
24書状ノ1．山ロ家宛書状／6．寺社／4．その他

野肥太郎）→山家御両所（山家山口三右衛門様）封紙入。

別啓（当山諸伽藍再興に付／寺領高当り奉納の件） 横切継紙・1通 5895－7－2

［書状］（浄仙山借金返金の件）荒田平兵衛、高橋伊右衛 8月28日 横切継紙・1通 5894－16

門、辞命寺→山口三右衛門様

［書状］（常得寺継目一件、金不足にて困り入る旨／他） 9月2日 横切継紙・1通 6068－2

妙善寺→山口三右衛門様　封筒入。

［はがき］（古来宿坊有縁の壇処へ住職継目披露のため （9月29日） はがき・1通 5006－6－1

回村の旨）　山形地蔵町地蔵院紀州高野山北宝院使住成珠
院、証明院（印）→東村山郡山二村戸長様、二三御中　50㏄ト1～

3まで綴。

［書状］（一件扱人立入により済口趣意書作成するも破 10月4日 横切継紙・1通 6065－7－4

談の旨／他）江戸一乗院→羽州山家村山口三右衛門様封

筒入。別紙あり。

［はがき］（過般高野山へ登山の者院名間違え、外院へ 12月1日 はがき・1通 5005－3

宿泊の趣に付）紀州高野山上之坊東根院執事（印）→山形県

羽前国東村山郡山元村役場御中

　7．その他

1．酒田

1．根上久兵衛

　数量（件数）：4

　　根上久兵衛は酒田の豪商根上善兵衛の一族であろうと考えられる。久兵衛は、享保3年の酒田町に対

　する庄内藩の借上金2800両のうち120両を、根上善兵衛・根上善右衛門と共同で上納している。

　　根上善兵衛は酒田の米問屋の一軒で、延享期の史料にはすでに名前が見られ、村山郡旧領の年貢米

　は酒田問屋の油屋・根上屋・永田三人の藏に納めるようにという達も出されている（『酒田市史』

　上）。根上家は、酒田三十六画面（問屋仲間）に加わることもある家筋であった。なお、近世後期に

　根上善兵衛（善平）家は、幕府蝦夷地御用商人に任じられた。

［書状］（先納金米札にて上納の件／年賦代米返済の件 2月20日 横切継紙・1通 5059－16

／ひち坪出来、面積の件／去年中切へり賃の儀／
他）　根上久兵衛（印）→教下様、三右衛門様

［書状］（夫合御返済糺に付御陣屋より御用の旨）植松 4月6日 横切継紙・1通 5425

国三郎（印）、根上久兵衛（印）、根上儀右衛門（印）→山口教春

様、三三右衛門様　別紙追書1通あり。

［書状］（札米払目録登せに付／此方石物売透に付／他） 6月20日 横切継紙・1通 5386

根上久兵衛（印）→山口教春様、同三右衛門様

［書状］（松山年賦の義／札金の義／新潟米相場の件／ 霜月21日 横切継紙・1通 5355

他）　根上久兵衛（印）→山口教甚様・同三右衛門様

2．その他

　数量（件数）　4

［書状］（去々年拙者共勤役回の横帳御用の由につき／ 6月16日 横切継紙・1通 5997

川通入用の件）　植松伝三郎→久右衛門様、五右衛門様

［書状］（先頃御願申し上げた件に付／船町孫市目論見 11月23日 横切継紙・1通 4855

の件）　（酒田船方）渡部六兵衛→（東根附御惣代）山口三右衛

門様、佐藤仁右衛門様、阿部吉郎兵衛様　封紙入。

［書状］（御用金500両受取、上納の旨／他）越後屋庄次 12月21日 横切継紙・1通 4815－9

郎（印）（庄内酒田）→山口三右衛門様　虫損。

［書状］（松山七年賦渡り札の儀／御蔵米相場に付／他） 12月22日 横切継紙・1通 「5426

植松国三郎（印）→山口三右衛門様
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24．書状／1．山ロ家宛書状／7．その他／2．江戸ハ．越前屋平兵衛・山田農金次郎

2．江戸

1越前屋平兵衛・山田屋金次郎

　数量（件数）：8

　　越前屋・山田屋ともに江戸の百姓宿である。

　　山田屋は馬喰町にあり、御用屋敷（郡代屋敷）へ行くのに便利な場所である。越前屋は蔵前瓦町（時

　期によっては福井町）にあり、廻米年貢藏納に至便な場所であった。

　　山口三右衛門は早い時代には山田屋を使っていたようだが、山論一件の時期（天保～安政期）には

　ほとんど越前屋を利用している。

［書状］（御廻米御蔵買納差引書上／平兵衛（蔵宿）商売 2月10日 横切継紙・1通 6082－3

向の状況、元家売却の件／他）　（福井町二丁目）越前屋

平兵衛→（御惣代）山口三右衛門様　　封紙入。

［書状］（類焼見舞の礼／普請出来、引移の旨／山ロー 閏2月5日 横切継紙・1通 5015

件気味に付）山田屋金次郎→山口三右衛門様封筒入。

［書状］（住宅の儀、福井町伊勢屋富之助方へ引き移り 5月19日 横切継紙・1通 5961－1

の旨／金借用願／池田様廻米豊前豊後一艘替取扱の
件／他）　（従江戸）越前屋平兵衛→（御十代）山口三右衛門様

封紙入。5961－2同封。

［書状］（山口村一件吟味／三右衛門呼寄せ被仰渡の件 7月8日 横切継紙・1通 5897

に付）　専三→山口三右衛門様

［書状］（御廻米船入津の旨、水揚の節弁米受取の件／ 7月9日 横切継紙・1通 6082－1

御正義一条／平兵衛転宅の店明渡しを迫られる件／
他）　（江戸6越前屋）平兵衛→（東根附御所代）山口様　封紙

入。6082・1～7までこより紐一括（こより同封）。

［書状］（山口村一件取扱人出府の件／三右衛門病気見 11月3日 横切継紙・1通 6096

舞）　（馬喰町四丁目）山田屋金次郎→山口弁之助様封筒入。

［書状］（鴨の礼／米高値の件）山田屋七三（金次郎）→山口 極月13日 横切継紙・1通 5941－8

三右衛門様人々　封筒入。

［書状］（鴨贈与の礼／山ロー件）専蔵（山田屋金次郎）→山 極月14日 横切継紙・1通 4740

ロ弁之助様封筒入。

2．その他

　数量（件数）：9

　　信濃屋・上総屋・大和屋ともに、江戸の百姓宿であろうと考えられる。

書状］（御廻米納方につき岩佐郷蔵様へ郡中一統にて 3月20日 横切継紙・1通 6002－2

御願下されたき旨）　（従浅草御蔵前）大和屋九右衛門■寿
（花押）→山ロ五右衛門様、鈴木久右衛門様　封紙入。別啓1通

あり。

書状］（郡中二二山高半分或は三分の二は拙者方へ仰 9月20日 横切継紙・1通 6002－1

せ付け下されたき旨）　（浅草御蔵前）大和屋久兵衛、三九
右衛門→（羽州山家村）山口五右衛門様　封紙入。6002－1と2は

こより紐一括。こより同封。

書状］（江戸宿引立の礼／品物贈与の礼）信濃屋与市→ 7月22日 横切継紙・1通 5931

山口三右衛門様

書状］（一件御掛り御留役交代の件／野田村一件も懸 9月23日 横切継紙・1通 6064

り役人交代の旨／他）　（江戸）いセ屋甚兵衛→（羽州村山郡

山家村）山口三右衛門様　封紙入。

書状］（下拙方寒河江御両方御堅剛の旨／他）上総屋平 9月24日 横切継紙・1通 5999

兵衛→山口五右衛門様

書状］（出羽へ罷り下ったが、貴公様をお尋ねできな 10月10日 竪紙・1通 5998
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24．書状ノt山ロ家宛書状／7．その他／2．江戸／2．その他

かった佗）　かつさ屋藤助（花押）→山口五右衛門様

［書状］（寒鴨お送りの礼）信濃屋與市→山口．三右衛門様 12月14日 横切継紙・1通 5941－6

［はがき］（彼之一件に付至急御報下されたき旨）　北神 （明治16年）8月13日 はがき・1通層 5005－5

保町十三番地姉崎方山口弥則→山形県羽前国東村山郡山元村戸

長山口格之助様　年は消印より。

［はがき］（弊社雑誌代価金御回金下されたき旨）東京 明治17年4月 はがき・1通 5005－4

芝区浜松町三丁目壱番地通信社→山形県東村山郡山元村山口楯

之助様

3．京都

　数量（件数）　10

［はがき］（先般郵税切手差入れ御依頼申上げた事に付） 11月20日 はがき・1通 5005－1

京都六角堂前茂知屋惣左衛門→羽州東村山郡山本村戸長役

場御中

［はがき］（貴村住武田喜次郎殿宿料滞りの件）京都六角 12月9日 はがき・1通 5005－2

堂前即知屋惣左衛門（印）→羽州東村山郡山元村戸長役場御中

［書状］（天童御院主様上京遊ばされ、替らず贔屓に預 5月12日 横切継紙・1通 6139

ることの礼）　（従京都）丹後屋まつ→（羽州天童善行寺様二

而）山口三左（ママ）衛門様　封紙入。

［書状］（金1両拝借願）吉蔵→三右衛門二二紙入。 11月29日 横切継紙・1通 4863

［包紙］近江や嘉介→山口三右衛Fr様5423－5－2～4入。 包紙・1通 5423－5－1

［書状］（勝治平着、昨年の御取替金請取の旨、他）近 2月7日 横切継紙・1通 5423・5－2

江屋太郎兵衛→（御在府）山口三右衛門様　封紙入。

［書状］（庄三郎様への貸金請取）　（従京都）近江屋太郎兵衛 ＜安政3＞（辰）4月19日 横切紙・1通 5423－5－3

→（御在府）山口三右衛門様　覚（金受取書）同封。封紙入。

［書状］（嘉助と申す人に道中入用金少々御貸し下され （辰）4月24日 横切紙・1通 5423，5－4

たく）　近江屋太郎兵衛→山口三右衛門様

［書状］（嘉助御役介になる旨／金手形請取に付）近江 （辰）5月13日 横切継紙・1通 5423－6

江太郎兵衛→山口三右衛門様

［書状］（御院主様御殿年始の件／御院主様借用金一条 正月24日 横切継紙・1通 5934－5

につき／庄三郎病気の件／他）　（京都西六條御前通り）
庄三郎→（江戸馬喰町四丁目山田屋止宿）山口三右衛門殿

4その他

　数量（件数）　14

覚（金30両預り、江戸表にて返す旨）三右衛門（印）→おふ 弘化4未年6月11日 横切継紙・1通 5436－3－2

じ様　　包紙入。

［袋］（「江戸6来状外諸書もの　甚右衛門・惣吉八月廿 文政10年8月 袋・1袋 6057

日一日出立同廿九日江戸着之由」）6058～6069入。

［包紙］　藤→三右衛門様5436－3－1－2と3を包む。 包紙・1通 5436－3，1－1

覚（金30両庄助より受取）　ふち（印）→三右衛門様 2月29日 横切継紙・1通 5436－3．1－3

［書状］（金子請取／道中滞りなく着の旨／他）ふち→三 3月9日 横切継紙・1通 5436－3－1－2

右衛門様　女性の筆。ふちは代官手附・手代の妻ヵ。

舌代（庄右衛門紙中の趣、催促の件）　権八→山口様虫 閏3月 竪紙・1通 5093

損（閲覧注意）。

［書状］（御屋鋪御伝言の段／他）下野屋新右衛門→山口三 5月17日 横切継紙・1通 5130

右衛門様

［書状］（貯蓄金駅逓局へ預け込みの義二付）埜取ヵ→山 5月27日 横切紙・1通 5075

二村山口三右衛門殿
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24書状／1．山ロ家宛書状／7．その他／4、その他

［書状］（関山牛一件に付）澤屋粂蔵→東根御惣代様別紙 8月4日 横切継紙・1通 5894－1

追書あり。

［書状］（機嫌伺）佐久間源兵衛→山口五右衛門様 9月29日 横切紙・1通 6000

［書状］（僧龍甥御落命の旨／三右衛門眼病御煩いに付） 10月朔日 横切継紙・1通 5287

澤木順安義■（花押）→山口三右衛門様

［書状］（惣代手元の年貢入用帳面の件）千左衛門→三右 10月14日 横切継紙・1通 5893－28

’衛門殿、与兵衛殿

［書状］（江戸滞在中世話になった礼／奥州道中のこと 11月24日 横切継紙・1通 5943－13

／他）　八丁二二おみて　名主荒木新二郎→江戸浅草瓦町越

前屋御止宿御惣代山口三右衛門様　別紙1通あり。

［書状］（御籾蔵外廻り柴垣結立の件／宮崎表長逗留の 竪紙・1通 4919

件／他）　別紙1枚あり（「吉祥寺村」）。別紙は度会郡吉祥寺村

関係。 1

2．山口三右衛門書状

1．晋十郎・弁之助・千代松宛

数量（件数）：57

　主に、江戸滞在中の三右衛門が村山郡の留守宅に宛てた書状である。

［書状］（若本死去の件／京都へ登っていた定・常両人 正月11日 横切継紙・1通 6070

路用金の件／寺の件にて京都向の様子／仙台一条用
罰金の儀／他）　（6江戸）三右衛門→（羽州山家村）晋＋郎

殿、弁之助殿、千代松殿　封紙入。

［書状］（山ロー件、上山口（吉郎兵衛）日延願の件／庄 正月25日 横切継紙・1通 4806

吉上京の件／上郷幽幽より地震見舞上納の件／老害
森茶屋町より院主へ進上金のうち久野本喜兵衛へ貸
し置いた金子返済頼みの件／他）　三右衛門→晋＋郎

殿、弁之助殿、千代松殿

［書状］（仙台へ御使僧様御用立金につき／新規代官清 2月26日 横切継紙・1通 5934－4

水孫次郎／庄三郎・卯八病状につき／貝塚様依頼の
大豆の件／他）三右衛門→晋＋郎等、弁之助殿、千代松殿

［包紙］　6江戸三右衛門→羽州山家村弁之助殿、千代松殿 2月27日 包紙・1通 5934－1

5034－2～6入。

［書状］（築地へ御献板の件）右江戸三右衛門→千代松殿 2月26日 横切継紙・1通 5934℃

［書状］（村山郡へ下る代官所役人ら見舞の件／御使僧 4月14日 横切継紙・1通 4795

様へ渡す金子渡し方に付／他）三右衛門→晋＋歩車、

弁之助殿、千代松殿

［書状封紙］江戸浅草御蔵前編井町三丁目越前や平兵衛止宿在 4月□日 封紙・1通 5939

府三右衛門→羽州山家村弁之助殿、千代松殿

［書状］（江戸での三右衛門・原町の健康状態に付／江 5月14日 横切継紙・1通 5976

戸借用金返済の件／築地に滞在中の願教寺見舞の件
／他）三右衛門→千代松殿、正吉殿封紙入。虫損（閲覧不
可）。

［書状］（三右衛門道中気分悪しきにつき差戻の件）上 6月21日 横切継紙・1通 5936－1

山より三右衛門→晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿　封紙入。

5936－1～15までこよりひも一・括（こよりひも同封）。

［書状］（一件呼出に付／七郎兵衛不来の件／仙台へ用 7月24日 横切継紙・1通 5942

立金の儀／御代官様下向の節御朱印引渡の件／他）
三右衛門→（羽州山家村）晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿

封紙入。別紙1通あり。

［書状］（築地御坊にて院主と対面の件／落馬怪我の件 9月5日 横切継紙・1通 5936－7

／他）三右衛門→晋＋郎殿、弁之助殿
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24．書状ノ2．山口三右衛門書状／1晋十郎・弁之助・千代松宛

［書状］（一件につき元支配元〆田中様駆け廻りの件／ 9月16日 横切継紙・1通 5936－9

山口村名代として若木到着の件／他）　（δ江戸山剰三

右衛門→（羽州山家村山口）晋十郎様、弁之助様　封紙入。

［書状］（御検見の事心配／山口畑田成落水の堰の件指 9月18日 横切継紙・1通 4797

示／仙台表御使僧様へ用達金、御坊所より返金の件
／築地へ参、講釈等聴聞の旨／他）三寸衛門→晋＋郎

殿、弁之助殿、千代松殿

［書状］（御本山に対し報恩講願書につき／矢野目の者 10月4日 横切継紙・1通 5936－4

共小子を憎みの事／他）　（右江戸）三右衛門→（羽州山家

村）晋十郎様、弁之助様　封紙入。

［書状］（院主様へ報恩講願書差出の件／矢野目晋三郎 10月5日 横切継紙・1通 5936－11

らの注文物の件／他）　（δ江戸）三右衛門→（羽州山家村）

晋十郎殿、弁之助殿、間吉殿　　封紙入。別紙1通あり。

［書状］（村山郡私領渡につき／東根減高の件／二納金 11月6日朝 横切継紙・1通 5936－3

才領の件／他）三右衛門→（羽州山家村）晋＋此様、弁之助

様　封紙入。

［書状］（賢司一件引合に付、阿部様公用人と内談の件 10月5日 横切継紙・1通 5936－8

／若木半十郎江戸にて居所伝通院地中へ引越の件／
他）　三右衛門→晋＋態様

［書状］（4ヶ村村替一件内願、半十郎奔走の旨／他） 10月10日 横切継紙・1通 5936－14

三右衛門、貞次→晋十郎様

［書状］（兵部卿尋の件／半兵衛村預の件／天童善行寺 10月23日 横切継祇・1通 5010

一件、寺方より天童織田家へ掛合之儀／他）　（在府）三
右衛門→（羽州山家村）晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿　包紙入

（包紙は反故紙）。

［書状］（三右衛門病状、佐竹様御抱の針名人の療治を受 12月21日 横切継紙・1通 4810

ける／病気にて国許へ往返難儀に付／村山郡へ出立
の者、江戸滞留の者のこと／吉郎兵衛病状／京都両
寺宛書状の件／他）三右衛門→晋＋郎殿、弁之助殿、千

代松殿

［書状］（痔疾の件／御代官（戸田）様御納戸頭へ役替の ＜安政元＞12月大晦日 横切継紙・1通 6099’

件／28日連雀町より出火にて大火の件／他）　（在府）
三右衛門→（羽州山家村）清十郎殿、弁之助殿、千代松殿　封紙

静

入。

［書状］（10月2日夜大地震の被災状況）三右衛門→弁之助 ＜安政2＞10月4日 横切継紙・1通 4796

殿、千代松殿

［書状］（江戸大地震被害状況／大坂地震の風聞／訴訟 ＜安政2＞10月13日 横切継紙・1通 4794

一時帰村願聞済に付／他）三右衛門→晋＋郎殿、弁之助

殿、千代松殿

［書状］（山ロー件吟味始りの模様に付／光照寺京より ＜安政2＞11月5日 横切継紙・1通 4799

江戸着、逗留費用等に付／庄三郎借金の件／江戸で
の宿所の件／他）三右衛門→晋＋点出、弁之助殿、千代

松野
o

［書状］（山ロー件吟味呼出の件／貝塚様二四黒大豆・ ＜安政2＞11月9日 横切継紙・1通 4802

大納言小豆所望の訳／これまでの為登状を差し下す
ので、保管に付／他）三右衛門→弁之助殿、千代松殿

［書状］（瀬之助参宮にて江戸立寄の件／山ロー件上組 ＜安政2＞12月15日 横切継紙・1通 4807

勝利はなき予測、見切専一の旨／郡中より地震見舞
の礼に付／院主・西岸寺京出立、江戸着の件／他）

三右衛門→晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿

［書状］（吉郎兵衛病気見舞の件／金子不足につき貝塚 （卯）6月8日 横切継紙・1通 5935

様等より借用金の件／久次郎願にて正吉、遠藤様供
にて生野へ差照せの件／他）　（δ江戸）三右衛門→（羽州
山家村）晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿　封紙入。別紙1通（路
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24．書状／2．山ロ三右衛門書状／1．晋十郎・弁之助・千代松宛

用金請取状）有り。

［書状］（吉郎兵衛数三郎親子不和の件／路用金等とし 3月17日 横切継紙・1通 5979

て諸所より金子借用の件／御院主の儀御領主への引
合筋の件／貝塚様へ送りの品川下しの件／他）三右
衛門→三十郎殿、弁之助殿、千代松殿

［書状］（数三郎心得宜しからざる旨／扱人呼寄の件／ 3月22日 横切継抵・1通 5966

他）　（江戸浅草福井町越前島）三右衛門→（羽州山家村）晋＋

自爆、弁之助殿、千代松殿　封紙入。

［書状］（半次郎吉郎兵衛出府の件／入用金貝塚様等よ 4月23日 横切継紙・1通 5938

り借入の件／数三郎借用金奔走の件／正吉南都へ廻
りの旨／他）　三右衛門→晋＋郎殿、弁之助殿、千代松殿

［書状］（江戸御蔵納に付／代官松永善之助村山郡下向 8月21日 横切継紙・1通 6093

の件／柴寒両郡納不足につき歎願の件／順貞の兄慶
寿、秋田湊西船寺住職となる旨／馬喰病気の件／上
東山一件取扱にて出府中の漆山善左衛門と相談の件
／他）　（右江戸）三右衛門→（羽州山家村〉晋＋誌面、弁之助

殿、千代松殿封紙入。

［書状］（金沢氏下り路用金借用の件／大和僧への返書 11月7日 横切継紙・1通 5959－1

御達し下されたき旨／地震にて築地御坊等の破損状
況／他）　三右衛門→晋＋郎殿、弁之助殿、千代松殿封紙
入。5959－2入。

［書状］（新規御代官の情報／下男下女人選の件／院主 正月22日 横切継紙・1通 4800

出立間際の金子やり取りに付／三右衛門帰村取計ら
いの件／他）　三右衛門→晋＋郎殿、弁之助殿、千代松殿

［書状］（法照寺へ返金の件／女人講・十二日講冥加上 3月朔日 横切継紙・1通 4809

納の件／御院主扶持米の件／他）　三右衛門→晋＋郎
殿、弁之助殿、千代松殿

［書状］（小網町火元の大火にて宿所山田屋被災の様子 3月6日 横切継紙・1通 4801

／吉郎兵衛病状、蘭方医師診療の模様／他）三右衛
門→山家三人、数三郎様

［書状］（救御免願の件／山田屋金次郎出羽へ下りの件 7月20日 横切継紙・1通 5977

／吉郎兵衛山田屋止宿飯代の件／他）（江戸より）三右

衛門→（羽州山家村）晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿　封紙入。

［書状］（吉郎兵衛石詰に付）三右衛門→晋＋郎殿、弁千両 3月17日 横切継級・1通 5007

人江

［書状］（西岸寺帰国の件／御坊へ修復志上納の件／（山 3月29日 横切継紙・1通 5964

口村一件ヵ）取扱人呼出の件／他）在府三右衛門→
　晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿

［書状］（山口村一件半次郎江戸着延引の件／伯父病状
　の件／他）　（在府）三右衛門→晋＋池殿、弁之助殿、千代松

　殿　封紙入。

［書状別紙］（玄幽霊再興の儀に付）三右衛門→佐五兵衛様

［書状］（伯父病気の模様／東根附壱番操船品川入津、

　蔵回の旨／天童工藤中野や紅花引揚半金渡し方の件
　／山ロー件呼出なき旨／京都へ為登金の件／酒田・
　村山郡より見舞品請取に付／他）　三右衛門→晋＋郎

　殿、弁之助殿、千代松殿

［書状］（山口村一件義左衛門母大病につき帰国聞濟の

件／吉郎兵衛江戸借用金返済の件／他）在府三右
　衛門→（羽州山家村）晋十郎殿、弁之助殿、慎松殿　封紙入。

［包紙］　三右衛門→千代松殿

［書状］（荒川様出立の件／吉郎兵衛病状に付／長谷川

5月5日

6月9日

6月20日

6月23日

6月23日

6月23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

横切継紙・1通

5909

4819

4805

5915

5968。1

5968－2
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24．書状／2．山ロ三右衛門書状ノ1晋十郎・弁之助・千代松宛

様進退の件／他）　三右衛門→千代松殿

［書状］（江戸での借金を済さずに帰国は出来兼ねる旨 6月26日 横切継紙・1通 5971

／正吉差登せ願の件／他）　（江戸浅草御蔵前越前屋止宿）
三右衛門→（羽州山家村）晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿　封紙

入。

［書状］（山ロー件、原町帰国願のこと等／伯父容体／ 7月10日 横切継紙・1通 椰
御廻米の件／村山郡の内松前様井七浦領渡りの噂に
付／他）　三右衛門→晋＋郎殿、弁之助殿、千代松殿

［書状］（西岸寺光照寺江戸着の件／田畑出品／正吉京 7月12日 横切継紙・1通 6098

都に滞留の件／山ロー件／他）　（右江戸）三右衛門→山家

宅三人衆中（弁之助殿、千代松殿）封紙入。別紙1通あり。

［書状］（歎願筋の件／冥加金の件／他）　（在府）三右衛門 7月17日 横切継紙・1通 5965

→（羽州山家村）弁之助殿、千代松殿　封紙入。

［書状］（築地へ参詣し、勧学師教化に預かる件／御輪 8月朔日 横切継紙・1通 5013－1

番より寺の儀に付取合の旨／代官様御朱印持参にて
着陣の件／他）「（6江戸表）三右衛門→（羽州山家村）弁之助

殿、千代松殿　包紙入。5013・1・2同封。別紙1枚あり。

［書状］（正吉未だ京より下らざる件／長谷川家類焼の 9月28日 横切継紙・1通 5960

件／御仮免状の件／他）　（6江戸表）三右衛門→（羽州山家

村）晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿　封紙入。別紙1通あり。

［書状］（追院一条、築地高須氏へ御血合の件／無地着 10月朔日 横切継紙・1通 5008

の旨、江戸まで道中のこと）　（在府）三右衛門→（羽州山

家村）晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿　封紙入。

［書状］（江戸まで道中の件／奉行所へ着届の件／吉郎 10月12日 横切継紙・1通 5009

兵衛病気の件／他）　（在府）三右衛門→（羽州山家村）晋＋

郎殿、弁之助殿、千代松殿　封紙入。

［書状］（山口村一件仮議定の件、吉郎兵衛内済承諾致 11月3日 横切継紙・1通 6100

さざる件／他）　三右衛門→晋＋三殿、弁之助殿、千代松殿

［書状］（4日、関東筋大地震の模様／山ロー件の常光坊 11月19日 横切継紙・1通 4798

に託した書状にて連絡の旨／山ロー件呼出吟味の内
容／貝塚様より医師を案内してもらう／他）三右衛
門→晋十郎殿、弁之助殿、千代松殿

［書状］（貝塚自差図にて小子療治の件／山ロー件、一一 12月14日 横切継紙・1通 4804

時一同帰村仰せ付けられるに付／他）三右衛門→山家

宅三一二

［書状］（馬代金仕訳／年貢納不足買納代金の件／御腰 12月19日 横切継紙・1通 5894－12

配替の風聞に付／他）　三右衛門→晋＋郎様、弁之助様

［書状］（六田様より借用金の件／正吉京より江戸着の 12月26日 横切継紙・1通 4803

旨／久野本かち伜へ路用貸金の件／概論年始廻米納
一件入用請払帳の件／他）三右衛門→晋＋高殿、弁之助
殿、千代松殿

2伊藤儀左衛門宛

数量（件数）　2

［書状］（武七質地に三智の件／久留氏知行所の件）山 正月22日 横折紙・1通 4811－6

家村名主三右衛門→山口村名主儀左衛門様

［書状］（下書、不幸の際の見舞の礼／松渡着水天童よ 4月21日 横切継紙・1通 5894－29

り貰頼の件／他）　山口三右衛門→伊藤新蔵様
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24．書状／2。山ロ三右衛門書状／3．高橋佐五兵衛宛

a高橋佐五兵衛宛

数量（件数）　12

口上（宮崎松沢様御老母様御病去／宗門帳差立の件） 文化12年5月朔日 横切紙・1通 5223

三右衛門→佐五兵衛殿

［書状］（長逗留にて身性向心掛り／山口新印帰国の節 5月10日 横切継紙・1通 4820

は諸書物を借受けるよう／若松一件／長崎伝四郎家
内の儀／甚吉より御寺へ納める米の件／他）右江戸

名主三右衛門→御隠二様く佐五兵衛〉

［書状］（悪党善五郎・かんの件／村方一件済の礼にて 6月9日 横切継紙・1通 4814

若木武田氏登りの件／入用金山家村百性割合の件／
与左衛門家内不和の件／玄庭瀬の件、小子帰国まで
差控え下され度／他）6江戸三右衛門→高橋御隠居へ

［書状］（山口御両所様と相談の件）上山口右三右衛門→佐 9月19日 横切継紙・1通 5281－57

五兵衛様

［書状］（百姓産物山形・東根・川岸へ売払差障りなき 9月20日 横切継紙・1通 5281－71

よう願書提出の件／四郎兵衛殿病死の件）右上山口三

右衛門→佐五兵衛様

［書状］（本寿院頼に付、金子50両調金願）三右衛門→高 9月晦日 横切継紙・1通 5281－5

橋御隠居

［書状］（一件内済の件、天童相沢龍次・稲荷や・中の 11月28日 横切継紙・1通 5281－56

やの関係する一件）三右衛門→甚右衛門様、佐五兵衛様

［書状］（御金席料よりの書状此方へ送り下されたく） 横切紙・1通 5281－25

東根6　三右衛門→佐五兵衛様

［書状］（騒動一件に付／重次一件／他）寒河江宿6三右衛 10月17日 横切継紙・1通 5831

門、甚右衛門→山家村源助様、佐五兵衛様

［書状］（宗七・久松一件、親類惣門召出の旨）三右衛門 11月7日 横折紙・1通（2紙） 5940

→平右衛門殿、三四二世、佐五兵衛殿

［書状］（若松一件吟味呼出、伐木・差湯釜の件／若松 11月15日 横切継紙・1通 4824

衆書上げに「若松村」と表記ある件／潤四郎為登の件
／他）　（右江戸甚左衛門、）三右衛門→（山家三四郎殿、

庄兵衛殿、）佐五兵衛殿

［書状］（若松一件、若松側の御朱印地の範囲の認識の件 12月10日 横切継紙・1通 4817

／田口様御場所替の噂の件／漆野の一儀／他）三右
衛門→（高橋）佐五兵衛様

4その他

数量（件数）　25
ノ

［書状］（4ヶ村村替踏止めたく、半十郎駆け廻りの旨／ 10月7日 横切継紙・1通 5936．12

寺津一件済口証文の件）三右衛門→仁右衛門様、儀左衛

目引、兵蔵様、晋十郎様　前知。

［書状］（一条内願に付、貝塚様・石井様を頼む旨／山 8月4日 横切継紙・1通 5936－10

ロー件／御検見御代検に付／他）桑折宿右三右衛門→
（羽州東根）伝之助様、晋三郎様、吉郎兵衛桟晋十郎殿　封紙

入。

［書状］（江戸行道中にて落馬、怪我の件／村山郡内支 8月28日 横切継紙・1通 5936－5

配替につき／賢司様之一件／他）　（江戸右）三右衛門→
（羽州東根）伝之助様、矢野目様、山口様、晋十郎殿　封紙入。

［書状］（私領渡4ヶ村一件、孫市一件につき若木出府内 10月18日 横切継紙・1通 5936－15

嘆の旨／笹津一件済口の件／山家村漆木役永の件／
他）三右衛門→仁右衛門様、儀左衛門様、兵蔵様、吉郎兵衛

様、仁助様、晋十郎殿
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24．書状／2山口三右衛門書状／4その他

［書状］（替地一条、天童織田家家来阿部様御呼出しの 10月27日 横切継紙・1通 5936－2

旨／内願御礼金工面の件／他）　（江戸より）兵蔵、三右

衛門→（羽州）晋三郎様、吉郎兵衛様、三十郎殿　封紙入。

［書状］（弁之助縁組を取り決めるよう長崎孫兵衛申す 文化12年正月24日 横切継紙・1通 5267

に付）　三右衛門→本主様

［書状］（尾花沢入用差引、弥兵衛無尽金の儀済口の旨） 8月9日 横切継紙・1通 5050－13

山吉内へ詰合δ→本主様　別紙1通あり。5050・1と関係。

［袋］（来状入）谷満三 文政11年5月 袋・1袋 6103

［書状］（若松一件吟味の件／伐木一件難しき旨／一件 ＜文政＞12月10日 横切継紙・1通 4813

入用金の件／他）　三右衛門、甚右衛門→村役人中、五人
組頭中、塩詰御中

覚（京都善行寺宛書状預り）定飛脚問屋嶋屋佐右衛門（印） 丑7月13日 竪切紙・1通 4715

→山農三右衛門様

覚（江戸武蔵屋止宿の前田寿助ら宛の書状包預り）嶋 酉7月2日 竪切紙・1通 4775－75

屋（印）（羽州山形）→御会所山口三右衛門様

［書状］（諸入用清算につき／廻米納不足永につき）三 1月7日 横切継紙・1通 5370

右衛門→松治郎殿　途中切断。

［書状］（山口村一件取扱期限までに行届き兼ねる旨／ 2月29日 横切継紙・1通 4869

龍源寺・来翰院へ申し談じ、示談まで猶予下された
く）　寿助、三内、仁右衛門、兵蔵、三右衛門→武蔵屋仁兵衛

様
r

［書状］（未開封書状）羽州山家村山口三右衛門→江戸築地御 4月12日 丁丁入状・1点 5435

坊御地中法照寺様　未開封。

［書状］（大谷御法会／領内稀なる旱魑に付／他）阪口 　　　　　　　　●U月12日 横切継紙・1通 5034

周次→具足避く善行寺〉和上様

［書状］（逗留中の御礼延引の佗／柴村公様御屋敷様方 6月23日 横切継紙・1通 5996

の様子伺／他）　山口五右衛門→上総屋平兵衛様

［書状］（下書、御親父様死去の悔み）山口三右衛門→越 7月9日 横折紙・1通 4811－1

後屋長次郎様　　4811・1～13まで綴。

二二書置口上（本寿院病気ながら当家世話できかねる 7月25日 横切継紙・1通 5440－7

旨に付）　山口三右衛門→三二法印様

［書状］（御支配下宇内年貢不納米、権門立替上納滞の 8月5日 横折紙・1通 5016

件）　山家村名三三右衛門→若松名主久左衛門様

［書状］（当村武七所持高・年貢米上納高の件に付問い 9月21日 横切継紙・1通 4811－9

合わせ）三右衛門→御名主源太郎様

［書状］（中沢様へ御内意申上の儀／明後二日金納の儀 9月29日 横切継紙・1通 5385

につき）前欠。

［書状］（御尊寺様御影道中別条なく帰国の旨） 横折紙・1通 5761

［別紙］（扱人は原町が引請の旨、他） 小切紙・1通 5937

覚（高擶村庄右衛門一件取扱、中野目村今次郎より受 弘化4年6月2日 横切継紙・1通 5936－6

取金差支につき金9両借用）　山家村三右衛門（印）→六田

村誌右衛門殿

［書状］（村誌一条に付／半十郎、勘定奉行用人と連呼 横切継紙・1通 5936－13

の件）　593（シ12の前の部分ヵ。前後欠。

3．善行寺宛書状　　　　　　　・

数量（件数）：33

　天童小路町善行寺宛の書状がなぜ山口家文書に大量に伝来しているのか、よくはわからないが、山

口三右衛門が善行寺の檀家油壷を勤め、善行寺の問題に積極的に関与していたことに由来するのは確
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24書状／3．薔行寺宛書状

かである。

　長井喜間多・吉田三左衛門・熊井戸応助は、天童藩の役人であろうと考えられる。

　嶋田左兵衛尉は、本願寺門跡の家臣であろう。

［書状］（御承知一条の件／浄正寺名替の件／他）長井 ‘3月4日 横切継紙・1通 5019

喜間多→善行寺様

［書状］（若松一条且肝胆にて百両入用に付取計らいの 6月17日 横切継紙・1通 5022

旨）喜間多、三左衛門→捕鹿様奉書紙。

［書状］（旱魑手当西海岸防備一条に付諸入用金調達、 6月17日 横切継紙・1通 5026

弐百月差下し願の件）　（天童）長井喜間多季光（花押）、吉
田三左衛門守慮（花押）→（京都六條二而）善行寺様　封紙入。大

奉書紙。

［書状］（弐百両借用内談取極の件／百両を早速調達下 6月20日 横切継紙・1通 5024

されたき旨）　長井喜間日季光（花押）、吉田三左衛門守慮

（花押）→善行寺様　大奉書紙。

［書状］（時候尋として金壷恵の礼）嶋田左兵衛権大尉→羽 3月6日 横切継紙・1通 5406－2

州天童善行寺様　封紙入。5406・1の中に同封。

［書状］（御機嫌伺の金1両、両御門跡様へ披露の旨）嶋 4月22日 横折紙・1通 5035

田町兵衛権大二丁辰（花押）→出羽天童善行寺殿　嶋田左兵三尉

は本願寺役人。

［書状］（来る17日惣用向御談のため光駕願たき旨／旧 2月4日 横切継紙・1通 5021

脳御用立金の内20両落手／他）熊井戸慮助→善行寺様
封紙入。別紙「覚」1通あり（金20両受取書）。

［書状］（御書面の儀申し落しの外承知）熊井戸慮助→善 3月2日 横切継紙・1通 5017

行寺様

極密用件（旱魑手当と異国船入用御用金に差支えに付 （嘉永期）6月17日 横切継紙・1通 5027

御調金下され度旨に付／他）熊井戸感助→善行寺様

［書状］（兼ねて御内話劇頼申上の一条に付（金借用の 8月4日 横切継紙・1通 5040

件）／貴僧様御病気の件／他）熊井戸磨助→善行寺様
封紙入。

［書状］（御殿への歎願写拝見／大坂油魚主方へ御殿よ 10月10日 横切継紙・1通 5028

りお声掛りの件／他）　熊井二階助→善行寺様別紙1通
あり。奉書紙。

［書状］（30日迄に金子取集め、届ける旨）熊井戸慮助→ 12月26日 横切継紙・1通 5020

小路　善行寺様

［書状］（20両元利共落手／他）川島藤五兵衛→善行寺様 2月20日 横切継紙・1通 5281－77

［書状］（金子30金入用の儀）川島左五兵衛→善行寺様 3月4日 横切継紙・1通 5281－11

［書状］（山家三右衛門金子差支に付口入の義）川島藤五 閏霜月14日 横切継紙・1通 5281－76

兵衛→小路　善行寺様

［書状］（金20両御使へ御渡し下されたき旨）川島藤五兵 15日 横切継紙・1通 5281－75

衛→善行寺様

［書状］（阿濱様仙台にて俄に病気の件／金子借用の儀 4月29日 横切継紙・1通 5037

／千手堂村大内清三郎身帯の件／他）阪口周次→具足
手早上様別紙①内密書1通、②札1通あり。

乍失敬口上（金子差支に付、工夫願上）阪口周次→門院 10月25日 横切紙・1通 5018

主九三取次中様

［書状］（新年賀状／表門材木入用の件／他）真光寺→善 （正月） 横切継紙・1通 5894－19　・

行寺様

［書状］（聞蔵寺出立の件／山中根村再出府の件／三二 3月15日 横切継紙・1通 5895－3－1

番謝礼の件／他）　（江戸築地）真光寺→（羽州表天童）善行

寺様　　封筒入。5895・3・2同封。
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24．書状ノ3．養行寺宛書状

［書状］（天童善行寺への別封京都より差下しの旨）（江 3月22日 横切紙・1通 5406－1

戸築地御坊）輪番所→羽州山形（山形城下小姓町）明善寺　封紙

あり（5406・1～2入）。

［書状］（先年納めた花ざさら代金の催促を会津商人よ （辰）2月29日 横切継紙・1通 5978

　り受けるに付）在府善行寺→（羽州）善行寺留守居中二二

@入。

m書状］（藻型置より金入手の件）二二→山外御持封筒
@入。

m書状］（奥村井中興寺へ御子諭下された趣伝承に付／

正月19日

S月7日

横切紙・1通

｡切継紙・1通

5895－3・2

T118

御回所の義成就の模様に付／他）覚多山別ヵ寺宥和
（花押）→善行寺様　封紙入。

［書状］（仙台恩慶寺小僧恒丸御尊寺にて勤学なし下さ 5月7日 横切継紙・1通 5893．26

れたき旨）　嶋山屋弁蔵→善行寺様、御役者道喜様

［書状］（金談一条、悪しからず承知下されたく）阿野 5月29日 横切継紙・1通 5023

左膳→善行寺様御院主様

［書状］（一・条に付雑費入用金、大坂・伊丹表にて工面 8月29日 横切継紙・1通 5038

のこと）市兵衛→御院主様

［書状包紙］　（従新庄宿）九條殿御内中村主馬→天童小路善行寺 10日 包紙・1通 5416－1

院主様5416－2～3入。

［書状］（随心院門跡思召により九二兼実公650回忌御廟 11月9日 横切継紙・1通 5416－2

所造営のため諸国巡行いたし、由緒のある寺院方へ
重刷の儀取計中のこと）九星殿御内笹将監、中村主馬→

善行寺御院主様

［書状］（大御所左大臣尚忠公より御寄付御下のあるよ 11月14日 横切継紙・1通 5416－3

う取次の旨）　九條殿御内中村主馬政利（花押）→善行寺御薄

主様

［書状］（未開封書状）羽州善行寺→奥州会津若松専福寺様 状・1通 5011

封紙入。

以趣意申上候（旱魑に付、領主拝借一条の儀／領主が 竪継紙・1通 5025

拙寺相馬表転派の人を戻し、懸所寺と称して新院建
立、門徒を増やした経緯／家老上京の上御殿へ願
込、大坂蜜蜂主引合の件／他）羽州善行寺

四駅壁書附奉願上里（下書、領主織田兵部少輔殿国方 降紙・1通（2紙） 5036

役所より、在京善行寺追院申し付けられた件に付） 1

4．高橋佐五兵衛宛書状

数量（件数）：9

　佐五兵衛宛の文書がいくらかまとまって残っている。佐五兵衛は山口家の執事のような役割を負っ

ていたため、不在の三右衛門の代わりに佐五兵衛を宛所にして出された書状も含まれるが、佐五兵衛

への私信もある。

［書状］（後沢平助病気に付見舞に参りたき旨／平助言 正月8日 横切継紙・1通 5142

へ約定の金子調達の件／他）山口儀左衛門→若松
佐五兵衛様

［書状］（塁砦一件済口、金子半金返済・過料銭に付） 5月6日 横切継紙・1通 5281．55

山口　祐次→山家村高橋西五兵衛様

［書状］（名寄帳入用に付御渡し下されたく）山口市四郎 閏6月8日 横切継紙・1通 4943－9

→山家佐五兵衛様

［書状］（三ツ谷七右衛門老母病死に付）若本→佐五兵衛 10月27日「 横切紙・1通 4943－10

殿

［書状］（其一件に二二取合したく、御帰りくださるべ 8月17日・ 横切紙・1通 5124
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24書状／4．高橘佐五兵衛宛書状

き旨）若松5三右衛門→佐五兵衛様

［書状］（岩城算者○方案の件）上野御存δ→高橋老人様 10月18日 横切継紙・1通 5092

［書状］（病気につき薬進上）田中文誕ヵ→佐五兵衛様 11月19日 横切紙・1通 5158

［書状］（御寄講の参詣の件／彼一件／江戸の人々の服 12月10日 横切継紙・1通 4818

装・風俗に付／小塚原処刑場の見物記／他）甚右衛
門→佐五兵衛様、伯下様、林兵衛様、良安様、間門様、卯吉

様、甚吉様

［書状］（兵助勘当のところ、赦免頼み入りの件に付） 極月11日 横切継紙・1通 5144

若松　法泉坊→山家村　佐五兵衛様 t

5．その他

数量（件数）　19

［状挟木札］「御通入」天童両御蔵元→山家村三右衛門 嘉永3年戌12月 木札・2枚 5833

［書状］（関山村巳之助より東根中町小藤屋へ肴代かし 酉7月三日 横切継紙・1通 4777－14

滞金始末に付／列代巳之助より春木屋へ開方延引の
件）

［書状］（牛一条延々にて此方差支の旨）弓道与左衛門 酉8月朔日 横切紙・1通 4815・17

→河原　安達栄蔵様

口上（御来賀にて内々御世の件返答に付）　【　　】→山 3月19日 横切紙・1通 5059－9

家山口松次郎様

［書状］（御役所より請取の証文義左衛門持参に付）　（山 6月10日 横切継紙・1通 5881

口村）義左衛門内恒次郎→（会所御詰合）前田寿助様

［書状］（大坂乗皆人佐兵衛より納不足金子の儀申越に 8月2日 横切継紙・1通 欄
付／孫市目論見の紅花産物川下願の件／新町一件／
他）

［書状］（下書、漆山代官所役人への見舞に付、他）山 8月8日 横切継紙・1通 5893－15

口松治郎→庄司仙八様

［書状］（当地大変、江戸大火の件／他）伊左衛門→慎蔵 8月26日 横切継紙・1通 6024．4

様

［書状］（寒河江へ派遣の人足帰りに際し親切を受けた 10月13日 横切紙・1通 4778－4

礼）

［書状］（再願書御内見の件／勢よ一件／小路町畑地取 10月17日 横切継紙・1通 5281－69

計の儀）前欠。

［書状］（伜が世話になった礼／他）七兵衛→山口三右衛門 早月25日 横切継紙・1通 4776－23

様　虫損・破損（閲覧不可）。

［書状］（はつ殿の機嫌伺／他）ワか→久右衛門殿かな文 15日 横切継紙・1通 5984

字。

［書状］（機嫌伺／近況の知らせ／他）　くめ→五一左衛門 15日 横切継紙・1通 5986

殿　かな文字。

［書状］（機嫌伺／他）　くめ→五一左衛門殿かな文字。 17日 横切継紙・1通 5985

［書状］（江戸川船方御用屋鋪川島東八郎は容易に進物 27日 横切紙・1通 5047－2

など請けざる人物に付）竹中貞次郎く手代〉→長谷川親

司様

［書状下書］（先年御町材一条に野崎善寺取計らいにて 横切紙・1通 4864

拝借仰せ付けられた御用金返済の件）

［書状］（印形差し遣わしの旨／庄屋肝煎役替願書の件） 横切継紙・1通 4903

［書状別紙］（私義一件に付200日余出府の所、庄右衛門 横折紙・1通 5132

帰国の件／三左衛門副将にて山ノ辺役所より呼出し
の件／他）
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24書状ノ5．その他

［書状］（原町村長助田地請戻の件で駆込訴一件／山ロ
ー件／他）

横切継紙・1通 6095
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