
24．書状／1．山ロ家宛書状ノ4．村山邸（川東地域）ノ7．東根村／4その他

兵衛内→（江戸）山家三右衛門様　封筒入。

［書状］（藤助新田一条無宿久蔵吟味の件／他）辰司→前 2月15日 横切継紙・1通 4776－46

田様、山家様　前欠。虫損。

［書状］（伊勢参詣上方見物旅行中霧乱病身となるに付 8月9日 横切継紙・1通 6108

／他）　玄内→御名主三右衛門様、同利兵衛様、同万次郎

様、同新蔵様、平右衛門町甚兵衛様、瓦町平兵衛様

［書状］（差控仰せ付けられる旨／引渡しの件／他）（村 11月23日 横切継紙・1通 6056－10

山郡東根栄司）→山口三右衛門様　封紙入。虫損（閲覧不可）。

［書状］（板垣玄貞方熊胆代金御頼の件／奥野・鎌様へ 11月25日 横折紙・1通 6056－11

御用達金の件／他）楢下宿二而栄司→江戸山口三右衛門

様封紙入。

［書状］（山ロー件矢野目村喜一郎出府入用として金歯 閏5月2日 横切継紙・1通 5383

出願）　（東根板垣）玄内→（山家山口）三右衛門様、弁之助様

金受取日1通同封。封筒入。

［書状］（野川村百姓70人余蓑笠にて郷宿伝蔵方へ詰掛 7月28日 横切継紙・1通 5869

けた事件に付（年貢清勘定等についての訴）／新町一
条／他）　〈板垣〉辰司→山口三右衛門様

［書状］（ご心配の一条に付／村山郡場所体の評判の件 11月23日 横切継紙・1通 5943－4

／大坂納不足、買鳴瀬新穀廻願の件／他）　（従東吉
田）東根→（江府浅草越前屋平兵衛方御旅宿）三右衛門様　白紙

入。別紙1通あり。

［書状］（江戸買納巴鴨に付／御廻米酒田湊引請取組の 11月24日 横切継紙・1通 5943－3

儀／唐山一条／大坂納不足一条／他）（羽州東根板垣）
辰司→（江戸浅草御蔵前瓦町越前屋平兵衛様御止宿）山口親父

（三右衛門）様封紙入。

口上（先達て栄蔵様へ御立替下された御恩金、20日中 12月12日 横切継紙・1通 6046

に貴君様へ差上の旨）（四丁板垣）玄貞→（越前屋平兵衛
様御宿二型）山口三右衛門様　封筒入。

8．貫津村（結城六右衛門、他）

　数量（件数）：6

　　貫津村は山家村に南接する村。寛保元年より幕府領であったが、天保13年に山形藩領となり、弘化

　2年からは上野国館林藩学となって幕末を迎える。

［書状］（道議惣助よりかかる貸金一件に付）結城六右衛 3月25日 横切継紙・1通 4815－7

門→伊藤儀左衛門　鉱山（閲覧不可）。

［書状］（二村久助より山家村万助に質地に渡った田地 3月29B 横切継紙・1通 5894－22

の年貢米不納に付）　（貫津村名主結城）六右衛門→（山家村

御名主山口）三右衛門様

［書状］（温州久助より山家村万助に質地に渡った田地 3月晦日 横切継紙・1通 5894－23

の年貢米不納廻米川下げ差支に付）　（上貫津村名主）六

右衛門→（山家村名主）三右衛門様

［書状］（貫津村久助より山家村万助に質地に渡った田 3月晦日 横切継紙・1通 5894－24

地年貢米不納の件）　山家村名主三右衛門→貫津村御名主

六右衛門様

［書状］（山家村万助質地年貢米不納の件を漆山役所へ 4月朔日 横切継紙・1通 5894－26

申上げる旨）　（上貫津村名主）六右衛門→（山家村名主）三右

衛門様

［書状］（久助より山家村万助へ質地田地年貢米不納の 4月2日 横切継紙・1通 5894－25

件吟味の御報）山家名主三右衛門→上貫津御名主六右衛門
様
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24書状／1．山ロ家宛書状ノ4．村山郡（川東地域）／9．六田村（山ロ東右衛門）

9．六田村（山ロ東右衛門）

　数量（件数）：13

［書状］（山口村一件子息弁之助出府の件／新升の件／ 子7月10日 横切継紙・1通 5902

廻米船江戸入船の状況／他）東右衛門→御惣代三右衛
門様

［書状］（山口村一件内済行届兼ねる旨／アメリカ船来 丑6月12日 横切継紙・1通 5901

朝の件／他）　（従江戸山ロ）東右衛門→（羽州山家村）御惣代

三右衛門様封紙入。

［書状］（長谷川岱助高木清左衛門方へ出勤の件／飯田 2月26日 横切継紙・1通 5352－2－5

町様より仰せ聞かされの一件、取持のお方へ御礼金
の件）　東右衛門→山口三右衛門様　　5352－34、6は関係文

書。

［書状包紙］従江戸六田東右衛門→羽州東根附山口三右衛門 未4月5日 包紙・1通 5352－1－1

様5352を一括していたこより紐同封。5352・1・2～4までを包

む。

［書状］（駿台様御屋敷譲渡の件／村替の件／紅花川下 未4月5日 横切継紙・1通 5352－1－2

の件他）　東右衛門→山口三右衛門様挟み込み別紙1点あ
り。

［書状］（当御代官西丸回番衆へ役替の件／越前屋より 申7月18日 横切継紙・1通 6010

請取べき金子の件／他）〈従江戸陳右衛門→（羽州東根
附）御献血三右衛門様　封紙入。

［封紙］　従江戸東右衛門→羽州東根御血豆三右衛門様 申7月20日 封紙・1通 5033

［書状］（織田様最寄替一条に付貴公様御取り計らいの 申7月26日 横切継紙・1通 5001

ため出府願／紅花一件願出の件（舟町孫市悪だれに
困入））　東右衛門→三右衛門様

［書状］（御隠石町の件／代官屋代増之助の支配場所仰 5月19日 横切継紙・1通 5003

せ付の件／他）　（従江戸福井丁止宿）東右衛門→（山口）三右

衛門様封筒入。

［書状］（吉郎兵衛方一件呼出なき旨／御廻米積船入船 9月17日 横切継紙・1通 5954

無き旨／欠請負の件／他）　（従江戸）東右衛門→（羽州山

家村御惣代）三右衛門様、弁之助様　封筒入。別紙1通あり。

口上（出府中、中ノ目方よりの利足金差替にて送付の 極月21日 横切継紙・1通 5941－10

分受納）東右衛門→三右衛門

［書状］（大坂不納不足・東根附蝋石底心の義につき） 未2月20日 横切継紙・1通 5352－2－3

（江戸6）東右衛門→御惣代三右衛門様

［書状包紙］従江戸六田東右衛門→羽州東根中山口三右衛門 未3月13B 包紙・1通 5352－2－1

様　5352－2－2～6までを包む。
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24．●状／1．山ロ家宛書状／4．村山灘（川東地域）／10．聾田村（前田新蔵・薄助、他）

10．野田村（前田新蔵・寿助、他）

数量（件数）：56

　　前田新蔵は野田村名主。天保期には東根陣屋附郡中の郡中惣代を勤めていた。

　　天保14年、前田新蔵は代官大貫次右衛門より寿助（としすけ）の名を賜る。

其方儀、年来野田村名主相勤、自分支配最初右相勤、近来東根附惣代相勤、三々取締方郡中入用不相

掛様骨折」太義之至リニ候、此段厚司賞候、其方名前惇江譲リ、其方名者自分右相撰候内桐油、東根

八幡之神勅を伺候間、

右に今日右改名可然存候、

　　五月十一日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　次右衛門　花押

　寿像目録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寿助

右幾久敷名付、目出度主人乱酒相豆蔵、万々歳通称土用可被申候、依三三一如此候、以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大貫次右衛門内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林道之助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　忠儀　花押

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷村良助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正信　花押

　　新蔵翻心

　　　前田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　寿助殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（茎田佳寿子『幕末日本の法意識』より引用史料）

［書状］（若松一件内済に付／東根引渡しの件／他）前 ＜文政10＞亥3月4日 横切継紙・1通 4761－5

田新蔵→山口三右衛門様、同甚右衛門様、伊四郎様　　別紙

「覚」（金子拝借に付）1通あり。

［書状］（柴橋附大坂納名主名前に付／他）野田新蔵→ 閏4月11日 横切継紙・1通 5894－11

御惣代三右衛門様

［書状］（山形渡りに付村々願筋の件／当御年貢米皆米 10月24日 横切継紙・1通 6042

納の件／添田様東根御出の件／他）前田新蔵→山口三

右衛門様

［書状］（山形御引渡、四ヶ村振替の件／他）前田新蔵→ 11月2日 横切継紙・1通 6049

山口三右衛門様　虫損。

［書状］（欠込訴一条（舟町一条）／御引渡一条／諸国代 11月25日 横切継紙・1通 6056－7

官在陣／山野辺へ貸金の件／米値段下直の件／他）
前田新蔵→山口三右衛門様　封紙入。追啓あり。

［書状］（利根川川留にて幸手止宿の旨）（幸手宿右）前田新 7月4日 竪紙・1通 6131

蔵→（江戸）山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（殿様病気全快／山形引渡延引の件／’村山郡米 11月12日 横切継紙・1通 6055

値段／他）　（村山郡［］）前田新蔵→（江戸浅草かわら町越前

屋平兵衛殿御内）山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（経廻米為替取組の義／御在陣に付御普請入用 2月5日 横切継紙・1通 4776－29

金につき尾花沢へ手伝い願上の件／他）前田寿助→
山口三右衛門様、伊藤義左衛門様

［書状］（代官所御引渡の件／吉田様六二支配へ御住込 3月12日 横切継紙・1通 4845

願上の件／備金・上納金300両の始末の件／：新町内
蔵之助一件吟味の件／他）寿助？三右衛門様

［書状］（伊藤義左衛門山口村帰村の件／舟町孫市目論 6月22日 横切継紙・1通 5886
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24．書状パ．山ロ家宛書状／4．村山郡（川東地域）／10．野田村（前田新蔵・簿助．他）

見の件／田麦野村源十郎ら大坂長逗留難儀の願書の
件／他）　前田寿助→山口三右衛門様会所より山上宛別紙

1通あり。

［書状］（御役所へ御用立金の件／内願一条の件／破免 （天保）7月3日 横切継紙・1通 5852

潰金五ヶ村皆済金の件／大坂納源十郎へ為登金の件
／船町孫市一件／他）前田寿助→山口三右衛門様

口上（御用金、門中上納金合せ350両の件／山内八ヶ村 28日 横切継紙・1通 4853

廻米の件／他）寿助→三右衛門様

［書状］（未着金の件／東根村正作退役にて組頭持とな 9月2日 横切継紙・1通 5887

る旨／大山の湯呑所新助死去の件（大山一件）／他）
前田寿助→山口三右衛門様　虫損（閲覧不可）。

［書状］（東根村正作退役の件／上杉様分御廻米着船の 9月29日 横切継紙・1通 4776－73

件／新町村一件差紙にて和田氏出府の件／他）前田
（会所6）→山回様　別紙1通あり。

［書状］（御仮免状御渡の件／湯呑所新助一条の件）前 10月7日 横切継紙・1通 5862

田寿助→山口三右衛門様

［書状］（伊東様着、書状着の尋）前田→山三様 10日　　一 横切紙・1通 4776－33

［書状］（郡中備金差引の件／去11月大貫方へ差上げた （弘化2年）2月27日 綴・1綴 5888

300両の件／跡代官石井様／廻米出役の件／擶山村
勘定出入の件／他）　前田寿助→三右衛門様、義左衛門様

別紙2枚が綴ってある。

覚（廻米上乗入用金等請取）東根附惣代寿助（印）（東根会所） ＜弘化2＞巳6月6日 横切継紙・1通 4776－62

　→江戸納名主三右衛門様　包紙入。

［書状］（御廻米一条、買納願立の旨／兼ての四百両ロ
　一条／他）　前田寿助（東根会所）→山口三右衛門様

［書状］（買納一件に付／大貫様御用立金の件／江戸廻
　米船未入津の旨／他）前田寿助（会所）→山口三右衛門様

　　虫損。別紙1通あり。

1［書状］（御砂石御内段の仰せ聞かされ申請／金上納の
　上、買納難渋の旨申上げるに付／大貫様御用立金の
　件／他）　前田寿助→山口三右衛門様

直傭継切ヲ以奉願上盤（当午江戸御廻米買納石数、残
　らず当午新穀にて来未春江戸廻米仰せ付下されたき
　旨）　最寄名主→東根御役所

［書状］（大坂廻米減石納不足の義／検見日取の義／御
　廻米湊渡し切の義／他）前田寿助→山口三右衛門様

［書状］（大坂廻米納不足一条／予納代金の件／他）〈
　前田〉寿助（東根会所）→山口三右衛門様

［書状］（神町村より垣一条願出の件／東根籾一条極割
　賦返納の件（大貫関係）／西丸御冥加金の件／新町村
　一件／他）　（江戸前田）寿助→（山家二而）山口様封紙入。

［書状］（買納の儀／当御廻米納方の件／新町村一件／
　備金一件願書に付／買納入用取調書／他）　（江戸前
　田）寿助→（東根）山口三右衛門様　封紙入。別紙「覚」1通あ

　り。

［書状］（桑原様郡中備金工糺の件／大坂納不足の件／
　山形二藍水車仕掛の二村々より故障申立の件／他）
　　（東根）前田寿助→山口三右衛門様　封紙入。追而書あり。

　6030－4－2同封。

［書状］（郡中御普請入用割の件／新町村一件／他）前
　田寿助→山口三右衛門様、伊藤義左衛門様　前欠。

［書状］（御廻米素心御引受下され安心／酒田へ上乗り

＜弘化3＞午5月II日　横切継紙・1通

＜弘化3＞閏5月7日　横切継紙・1通

＜弘化3＞閏5月20日　1横切継紙・1通

弘化3年7月 竪継紙・1通

＜弘化3＞（午）9月2日横切継紙・1通

＜弘化3＞（午）10月2日横切継紡1通

（酉）4月16日

（酉）6月20日

正月26日

2月2日

4月21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

5080

5085

4776－10

4776－14

5084

4776－5

6082－4

6082－2

6030－4－1

4776－27

4776－25
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24．書状／L山ロ家宛書状／4村山郡（川東地域）／1Q．野田村（前田新蔵・簿助L他）

の者差下しの旨／伊東様中風の件／舟町孫市一条／
内願一条／他）　前田寿助→山口三右衛門様

［書状］（東根陣屋御引渡しに付／御代官様着陣先触に 5月朔日 横切継紙・1通 5883

付／内願一筋／酒田大火の件）前田寿助→山口三右衛
門様

［書状］（御廻米舟酒田入津の件／義左衛門帰村の件／ 5月8日 横切継紙・1通 ㎜
吉田様抱入構の件／舟町一件／他）寿助→山口三右衛

門様　　　　　　　1

［書状］（為替金の件／田方童画の旨／廻米船清水にて 5月25日 横切継紙・1通 4776－11

破船の件／御役所へ御用立金の件／東根役所詰合役
人名前／銅山入金話方の件／他）前田寿助→山口三右

衛門様前野。

［書状追啓］（殿様出羽御支配仰せ付けられる件／内願 6月10日 横切継紙・1通 4776－30

一条出府人の件）　寿助、最寄中→三右衛門様

［書状追啓］（舟町一件手回し内聞の件／河岸仕出し一 6月10日 横切継紙・1通 5103

条）　〈前田〉寿助→山山様

［書状］（御上納繰合御用立金300両元〆様へ御下げ御願 6月11日 横切継紙・1通 4776－31

申し上げ下されたき旨／牢屋入用御下げの件）寿助
→三右衛門様

［書状］（村山郡田方紅花等作況／備金一条、村方より 7月22日 横切継紙・1通 4776－37

借用願に付／最寄打寄取調下されたく／上納遅延の
村方あるに付御下ヶ直願の件／他）前田寿助→山口三
右衛門様

内々申上候（山口村小前の者二心屋敷続原地新開願を 9月2日 横切継紙・1通 4776－50

駕籠訴の件／賢愚・酒田渡切取黒熱の儀江戸にて取
計らい願／他）前田→山口様

［書状］（検見の件／当秋取り米値段の件／大坂にて竹 9月28日 横切継紙・1通 4776－72

垣様御役所より御拝借金の件／御内願一件、郡中書
立の者へ尋ねの件／他）前田寿助→山口三右衛門様

［書状］（買納の件／桑原様備金取調の件／他）（東根附 12月17日 横切継紙・1通 6076－3

門中惣代）前田寿助→（江戸浅草かわら町越前屋平兵衛殿内）山

口三右衛門様封紙入。

口上（郡中へ牢屋入用御下ヶの件／他）寿助→三右衛門 正月28日 横切継紙・1通 4776－28

様

［書状］（買納願書・紅蓮代金の件／大坂・江戸御廻米 6月26日 横切継紙・1通 4776－51

の件／御血石代謝印の件／他）前田寿助→山口三右衛
詠手　前欠。

［書状］（山形藩引渡しの件／献納石数分新穀廻し願の 8月朔日 横切継紙・1通 4776－15

件／他）　前田寿助（東根会所）→山口三右衛門様

［書状］（新穀廻しの願書の件／買納伺の儀／最寄中に 9月12日 横切継紙・1通 4776－4

て廻米面心取り用いなきときは駕籠訴願の二丁の件
／他）　前田寿助（東根会所）→山口三右衛門様別紙「口上」

1通あり。

［書状］（御廻米上乗原町兵右衛門酒田差下しの件） 11日 横切継紙・1通 4776－32

［書状］（御廻米一条、郡中にて酒田買米・江戸・大坂 （午）4月11日 横切継紙・1通 5095

買納の仕様に付／酒田・木坂等重役名前／他）前田
寿助（会所）→山口三右衛門様　追而書1通有り。

［書状］（廻米船未入津の件／会所権右衛門病気の件） 5月20日 横切継紙・1通 ㎜
前田→山口様前幅。

［書状］（上納金取立・御廻米三方会所清勘定難渋の件 6月24日 横切継紙・1通 6019

／他）　（東根前田）寿助→（山家二而）三右衛門様、弁之助様

封筒入。
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24．書状／t山口家宛書状／4村山郡（川東地域）ノ10野田村（前田新蔵・醇助、他）

［書状］（年貢買納・大坂欠減新穀廻し歎願の件／他） 8月11日 横切継紙・1通 5854

前田寿助→山口三右衛門様　途中破断。

［書状追書］（御検見の件／大嵐の件）前田→山伝様 （8月）11日 横切継紙・1通 5855

5854の追書ヵ。

［書状］（柴田並製郡惣代東根集会にて大坂納不足の件 （午）9月22日 横切継紙・1通 5134

咄合の経過／東根掛り買納の義／他）前田寿助（東根
会所）→山口三右衛門様

［書状］（大坂御廻米御免願の件／源十郎飯代借りの件 10月28日 横切継紙・1通 4835

竹垣様役所より掛合になる旨／当田方破免検見／佐
兵衛大坂拝借金の件／御金才料人選の件／新町村一
件／他）　前田寿助→山口三右衛門様

［書状］（東根附買無調の件／酒田売米代金の件で尾花 11月25日 横切継紙・1通 5943－1．2

沢と相談の件／他）　（羽州東根）前田寿助→（江戸）山口三

右衛門様、佐藤兵蔵様

口上（尾花沢才望貸金の件／真鴨・小鴨値段につき／ 11月25日 横切継紙・1通 5943十1
他）　（羽州東根前田）寿助→（江戸）山下一封紙入（5943・1・2

入）。別紙有り。5943－1～13までこより紐一括（こより紐同

封）。

［内々書状］（武田氏逗留の件）筆跡は前田寿助ヵ。 朔日 横切継紙・1通 5889

［書状］（久次郎入用金の件／山寺無宿御仕置の件／他） 26日 横切継紙・1通 6030。4．2

（前田）寿助→山三様

口上（衣類・唐紙類調え依頼／他）前田→山口様、和田様 28日 横切継紙・1通 4825

11．矢野目村（佐藤仁右衛門・晋三郎、他）

数量（件数）：28

　　矢野目村は「心高旧領取調帳」で村高1161浅葱。うち1㎜石は寛政12年より幕府領で、残り161石は

　山形面面寺領と若松寺領とからなっている。矢野目村前領分名主佐藤仁右衛門は、天保～嘉永期には

東根附血中最寄惣代、安政期からは寒河江附最寄惣代を勤めている。

［書状］（救石代納羅増願役所へ歎願の件／当村大旱越 7月3日 横切継紙・1通 4776－19

の件／大貫錠之助様御家督の件／船町孫市の儀／御
下しの麻羽織等受取／他）　（矢野目）佐藤晋三郎→山口三

右衛門様　虫損（閲覧不可）。

［書状］（山ロー件破談に付／山ロー件嘆願書作成の件 2月28日 横切継紙・1通 4815－20

／他）矢野目晋三郎→山家山口三右衛門様

［書状］（御廻米川下げ、廻船積立に付／船町孫市一条 4月29日 横切継紙・1通 4776－61

／貝塚様注文の宮野浦筆草の件／酒田町大火の件／
他）　与市郎、仁右衛門→山口三右衛門様

［書状］（彼の一条、東根にて相談の上嘆願書作成の件 ＜弘化3＞閏5月25日 横切継紙・1通 4776－42

／山形開場所外の件／御調依頼の書画等の件／他）
晋三郎→山三様　虫損（閲覧不可）。前欠。

［書状］（品々注文物御頼の件／当村利右衛門上乗廻米 6月23日 横切継紙・1通 6117

船品川入津の件／織田様御陣屋御引越一条／他）
（矢野目）仁右衛門→山口三右衛門様　別紙1通あり。

［書状］（東根附大坂納不足井買解方に付／南館村一件 11月24日 横切継紙・1通 5943－2－1

／天童領へ六ヵ村替地風評に付／山口村字狐原新開
一件／他）　（羽州矢野目村佐藤）晋三郎→（江戸浅草御蔵前町

前屋平兵衛殿御旅宿）山口三右衛門様　5943・2・1・2包紙入。

［書状］（◎一条の件／傷寒取合、御側石代願駕籠訴に 12月7日 横切継紙・1通 4849

付出府人人選の件／原町村百姓25人打ち挙げて東根
へ駆込みの事件に付／新町村一件／他）佐藤晋三郎
→山口三右衛門様　包紙入り（東根辰司より山口三右衛門宛書
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24．書状／1．山ロ家宛書状／4村山部（川東地域）／11．矢野目村（佐藤仁右衛門・晋三鄭、他）

状封紙）。虫損（閲覧不可）。

［書状］（廻米空船破船に付雇船の所、右大黒丸江戸乗 戌6月26日 横切継紙・1通 4823

りの経験なきに付、江戸着岸の節三右衛門御添心願
／用捨米の件／他）佐藤仁右衛門（印）、庄司源＋郎（印）

→山口三右衛門様

［書状］（お遣わしの金20両受取／他）晋三郎一。山口三右 正月20日 横切継紙・1通 4871

衛門様

［書状］（久次郎同道にて御帰国下されたき旨／江戸買 正月26日 横切継紙・1通 6030－3

納一条／五ヶ村一件風評の件／他）　（羽州矢野目村佐
藤）晋三郎→（御在府）山口三右衛門様　封紙入。・

［書状］（去暮石代願の歎願の件／南館村より前明石村 2月15日 横切継紙・1通 烈
にかかる一件／他）晋三郎→山口三右衛門様虫損（閲覧
不可）。

［書状］（山口村一件、龍源寺・来論義・天童相沢兵左 3月7日 横切継紙・1通 4870

衛門取扱立入、江戸表武蔵屋仁兵衛へ日延猶予取計
らいの件尋ねに付）　仁右衛門→山口三右衛門様4869参
照。

［書状］（是まで十二ヶ年私共難澁の次第御慈悲御免願 4月3日 横切継紙・1通 4828

代人として矢野目村百姓長次郎出足に付／他）　（矢
野目）仁右衛門→（山家）山口三右衛門様、同弁之助様　封筒

入。

［書状］（御廻米御蔵納方御引受、内願筋御承知下さる （4月22日） 横切継紙・1通 4776－24

に付）　（矢野目）後欠。

［書状］（天童仲川宅に仲間集り、出府人取極に付参会 5月8日 横切継紙・1通 4857

願）　仁右衛門、兵蔵→（山家）山口三右衛門様封筒入。

［書状］（御廻米積立高、本欠米高／他）酒田湊出役仁 5月10日 横切継紙・1通 4776－64

右衛門、与市郎→（江戸浅草瓦町越前屋平兵衛様御内東根附御

開平）江戸納御門野山口三右衛門様　封紙入。　　　　’

［書状］（画論一条重曹願／山形御場所替郷村の件／書 6月22日 横切継紙・1通 5878

画画料の件／他）　晋三郎→山口三右衛門様

［書状］（注文のきせる、気に入らざるに付返上／紅 6月23日 横切継紙・1通 6123

花・田方作柄）羽州村山郡金＋郎→江戸浅草越前屋平兵衛

宿二而山口三右衛門様

［書状］（廻米船江戸入津状況に付／注文の煙草入受取 6月23日 横切継紙・1通 6124

／書籍「三二酔」注文の件／他）　（矢野目）晋三郎→山口

三右衛門様

覚（結城縞等大丸か三井にて御買求めくだされたき旨） 8月21日 横切継紙・1通 5123

晋三郎→山口三右衛門様
　　　
［書状］（御廻米船酒田湊出帆に付／船町孫市一件／他）

　　（羽州より東根附）仁右衛門、与市郎→（江戸浅草瓦町越前屋
　平兵衛御止宿東根附郡中御藤代）江戸納御惣代山口三右衛門様

　　封紙入。

［書状］（御廻米船価着の件／金談一条／帰国を求める
　旨／他）　晋三郎→山口三右衛門様山繭。

［書状］（御払米蔵納済の旨同慶／◎印一条に付／新町
　村一条／東根御金宰料定宿の件／他）晋三郎→山並三
　右衛門様　虫損。

［書状］（買三方歎願に付／注文の脚半仕立直し依頼／
　他）　（羽州矢野目）晋三郎→（御在府）山回様封筒入。

［書状包紙］　（羽州）矢野目村佐藤晋三郎→御在府山口三右衛門

　様6056・4－2～3入。

内密（天童領大造の御用金賦課にて町村大騒の件）　晋

10月朔日

10月28日

11月22日

11月23日

寅11月25日

11月24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

包紙・1通

1横切継紙・1通

4776－63

5871

4872

5943－2－2

6056－4－1

6056－4－3
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24．書状／1．山ロ家宛書状ノ4．村山郡（川東地域）／11．矢野目村（佐藤仁右衛門・晋三郎、他）

　三郎→山三様

［書状］（彼一件に付若木武田氏も奔走の件／船町一一件

　駕籠訴の旨／御用の金200両仲間手配、才覚の旨／
　他）　晋三郎→山口三右衛門様別啓あり。

［書状］（伊藤氏の儀に付仰せ下されの旨承知、金工面
　の件／他）矢野目　兵右衛門→山口三右衛門様

25日

�

横切継紙・1通

｡切継紙・1通

6056－4－2

T893－17

12原町村（佐藤兵蔵）

数量（件数）：22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

　　原町村は寛文8年に上下二村に分けられ、上原町村743石は寛保元年より幕府領。下原町村は寛政2年

　より常陸国土浦藩領となり、北目村に所在した北目陣屋の所管となる。佐藤兵蔵は上原町村の名主を

勤め、天保～嘉永期には東根附町中最寄惣代となっている。

［書状］（若松一件／当年御場所替の件／原町村百姓伜 ＜文政10＞3月2日 横切継紙・1通 4766－8

医者志願にて江戸登りの旨／当年御城米出庫人選の
件／他）　佐藤兵蔵→御名主山口三右衛門様

［書状］（三右衛門東都着の件／東根尾花沢納不足買納 6月朔日 横切継紙・1通 6132

代金、湯嶋役所に兵蔵上納の件／納入用勘定の件／
小林旦那様に役介になった旨／他）兵蔵→山郭三右衛
門様

［書状］（年貢廻米差替の件／大貫錠之助家督相続の件 7月3日 横切継紙・1通 5872

／破免・潰れ五ヶ村安石代の儀／大旱魑／舟町孫市
目論見の件／他）　原町村佐藤兵蔵→江戸納名主山口三右

衛門様

［書状］（御役人様御林の見分の件／御役人様へ郡中よ 子7月24日 横切継紙・1通 6109

り土産の品の件／小林様への饒別／御廻米御蔵納の
件／他）　佐藤兵蔵→山口三右衛門様追啓1通あり。

［書状］（高畑割替一条につき三右衛門出府願の件／同 7月26日 横切継紙・1通 5041

一条、田中様に相談／代官石井様罪過／他）納名主兵
蔵→御名主三右衛門様、仁右衛門様、義左衛門様、吉郎兵衛

様、善福様

［書状］（大願一条成就の件／金子差登せの件／船町一 11月25日 横切継紙・1通 6056－5

件／原町村御筆風折切取の件／他）源町）佐藤兵蔵→
（浅草御蔵前越前屋御止宿）山口［三右］衛門様　封筒入。

［書状］（御袋様御新造様柴橋迄帰国道中に付／大坂納 （未）正月22日 横切継紙・1通 6030－5

不足の件／石代の件で兵蔵江戸出府差越州不将二付
慎仰せ付けられる旨／他）　（羽州村山郡東根右）原町（佐
藤）兵蔵→（江戸浅草御蔵前瓦町越前屋平兵衛殿止宿）山口三右

衛門様封紙入。 o

［書状］（今日御集会の所、ご光来なきに付／庄吉より 3月26日 横切継紙・1通 5284

東根両人へ返金の件）天童中川宅6兵蔵、仁右衛門→山

家　山口三右衛門様

［書状］（吉原遊興入用金を三右衛門借用証文の件）は 5月朔日 横切継紙・1通 6133－7－3

ら町→山家様

［書状］（村山郡再出役宿の件／御廻米入津なき旨／野 5月晦日 横切継紙・1通 6133－7－1

田一件／田方・紅花作況／他）佐藤兵蔵→納名主山家
：三右衛門様　6133・2・3を挟込。　　　’

［書状］（野州坪山村専吉様へ為替取組金請取／御廻米 6月18日 横切継紙・1通 4815－3

船破船の件／他）納名主佐藤兵蔵→御惣代山口三右衛門

@様
m書状］（江戸払納の儀／築地高須様への書状御届の旨 申6月25日 横切継紙・1通 4999

／北條雄之助様御役御免の件／他）（江戸福井町弐丁
目越前屋平兵衛殿止宿）名主（佐藤）兵蔵→（羽州山家村）御名主
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24，書状／1．山ロ家宛書状／4村山郡（川東地域）ノ12頂町村（佐藤兵蔵）

山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（石代願の儀六ヶ敷旨／納過金のうち前田氏借 7月21日 横切継紙・1通 5930

用の分に付／廻米舟豆州沖にて高波を被り痛み出来
の旨／他）　（江戸浅草福井一越平平止宿6）町名主兵蔵→

（羽州山家村）御三代山口三右衛門様　　封筒入。

［書状］（江戸宿にて寝てばかりの旨／他）（江戸浅草御蔵 7月24日 横切継紙・1通 6061

前瓦町越前屋平兵衛旅宿6名主佐藤）原く町〉兵蔵→（羽州村山

郡御名主）山家三右衛門様　封筒入。

［書状］（老野森村他5ヶ村の内より、高畑割替下された 7月26日 横切紙・1通 5002

く心願の件）　兵蔵→三右衛門様

［書状］（伊藤氏より三右衛門への書状開封の断／書状 8月5日 横切継紙・1通 6062

類国許へ差下しの件／他）（江戸浅草御門外御蔵前越前
屋6納名主）原（町）兵蔵→（出羽山家村肝名主）山口三右衛門様

封筒入。

［書状］（貴所様出府御見合せの件／地幅一件／廻米舟 9月21日 横切継紙・1通 6058

着船の件／湯嶋御役所二血清帳頭金御引上にて諸色
入用手支の件／他）　（江戸浅草御門外瓦町越前屋平兵衛宿

6佐藤）兵蔵→（羽州村山郡山家村御名主山口）山家三右衛門様

［書状］（当年御廻米受痛心配／田方青立に付郡中破免 10月28日 横切継紙・1通 5096

／畑方皆無、郡中安石代願の件／野川村百姓、名主
を相手取、郷宿へ願出の事件／名取村名主柔弱に付
組頭名主代に相成る旨／他）　佐藤兵蔵→納御名主山口

三右衛門様

［書状］（御廻米積船入津の件／越前屋下男下女の件／ 朔日 横切継紙・1通 6133－7－2

御米川岸船積の件／他）　ひやう6→さん様

［書状］（先達而江戸滞在入用金無心の件／廻米船難破 10月3日 横切継紙・1通 6065－5

船の件／遊郭での事／他）　（江戸かわら町6納名主原町）

兵蔵→（羽州村山郡御名主）山口三右衛門様　封筒入。

［書状］（貴君より受取った悪金小判の件）（江戸浅草御蔵 10月5日 横切継紙・1通 6065－4

前瓦町越前屋平兵衛旅宿納名主原町）兵蔵→（羽州村山郡御名主

山家）三右衛門殿　封筒入。

［書状］（納不足分御蔵庭御扶持御渡米年半の件／山 10月28日 横切継紙・1通 6065－2

口・原町・山家三ヶ村小物成願の件／山口徳三郎一
件／他）　（原町）兵蔵→山口三右衛門様別紙2通あり。 1

13．沢渡村（菅原与左衛門、他）

数量（件数）：2

　　沢渡村は寛保元年より幕府領、安政2年以降松前藩領。村高794石余（「一高旧領取調帳」）。弘化

～安政期に名主は菅原氏から安達栄蔵にかわり、東根附最寄惣代を勤めている。

［書状］（御米二丁二二之儀に付／他）　〈武田〉可惜衛 午3月12日 横切継紙・1通 5892

門、〈菅原〉与左衛門→前田寿助様、山口三右衛門様

［書状］（柴田様より新穀廻し願書提出の讃仰せ聞かさ 8月朔日 横切継紙・1通 4776．44

れの旨／国許洪水／若殿様不幸／○印一条／他）与
左衛門→山口三右衛門様　同郷。

14その他

数量（件数）　42

［書状］（私熊胆質入不将一件、弥作より頼み書状の件 ＜弘化3＞閏5月26日 横折紙・1通 4776－22

恐れ入る旨）源八→山三右衛門様

［書状］（昨日御約束の丸留次郎御馳せの件）半＋郎→浅 10月11日 横切継紙・1通 6053

草御門外論町越前屋平兵衛様二而山口三右衛門様
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24．書状／1．山ロ家宛書状／4．村山郡（川東地切／14．その他

［書状］（慎中に付、宿へ来駕下されたく）柳橋［　］右 11月11日 横切継紙・1通 6054

忠三郎外一同→越前屋様二而浅く倉〉勘兵衛様、山く口〉三右

衛門様　虫損。

［書状］（棒組につき東根附最寄一同安心の旨／長谷川 横切継紙・1通 5870

様着の件／他）　虫損（閲覧不可）。

［書状］（当地気候／当春白羽二重・印形御調の礼）（従 ＜弘化3＞閏5月25日 横切継紙・1通 5087

羽州猪野沢）小山田理兵衛→（江戸浅草御蔵前）山口三右衛門様

封筒入。

［書状］（五郎一の件将兵申さざるに付／柴橋陣屋附 11月16日 横切継紙・1通 5893－10

村々引渡／他）　小山田理兵衛→山口三右衛門様長瀞。

［来状袋］（笹津川岸一件取付出府の節江戸江来状） 天保10年9月 袋・1袋 6037

［書状］（江戸滞在中の礼）　山口三右衛門内半＋郎、太兵衛 天保 横折紙・1通 6056．12

→山口三右衛門様

［書状］（御下げ金の件、出精願上げ下されたき旨く大 ＜弘化2＞巳12月21日 横切継紙・1通 4776－45

貫上げ金〉）　観音寺村久右衛門（印）→東根附御惣代印門田

右衛門様　虫損（閲覧不可）。前欠。

［書状］（東根郡中買納新穀廻し歎願の件／当年御検見 ＜弘化3＞午11月22日 横切継紙・1通 5943－12

門々取箇増石の件／大貫様御役附の件／他）与左衛
門（閑長新田）→山口三右衛門様

［書状］（寺門河岸御廻米積立不足の旨）　（下荻ノ戸村〉名 申3月13日 横切継紙・1通 6071

主（花輪）佐蔵→（山家村）御名主三右衛門様　封紙入。

［書状］（西堂与左衛門より渋江重助らへ引合の事件に 酉5月20日 横切継紙・1通 5893－22

付）　久野本村名主彦兵衛→東根御会所様

［書状］（畑地所嘉兵衛立会にて御渡しくだされたく／ 3月10日 横折紙・1通 4822

他）　（印判津村）文次郎→御親方様（山家村山口三右衛門様）

封紙入。

［書状］（代官へ差出の願書の件／入用金為登下された 3月23日 横切継紙・1通 5893－12

　き旨／他）松木孫左衛門、福田弥左衛門、山川忠兵衛→山

　口三右衛門様

［書状］（証文へ印形の上、この者に御渡しくだされた
　き旨）山形肴町堀江喜平治、金子新介→山口三右衛門様

［書状］（出立の醐御預りの品物御届）佐藤庄右衛門、権
　八→山口三右衛門様、六田東右衛門様、中山藤四郎様　前欠。

口演（本所普賢寺様へ御届物依頼）庄右衛門、権八→山口

　三右衛門様、六田東右衛門様

［書状］（寒河江米の儀願書の件）銀元傳右衛門→山家村名

　主三右衛門様（印）

［書状］（漆山下元傳右衛門口上書に張継、留兵衛に宛
　て白石中清十郎目録の件／下山口村彦兵衛に宛て寒
　河江滞米再訴願書の件／他）　山家村三右衛門→下山口
　村名主留兵衛様、中山口村組頭衆中　5440－25－1と2は重なって

　いた。

［書状］（家出していた当村左五兵衛伜左助の情報を寄
　せてくれたことについて）菊池勘左衛門（印）→納御名主
　海部凸助様、右同断山口三右衛門様　5440・1～32までこより一

　括。こより同封。

［書状］（江戸への御届物船積入の旨通達）　（酒田湊詰）名
　主く武田ヵ〉勇右衛門→（山家村雲名主）山口弁之助様　封紙

　入。

［書状］（御用廻状継送に付）青柳村名主工藤栄次郎→山家

　村御名主山ロ三右衛門様

4月晦日

5月2日

5月3日

辰5月29日

辰6月3日

7月2日

7月20日

7月24日

竪紙・1通

横切継紙・1通

横切紙・1通

5989

4776－7

5874

横切継紙・1通　　5440－25－2

横切継紙・1通　　　5440－25－1

横切継紙・1通　　5440－1

竪紙・1通

横折紙・1通

5969

5440－32
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24．書状／1．山ロ家宛書状／4村山郡（川東地域）／↑4．その他

［書状］（大久保之御袋此の節大病に付）彦松→御惣代三 8月11日 横切紙・1通 5865

右衛門様前欠。

［書状］（水晶山一件出訴の件／当年作毛の件／他）上 8月29日 横切継紙・1通 5856

野弥藤次→山口三右衛門様

［書状］（叔父様出府見舞の鴨進上）（後沢村太田）幾右衛門 卯9月6日 横切継紙・1通 5377

→（山家村）山口三右衛門様　封筒入。

［書状］（川留の蓼酢慮の礼）久野本源三郎→山家村山口三 菊月10日 横切継紙・1通 5391－2

右衛門様

［書状］（山形役所より伜が役取上げられ手鎖被仰付の 10月22日 横切継紙・1通 5860

件／呼出府中世話になった旨／他）善左衛門（漆山
村ヵ）→山口三右衛門様　紅筆。

［書状］（先納金調達の件／役銭の件／当春借用金返済 10月22日 横切継紙・1通 5893－8

の件）　〈今野〉圓助→山口三右衛門様

［書状］（上納金差支につき差替金拝借の件）今野圓助→ 12月3日 横切紙・1通 5893－5

山口三右衛門様

［書状］（某村村方騒動取扱に付／貸金返済延引の旨） 10月25日 横切継紙・1通 4826

名和定右衛門→山口三右衛門様　虫損（閲覧不可）。前欠。野川

村名和氏ヵ。

［書状］（御次男津山村収入役泰三郎君への貸し金を貴 10月26日 横切継紙・1通 5056－3

君弁償下されたき旨）　〈干布村大字原町〉鈴木嘉内→山

口三右衛門様

［書状］（御令息泰三郎君へ貸金の義に付子照会致した 11月1日 横切紙・1通 5056－2

き旨）・鈴木発声→山口三右衛門様印紙あり。

［書状］（先月長瀞へ郡中寄合にて相談の出銭の件）（従 11月7日 横切継紙・1通 5981

銅山）鈴木久右衛門→山家村山口五右衛門様　封紙入。

［書状］（藤助新田一件／宇内死去の件／他）（後沢村）太 11月21日 横切継紙・1通 5943－10

三二右衛門→（江戸馬喰町御止宿）山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（御国元御宅より金子御渡し願／高擶村へ御陣 極月3日 横切継紙・1通 5945－4

屋御立場の旨／他）　（羽州村山郡高擶村）佐藤庄右衛門、

権八→（江戸浅草瓦町越前屋平兵衛様御止宿）山口三右衛門様、

六田東右衛門様　封紙入。

［書状］（宗七・久松御礼に御越し、恐れ入る旨）市郎 12月4日 横切継紙・1通 6079

兵衛、宗助→山口三右衛門様

［書状］（大坂にて年貢米買納のことにつき）（大坂北華 12月11日 横切継紙・1通 5382

正中弐丁目長浜屋孫兵衛方）佐藤弥治兵衛→（江戸浅草御蔵前章

前屋平兵衛方羽州御城米納名主山家）三右衛門様、新次郎様、

半兵衛様　金受取覚1通同封。封筒入。

覚（飯代金請取）宮崎明朗治郎吉（印）（最上宮崎冨樫）→山家 極月19日 横切紙・1通 6084

村山口三右衛門様

口上（山家村御法義の件／他）長老→山口三右衛門様、同 朔日力 横切紙・1通 4755－13

甚右衛門様

［書状］（山境の儀にて若松と文通の件）　（道満）後藤惣助 大晦日 横切紙・1通 6081

→（山家村）山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（村山郡農地水不足の旨／宝橦七一条、貸金三 横切継紙・1通 4776－43

百両金済の件／他）　後飛。

［書状］（1500両郡上へ下げ金と年貢皆済金差引の件く 横切継紙・1通 5873

大貫へ融通金関撃力〉）前欠。後欠。

5．村山郡（川西地域）

1．柴橋会所

数量（件数）　14
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24．書状／1．山ロ家宛書状／5．村山郡（川西地域）／1．柴橋会所

　柴橋陣屋附郡中会所あるいは郡中惣代・最寄惣代からの書状をまとめた。この項目にまとめた文書

は、ほとんどが天保～弘化期の史料であると推測される。

　浅倉勘兵衛は長崎村の名主で、天保期に柴橋陣屋附の郡中惣代を勤めていることが確認される。

　加藤嘉兵衛は谷沢村の名主で、天保13年・嘉永7年に下中丁丁を勤めている。

［書状］（気候のこと／備金一条片付安心の旨／御廻米 ＜弘化3＞閏5月21日 横切継紙・1通 4776－38

二様俵御免願の件／他）嘉兵衛、勘兵衛く寒河江郡中惣

代〉→三右衛門様

［書状］（発寒両町層理廻米納網野役新次郎へ添心願） ＜弘化3＞午7月4日 横切継紙・1通 4776－49

小野武右衛門く柴橋目代〉→山口三右衛門様

［書状］（三春江戸御廻米納不足買納の件／当郡御備金 ＜弘化3＞午11月22日 横切継紙・1通 5943－9

下渡しの件／大坂御詰即納不足買納三儀に付図代駕
籠訴の件／村山郡幕領場所替の内々情報に付／他）

勘兵衛、嘉兵衛（柴橋会所）→山口三右衛門様

［書状］（年貢買納差座面4ヶ郡一同願の件／郡中備金御 午9月22日 横切継紙・1通 5850－1

下げ願の件）勘兵衛、嘉兵衛（柴橋会所）→三右衛門象虫
損（閲覧不可）。

［書状］（桑原様尾花沢着／当郡備金一条／御三石代謝 午12月朔日 横切継紙・1通 5945－3

礼の儀／大坂納不足御慈悲願の件／当年御物成の内
大坂割賦の儀に付／他）（羽州柴橋浅倉）勘兵衛、（加藤）
嘉兵衛→（東都浅草瓦町越前屋平兵衛殿御止宿山口）三右衛門様

書落別紙1通あり。封紙入。

［書状］（当直備金一件、桑原様取調につき問答の内容 午12月8日 横切継紙・1通 6076－4

／大坂納不足一件／大貫縁者偽名にて八鍬村へ紋三
郎一件介入の事件／他）（柴橋会所）勘兵衛、嘉兵衛→三

右衛門様

［書状包紙］羽州柴橋浅倉勘兵衛、加藤嘉兵衛→東都浅草瓦町 午12月12日 包紙・1通 5945－1－1

越前屋平兵衛殿御止宿　御廻米掛　山口三右衛門様　5945－2～

4こより紐一括。5945－1－1～5包紙入。

［書状］（長崎村御親類伝四郎家内の様子風聞に付）（柴 午12月12日 横切継紙・1通 5945－1－2

橋浅倉）勘兵衛→（江戸御在宿山口）三右衛門様　封筒入。

［書状］（桑原由悪様4ヶ陣屋御取締として下向の件／備 午12月12日 横切継紙・1通 5945－1－3

金一臨御糺の件／大坂納不足買納の件／御代官二方
場所替・最寄替の件／他）勘兵衛、嘉兵衛→三右衛門様

三半以書付奉願上候（寒河江柴橋両陣屋附喜々物成の 午12月 竪継紙・1通 5945－1－4

内大坂御詰米塩米買納免除、石代納願）柴橋寒河江
両御陣屋附最寄豊代

乍恐以別紙奉願上候（寒河江柴橋両陣屋附村々物成の 午12月 竪継紙・1通 5945－1－5

内大坂御詰米刎米買納免除、石代納願）柴橋寒河江
両御陣屋附最寄惣代連印

［包紙］右上ノ山浅倉勘兵衛→江戸浅草瓦町越前屋平兵衛様 11月 包紙・1通 6056－1

御内　山口三右衛門様　6056－2～14を包む。こより紐同封。

［書状］（柴橋附郡中備金下げ戻しの件）勘兵衛、嘉兵衛 横切継紙・1通 5850－2

→（三）右衛門様、東右衛門様　虫損（閲覧不可）。

［書状］（在府中御添心の礼／帰国の途上、奥三筋の定 卯8月8日 横切継紙・1通 5958
甲骨調査の件／他）　（羽陽柴橋6）入間村清右衛門、田代村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　封紙入。仁左衛門→江戸御蔵前越前屋御止宿山口三右衛門様

’　2．寒河江会所

　　　数量（件数）　2

［書状］（大坂買納猶予の件／降納七ヶ年賦伺、出府人
評議の件／他）　小野武右衛門→山家三右衛門様

＜弘化3＞午10月2日 横切継紙・1通 4776－55
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24．書状ハ．山ロ家宛書状／5．村山郡（川西地域》ノ2憲河江会所

［書状］（（寒河江郡中）大坂御詰米納不足の件／江戸御 午9月朔日 横切継紙・1通 4776－20

廻米の儀添心の礼／御検見の儀／山形御引渡、秋元
領陣屋は漆山村に取極／他）　武右衛門→山口三右衛門
様

3．長崎村（浅倉勘兵衛、柏倉文蔵、他）

　数量（件数）：5

　　長崎村は寒河江から最上川を越して南にある村で、天保九年当時村高三〇六九石の大村である。長

　崎村は宝暦3年以降幕領に属したが、天保13年に村高の一部が山形藩領に移され、相給となる。長崎

　村豪農柏倉文蔵家は享和3年までは名主を勤めていたが、その後は村役人をしていない。しかしなが

　ら、天保12年まで幸生銅山御用達であった。代って名主は浅倉勘兵衛家が勤め、勘兵衛家は天保期に

　柴橋陣屋附郡中底代も勤めていた。

［書状］（若松一・毒気の毒の旨／田口野芒場所替の件／ ＜文政10＞正月18日 横切継紙・1通 4766－9

他）　（長崎）小野利右衛門→御名主山口三右衛門様

［書状］（船町孫市一件、孫市に荷担の者等処罰を受け 11月28日 横切継紙・1通 4874

る旨／東根御陣屋附村々山形へ御引渡し済まざる旨
／他）　浅倉勘兵衛→山口三右衛門様　　虫損。

［書状］（酒田湊大火にて尾花沢附御廻米も被害の旨／ 5月6日 横切継紙・1通 4843

船町村孫市一件、山形商人願の件／他γ柴橋（浅倉）
勘兵衛→（江戸瓦町御廻米納宿越前屋御止宿）山口三右衛門様

封紙入。 、

［書状］（拙者縁組の件／他）（長崎く岸〉伝四郎）→江戸二 5月7日 横切継紙・1通 4758

而御名主山家村内之山口三右衛門様

［書状］（初茸等進上／機嫌伺）柏倉文ヵ蔵→山口三右衛門 10月27日 横切継紙・1通 4838

様　包紙入。

4谷地（和田利兵衛、他）

　数量（件数）：19

　　谷地は天正期より最上氏の所領となり、地域経済の中心地として栄えていた。中世末期に中条氏や

　白鳥氏が築いた城の城下町部分全体が谷地とよばれていたが、元和8年、最上氏の改易後に谷地は8ヵ

　村に分割され、独立の近世村となった。大町村・荒町村・新町村・前小路村・北口村・上工藤小路村・

　下工藤小路村・松橋村の8ヶ村である。

　　大町村は谷地の中央部に位置し、寛永4年より幕府領。和田家は大町村の名主をつとめた家のひとつ

　で、利兵衛は文政期・天保期・弘化期に東根陣屋附最寄惣代をも勤めている。

［書状］（出府中入用手当金の件／高擶一件／他）＜大 ＜弘化3＞閏5月20日 横切継紙・1通 4776－9

町村〉利兵衛→山口三右衛門様　前山。

［書状］（熱願一条／新町一件、（武田）半重郎義左衛門 5月24日 横切継紙・1通 4776－54

入牢風評の件／　町村水論／元〆様評判／耳印く半
十郎〉残金250両の件／他）〈和田〉利兵衛→山口三右
衛門様

［書状］（改年の御慶／他）弥之助く柴田弥之助ヵ〉→寿助 正月5日 横切継紙・1通 4840

様、三右衛門様

［書状］（御支配替の件／酒田へ廻米船入津なき旨／日 6月22日 横切継紙・1通 6120

本橋須原屋にて書物求めたき旨／野田村一件／他）
（谷地）重司→三右衛門様

［書状］（足病の件、貴君心願之儀にて出府の風聞に接 正月22日 横切継紙・1通 5894－9

するに付／他）〈和田〉利兵衛→山口様

［書状］（買物依頼書）（溝延より）大町利兵衛→東根御惣代 正月24日 横切紙・1通 5894－15

山口三右衛門様　未編綴。
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24．書状ハ．山口家宛書状ノ5．村山郡（川西地域）／4．谷地（和田利兵徹他）

［書状］・（今日甚太郎船出船／其表首尾よく御仕舞、御 4月12日 横切紙・1通 5990－1

下りを待ち居る旨）利兵衛→五右衛門殿、久右衛門殿

口上（書付差上）利兵衛→久右衛門殿、五右衛門殿 4月19日 横切紙・1通 5990－2

（書付差上の旨）　利兵衛→久右衛門殿、五右衛門殿 4月29日 横切紙・1通 5990－3

（送状送付の旨）利兵衛→久右衛門殿、五右衛門殿ほぼ同 4月19日 横切紙・2通 5990－4

文の2通あり。

［書状］（引廻平均に付船頭用捨願の件／沢手・剛直の 4月14日 横切継紙・1通 6130

件／他）　（酒田止役）八郎兵衛、利兵衛→江戸納方御名門中

［書状］（源蔵舟の大小箱荷物の件／他）（酒田湊6）秋元源 4月16日 横切継紙・1通 5992

八、和田利兵衛→（江戸浅草）遠藤儀助様、鈴木久右衛門様、

封紙入。

t書状］（江戸大坂廻米諸船積惣高に付／他）　（酒田湊出 4月22日 横切継紙・1通 6118

役名主）板垣八郎兵衛、和田利兵衛→（江戸納方御名主）山口三

右衛門様封紙入。

［書状］（角太夫舟こも177枚不足御渡しの旨）〈和田〉 5月朔日 横切紙・1通 5983

利兵衛→久右衛門、御同役様

［書状］（此舟升廻しの義／桝目不足出来の件）　（酒田湊 5月8日 横切継紙・1通 5991

6）利兵衛→（江戸浅草二十）五右衛門殿、久右衛門殿　封紙
入。

［書状］（大嵐にて御廻米酒手出来の旨／他）板垣八郎兵 6月2日 横切継紙・1通 6127

衛、和田利兵衛→山口三右衛門様

［書状］（柴東尾三郡積合船筑前宮浦宇右衛門船破船の 7月4日 横切継紙・1通 6115－2

始末／廻米湊払願の件／御代官様場所替の件／他）
和田利兵衛→山口三右衛門様

［書状］（柴尾東三郡積合船空船入津の節破船一件吟味 7月27日 横切継紙・1通 6110

の件／米払の件／他）和田利兵衛→山口三右衛門様

［書状］（舟町一・件内済の件／鴨送付／谷地分厘に付引 11月25日 横切継紙・1通 6056．14

渡の件／他）　（出羽最上谷地）和田利兵衛→（江戸浅草瓦町
越前屋御旅宿二而）山口三右衛門様　封紙入。

5その他

　数量（件数）　19

口上書申上候（当年紅花・田畑方作況報告）〈大内〉清 卯ノ7月2日 横切継紙・1通 5440－11

五郎　内　九八郎→山二三右衛門様

［書状］（年貢江戸納の労を厭う旨）（千手孤村）大内清三郎 7月2日 横切継紙・1通 5440－6

→（江戸浅草伊勢屋清右衛門殿御宿）山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（年貢江戸納御用御口承の見舞）大内清五郎→渡 7月2日 横切継紙・1通 5440－10

辺先生老

［書状］（江戸出府中世話になった礼）（6白岩）布施文右衛 10月25日 横切継紙・1通 5988

門（印）→（天童山家村）山口五右衛門様　　封紙入。

［包紙］　（天動）寒河江布施文右衛門→山家村山口五右衛門 包紙・1通 6001－1

様6001－2・3入。

［書状］（山寺下町にて怪なる女物語に、当年悪闘にて ＜文政10＞3月16日 横切継紙・1通 4766－15

多人数死人の所、餅を食すれば難を遁れると言い去
るに付、郡中騒動の様子に付／左沢新道に出現する
鼠色衣服の坊主亡霊の件）豊吉（西里親司）→三右衛門

様、甚右衛門様、伊四郎様人々御中

［書状］（銅山の稼ぎ向山右衛門心願一条に付／他）銅 2月5日 横切継紙・1通 4776－39

山永吉→山家三右衛門様、山口義左衛門様

［書状］（年貢米升廻し一番・二番立に付）後藤三郎兵 4月20日 横切継紙・1通 5440－8
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24．書状／1，山ロ家宛書状／5．村山郡（川西地域）／5．その他

衛、相原清助→渡辺庄右衛門様、山口三右衛門様　裏に年貢米

蔵納に関する覚書あり。

［書状］（紅花作況／大坂表米高値の件／他）星野嘉右衛 7月朔日 横切継紙・1通 5440・12

門→山口三右衛門様

［追啓］（紅花作況／買物依頼／他）嘉右衛門→三右衛門様 7月1日 横切継紙・1通 5440－13

添書1点あり。5440－12の追啓力。 （2枚）

［書状］（三右衛門に依頼の拙者旦那寺けさごろも代金 7月4日 横切継紙・1通 5440－15

の件／等しき白．円熟の件／大石田中畑御用の件／
他）　（最上石川村右）小野吉郎兵衛→（江戸浅草伊勢屋清右衛

門御旅宿二面）渡辺林助様、山口三右衛門様　「当時相場」書1点

添。封紙入。

［書状］（廻米納入用金登せに付／紅花作況・売捌の状 7月5日 横切継紙・1通 5440－9

況に付／他）小松理左衛門→山口三右衛門様、渡辺林助様

［書状］（御奉行所へ出訴の旨承知感心／染注文の件／ 6月15日 横切継紙・1通 5099

他）渡辺林助→山口三右衛門様別紙「覚」1通（染物注文代金
書上．）あり。

［書状］（蝋燭、参宮の寒河江六供町清七に金貸し遣わ 6月28日 横切継紙・1通 5894－2

しの件）　大坂納名主久右衛門→東根附御惣代山口三右衛門

様

［書状］（大坂廻米御蔵納の件、／欠減米の件／他）久 6月28日 横切継紙・1通 5894－3

右衛門→東根附郡中御惣代山口三右衛門様、御最寄衆中様

［書状］（関宿到着の旨／買物清帳井諸差引取調願）（せ 7月11日 横切継紙・1通 4865

き宿右青木）勘兵衛→（江戸浅草大代地）山口三右衛門様、和田

利兵衛様　封紙入。別紙1通あり（江戸買物代金覚）。

［書状］（諸事は明日柴橋で咄すので、先に願書に印形 9月17日 横切継紙・1通 5995

くだされたき旨）　今塚名主治右衛門印、源三郎印→忠左

衛門殿、三右衛門殿

［書状］（江戸詰中世話になった礼）長右衛門→杢左衛門 10月9日 横切継紙・1通 6001－3

様、久右衛門様、五右衛門様　封紙入。

［書状］（金子不足に付為登の件／朝倉与右衛門様御用 10月24日 横切継紙・1通 6001－2

に付尾花沢着の件／他）柏木屋杢兵衛→山口五右衛門様

6．寺社

1．天童善行寺

L善行寺

　数量（件数）：55

　　天童小路町善行寺。浄土真宗本願寺派。山口三右衛門家は善行寺の檀家である。

　　4755、5967等をみると改派の問題が話題にきれている。改派とは同じ宗旨のなかで他派本山に転属

することをいい、とくに東・西本願寺の末寺の間に多く、陸奥国・出羽国でも宗派間争論が発生して、

　善行寺を巻き込んでいた。

［書状］（大御門跡様遷化の件／仙台一件に付御用金の 正月11日 横切継紙・1通 4755・10

件心配／御影志願の件／他）　善行寺→山口三右衛門
様、同甚右衛門様

［書状］（仙台表改派一件御用金調達の件／御影願の件 （亥）正月18日 横切継紙・1通 4755－2

／他）　善行寺→山口三右衛門様、同国右衛門様

［書状］（当院改派一件／信明下様御影願書差出の件／ 正月25日 横切継紙・1通 4755－3

他）仙台北山称念四二而善行寺→山口三右衛門様、同甚右衛

門様　別紙1通あり。称念寺は浄土真宗本願寺派。

［書状］（御影様仙台表御用金に付大差支の件／上人御 2月2日 横切継紙・1通 4755－1

影願の件／昇進上納金の件／他）　善行寺→山口三右衛
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24．書状／1．山ロ家宛書状ノ6．寺社／1．天童蒼行寺／1．薔行寺

門様、同甚右衛門様

［書状］（仙台御借入金之儀他に付／他）善行寺寛成（花 2月5日 横切継紙・1通 5834

押）→山口三右衛門様

［書状］（御影御願の義／仙台表御用金の件／当表改派 3月朔日 横切継紙・1通 4755－12

別心の寺の件／山家村御法義の件／昇進一・義御免状
御下願の件／他）　善行寺→山口三右衛門様、同工右衛門

@様

m書状］（若松山一件案じの旨／法中西岸寺心配くれ、金 3月21日 横折紙・1通 4755－6

御用立待との旨に付／他）三遷宅二而認善行寺→山口
三右衛門様、同甚右衛門様

［書状］（出入にて三右衛門御身心痛の旨を心配／上山 3月10日 横切継紙・1通 4755．11

法印長病の件／妙善寺帰府昇進一件／他）善行寺→
山口三右衛門様、　妙善寺は築地寺内。浄土真宗本願寺派。

［書状］（上山家中奥山玄奪却と無尽取組相談の件／女 4月11日 横切継紙・1通 4755－15

人講御長印書の件／尾花沢大会の件／御遷化御悔上
京惣代の件／他）　善行寺→山口三右衛門様、雪曇右衛門

@様

m書状］（若松右の文通一件／昇進一義／仙台御用金／ 4月9日 横切継紙・1通 4755－16

他）善行寺→山口三右衛門様、山口甚右衛門様、土や文蔵様

別紙（数珠読頼み／一昨日御下しの仏具の件／他）　善 （亥）4月12日 横切継紙・1通 4755－14

行寺→山口三右衛門様、同県右衛門様

［書状］（報恩講執行／帰国を待ちわびる旨／他）善行 11月21日 横折紙・1通 4755－4

寺→山口三右衛’門門、同罪右衛門様、同文蔵様

［書状］（上山大会での命中申出の件／仙台表二寺転派 12月18日 横切継紙・1通 4755－7

の由／御法義相続繁昌の旨随喜下され度／他）善行
寺→山口三右衛門様、同甚右衛門様

［書状］（仙台御領内6寺転派の義／北山称念寺御使僧よ 12月27日 横切継紙・1通 4755－8

り仰せを蒙る御用金才覚の件／他）善行寺→山口三右

衛門様、同甚右衛門様

［書状］（仙台領内改派別心の者事件落着の件／御用金 12月20日 横切継紙・1通 4755－9

100両入用に付下頼／他）御使僧誓教寺→天童善行寺様

［書状］（御内仏壇御飾が届いた旨／上山無尽取組の義 （亥）5月11日 横切継紙・1通 4757

／玄庭坊再興の志願取掛かりの件／御影・寺号の件
　／他〉　善行寺→山口三右衛門様、同三右衛門様別紙1通あ

@り。

m書状］（千代松仙台行の件／御使僧病気虚病の噂の件 4月23日 横切継紙・1通 5419

／判事盛岡行の件／他）　（在京）善行院主→（山家村）山口

三右衛門殿　　封紙入。

［書状］（御影様御冥加金取立の件／庄内浄禅寺御影京 7月10日夜 横切継紙・1通 5371－2

都直願の件／上山無尽の件／若松にて縫浬樂開帳の
件／他）　善行寺→山口三右衛門様、同甚右衛門様

［書状］（京都の院主への差上金につき）善行寺内6→山口 8月21日 横切継紙・1通 5369

三右衛門殿

［書状］（御法着手の件／仙台発足の砲借用金の件／天 12月18日 横切継紙・1通 5835
一

童一条金子為登願／他）御本殿善行寺→山口三右衛門殿

［書状］（手次善行寺妻縁一条）善行寺→天童三右衛門殿 4月15日 横切継級・1通 5893－1

5893・1～29まで綴。

［書状］（下書、10月25日出御用状善行寺院主へ縁談の 2月8日 横切継紙・1通 5893－4

儀に付）　善行寺門訓辞代三右衛門→御用僧様御取次衆中様

5893－2に関連。

［書状］（善行寺、南部願教寺妹と妻縁の儀に付）御本 3月3日 横切継紙・1通 5894－31

殿善行寺→善行寺門徒三右衛門殿、井世話方同行中
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24．書状／1．山ロ家宛書状！a寺社ハ．天童養行寺／1．薔行寺

［書状］（善行寺血脈相承のため縁談を勧める旨）御使 3月20日 横切継紙・1通 5894－32

僧善行寺→善行寺殿

［書状別啓］（専念寺一条の件、先住三筋内陣昇進御免 6月19日 横切継紙・1通 5288

に付／他）西岸寺、善行寺→山口三右衛門様専念寺は山

辺町。浄土真宗本願寺派。

［書状］（長願寺において女人講惣会の件／拙寺昇進時 8月2日 横切継紙・1通 6107

節の件／衣帯御免状の件／御内仏御飾の件／蔵増清
邸宅にて十二日講開催の件／他）　（従羽州天童）善行寺
→（江戸浅草御蔵前瓦町越前や平兵衛旅宿羽州山家村）山霊三右

衛門様封紙入。

［書状］（長願寺大会の節若木光円寺が善行寺昇進内陣 8月6日 横切継紙・1通 6112

衣躰に故障申し掛けた件／他）善行寺→（江戸浅草御蔵
前瓦町越前や平兵衛殿旅宿羽州山家村）山口三右衛門様　封筒

入。別紙2通あり。

［包紙］　表方善行寺→御在府山口三右衛門様6133－2～8入。 （子6月） 包紙・1通 6133－1

［書状］（大坂京十二日講結晶の件／十二日講当寺会席 6月朔日 横切継紙・1通 6133－8

の件／他）善行寺→山口三右衛門様

［書状］（若松久左衛門殿無尽金等御勘定に付／他）善 極月28日 横折紙・1通 4996－1

行寺愚老→山口三右衛門様　4996・1～3包紙入。包紙あり。

［書状］（薬種代漆山へ御届の件）小路知堂→山家二而山 極月28日 竪紙・1通 4996－2

口三右衛門様　ひねり封。

覚（金2両2歩請取）善行寺住持（印）→山口三右衛門様御取次 文化元年極月28日 横折紙・1通 4996－3

包紙入。

［書状］（当住京都において病気の件／吉田多罪御内宝 6月29日 横切継紙・1通 5944－17

依頼の仏宝殿の蝋燭立の件／唐糸織の件／他）善行
寺→山口三右衛門様

［書状］（明石借金の儀／貴宅御普請、御法事営の件／ 6月10日 横切継紙・1通 5944－18

他）　善行勲爵袖→山口三右衛門様

［書状］（当住病気の件／玉喜三三下し願／　善行寺→山 7月4日 横切継紙・1通 5944－19

口三右衛門様　別紙1通あり。

［書状］9（御香子平中万代上京の件／御頼み金の儀／御 閏6月1日 横切継紙・1通 5422

三所御普請井御縁談改派一件に付／他）善行寺→山
口三右衛門様、同甚右衛門様

［書状］（為替手形にて金入手／正吉帰府の件／他）在 9月23日 横切継紙・1遍 4745

京善行寺→御在府　山口三右衛門様

［書状］（御坊大崩れに付仮本堂報恩講にて建てる旨／ 9月23日 横切継紙・1通 5963

麻布西光寺世話になっている旨／庄吉へ路用金貸し
渡しの件／他）　（在江戸麻布谷町西光寺二て）善行院主→

（出羽最上山家村）山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（山野辺使者小僧病気にて送りの品物書状披見 3月28日 横切継紙・1通 5281－63

なき様子に付）善行寺→高橋佐五兵衛様

［書状］（金1両1分落手）善行寺→佐五兵衛様 閏6月1日 横切紙・1通 5281－65

［書状］（庄三郎癩病の件／御院主の一件内済の件／天 （卯）正月24日 横切継紙・1通 5934－3

童家中医者武田良祐来訪の件／他）善行院主→山口三
右衛門殿

［包紙］　善行寺→江戸馬喰町四丁目山田屋金次郎日山家村山 2月5日 包紙・1通 5934－2

口三右衛門，

［書状］（当御領法中巡寺の儀／光善寺での歓待振りに 4月30日 横切継紙・1通 5895－1－1

付／御蓼材の件／他）　（善行）院主→式部卿、山口三右衛
門殿　5895・1～8までこよりひも一括。こより紐同封。封紙

入。
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24．書状／1．山ロ家宛書状／6寺社／1．天童薔行寺／1，養行寺

［再書］（農業第一の時故人馬迎無用の旨）　院主→式部 5月1日 横切継紙・1通 5895－1・2

卿、山口殿

［書状］（病気全快に付）具足山主→一 6月7日 竪紙・1通 4811－5

［書状］（出羽の田方・紅花作況に付／注文の帷子の寸 6月8日 横切継紙・1通 5440－5

法に付／酒田表革値段に付）善行寺両開（花押）→（京
都）山口三右衛門様　副啓1点あり。

［書状］（蔵増常得寺請取書見当らぬ旨／日野屋の木仏 6月18日 横切野洲・1通 6111

を御内仏として安置の件／きせる注文／他）善行寺
→山口三右衛門様

［書状］（手次善行寺当職へ縁談申し勧めの件）御本殿善 10月25日 横切継紙・1通 5893－3

行寺→善行寺門徒三右衛門殿　井二世話方同行中　未編綴。

［書状］（内密、奥蝦夷へ南部願成寺懸所建立願上げの 12月13日 横切継紙・1通 5053－4

件／他）　（築地法照院元）善行院主→（羽州山口）三右衛門様

封紙入。安政期。

［書状］（西岸寺よりのぼり候様申越しに付取急ぎ登り 10月29日 横切継紙・1通 5053－5

の旨）善行寺内→山口三右衛門殿、世話方中江

かき添内用（御院主様明年上京のうえ直に引取の旨承 12月13日 横切紙・1通 5053－6

知／松前に新寺の儀願上げの件／他）　別紙1通あり。

［書状］（8月中奥（夫人）出府の件／御坊御仮面成就の件 12月13日 横切継紙・1通 5841

／庄吉道中金不足の件／他）　善行寺→山口三右衛門様

［書状］（七郎兵衛一件に付／他）小路善行寺→御ヵ村山口 竪紙・1通 5403

三右衛門様

［書状］（江戸大地震の報を聞き驚嘆／他）在京善行寺 （安政2年）10月9日 横切紙・1通 4739

→御在府山口三右衛門様

［書状］（尽力に対する礼状）善行寺老柄→山口寿三郎様 竪紙・1通 5004

2善行寺家来

数量（件数）　8

　5967の仙台北山称念寺は浄土真宗本願寺派の「触口」寺院で、住持は廿才輩の格。

［包紙］仙台具足山道規→山家村山口三右衛門様5967・2 包紙・1通 5967－1

～4年置

屋形様右御口上書控（領分宮城郡蒲生村専能並等改派一
@条に付、御門主様より御使僧派遣、中将直書御本山

丑3月2日 竪半・1冊 5967－3

へ御三戻し願の件）

［書状］（御使僧様中風の症状発する旨／介抱人派遣依 3月14日 横切継紙・1通 5967－2

頼／他）　（北山称念寺二而）仙台出張西岸寺→（最上天童在山

家村）山口三右衛門様、同林兵衛様、坂口周治様　封紙入。別

紙2通あり。

［書状ユ（御使僧病気見舞の件／改派引戻しの件／御使 3月23日 横切継紙・1通 5967－4

僧様江戸表へ帰国の旨／他）御回飯貝仙太郎→山口
三右衛門様　　封紙入。別紙1通あり。

口上（仙台称念寺本陣へ家老衆参上の件／仙台一条／ 3月26日 横切継紙・1通 5967－5

他）　仙台二而　道川（花押）→山家村山口三右衛門様

［書状］（一件に付小嶋氏へ御面会の上御取り計らいの 9月22日 横切継紙・1通 6051

勧め）　平松昇→（江戸）山口三右衛門様

［書状］（寺町慶継目の件／他）従羽州最上蔵増［］野三三 10月2日 横切継紙・1通 6038

之助、後藤庄兵衛、鈴木佐内→出府御用先山家村御名主山口三

右衛門様　封紙入。虫損（閲覧不可）。6039の別封。

［書状］（献上物の件／十二日講／御法会の御供、上京 11月27日 横切継紙・1通 6009

頂戴の件／他）　渡辺伝→山口三右衛門様
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24書状／1，山口家宛書状ノ6．寺社／2願教寺

2．願教寺

　数量（件数）：4

　　願立寺は陸奥国盛岡城下町北山にある寺院で、善行寺と同じく浄土真宗本願寺派の寺院。慶安年間

　の草創。二二寺は浄土真宗本願寺派の触頭機構のひと？「触口」であった。願下寺の住持は「飛憺」

　の格式にあった。なお、信教寺第25世住職に島地黙雷がいる。

　　5893・31にあるように、善行寺は願教寺の妹と妻縁しているために、関係が深いと考えられる。

［書状］（別冊拝見、浄野寺を頼んだので安心するよう） 卯月20日 横切継紙・1通 4811－11

願教寺内→山口三右衛門殿

［書状］（江戸大地震に付三右衛門の安否尋）旧教寺内 ＜安政2＞（卯）10月15 横切継紙・1通 5962

（役僧）→（山家）三右衛門御家下中様　封紙入。 日

［書状］（拙寺配下光林寺一件／其御料所冥加金上納の 11月4日 横切継紙・1通 5053－7

ため拙寺より金子30両借用願の件／京都表にて天童
院主江用立の金子の件／他）　（盛岡順教寺（役僧）→（羽

州山家村二而）山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（弟子智現金子の趣驚入る旨／他）底土寺内→山 12月21日 横切継紙・1通 5894－27

口三右衛門殿

3．築地御坊

　数量（件数）：16

　　浄土真宗本願寺派本願寺（通称西本願寺）の別院である築地別院。本願寺教団の江戸幕府への窓口

　となるとともに、東国13ヵ国（出羽国含む）の本願寺派の寺院を統括していた。別院住職は本山の宗

　主であるが、その代行である本山の御堂衆が輪番となって江戸に赴任し、江戸の有力門徒が留守居と

　して輪番を補佐していた。

　　法照寺は、江戸築地本願寺の地中末寺である。

［封筒］　法照寺→山口三右衛門様5427－2～4入。 巳4月21日 封筒・1通 5427－1

［書状］（和上へ立替金の儀／上山金子の儀／天童表の 4月3日 横切継紙・1通 5427－2

一条に付／他）　法照寺→山口三右衛門様

証札（金15両借用、要用に付）羽州村山郡天童在山家村借主 安政3年辰4月晦日 竪紙・］通 5427－3

こ口三右衛門（印）、証人法上寺（印切取）→加嶋屋庄左衛門殿

［書状］（自坊普請のため金入用二付金返済願）　（従江戸 4月13日 横切継紙・1通 5430

築地）法網寺→山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（来月中金返済願）法照寺→山口三右衛門様封筒 10月21日 積切継抵・1通 5380

入。

［書状］（和上谷町に滞在の件／上山法安寺金子の件／ 12月13日 横切継紙・1通 5838

天童一条の件／他）　法照寺→三二三右衛門様封筒入。

［書状］（勝次殿より正金預りの件／江戸表新門島簾中 12月15日 横切継紙・1通 5428

様往生のこと／他）　法照寺→山口三右衛門様別紙あ
り。封筒入。

［書状］（二品献上の件／善行寺病状に付／当地異国船 ＜嘉永7＞6月29日 横切継紙・1通 4829

渡来にて大混乱の旨／上方大地震の件／越前福井大
火の件／他）　（江戸築地御坊）高須春次郎→（羽州山家村）山

口三右衛門様封紙入。

［書状］（善行寺様の法談／御年若様の様子に付／他） 6月24日 横切継紙・1通 5394

高須春次郎→山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（善行寺崩御講釈、対面臨御法席御勤に付、他） 6月24日 横切継紙・1通 5442

高須春次郎、正木繁右衛門→山口三右衛門様

［書状］（寺跡式の件で若木光円寺井蔵増門徒出府、次 11月5日 横切継紙・1通 6039

男善念順養子願上の旨）　高須春次郎→山口三右衛門様
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24書状ノ1．山ロ家宛書状／6」寺社／3．築地御坊

［書状］（講師満福寺殿方二而示談望みの件／蔵増一条） 11月15日 横切継紙・1通 6052

高須春次郎→山口三右衛門様

［書状］（当御坊再建のため御寄付上納記帳の件、十二 12月12日 横切継紙・1通 5843

日講掛銭受取の件、京都表首尾の件、他）高須春次
郎→山口三右衛門様

［書状］（御使僧其表御巡りに付取持の件）正木弥五右衛 閏2月29日 横切継紙・1通 5895－2

門→山口三右衛門様　無職。

［書状］（反物戸閾恵の礼／御坊四大法事の旨）静覚→山 3月7日 横切継紙・1遍 5895－4

口晋十郎様人々御中　封筒入。

勘定書（江戸法照寺様分） 横切継紙・1通 5427．4

4その他

　数量（件数）　21

口伸（今日彼岸中会に付）　小路四二而山辺西岸寺→山家 2月26日 横切紙・1通 5894－18

山ロ三右衛門様

［書状］（写、京着の挨拶延引の佗／丸亀御坊を訪ねた 9月23日 綴（竪紙）・1綴 4743

件／和上一条／近江屋太郎兵衛のこと／他）在京
西岸寺→御在府　山口三右衛門様　虫損。

［書状］（写、御院主一条／和上御見舞の件／天童役所 （安政2年9月） 竪半・1冊 4744

より善行寺号院申し付けられる一件願書写（山野辺
村西岸寺→御本山御役人中様）／他）虫損。

［書状］（継目一条／拙寺弟子善蔵一条／他）のべ澤善法 10月17日 折紙・1通 5353－1

寺→山口三右衛門様　封筒入。5353－1～4を一括していたこよ

り紐同封。

［書状］（江戸築地へ堕せ書状につき／他）延沢善法寺→ 横切継紙・1通 5353－3

山家村三右衛門様　封筒入。

覚（延沢善法寺より書類・金上二分預かり）嶋村正吉 明治3年10月15日 横切継紙・1通 5353－4

（印）→山口三右衛門様

覚（御坊所上納金預かり）天童小路町善行寺門徒山家村三 明治3年午10月2日 横切継紙・1通 5353－2

右衛門（印）→延沢村山法寺様

［はがき］（当山根本大塔：再建に付有志勧奨の儀に付依 （明治16年）6月 はがき・1通 5006－6－2

頼）　山形三日町誓願寺中大一事務支寺ヨリ高野山大塔掛権少

教正金光寺信元（印）→東村山郡山町村戸長役場御中

［はがき］（戒名軸物証文の件）南村山郡山門地蔵町地蔵院 （明治17年）旧正月11日 はがき・1通 5006－6－3

ニテ高野山北宝院巡回係（印）→東村山郡山元村戸長山口格之助

殿、用係全問吉殿、全千代吉殿、世話人山口寿三郎殿、全章八

名御中

［書状］（年時之嘉詞／注文の免許譜面知道に届させる 正月29日 横折紙・1通 5947－3

旨／舌差上の件）　（自仙台北山）三里寺→（山家）山口三右

衛門様、同貞治様、同晋十郎様、同勝五郎様　丁丁あり。

［書状］（浅草にて食客の野院先住弟子常行房帰国旅費 4月3日 横切継紙・1通 5890

融通願）若松本寿院方6日月寺→山口三右衛門様

［書状］（貴老拙僧へ若松本主院縁女せたきとの申越し 5月4日 横切継紙・1通 5281．73

の件／史記求めたきに付代金御遣わし下されたく）
刑部卿僧琳→佐五兵衛御隠居

［書状］（願教寺勝次郎にお目に懸り、其の劒拙戦頼み 5月23日 横切継紙・1通 4815．19

合の一件、病気にて断念の旨）盛岡浄圓寺→山口三右

衛門様

［書状］（江戸での様子見舞）聴流寺→江戸山口三右衛門様 閏6月20日 折紙・1通 5407

口演（野太郎府着の件／他）山形摩詞迦湖山（大運山内渋 7月3日 横切継紙・1通 5895－7．1
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