様 10月8日 横切紙・1通 5109

［書状］（幕領場所替の情報／量平手明にて困窮に付金 11月22日 横切継紙・1通 6082－7

子無心／大貫家内人預かりの件／他）酒井量平→（羽
遠山家村）山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（酒屋味噌醤油代として金子3両借用願）酒井量 12月2日 横切継紙・1通 5108

平（印）→（越前屋二二）三右衛門様

4その他

　数量（件数）：29

　　田中熊三郎は、代官石井勝之進の元〆手跡（江戸詰）。

　があっただろうと推測される。

　　松沢繁右衛門は、代官林伊太郎の元〆手前（江戸詰）。

山口村山論一一件中は特に三右衛門との接触
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24．書状／1．山ロ家宛書状／3．領主役人／2．手附・手代／4．その他

　大熊昇三は、天保期、代官大貫次右衛門のもとで江戸詰手附だった。

　飯沼直助は天保期、代官大貫次右衛門のもとで手代を勤めた。天保6年～11年ごろは尾花沢陣屋詰、

その後江戸詰となる。大貫死去ののちも村山郡盤領支配に関与し、大貫の後任である代官戸田嘉十郎

の江戸詰手代を勤めた。

　本間来助は嘉永4年当時、信州中野代官高木清右衛門の江戸詰手代で、長谷川岱助の同僚。

［書状］（廻米地雇船の義難渋の件／端米用捨の件／他） 戌6月26日 横切継紙・1通 4816

伊東庄十郎・→三右衛門殿

［書状］（彼一条吉左右出る見込みにつき）向柳原（本間来 3月10日 横切継紙・1通 5352－1－3’2

助）→山家三右衛門様　封紙あり。

［書状］（貴所様此度郡中惣代仰せ付けられる由大慶／
蛹F井私両人にて恩借の○印返済の件／他）　（佐蘭

3月28日
横切継紙・1通　　　尋 4858

半平→（山家村）三右衛門様　封筒入。江戸より。

［書状］（写、当地着陣の旨／出立の節見送りの礼／他） 6月11日 横切継紙・1通 5013－2

（遠藤芳次郎）→（山口三右衛門様）

［書状］（身分転じの祝金受領の旨／勘次郎浪人の件）
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　封　（江戸本間）来助→半三両公（羽州半十郎様、三右衛門様）

11月25日 横切継紙・1通 5384

こ入。

［書状］（今夕方まで一時貸金願、大熊様へ御渡し下さ 12月5日 横切継紙・1通 4859

れたく）　〈野沢〉源七→三右衛門様

［書状］（小鴨恵贈の礼）奈良丈介→（山家村）三右衛門様封 12月10日 横切紙・1通 5924

筒入。

［書状］（検地検見挨拶の礼）竹中貞次郎→三右衛門様封 正月6日 横切継紙・1通 5392

筒入。

［書状］（例の一条成就の礼痛み入る旨、乗後れ廻米船 3月4日 横切継紙・1通 5436・4－3

米賄方の儀に付、他）熊三郎→三右衛門様、兵蔵様別
紙1盲あり（出立前借用の金子受取）。

口上（麓茶・書状等進上）熊三郎→三右衛門様、兵蔵様 3月5日 横切紙・1通 5436－4－2

［書状］（元御役所借用証文落手下され候哉の旨／他） 7月4日 横切継紙・1通 5438－2

〈田中〉熊三郎→三右衛門様　封筒入。

［書状］（小子誕生日祝の会に付懇意の礼／他）〈田中〉 12月6日 横切紙・1通 5923

熊三郎→三右衛門様　封筒入。

［書状］（真鴨二羽御恵の礼／山ロー件に付）〈田中〉熊
@三郎→三右衛門様　封筒入。5941－1～11までこより紐一括（こ

12月12日 横切継紙・1通 5941－1－1

より紐同封）。

口上（茶・鰹節進上）　田中く熊三郎〉→三右衛門様5941－1一 12月12日 横切紙・1通 5941－1－2

1を巻き付けていた文書。

［包紙］〈田中〉熊三郎→三右衛門様、兵蔵様　543642～5 包紙・1通 5436－4－1

入。

［書状］（自分病気／郡中一統出訴の一件に付／他）（松 閏2月朔日 横切継紙・1通 5916

沢）繁右衛門→三右衛門様　封紙入。

［書状］（江戸へ引越しの件／新町村一件落着の件／山 7月7日 横切継紙・1通 5928

口村一件）　（松沢）繁右衛門→三右衛門様封筒入。

［書状］（長調御重の礼／山口村一件）　（松沢）繁右衛門→ 7月17日 横切継紙・1通 5926

三右衛門転封潮入。

［書状］（三右衛門体不随の件／繁右衛門役所にて怪我 十月10日 横切継紙・1通 5941－5

の件／小鴨恵の礼）　（松沢）三右衛門→三右衛門様封筒

入。

［書状］（金子借用の件、いまだ来駕なきに付）大熊昇三 11月8日 横切継紙・1通 4860

→三右衛門様
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24書状ノ1．山口家宛書状／3．領主役人ノ2．手附・手代／4．その他

［書状］（金子融通願）大熊→三右衛門様 11月8日 横切継紙・1通 4861

［書状］（金子時借願）大熊昇三→三右衛門様封筒入。 11月8日 横切継紙・1通 4862

［書状］（兼而の一件に付申越の儀承知）高木郡司→三右 7月21日 横切継紙・1通 5893－21

衛門様、半十郎様

［書状］（真筆贈りの礼）（高木）郡司→（羽州）三右衛門冊封 腫月9日 横切紙・1通 5941－9

筒入。

［書状］（大貫家内実の次第に付）高木郡司→三右衛門様 12月12日 横切継紙・1通 5893－19

［書状］（訪問の礼／機嫌伺／他）即く内層惣次〉→（奥州） 12月6日 横切継紙・1通 5918

三右衛門様封筒入。

口上（三右衛門病状伺／せんまい恵贈の礼）原く与惣次 横切継紙・1通 5927

〉　内→三右衛門様　　封筒入。女性文字。

［書状］（新法にて船方願廻米川下後れは如何直鎖／他） 7月9日置 横切継紙・1通 5438－4

（飯沼）直助→（羽州）三右衛門様　封紙入。

［書状］（ぜんまいの礼／米値段の件／他）直助→三右衛 7月21日 横切継紙・1遍 5917

門様

3，旗本・御家人

1．久留平輔・鍋吉

　数量（件数）：31

　　久留平輔は禄高400石の旗本で、知行地は下野国に所在。　「旧高旧領取調帳」によると、知行地は下

　野山河内郡上坪山村（400石）と新雨山村（0．7石）にまとまっている。

　　久留平輔は久留家の養子で、実は村山郡代官を勤めた大貫次右衛門光証の弟である。拝領屋敷は、

　小石川築地御掃除町。久留平輔は天保6年に家督を継ぎ、小普請入した。安政3年においても小普請で

　あった。

　　久留は大貫の弟という間柄ゆえ、大貫への上納金返還願に関する嘆願、大貫錠之助の代官襲職願の

　際は、この久留鹿討を通じて大貫家への働きかけがなされた。　　　　　　　　　　　レ

　　本項目には、久留の知行所下野国河内郡上坪山村からの書状もまとめた。上坪山村は寛政2年以降旗

　本横田氏と久留氏の相給で、村高426石瓦のうち400石が久留氏知行分だった。家数28軒（天保14年）。

　伊沢専吉1仙吉）は文政期以前から真綿紬縞商費を行い、天保期には雑穀商才、酒造業ならびに居酒

　屋・荒物瀬戸物小間物小売店を営む、村内屈指の富裕家である。天保期には名主も勤めている。

　　嘉永期に伊沢家は、久留氏の御勝手方を勤めていた。久留氏は財政窮乏のため、知行所にて積縄仕

　法（御用縄を人別にて上納させ、年貢収入の足しにしようとした）を実施する。しかし、小前から反

　発が起こって騒動が発生し、伊沢氏は批判を受けた。

　　なお、用水出入と書かれているのは、天保11年～12年にかけて、都賀郡司原村・船戸村、河内郡船

　戸村との間で発生した出入のことではないかと考えられる。

［書状］（船町孫市一条に付／御普請一条／専吉馬代金 5月19日 横切継紙・1通 4815－2

の件／他）　〈久留〉平輔→三右衛門様

［包紙］「小石川より来書」5g44・2～20入。 包紙・1通 5944－1

［書状］（先頃よりの一条に付相談のため御出願） 5月24日 横切継紙・1通 5944－2

［書状］（御内談一条に付桑山方へ御出の件／名主の赤 3月9日 横切継紙・1通 5944－3

心御代官様へ申立候様御談じなさるべく／他）

［書状］（金子融通願） 8月13日 横切紙・1通 5944．5

［書状］（某との面会の件／御検見出立の日取の件／長 8月4日 横切継紙・1通 5944｛1

谷川よりの内状の件／「新橋」との相談の件／他）
（御掃除町）→三右衛門様　封筒入。

一165一



24，書状／1．山ロ家宛書状／3．領主役人／3旗本・御家人／1．久留平輔・鍋吉

［書状］（書状御届願）御掃除町 9月23日 横切継紙・1通 5944－7

［書状］（明日または明後日来宅願／上下読取扱の件） 8月5日 横切継紙・1通 5944－8

（御掃除町）封紙入。

［書状］（例の一条の件同席の者へ申し出面ね、画餅と 2月20日 横切継紙・1通 5944－9

なる旨／伝奏引き移り前に内談の旨／他）御掃除町
（小石川）→三右衛門様　封筒入。

口上（今日駿河面様留守につき取計致しかねる旨）小 横切紙・1通 5944－11

石川→山口三右衛門様

［書状］（長谷川よりの手紙落手／先達て内咄の儀尾花 7月5日 横切継紙・1通 5944－15

沢兼帯とのことに付／他）　礫川→山家　山口様封筒
入。

［書状］（明日出立に付、絵図面持参下されたき旨／他） 9月2日 横切継紙・1通 6087－1

六番町（久留鍋吉）→（浅草瓦町越前屋二一）三右衛門様　封

筒耳。6087・2同封。

［書状］（田口へ新庄絹届の件／西丸炎上につき懸り仰 9月11日 横切継紙・1通 5957

せ付けられる件／他）　虫干（閲覧不可）。

［書状］（馬当方へ御下し願いたき旨／茶・掛物の件） 9月17日 横切継紙・1通 6089

小川町二而　御掃除町く久留平輔〉→三右衛門様

［書状］（本所柳本方にて明日より（取調）取掛かりの件 9月22日 横切継紙・1通 6086

／他）　（六番町）〈久留〉鍋吉→三右衛門殿封筒入。

［書状］（愚直抹茶進上の件／新蔵掛物の件）　（御宿除町 10月29日 横切継紙・1通 6085

久留）平輔→三右衛門様　封筒入。

［書状］（支配堀金十郎御役御免逼塞仰せ付けられる旨 11月24日 横切継紙・1通 6047

／宅へお出で願）小石川→三右衛門様封筒入。

［書状］（四ヶ村天童織田領へ村替の風聞の件、村替回 12月20日 横切継紙・1通 6083

避のため本所役所方手配の旨／拙者家督願の件／
他）　久留甲子（六番町）→（矢野帥仁右衛門さま、（山家）三右

衛門さま　封紙入。

［書状］（御鷹匠頭巾のこと） 12月23日 横切継紙・1通 6088－2

［書状］（長谷川と相談すべき旨／教諭・取扱の助言／ 12月24日 横切継紙・1通 6088－1

他）　包紙入（6088－2も同封）。

［書状］（為替金の儀／貴兄様手元金拝借願）小石河→山 23日 横切継紙・1通 4776－26

口三右衛門様

［書状］（善行寺詣での帰途、拙方を伊藤義左衛門が訪 横切継紙・1通 4776－68

ねた件／新町一件／他）　小石河→山口三右衛門様

［書状］（屋敷へお出でを待っている旨）小石川右→三右衛 横切継紙・1通 4877

門様　封筒入。女性の書状。

［書状］（上坪山村専吉より相即一条に付／江戸町十組 2月30日 横切継紙・1通 4815－1

問屋さし止めの件／船町一条に関する意見／他）小
石川御掃除町〈久留平輔〉→三右衛門様　4815－1～20まで綴。

［書状］（地頭所向改革の件／馬代金の件／他）　［久留 6月14日 横切継紙・1通 4812

鍋ヵ］吉→山口三右衛門様　虫干（閲覧不可）。前欠。

［書状］（当年作柄上作の旨／此方売出しの馬送り依頼 8月25日 横切継紙・1通 6090

　の件／当方の紬木綿注文受付の件／他）　（従野州上坪

　山村）伊沢専吉　代直吉→（羽州）御苗三右衛門様　封紙入。

［書状］（地頭所向改革必至に付）　〈上坪山村伊沢専吉〉　　天保以降

　虫損。

［書状］（知行所用水出入に付／「駿河台」様への相談向

の件／知行所取締、勝手向立直し助力願／他）　礫川
　奥→三右衛門様　前平。

横切継紙・1通

横切継紙・1通

4811。7

4811－13
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24．書状／1．山ロ家宛書状／3．領主役人／3讃本・御家人／1．久留平輔・鍋吉

［書状］（今夕六番町屋敷台所へ御越し下されたく）市 9月23日 横切継紙・1通 6087－2

蔵→三右衛門様

［書状］（馬代延引の儀、知行所より連絡等なきに付／ 11月24日 横切継紙・1通 6091－1

御頼みの茶の件／他）江戸小川町より野田巳之助→山家

村三右衛門様　封紙入。6091－2は巻込まれていた。

［書状］（旦那より常喜撰・玉山吹（茶）差上）　（久留平輔 霜月24日 横切継紙・1通 6091．2

内）須藤七蔵→三右衛門様　別紙「覚」1通あり。

2．（久留家内）小湊仁助

　数量（件数）：9

　　山口三右衛門と小石川の久留家との連絡には、この小湊仁助という人物が中心的に関与している。

　他にも用人はいるはずだが、なぜ、この小湊という人物が主要な役割を担っているのかは不明。

［書状］（金子融通願／拙者心願一条／他）　（御掃除町）小 正月23日 横切継紙・1通 5944－10

湊仁助→山家村三右衛門様　封筒入。

口演（28日・29日に御出を待ち居る旨）額面（小湊仁助） 6月25日 横切継紙・1通 5944・12

→山口（三右衛門）様　封筒入。

［書状］（此封し物長谷川へ御届願）礫川（小湊仁助）→山口 7月21日 横切継紙・1通 5944－14

氏（三右衛門様）封筒入。

［書状］（駿河台と内談、来17日に御出願）小石川（小湊仁 8月14日 横切継紙・1通 5944－13

助）→山口三右衛門様　封筒入。

［書状］（心願の儀に付／妻へ品物贈与の礼）御掃除町 9月26日 横切継紙・1通 5944－16

（久留平輔内小湊仁助）→（山口）三右衛門様　別紙1通あり。

［書状］（明日または明後日御出願の伝達）小石川御掃除 12月13日 横切継紙・1通 5944－4

町小湊仁助→浅草瓦町越前屋二而出羽国歩家村三右衛門様

［書状］（新蔵持参の面頬・鎧甲の鑑定の結果に付）御 12月20日 横切継紙・1通 5944－20

掃除町（小湊仁助）→（山家村）三右衛門様　封筒入。

［書状］（相談に付甲賀町へ来宅下されたき旨）小石川 11月24日 横切継紙・1通 6041

小湊仁助→羽州村山郡山家村山口三右衛門様　封紙入。・

［書状］（屋敷譲渡、抱屋敷へ引移りの件／飯沼へ相 12月朔日 横切継紙・1通 6056－2

談、奥野へ内談の件／他）小湊仁助→山口三右衛門様
封筒入。小湊名前だが、久留の直書ヵ。

3．貝塚庄次郎

　数量（件数）：11

　　貝塚庄次郎は御目見以下、150俵取の御家人である。

　　　「湿地地面取調書」によると拝領屋敷は目白関口大久保加賀守上地にあるが、そこには地守を置い

　て、実際には神田佐久間町一丁目佐竹右京太夫中屋敷に借地住宅していた。安政4年武鑑には、駿河台

池田坂下に屋敷があるとかかれている。

　　貝塚は嘉永から安政期にかけて広敷用達の役にあった。Nα5232にある手附貝塚正吉郎は庄次郎（あ

　るいはその父）のことで、もと幕府代官所回附であったと見られるが、「県令集覧」などから手附と

　して村山郡に赴任していた等の事実は確認できない。

［書状包紙］貝塚庄次郎→羽州山家村山口三右衛門様 （子9月29日） 包紙・1通 5957－1

［書状］（三右衛門への書状御届下されたき旨）貝塚庄次 9月12日 横切紙・1通 5957－3

郎→羽州山口吉郎兵衛様

［書状］（田口様へ叫喚のきぬの件）貝塚→吉郎兵衛様封 9月□日 横切紙・1通 5955－2

筒入。虫損（閲覧不可）。

［包紙］　庄次郎→三右衛門様5436全体を括っていたこより同 包紙・1通 5436－1－1
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24．書状／1．山ロ家宛書状／3．領主役人／3旗本・御家人／3．貝塚庄次郎

封。5436－2～4入。

［書状］（出立前に世話した40両の利金余分につき返上） 3月7日 横切継紙・1通 5436－1・2

〈貝塚〉庄次郎→三右衛門様

覚（返却金勘定書、5436－1－2の件） 酉3月 横切継紙・1通 5436，1－3

金拝借証文之事（御廻米納として出府のところ金子差 嘉永元申年11月 竪紙・1通 5436－1・4

支に付）　石井勝之進元支配所羽州村山郡原町村兵蔵（印）、

山家三三右衛門（印）→貝塚庄次郎様御内森田喜八郎殿　包紙

入。

［書状］（総革・熊の胆の件／御預りの刀焼直しの件／ 6月12日 横切継紙・1通 5893－29

他）　庄次郎→三右衛門様

［書状］（尾花沢附名主才領へ参るよう伝言下されたく） 7月朔日 横切継紙・1通 6129

貝塚（庄治郎）→（浅草かや丁越前屋平兵衛方二二山家村）三

右衛門様封筒入。

［書状］（当春差し上げた紅毛水仙の手入方法に付）庄 7月8日 横切継紙・1通 5438．1

次郎→三右衛門様　5438・1～4までこより一括。こより同封。

［書状］（真鴨・干鯉鈍恵投の礼／納不足買納一条にて 12月8日 横切継紙・1通 5941．3

原町長逗留の件）　（貝塚）庄次郎→（山口）三右衛門様封
筒入。

4．その他

　　Nα5933丹野は白河藩時代の藩役人であろう。

　数量（件数）：2

［書状］（此度公儀御用につき白川御登の件）丹野平兵衛 3月13日 横折紙・1通 5933

（花押）→山家村庄屋三右衛門様

［書状］（山手金の旨承知）中川弥兵衛→山家村庄屋彦左衛 11月12日 横切紙・1通 48羽一8

門様

4．村山郡（川東地域）

1．天童

1．花輪九蔵

　数量（件数）：6

　　この花輪九蔵という人物は山口三右衛門の子であり、花輪家に養子に入ったものと考えられる。明

　治8年の立付米調査によると、花輪九蔵は天童一日町居住で、立付米150俵余を取得する地主であった。

　　花輪九蔵の一連の書簡で取り上げられている長岡村は近世には蔵増門伝村といった。明和4年から織

　田氏領。明治6年に長岡村と改称された。

［書状］（長岡村田地に関し各債主へ金済の件）花輪九蔵 1月29日 横切継紙・1通 5042

→山口二尊父様

［書状］（借用金償却の件、長岡村所有地売渡片付まで 2月1日 横切継紙・1通 5043

猶予下されたき旨）　花輪九蔵→（山元村）山口二尊父様

封筒入。

［書状］（庫次一遍金取極の件／親戚協議の上返済償方 4月14日 横切紙・1通 5032－1

申入の件／他）花輪九蔵→山口二尊父様

［書状］（奥山喜左衛門不在に付、帰宅迄猶予願）花輪 （明治）9年5月3日 竪紙・1通 5946

九蔵→山口御尊父様　封筒入。

［書状］（借用金の件、奥山喜左衛門へ貸付金耕地抵当 5月8日 横切紙・1通 5032・2

証券名義書替にて返金の旨／他）花輪九蔵→山口御事
父様

［書状］（長岡村田地公売取一二こ付金済の件）花輪九蔵→ 8月24日 横切紙・1通 5029

山口御暦父様
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24．書状／1．山ロ家宛書状／4．村山郡（川東地域）ハ．天童／2その他

2．その他

　数量（件数）：8

　　天童町は羽州街道に沿った町場で、明和4年から織田氏領となって陣屋が置かれ、天保元年からは織

　晶晶の城下町となった。天童町は、一B町・五日町・三日町・田町・中町・小路町の6町からなり、高

　4722石。天保9年には家数425軒、人数2013人だった。

　　坂口太兵衛は天童三日町の居住で、天童六ヵ町を統括する大庄屋を天保期に勤めだ（文久期には佐

　藤氏に代わっている）。佐藤伊兵衛は天童五日町居住。

　　4736の相沢愚老は、天童の問屋の三日町相沢家の隠居かとも考えられる。

［書状］（地震見舞の菓子料進上／他）　（天童）相沢愚老→ （安政2年）霜月20日 横切継紙・1通 4736

山　三右衛門様

［書状］（欠落の武七持高の件回答）天童小路町名主源七郎 丑11月16日 横折紙・1通 4811－14

（印）→山家村御名三三右衛門様　4811の綴りから外れていたも

の。

［書状］（中野目村今次平門用金一条に付）湯殿山出先6 3月17日 横切継紙・1通 6092

天童阪口太兵衛→山家山口三右衛門様

［書状］（船町孫市紅花川下目論見の件／当郡稲作／高 8月6日 横切継紙・1通 4776－3

擶村より中野目村に懸る一件／他）坂口太兵衛→山口
三右衛門様

［書状］（裏町で出火の際見舞受納の礼）従天童丹野三兵 文月26日 横切継紙・1通 5893．18

衛→山家村二而山口三右衛門様

［書状］（脇差等御調頼の件／沢畑村吉兵衛伝吉一条に 11月13日 横切継紙・1通 5943－8

付／当地相場／他）　（羽州天童）ふしゃ（冨士屋）七郎兵衛
（印）→（江府浅草御蔵前瓦町越前屋平兵衛旅宿二而羽州村山郡

山家村）山家三右衛門様　封紙入。「覚」2通（書状請取覚、南館

村立蔵、漆山村善左衛門差出）あり。他、別紙1通あり。

［書状］（北目御役所より拝借金勘定／森十一件／他） 18日 横切継紙・1通 5182

天童　佐藤伊兵衛、丸三治助→本寿院御内高橋左五兵衛様

［封紙］　（小路町6）源太郎→山家村三右衛門様 封紙・1通 5440－3、

2．門前村（帯解寺領）

　数量（件数）：7

　　北目村のうち三三寺領分は愛宕神社の門前に集中してあり、愛宕門前村と呼ばれた。門前村の名主

　は幕末期には今野権次郎で、大庄屋を兼帯している。宝橦寺では、門前村の主な百姓を譜代の家臣ζ

　し、扶持米を与えて諸役に任じていた。天保期には、今野権次右衛門が天童譜代頭取、稲葉泰八が天

　童目代、今野善兵衛が徒士上席、岩井耕造が徒士頭であった。

　　この項目には、山形の宝瞳下役人差出の書状もいっしょにまとめた。平松氏・曽根氏は宝町寺の役

　人で、年貢収納を担当し、代官とよばれている。

　　宝瞳寺では、朱印地からの年貢収納だけでは運営財源に不十分で、山家村山口三右衛門をはじめ、

　周辺の上層農民や山形の商人から借金し、無尽頼母子や本山からも借金をして財政を賄った（『山形

県史』）。

［書状］（老中へ次郎吉駕籠訴の件／参宮の者江戸にて 2月15日 横切継紙・1通 5895－6

金子差支に付／他）三野謹司→山口晋＋己様

［書状］（野川村訴訟一件／猪野沢村次郎吉を相手とす 3月5日 横切継紙・1通 5895－8

る一件に付／他）毘野謹司（江戸深川亀戸村雨宝院内）→

山口晋十郎様　封紙入（虫損）。

［書状］（山口村一件で江戸出府の気構えに付／矢野目 、2月15日 横切継紙・1通 5925

金十郎伜改心の旨）　（従江戸）大黒山朝海く山形宝下寺住
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24．書状ノ1．山ロ家宛書状／4．村山郡（川東地域）ノ2．門前村（宝幡寺領）

職〉→（山家村）山口三右衛門殿　封筒入。朝海は、天保14年～

安政6年まで宝橦寺住職。

［書状］（大豆御年貢金納の希望につき）門前高橋半兵 後10月16日 横切紙・1通 5847

衛→山家村山二五右衛門様

［書状］（献木の槻此節挽かせたきに付）門前村今野忠吉 10月21日 横切継紙・1通 5439

→山家村山口三右衛門様

［書状］（先般江戸出府の件／中山口村一件江戸吟味の 11月16日 横切継紙・1通 6026－1

件／他）　山かた6曽根運次郎→山家村二而山口貞次様、同

晋十郎様、同弁之助様　包紙入。6026－2も同封。

［書状］（拝借金申入の件／他）濫訴寺内曽根勝平、宮城 巳12月27日 横切継紙・1通 6077

利久次→山家村山口三右衛門様

3．東根会所

　数量（件数）：12

　　東根陣屋付属の郡町会所に集まった郡中惣代、最寄惣代連名の書状をここに集めた。

　　なお、弘化4年当時の東根附郡中書代は、野田村前田寿助・山口三右衛門。最寄惣代は、沢渡村安達

　栄蔵、猪野沢村小山田理兵衛、矢野目村佐藤晋三郎、原町村佐藤兵蔵、大町村利兵衛、東根村小池伝

　之助、山口村阿部吉郎兵衛である。

口上（代官在陣のため陣屋普請、郡中備金不足にて当 4月朔日 横切継紙・1通 4776－36

年は出来兼ねる旨）　寿助、最寄中→三右衛門様

［書状］（江戸大坂廻米買納に付／山内上郷村々買米研 ＜弘化3＞（午）閏5月2 横切継紙・1通 5083

受人の義／山形御引渡しの件／他）前田寿助（会所）→ 日

山口三右衛門様

［書状］（内曇一条成就大悦の旨／代官石井東根御役所 4月朔日 横切継紙・1通 4776－34

詰合役人の件／当御廻米納額の件／冥加金（大貫へ
御用立金）の件／牢屋入用井引替金入用御下ヶの件
／他）東根寿助（印）、伝之助（印）、兵蔵（印）、新助（印）、

久右衛門（印）、与左衛門、晋三郎（印）、吉郎兵衛→江戸御出役

山家村三右衛門様

［書状］（石代願の儀／御内願一条（大貫用立金）／船町 6月2日 横切継紙・1通 5112

一件、長崎の手寄より内聞のこと／大旱魑／金子
300両外100両皆済金才覚いたし呉候様申越の件困り
入る旨／他）　寿助（会所）→三右衛門野虫損。

［書状］（銅山入用金調達の件）〈小池〉伝之助、〈前田〉 閏9月21日 横切継紙・1通 5894－10

寿助→山口三右衛門様　未編綴。

［書状］（御廻米減石願に付江戸訴訟の件／国替一件風 午3月11日夜 横切継紙・1通 5849

説）東根詰合義左衛門、吉郎兵衛、兵蔵、晋三郎、平門、

伝之助→前田寿助様、曲打三右衛門様　虫損。

［書状］（大坂廻米多分の刎米のこと／年貢米買納につ 午10月2日 横切継紙・1通 5375

き／出直段書上／他）大坂出役（名主）弥兵衛→江戸納御
町役様御名主三右衛門様、同新三郎様、同半兵衛様　包紙
?B

［書状］（江戸大火にて奉行所等焼失の件／○印一条／ 2月13日 横切継紙・1通 4873

安二代歎願の件、歎願中の尾花沢気中の行状に付／
他）東根→三右衛門様

［書状］（石代願歎願方法に付／置米の件／藤助新田一 （天保）2月14日 横切継紙・1通 4776－1

件／江戸大火／他）辰司、伝之助、最寄中→寿助様、三
右衛門様、与左衛門様、勇右衛門様　前記。

［書状追書］（ぜんまい調達依頼の件／斎藤様一件落着 4月朔日 横切継紙・1通 4776－35

大悦／他）寿助→三右衛門様　　　　　　　’

［書状］（凶年につき救助願のため出府の郡三代を頼む 閏7月11日 横切紙・1通 5359－1
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24書状ノ1．山ロ家宛書扶／4．村山郡（川東地域）ノ3．東根会所

旨）郡中村々→御旦那様上

［書状］（出府見舞）、（羽州東根会所権右衛門）→山口旦那様（浅 11月24日 横切紙・1通 6056－6

草鹿町越前屋平兵衛方二而山口三右衛門様）封紙入。地部虫
損（閲覧不可）。

4宮崎会所

　数量（件数）：4

　　宮崎陣屋は、東根村に西接する宮崎村に寛政10年～文政2年まで設置された陣屋。尾花沢代官所の出

　張陣屋であった。

［書状］（小前上納滞金差替に付）（宮崎）冨樫宗助→（山家） 2月11日 横切継紙・1通 5388

山口三右衛門様封紙入。

［書状］（印鑑を差遣わすよう）宮崎会所（印）→山家村御名 6月27日 横切紙・1通 5258

二二

［書状］（御日延願書預り、御役所へ差上る旨）宮崎市 7月25日 横切継紙・1通 4867

郎兵衛→山家　山口三右衛門様

［書状］（御引渡し日取等に付／書物お貸し下されたく） 8月18日 横切継紙・1通 5259

市郎兵衛→三右衛門様

5．山口村

　　山口村は寛保2年より幕末まで幕領。村高は『天保郷帳』で2183石。慶応4年には家数243軒、人数

　1456人。産業は農業のほか、炭・薪の生産が主で、稼のため村東部の入会山は重要な天然資源であっ

　た。

　　村内は上組・中組・下組の三組に分かれ、それぞれに名主を立てている。

1伊藤家（儀左衛門・義左衛門・伊助）

　数量（件数）：60

　　寛保2年、山口村は幕府直轄領となった。それまでの藩三下、伊藤家は山口組大庄屋であった。山口

　組の組下に山家村も入っていた。

　　幕領移管ののちは伊藤新蔵家が山口村の名主を勤めていたが、安永期に名主新蔵の甥儀左衛門が本

　家の家系を継ぎ、名主となる。以下の系譜は、

　伊助（＝・儀左衛門）。この人物は江戸で死亡。

　儀左衛門定行（作右衛門）天保14年10月死亡。

　義左衛門元善・義陳（東兵衛）天保15年5月に儀左衛門から義左衛門に改名。

　伊助（義左衛門）

　と続く。

　　義左衛門元善は、天保14年に名主となり（当時31歳）、山口村山論一件を経験するなかで独自の政

　治意識を確立した人物である。天保15年には名前を儀左衛門から義左衛門に改めている。

　　義左衛門は、代官大貫次右衛門が天保15年3月に死亡すると、嫡子錠之助の襲職を願い、山口三右衛

　門らとともに江戸で嘆願運動を行った。同時に、代官大貫に対する郡中上納金（備金）300両の貸金返

　金問題についても、江戸で大貫方との交渉を行った。子息錠之助の代官襲職問題と身中上納金の返還

　問題とは根はつながっており、書状史料では「内願一条」と記され、遠隔地間で連絡がとられている

　のがわかる。

　　慶応3年、義左衛門元善は名主を嫡子伊助（＝義左衛門元良）に譲り、自身は隠居して東兵衛と称す

　が、明治元年に元良が死去したため名主に復帰。明治期には戸長を勤めた。

［書状］（本間壮助様へ借用金の件応対について／他） 正月22日 横切継紙・1通 5389－1

伊藤儀左衛門→山口三右衛門様
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24．書状／1．山口家宛書状ノ4．村山郡（川東地域）／5。山口村〆1．伊藤家（儀左衛門・義左衛門・伊助）

［書状］（東根尾花沢附村々場所替の件／隣家吉蔵家内 子6月22日 横切継紙・1通 6122

もつれ、1弄蔵東根会所へ駆込訴の件／若松村方入用
の件／他）　伊藤伊助→山口三右衛門様

［書状］（御籾中札、御船籾の儀に付）伊藤伊助→山家村 2月18日 横切継紙・1通 5138－40

高橋佐五兵衛様

［書状］（伊四郎代人として御村方庄蔵為登に付／伊四 閏6月19日 横切継紙・1通 5395

郎江戸にて兵蔵より金借用に付／他）伊藤伊助→＜江
戸〉山口三右衛門様、同甚右衛門様　別啓あり。

［書状］（後沢村一件にて後沢新開場出張の旨／長崎不 9月25日 横切継紙・1通 5122

幸の件／他）　山口　伊助→山家高橋佐五兵衛様

［書状］（廻米皆着、格別欠減もなく安心／当丁丁成箇 10月27日 横切継紙・1通 5088

の内五分通御廻米に付難澁／新町一件差紙の件／
他）義左衛門→山口三右衛門様

［書状］（御役所より御廻状の一件内済に付き）山口村伊 11月朔日 横切継紙・1通 5398

助→山家村山口三右衛門様

（注文物書上、千草裏もの2反、他）伊助→山口三右衛門 戌11月24日 横切紙・1通 5114－2

様　前主。

［書状］（親方く三右衛門ヵ〉より借用金返済の件）（新 4月22日 横切継紙・1通 5180

庄6｝儀左衛門→佐五兵衛様

［書状］（金子御調達の礼／サ助落命の件）山口儀左衛
　門→山家村　佐五兵衛様

［書状］（山蛭一件、来眸院隠居の絵図面願書下目論見
の内容について／一件に付若松法主へ密書の件／伊

　四郎出府入用の儀／他）伊藤伊助→山口三右衛門様、同

　甚右衛門様

［書状］（上組一件一大事の場になるに付）若松右伊助
　→山家山ロ三右衛門様

［書状］（御廻米の件、21日出帆の予定の旨他／当地作
　柄／他）　酒田湊出役義左衛門→江戸御出役山口三右衛門様

　　二二（閲覧不可）。

［書状］（祖先二百回忌法要作善につき）　伊藤芳之助→山

　口弁之助様

［書状］（若松一件呼出の件／山口村上組の一件吟味／
　他）伊藤伊助、阿部仙四郎→山ロ三右衛門様、出自右衛門様

［書状別紙］（私差料脇差拒注文を頼みたき旨）羽州山口

　　伊藤伊助→浅草平右衛門町御旅宿　山口三右衛門様

［書状］（若松地論一件／無宿善五・花車と申す悪党等

　召捕の件／拙者脇差細工代金送付／他）伊藤伊助→
　山口三右衛門様、同甚右衛門様

［書状］（当地にて悪党召し捕えの旨／当殿様御場所
　替、東根陣屋にて御手切取一門の件／他）若松6伊藤
　伊助→山口三右衛門様、同甚右衛門様、伊四郎殿　別紙1通あ

　り。

［書状］（御褒美銀二丁配布の件／褒美銀額村高割覚）

　山口村伊助→山家村高橋佐五兵衛様　別紙「覚」1通あり。

（村山郡78か村の者、水難鷺流の際手当拝借を冥加に
　存じ、文化6年差出金上げ切、井村中挙げて荒地起
　返し等奇特に付褒美銀を下し置く旨達書、写）田口
　五郎左衛門　御判→羽州村山郡山家村名主、組頭、惣百姓

［書状］（若松地論一件／郡中御記替、東根陣屋詰合衆
　人事の件／脇差の件／他）東根右伊藤伊助→三右衛門様

　　別紙1通あり。

正月9日

4月20日

8月13日

午7月21日

正月

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切紙・1通

竪半・1冊

5181

6018

5120

4879

横切継紙・1通　　5378

＜文政9＞11月18日　　横切継紙’1通

＜文政9＞戌11月29日　横切継績’1通

＜文政9＞（戌）12月13横切継紙・1通
日

＜文政10＞（亥）正月9横切継紙・1通
日

（亥）正月14日

文政9年12月

横切継紙・1通

竪継紙・1通

＜文政10＞（亥）正月19横切継紙・1通
日

4756－6

4756－7

4756－8

4756－3

4769－6－2

4769－6－3

4756－9

一172一



2鳳書状ハ．山ロ家宛書状ノ4村山郡（川東地域）ノ5．山ロ村ハ．伊●家（儲左衛門・纏左衛門・伊助）

［書状］（若松寺境内・漆野一件、若松側の寺中範囲の ＜文政10＞3月4日 横切継紙・1通 4756・5

認識に付／一件、無益の出入に付熟談下さるよう／
伊四郎介抱入用の件／御場所替／他）山家占伊助→山
口三右衛門様、同甚右衛門様　別紙（「三春御廻米賦役」）1通あ

り。

［書状］（一件出入取扱の件、本寺聞済なきに付破談の ＜文政10＞（亥）3月12 横切継紙・1通 4756－2－2

旨）役人代鈴木庄助、年行事浄光坊→伊藤伊助様47脆2－1 日

の封紙に同封。

［書状］（若松寺山家村一件取扱、山寺御院家様承知こ ＜文政10＞（亥）3月14 横切継紙・1通 4756－2－1

れなく破談の旨／御懇意の旦那様へ心底打明け、御 日

添慮申し請けるよう／他）　（村山郡）伊藤伊助→（江府御
旅宿）山口三右衛門様、同甚右衛門様　封紙あり。添書1通あ
り。

［書状］（若松星野・寺中地謡一件扱いの件／三右衛門 ＜文政10＞（亥）3月28 横切継紙・1通 4756－1

帰国のこと／伊四郎諸入用の義／東根圓蔵方無尽の 日

件／他）伊藤伊助→山口三右衛門様4756・1～9までこより

一括。

［書状］（若松地境争論一件証拠書類の件／若松観音境 ＜文政10＞4月12日 横切継紙・1通 4756－4

内範囲の件／観音地内松脂掻き一件／他）知足院、
本寿院、伊藤伊助→山口三右衛門様、口早右衛門様

［書状］（夫米・小物成・石代願の件／拙者差料脇差持 ＜文政10＞5月18日 横切継紙・1通 4764－9

の件／梅四郎義この頃駿河台旦那様の世話になって
いる由に付／若松一件内済の件／宮崎陣屋長屋の件

9

／他）　伊藤伊助→山ロ三右衛門様

［書状］（若松一件、若松方出府人人選の件／一件証拠 ＜文政10＞閏6月9日， 横切継紙・1通 4768－4

書類の件／旦那三方への挨拶の品の件／他）伊藤伊
助→山口三右衛門様、同日右衛門様

［書状］（貫津村一件、宮崎旦那様寒河江へ御越しの上 7月22日 横切継紙・1通 6021

御取計下さるに付）儀左衛門→三右衛門様
1

［書状］（本間壮助殿へ可返状、先年宮崎において御用 横切紙・1通 5389－2

立金返済催促）三右衛門印→本間壮助様5389－1に巻込
まれていたもの。

［書状］（新暦の挨拶／山家村武七と山口村喜三郎の間 正月18日 横切継紙・1通 4815－13

の御年貢・質地利米滞り事件経緯）伊藤儀左衛門→山
口三右衛門様　雲門が貼り継がれている。

［書状］（武七と当村喜三郎一件、長瀞御役所へ願出の 正月21日 横切継紙・1通 4815－12

件）　山口村伊藤儀左衛門→山家村山口九八様

［書状］（金子調達の件／大山無尽取組の件）山口伊藤 2月6日 横切継紙・1通 5157

儀左衛門→山家　高橋佐五兵衛様

［書状］（其村武七二村喜三郎方にて居座りに付其元方 3月20日 横切継紙・1通 4815－11

へ召連れ下されたく）儀左衛門→三右衛門様

［書状］（藤助新田一件弥済みの旨／上組久七質地の儀 4月12日 横切継紙・1通 5100

／久四郎引請、作の儀私方支配の旨評議／他）伊藤
儀左衛門→山家村山口三右衛門様

［書状］（久七質地金につき）　山口村伊藤儀左衛門→山家村 丑12月17日 横切継紙・1通 5832

山口三右衛門様

［書状］（久七質地請判の義、久四郎に引負わせの旨／ 4月15日 竪紙・1通 5117

貫遺行の義）　伊藤儀左衛門→三右衛門様

［書状］（与左衛門に関わる金子才覚の件／十兵衛分証 7月8日 横切継紙・1通 5894－17

文紛失の件／他）伊藤儀左衛門→山口三右衛門様未編
綴。

［書状］（写、金納願の件他書状3通）伊藤儀左衛門→（三右 11月14日 横長美・1冊 5603

衛門他）
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24書状／1．山口家宛書状／4村山郡（川東地域）／5山口村／1伊藤家（儀左衛門・纏左衛門・伊勘）

［書状］（其元様一件、惣代様を頼み早々片づけるよう 11月20日 横切継紙・1通 5139．14

／先日の借用金の件／他）新庄6儀左衛門→山家村佐五

兵衛様

［書状］（彼一条に付若木武田馳駆廻りの件／山家御宅 11月25日 横切継紙・1通 6056－9

へ仲間集会、御用い200両調達の件／船町一件駕籠
訴の件／他）儀左衛門、吉郎兵衛、晋＋郎、仁左衛門、兵
蔵→（浅草御蔵前瓦町越前屋平兵衛殿御旅宿）山口三右衛門様

封紙入。

乍檸口上（御詠石代願、惣代出府の件／三右衛門へ見 12月22日 横切継紙・1通 5104

舞の小鴨の件／他）義左衛門→山口三右衛門様、和田利

兵衛様

乍恐奉願候御事（高木村伊右衛門他3回持地貫地に請取 寅月 横折紙・1通 5105

の件、他面川村七兵衛年貢不足にて金子取替に関す
る願書も写してあり）三右衛門→伊藤儀左衛門

［書状］（山家村与左衛門・武七他2名より山口村喜三郎 12月24日 横切継紙・1通 4815－15

方へ持高田畑質入、右利米催促の件）儀左衛門→三右

衛門様

［書状］（山口村喜三郎と山家村武七間の御年貢質地利 　　　　・P2月28日 横切継紙・1通 5894－21

米滞一件に付）　儀左衛門→三右衛門様

［書状］（松木代、村方・貴様双方より寺へ寄附の件／ 12月30日 横切継紙・1通 5291

　大晦日の挨拶）山口儀左衛門（印）→山家村山口三右衛門

@様
o（与左衛門・武七他2名借米高）山口村名主儀左衛門→ 子12月 横切継紙・1通 4815－14

三右衛門様　4815－15の別紙。

［書状］（御救納願の義／山口・前田宅の事／両所様機 ＜弘化3＞午3月12日 横切継紙・1通 5113

嫌伺／他）義左衛門→山口三右衛門様、前田寿助様

［書状］（多福町（長谷川岱助）への書状認めの件）山口 3月21日 横切継紙・1通 5893－20

義左衛門→山家御宅二階山口三右衛門様

［書状］（割勘支配（代官）について悪様に流言致させる 6月12日 横切継紙・1通 4776－60

者がある旨／伊東様出府に付挨拶の件／他）　咄羽
山口）義左衛門→（浅草御旅宿）山ロ三右衛門様　包紙入。

［書状］（大貫錠之助家督の件／不熟安石代等未納の件 7月3日 竪笛・1通 4776－59

／伊東様へ見舞状の件／他）　（出羽）義左衛門→（江戸浅

草越前屋御旅宿）山口三右衛門様　封孔あり。

［書状］（御廻米大いに回米の旨／野田賢司病死・正作 8月22日 横切継紙・1通 5863

退役の件／母善光寺詣に出立の件／内願一件／他）
義左衛門→山口三右衛門様　誌面。

［書状］（御廻米江戸着後御取計願／船町孫市一条／紅 8月11日 横切継紙・1通 4776－16

花駄送一条／当方御検見／御心願一件／他）義左衛
門→山口三右衛門様　前欠。

［書状］（半十郎方金子の義／他）義左衛門→山口三右衛門 9月22日 横切継紙・1通 4776－41

様虫損（閲覧不可）。

［書状］（私領渡り総々評議の件／他）伊介（出羽山口村伊 10月朔日 横切継紙・1通 6040

藤伊助）→山口親司様（［］在府山口三右衛門様）　封筒入。

［書状］（私領渡の義踏留まりの旨／一件内済取計の件 10月2日 横切継紙・1通 6045

／半十郎留守宅見廻の件／他）　（出羽山口）伊介→（江戸
�衰｢町越前屋平兵衛御旅宿）山口親司（三右衛門）様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　封紙

入。

［書状］（買納分新穀引操井大坂欠場同所廻米御免願等 11月24日 横切継紙・1通 5943－1「

の儀に付／当年御取箇之儀／天童領へ私領渡しの件
　／他）　義左衛門→山口三右衛門様

［包紙］　出羽山ロ村伊助→江戸二而山ロ三右衛門様、武田半十 11月25日 包紙・1通 6056－13－1
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24，書状／1．山口家宛書状／4．村山郡（川東地域）／5．山口村／1．伊藤家（儀左衛門・義左衛門・伊助）

郎様 6056・2～4入。

［書状］（母井御内儀の様子に付／他） 伊介→山口大介前 11月25日 横切継紙・1通 6056－13－3

［書状］（内郷一件成就の件／金子200両差遣わしの件／ 11月25日 横切継紙・1通 6056－13－2

火鉢等差送りの件／殿様御首尾の義／他） 伊介→山
口三右衛門様、武田半十郎様

2．阿部家（吉郎兵衛・数三郎）

　数量（件数）：36

　　阿部家は山口村上組の名主をつとめ、山口村では伊藤家に継ぐ影響力を持つ家である。

　　吉郎兵衛は安政4年に死亡し、子の数三郎が跡を嗣ぐ。山口三右衛門と吉郎兵衛は実の兄弟である。

［書状］（愚老回復／親方様東根出張願）山口吉郎兵衛 2月2日 横切継紙・1通 6025．5

→山家　高橋佐五部門様

［書状］（安石代願一件に付／鴨味噌等差上）阿部吉郎兵 2月14日 横切継紙・1通 4841

衛→山口三右衛門様

［書状］（郡中金子御役所差引書の内容に付／元〆様よ （巳）3月朔日 横切継紙・1通 4850－2

り若松へ縁組の砺江戸買代金の件／代官所役人衆へ
饒別金額取極覚／他）吉郎兵衛→山口三右衛門様別紙
1通あり。封筒入。

［書状］（大丸屋にて読物の件／奈良沢荻野戸一件濟の 3月4日 横切継紙・重通 5401

件／他）　（馬喰町山形尉江戸出面吉郎兵衛→（羽州山家村御

名主）山ロ三右衛門様　封紙入。

［書状］（当国田方紅花作方の件／七兵衛方馬代金の件 子6月2日 横切継紙・1通 6133－2

／当組祐作始末／注文物の件／他）阿部吉郎兵衛→山
口三右衛門様

［書状］（田方・紅花作況／代官場所替の件／小子・谷 子6月23日 横切継紙・1通 6134

地利兵衛印形調依頼／景教院きせる差替の件／他）
吉郎兵衛→山口三右衛門様　　　　　　　　　　　　、

［書状］（与左衛門買納方石代へ繰替願の件／大風雨に 6月26日 横切継紙・1通 5891

て乱川筋堤押破の件／帰郡願／他）吉郎兵衛→山口三
右衛門様　別紙1点有り。

［書状］（照続大旱魑の所大雨、田方・紅花作況／大坂 7月2日 横切継紙・1通 5086

源十郎歎書の件／廻米川下し船破船弁代金等の件／
舟町河岸一条／水晶山一件／大将天引戻の件／他）

吉郎兵衛→山口三右衛門様　別紙1通あり。追啓1通あり。

［書状］（宮本臨きせるの儀／御代官様お下り、畑川面
　御改の件／田村重一郎東根陣屋受取の件／他）吉郎
　兵衛→山口三右衛門様

［書状］（親方様天童へ弓懸合願書認めの件）山口阿部吉

　郎兵衛→山家御留守居高橋佐五兵衛様

［書状］（御廻米納品にて江戸滞留の件／大坂源十郎
　永々一件／当巳御物米来午春廻米一件、安石代願評
　議の旨／他）　吉郎兵衛→山口三右衛門様

［書状］（先達ての一件内済にて安堵）　山口吉郎兵衛→山

　家村高橋佐五兵衛様

［書状］（引田畑違作に付下救石代願出の件／野川一件
他御中諸出入の件／東根詰柴田様御吟味の件／他）

　　（羽州山口阿部）吉郎兵衛→（江戸御在府）山口三右衛門様

　封紙入。

［書状］（異論一件証拠書類の件／貝塚様よりの書状の
件／他）　（従江戸）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口弁之助様

　封紙入。別紙1通あり。虫損。

8月10日

10月16日

10月28日

11月晦日

12月20日

（子）9月16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

6114

5281－58

5082

5139－17

4776－66

5956
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24，書状／1．山ロ家宛書状／4．村山郡（川東地域）／5．山ロ村／2．阿部家（吉郎兵衛・数三郎）

［書状］（改春の挨拶／山ロー件扱人の件／松前渡しの 正月 横切継紙・1通 4742

件／他）　吉郎兵衛親子（在府占数三郎）→（羽州山家村山口両

伯父）山口貞次様、同晋十郎様、同弁之助様　封筒入。

［書状］（山口村一件呼出／御尊父様病気の件／他）（従 8月24日 横切継紙・1通 5904

江戸）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口弁之助様　封筒入。別紙有

り。

［書状］（山口村一件三右衛門呼出の件／吉郎兵衛宅に 8月24日 横切継紙・1通 5905

て半次郎の噂をせぬよう申し聞かせ下されたき旨）
吉郎兵衛→（山家村）山口晋十郎様　封筒入。

［書状］（山口村一件／貝塚様よりの書状送付）吉郎兵衛 9月11日 横切継紙・1通 5955－1

→（羽州山家村）山口弁之助様　封紙入。5955－2同封。

［書状］（山口村一件呼出なき旨／晋十郎伯父病気の件） 10月11日 横切継紙・1通 5907

吉郎兵衛→山口弁之助様

［書状］（検見入用の件／平麦野村田高反別報告の件） 11月10日 横切継紙・1通 5357

山口村数三郎→猪野沢村小山田理兵衛様

［書状］（山口村一件日延中の旨／国許曖月露寄の件／ 12月6日 横切継紙・1通 5910

開十郎全快の趣／他）　（江戸町銀町四丁目止宿）吉郎兵衛

→（羽州山家村）山口弁之助様　封筒入。別啓有り。

［書状］（山口村一件三右衛門・国許曖人江戸へ呼出の 極月12日夜 横切継紙・1通 5908

件／他）　（従江戸阿部）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口弁之助

様、同晋十郎様、同貞二様　封筒入。別啓2通有り。

［書状］（山口村一件国許取扱人衆呼寄に付／他）　（従本 子極月21日 横切継紙・1通 5913

銀町）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口三右衛門様　封筒入。

（注文物書上、白砂糖2斤、他、山吉分） 横切紙・1通 51．4－3

［書状］（被仰聞の旨承知）吉郎兵衛→高橋御隠居、山口晋 横切継紙・1通 5129

十郎様　前輿。

［書状］（ひとまず御帰郡下されたき旨／華中不取締、 ＜弘化3＞閏5月27日 横切継紙・1通 4878

擶山村小前騒立一件等に付／酒田出役の者の件／
他）吉郎兵衛→山口三右衛門訓導欠。

［書状］（山口村一件扱人呼寄中に付／三右衛門病状の 2月朔日 横切継紙・1通 5912

件）　（従江戸）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口弁之助様封筒
入。

［書状］（御役所より会所へ金子差引の義、冥加金差引 3月朔日 横切継紙・1通 4776－40

の義／銅山大直りの件／（大貫へ用立金一条）大貫次
右衛門墓所建立の義／御廻米納出雲人選の件／他）

吉郎兵衛→伊藤義左衛門様、山口三右衛門様　別紙1通あ
り。前打。

［書状］（山口村一件吉郎兵衛入牢の件／並木町右金借用 6月6日 横切継紙・1通 5914－1

の件）　（従江戸）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口晋＋郎門訴

紙入。罫紙に5914－2も同封。

［書状］（三右衛門代人出府を頼む旨）江戸詰吉6→山三様 6月6日 横切継紙・1通 5914－2

封筒入。別啓有り。

［書状］（山口村一件三右衛門呼出の件／弁之助着届の 7月10日 横切継紙・1通 5900

件）　（従江戸）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口晋＋郎様封紙

入。虫損（閲覧不可）。

［書状］（内願（大貫家関係）一条／舟町孫市目論（見）の 7月21日 横切継紙・1通 5864

件／舟町河岸本河岸へ改の儀／支配引渡しの件／
他）　吉郎兵衛→山口三右衛門様

［書状］（山口村一件数三郎始末書の件／御尊父様病気 11月9日 横切継紙・1通 5906－1

の件／他）　（本銀町四丁目δ）吉郎兵衛→（羽州山家村）山口

弁之助様　封紙入（5906－1～3入）。

［書状別紙］（御廻米船着の件／他）吉郎兵衛→山口弁之助 11月9日 横切継紙・1通 5906－2
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24．書状／1．山ロ家宛書状ノ4．村山都（川東地域）／5山口村／2阿部家（吉飾兵衛・数三郎）

様　封紙入（5906－1～3入）。

［書状別紙］（山口村一件、三右衛門病気の旨にても強 11月9日 横切継紙・1通 5906－3

て罷り出るべき旨仰せ聞かせ、受書差出に付）吉郎
兵衛→山口弁之助様

［書状］（去月2日大地震に付／山ロー件帰村願の件／運 ＜安政2＞11月3日 横切継紙・1通 6026－2

太郎出府の事／他）　（在府占吉郎兵衛）、数三郎→（羽州山

家村）山口貞次様、同軸十郎様　封紙入。

3．阿部市四郎

数量（件数）　9

［書状］（若松一件御手指吟味にて逗留心配の件／山口 ＜文政10＞亥正月19日 横切継紙・1通 4766－3

村上福治野壺性市四郎富商性人語／他）市四郎→山
口三右衛門様

［書状］（若松一件吟味呼び出しなき旨／当組一件野尻 ＜文政10＞3月15日 横切継紙・1通 4766－4

半蔵ら取扱破談の旨／上組名主役・添役の件／他）
（市四郎）

［書状］御一件吟味なき旨に付／江戸旦那様への差上 ＜文政10＞閏6月20日 横切継紙・1通 4851

物の件／作柄／他）　市四郎→山口三右衛門様

［書状］（東根表御用向引請、伊藤氏より下拙差控然る 正月16日 横切継紙・1通 5125

べきの旨仰せ聞かされの件／東根へ正札入用訳ケ差
上の件）　山口　市四郎→山家村高橋御隠居様

［書状］（東根年始入用調書の義紛失の旨）山口市四郎→ 正月19日 横切紙・1通 5119

山家村高橋御隠居様

［書状］（天童問屋場一件内済の件）山口阿部市四郎→山 2月9日 横切継紙・1通 5012

家　高橋佐五兵衛様

［書状］（名寄帳・田畑取二二を此ものへ差遣わし下さ 3月23日 横切紙・1通 5128

れたく）　山口市四郎→山家　高橋佐五兵衛様

［書状］（江戸よりの書状拝見、伊藤氏へも御覧に入れ 9日 横切継紙・1通 5127

る旨）　山口市四郎→山家佐五兵衛様

［書状］（田畑取米小前類寄帳等皆済勘定に付）山口市 8月17日 横切紙・1通 512零

四郎→山家村高橋御隠居様

4．村山伊四郎

数量（件数）　10

［書状］（参宮の帰り、厄介に預った礼／小鴨差上げの 2月13日 横切継紙・1通 4839

旨／貝塚様へ猪胆差上の旨）　原崎余四郎→山口三右
衛門様

［書状包紙］最上山口村村山伊四郎→江戸浅艸平右衛門代地 3月10日 包紙・1通 4768－1

伊勢屋甚兵衛旅宿　御名主山口三右衛門様　4768－2～7入。

［書状］（田作・紅花の件／御暇の節山口御隠居墓所へ 6月2日 横切継紙・1通 6133－6

参詣下されたく／他）　（原崎）伊四郎→（江戸御出役御名

主）山口三右衛門様

｛書状］（新十方書物捜索の件／十四郎代として惣内登 6月10日 横切継紙・1通 4768．7

りの件／伊四郎江戸滞在中入用の件／若松にて縫い
の浬岨面開帳の件／他）伊四郎→山口三右衛門様、同甚

右衛門様、土屋文蔵様

［書状］（江戸より無事帰国の旨）　（羽州最上山口村村山）伊 6月21日 横切継紙・1通 5414

四郎→（江戸浅草平右衛門町伊勢屋甚兵衛旅宿）佐藤兵蔵様、山

口三右衛門様、同甚右衛門様　封紙入。

［書状］（御内々仰せ含まれの一件内済に付／小子諸入 閏6月朔日 横切継紙・1通 5424

用金の義／山家村田方等近況に付／三四郎の件／
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24．書状／1．山ロ家宛書状／4村山郡（川東地域）〆5．山ロ村／4．村山伊四部

他）伊四郎→山口三右衛門様、同甚右衛門様、土屋文蔵様

［書状］（若松一件出府人のこと／若松開帳の件／原町 ＜文政10＞閏6月19日 横切継紙・1通 4827

様・貴公様より恩借の金子返済の件／林兵衛一件／
惣内宿替の件／他）．伊四郎→山口三右衛門様、同学右衛

門様、土屋文蔵様

［書状］（山ロー件／貴公様他より恩借金の件／若松開 7月3日 横切継紙・1通 6028

帳／小子衣装差送り依頼／他）　（出羽）伊四郎→（江戸二

而）山雪三右衛門様、同甚右衛門様

［書状］（若松寺開帳の件／上山ロー件につき猪野沢観 （亥）7月11日 横切継紙・1通 5371－5

事様等取計の件／他）伊四郎→山口三右衛門様、同甚右

衛門様、土や文蔵様

［書状］（訴訟差添人の件／小子恩借金の件／早い帰国 7月16日 横切継紙・1通 5842

を望む旨／他）伊四郎→山口三右衛門様、同甚右衛門様
三右衛門は在江戸。

5その他

数量（件数）　2

差上崩御請書盛事（山口村一件吟味に付三右衛門を江 子5月24日 横切継紙・1通 5896－2

戸に呼び寄せる旨）　（戸田嘉＋郎御代官所羽州村山郡）山

口村上組名主吉郎兵衛差添入組頭惣八、右宿謡扇町四丁目上総

屋権兵衛→御奉行所様　封紙入。

［書状］（山南一件、掛役人より吉郎兵衛へ理解の次第 子5月25日 横切継紙・1通 5896－1

／義左衛門の様子／他）本銀町四丁目上総屋権兵衛方二
而山口村組頭惣八（印）→山家村田名主三右衛門様（外御役人中

様）封紙入。

6．田麦野村（東海林源十郎、忠左衛門）

　数量（件数）　9

源十郎右書丸写（行沢村初太郎欠落の件／奉行所宛口上 巳7月11日（弘化2年ヵ） 1竪継紙・1通 4847

書写）　田麦源＋号外三人→前田寿助様虫損。

［書状］（先頃御掛渡が首尾能く済んだことの礼）田島 4月16日 横切継紙・1通 5372

野村庄司忠左衛門→山家村山名主山口三右衛門様

［書状］（長逗留にて雑用金不足難渋に付金子お送り下 5月4日 横切継紙・1通 4831

されたく／兼而一件沙汰なき旨）　従大坂田麦野源＋
郎→前田寿助様、山口三右衛門様

’

［書状］（長逗留にて諸雑用払方金子差詰りに寸寸登願 6月9日 横切継紙・1通 4836

／東根附大坂御廻米積船兵庫湊着船の旨／他）従大
坂　田麦源十郎→前田寿助様、山口三右衛門様

［書状］（初太郎宿欠落の件／我々共一件落着の噂に付 巳7月11日 横切継紙・1通 4833

／他）　田富　源十郎→山家三右衛門様　虫損（閲覧不可）。

［書状］（東根野中へ対し金子調達の上町押金願の件／ 8月24日 横切継紙・1通 4830

他）　田麦粉＋郎→江戸表二而山家三右衛門様虫損。前
欠。

［書状］（大坂御廻米納不足買納、竹垣様役所より拝借 9月7日 横切継紙・1通 4837

の内訳／我々共一件、大坂にて初太郎欠落に付／大
坂出役諸雑用金援助願／他）田麦源＋郎→山家三右衛
門様　　前欠。虫損（閲覧不可）。

［書状］（当金納宿下願書の件／代官廻村に付見舞の件） 9月25日 横切継紙・1通 5893－14

田麦野　庄司忠左衛門→山家村御名主山口三右衛門様

［書状］（拙筆御見舞暇乞に罷越すにつき）田麦野村名主 横切紙・1通 5421－2

庄司忠左衛門→山家縛網名主山ロ三右衛門様　途中断絶。
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24．書状／1．山ロ家宛書状／4．村山郡（川東地域）ノ7．東根村ノ1績尾家（正作）

Z東根村

　東根は中世から里見氏の城館が構えられ、地域経済の中核となった在町のひとつである。近世には最

上盤領を経て、元和8年から山形戯曲。その後支配替えを経て、寛保元年から幕府領となった。安政2年

以降は松前藩領となり、維新を迎える。　「旧高旧領取調帳」によると、村高7730幽幽。天明8年に家数588

軒、人数2505人。

1．横尾家（正作）

　数量（件数）：12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　’

　　東根村東方組の名主を勤める横尾氏は近世中期より代々名主を勤める東根の名士である。しかし、

　5887にあるように弘化元年ころ、正作は名主役退役を余儀なくされ、東方組は組頭持となった。

［書状］（若松一件呼出なく無駄の費心配／陣屋引渡し ＜文政10＞（亥）3月2日 横切継紙・1通 4761－1

相済む旨／東根陣屋手切取扱願の件／他）東根附惣
代正作→在江戸山家村御名主三右衛門様
4761・1～5までこより一括。

［書状］（代官所御手切取扱願の件／若松一件熟談のた ＜文政10＞亥3月18日 横切継紙・1通 4761－2

め、野田新蔵を若松へ差向けの旨／他）東根惣代正
作→御名主三右衛門様

［書状］（若松地塁一件、野田新蔵差向け納得の所、山 ＜文政10＞亥3月28日 横切継紙・1通 4761－3

寺聞き済まず破談の件／金子差為登／陣屋長屋普請
の件／他）　東根附惣代正作→在々戸山家村御名主三右衛門

l
［書状］（かん一件上首尾、かん入牢の旨／重司へ書物 11月22日 横切継紙・1通 4761－4

の儀申遣わしの件）惣代正作→御名主三右衛門様

［書状］（若木御林御払、改見分役人下向御免歎願の件） 子6月12日 横切継紙・1通 6136

（従羽州村山郡）東根附熟覧正作、の川村名主善右衛門→（江
戸浅草かや町越前屋平兵衛殿旅宿）御名主三右衛門様、同新蔵

様　封紙入。

［書状］（御支配替の件／新蔵様一件内済／下郷3ヶ村附 子6月22日 横切継紙・1通 6105－1

属陣屋の件／牢屋建築一件／他）　（従羽州村山郡東根 7

附郡中）惣代正作→（江戸浅草かや町越前や平兵衛殿於宿）御名

主三右衛門様、同新蔵様　封紙入。6105－2同封。

口上書を以申上襟（今般尾花沢附の沙汰のところ、今 亥8月 竪継紙・1通 6105－2

まで通り東根附となりたき旨）湯野沢村百姓代新助、
同組頭三右衛門、同名主孫助（他、擶山村三役、名取村三役連

名）→東根附劇中鼻薬市郎兵衛殿、同正作殿

［書状］（廻米船出船の件／御支配替の件／野田村一件 子6月晦日 横切継紙・1通 6104－2

内済の件／下馬一件／他）　東根惣代正作→山家村御名

主三右衛門

［書状］（酒田積残り御廻米東尾柴三郡積合分、空船湊 子7月11日 横切継紙・1通 6115－1

内にて破船に付米町払御願申上げるべき旨／御場所
替一件／畑方不作／他）　（東根附郡中直代名主）正作→

　（江戸浅羽茅町越前屋平兵衛殿旅宿御廻米納出役）御名主三右衛

　門様　封紙入。6115・2も同封。別紙1通あり。

［書状］（跡御支配御旦那様来陣にて御引渡相済む旨／
役人御山御見分の件／他）　（東根附郡中惣代名主）正作→

　（江戸浅草御蔵前茅町越前屋平兵衛殿旅宿東根附納名主〉三右衛

　門様　封紙入。

［書状］（廻米由比大慶の件／陣屋御引渡の件）《従羽州
　村山郡）東根附町中惣代正作→（江戸浅艸かや町越前や平兵衛殿

　旅宿納御名主）東根附山家村御名主三右衛門様　封紙入。6106・

　2同封。

子8月15日

子8月22日

横切継紙・1通

横切継紙・1通

6113

6106－1
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24．書状／t山ロ家宛書状／4村山郡（川東地域）／7．東根村ノ1績尾家（正作）

［書状］（源八熊胆質入に付、尊公方にて金子立替質受
願の件）　横尾弥作→山口三右衛門様

午5月朔日 横切継紙・1通 4776・18

2．小池家（伝之助・郁太郎・賢司）

　数量（件数）：8

　　東根村南方組名主。酒造業も営んでいる。

［書状］（三右衛門帰国の件／他）伝之助→山口三右衛門様 ＜弘化3＞閏5月26日 横切継紙・1通 4776－48

虫損。

［書状］（当年柄郡中混雑に付会所留守詰の件／石代願 12月6日 横切継紙・1通 4776－74

の件／他）　辰司、伝之助→山口三右衛門様封紙入。

［書状］（年貢米刎米につき子中歎息の事／田方用水／ 5月16日 横切継紙・1通 5336

アメリカ鼠の鼠害の件／他）郁太郎→三右衛門様裏
はぜんまい配方（代官所役回中他宛）。

［書状］（私一条に付前田様山口様別而心切取計らいの 9月12日 横切継紙・1通 5133

礼／当田方御検見の義／大坂納不足新穀廻しの件）
（小池）賢司→山口三右衛門様

口上（金2両恩借にて首尾よく帰国の礼）　（東根）久次郎、 11月25日 横切継紙・1通 5943－5

賢司→山家御惣代様（御在府山口三右衛門様）

［書状］（江戸底抜新穀繰替廻し願の件／八鍬赤門三郎 ll月25日 横切継紙・1通 5943－6

娘夫婦除帳の件／他）　（羽州東根小池）賢司→（江戸御蔵前

越前屋御止宿）山口親司（三右衛門）様　封紙入。

［書状］（山ロー件一旦帰村聞済の件／御物成御廻米納 11月27日 横切継紙・1通 4741

不足分の件／他）　（小池）郁太郎→山口三右衛門様

［書状］（大坂表源十郎より50両為登依頼の件最寄中に 12月6日 横切継紙・1通 4875

て相談の所、大違作にて村々差支に付／他）　（従羽
州村山郡漆山）辰口、伝之助→（東都二三茅町御宿詰）山口三右

衛門様、前田寿助様　封紙入。

3．二二（圓蔵）

　数量（件数）　3

　　中島家。

［書状］（江戸長逗留の見舞）中嶋圓蔵内→山口三右衛門様 10月28日 横切継紙・1通 4776－13

（注文物願、龍文上下）山骨蔵噛江戸御用先山口三右衛門様 11月25日 横切紙・1通 5114－5

［書状］（三右衛門帰国の風聞につき伺）郷宿珍蔵→御町 □月22日 横切継紙・1通 4832

代山口三右衛門様

4その他

　数量（件数）：13

　　板垣氏は東根村北方組名主。

［書状］（路用として借用金返済／次吉御役場へ浪人届 （子）8月22日 横長美・1冊 6106－2

の件／他）　（東根）岡崎南昇ヵ→（江戸浅草御廻米四方）山家

三右衛門様封紙入。

［書状］（勇蔵紅花売捌代金、為替とするか、又は御惣 巳10月5日 横切継紙・1通 4846

代様封印の上嶋里方へ下し金頼み下されたく／他）
工藤画定内（印〉（最上東根〉→御忌代山口三右衛門様　前

欠。

［袋］　東根ヨリ柏屋孫兵衛→江戸山口三右衛門様6030－2～5 未2月6日 包紙・1通 6030－1

入。

［書状］（愚子源八御厚情に与るの礼）　（羽州東根柏屋）孫 正月26日 横切継紙・1通 6020
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