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（請取切符入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整理番号　473

　（目録（その3）の150頁の続き・明治22年～41年分受取書、明治41年中心、473－1～2－473を包紙の畳封を麻紐で一括）

（包紙・解明）473－1～2を一括 1枚 473－1－1－0

四十一年分受取書（包紙）473－1－2から94までを一括 1通 473－1－1－1

記（風呂敷他代金168円34銭受取）伊勢徳呉服店（印）→山 12月16日 切継紙・1通 473－1－2

兄様　やや破損あり

記（上布他代金77円60銭受取）伊勢徳（印）→山田様や 12月16日 切継紙・1通 473－1－3

や破損あり

記（上布他代金91円ユ0銭受取）伊勢徳呉服店（印）→山田 16日 切継紙・1通 473－1－4

様　やや破損あり

記（自分清水他代金717円59銭書上）やや破損あり 切紙・1通 473－1－5

記（料理他代金20円34銭受取）深青楼（印）→山田、福 12月27日 切紙・1通 473－1－6

田、大町様、秋田、猿田、細井様、乾、小池様　やや破損
あり

キ（上々大柏所論代金1円受取）若松屋辰蔵（印、「信州長 1月28日 切紙・1通 473－1－7

野若松屋辰蔵」）→上　やや破損あり

（報知新聞代25銭領収）報知社（印、「報知社長野支局印」） 12月 切紙・1通 473－1－8

→おもたかや様

記（椿山絹本□代金450円受取）木釜大広（印、「木釜大 明治40年2月8日 切紙・1通 473－1－9

□」）→山田御主人様　やや破損あり

記（急須他代金21円51銭受取）藤原嘉□（印）→山田様 12月27日 切継紙・1通 473－1－10

やや破損あり

記（運賃他代金12円8銭5分書上） 切紙・1通 473－1－11－1

記（上等生藤20枚代金20円受取）本竹澤小店（印、「信州 10月28日 切継紙・1通 473－1－11－2「

長野後町本篇」）→小池様

鉄道作業局小荷物切符　山田荘左エ門　そば代ほか代金も 10月25日 切紙・1通 473－1－11－3

書上

記（品物他代金ユ円80銭受取）成駒屋（印、「成駒屋」）→小 10月19日 切継紙・1通 473－1－11－4

池様

送り状之事（品物1個50斤）　日本橋通り壱丁目黒江屋下左 明治39年11月8日 竪切紙・1通 473－1－11－5

衛門→信州長野市信濃銀行山田荘左衛門様　「秋葉原運搬
組合運賃計算表」1通が貼付

送り状（箪笥2個）□金録町一番地角鷲塚箪笥店（印）→長野 明治39年11月9日 切紙・1通 473÷11－6
市信濃銀行二て山田荘左衛門殿　やや破損あり、「甲号運
賃計算表」等2通が貼付

記（品物代金1円92銭受取）成駒や（印、「成駒屋」）→山田 12月 切紙・1通 473－1－11－7

様　やや破損あり

記（白紬10疋代金96円95銭書上）八田呉服店（印、「信州 （明治）39年12月25日 切紙・1通 473－1－12
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松代町八田屋呉服店」）→山田荘左衛門様

（報知新聞代金25銭領収）報知社（印、「報知社長野支局 1月 切紙・1通 473－1－13－1

印」）→おもたかや様473－1－13－1～3まで挟込一括

証（年賀広告料代金1円92銭領収）長野市懸町長野新聞株 明治40年1月31日 切紙・1通 473－1－13－2

式会社（印）→山田荘左衛門殿

領収証（年賀四行特別三日金1円92銭領収）長野市旭町 明治40年1月31日 切紙・1通 473－1－13－3

信濃新聞株式会社（印）→山田荘左衛門様

（紅葉山1折代金1円15銭領収）東京風月堂米津支店信州 切紙・1通 473－1－14

長野市横町風月堂（印、「長野市横町電話六八番風月堂」）→

おもだか様

領収証（紀念碑建設費寄附10円領収）長野県更級軍小島 明治40年2月9日 切紙・1通 473－1－15

田村甲越直線特牛倉碑建設事務所（印、「甲門門戦地紀念碑

建設事務所乱雲」）→山田荘左衛門殿

（品物代金5円10銭領収〉栗田隼之助（印）→山田様 明治40年4月10日 切紙・1通 473－1－16

証（面澤御料理代金6円38銭受取）呉服橋外八洲亭本店 7月8日 切紙・1通 473－1－17

（印、「日本橋区呉服町三拾□番地八洲亭」）→上様

記（菓子6箱6円受取）信濃国産杏類発売元和洋菓子高田屋 明治40年4月23日 切紙・1通 473－1－18

本店長野市大門町六拾弐番地（印、「信濃国産杏類発売元和

洋菓子高田屋本店長野市大門町六拾弐番地」）→山田様

（紅葉山他1円25銭受取）東京風月堂米津支店信州長野市 明治40年4月13日 切紙・1通 473－1－19

横町風月堂（印）→山田様

記（西洋料理3人前3円受取）長野市西洋軒（印、「長野市 明治40年4月13日 切紙・1通 473－1－20

西洋軒」）→小池様

（報知新聞代25銭領収）報知社（印、「報知社長野支局印」） 明治40年 切紙・1通 473－1－21

→おもたかや様

記（漬物2品代金20銭落掌）御央漬物店（印、「長野昇盛挙 4月27日 切紙・1通 473－1－22

御記漬物所」）→おもだかや

記（品物55銭領収）栗田隼之助（印）→山田様 4月29日 切紙・1通 473－1－23

記（椀盛他代金2円68銭受取）観水亭（印）→上様 （明治）39年12月2日 切紙・1通 473－1－24

記（三月分代金35銭領収）長野市東町長田新聞店（印）→山 明治40年3月30日 切紙・1通 473－1－25

田殿

記（味琳1斗他代金2円50銭領収）信州長野市栄町酒類醤 明治40年4月4日 切紙・1通 473－1－26

油問屋北澤久右衛門（印）→山田様　酒類の広告の裏面を利
用

記（半江幅他代金155円受取）酒田又三郎（印）→山田様 3月28日 切紙・1通 473－1－27

（報知新聞2月分代金25銭領収）報知社（印、「報知社長野 明治40年 切紙・1通 473－1－28－1

支局印」）→おもたかや様473－1－28－1と2は挟込一括

（報知新聞3月分代金25銭領収）報知社（印、「報知社長野 明治40年 切紙・1通 473－1－28－2

支局印」）→おもたかや様

記（一、二月分代金70銭領収）長野市東町長田新聞店 切紙・1通 473－1－29

（印）→山田殿

記（料理他代金30円83銭受取）深青楼（印、「深青楼」）→ 1月6日 切継紙・1通 473－1－30

山田、秋田、倉石、小出様、前島、小林、牧、和田様、牧

平様、外一名様

記（料理他代金77円25銭受取）深青楼（印、「深青楼」）→ 1月21日 切継紙・1通 473－1－31

信濃銀行山田様
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記（料理他代金43円14銭受取）深青楼（印、「深青楼」）→ 2月10日 切継紙・1通 473－1－32

信濃銀行山田様、秋田様、外十二様分

記（通丹□代金22銭受取）平屋吉助→上 2月10日 切紙・1通 473－1－33

記（高土間他代金1円56銭領収）成駒や→小池様473↓ 3月21日 切紙・1通 473－1－34－1

34－1と2は挟込一括

記（高土間他代金1円63銭領収）成駒や→小池様 3月20日 切紙・1通 473－1－34－2

記（穀物他代金90銭書上）成駒や→小池様 5月8日 切紙・1通 473－1－35

◎

記（四月分代金35銭領収）長野市東町長田新聞店（印）→ 明治40年5月2日 切紙・1通 473－1－36

山田野

記（景趣物他代金7円5銭書上）長野市大門町三丁目瀧澤 明治39年10月31日 切紙・1通 473－1－37

陶器店→山田様

記（ふかし2本代金3円20銭入手）　（印、「長野市元善町議 12月27日 切紙・1通 473－1－38

金物商落合秀治」）→山田様御本宅

記（白駐留代金3円75銭領収）竹葉亭（印、「御料理長野市 6月9日 切紙・1通 473－1－39

権堂町竹葉亭」）→上様

記（吾妻コート他代金6円75銭領収）深堀洋服店（印、 3月 切継書・1通 473－1－40

「深堀徳治商品」）→山田様御取次

証（温泉掛樋復調工事費30円領収）上林温泉企業者湯本 明治40年6月18日 切紙・1通 473－1－41

八十八（印）、竹節波治（印）→山田荘左衛門様

記（和白2貫目他代金4円90銭受取）牧や勤之助（印、「商 6月19日 切紙・1通 473－1－42

標長野市大門町三二録之助」）→山田荘左衛門様

記（手桶他代金3円15銭受取）桶梅（印、「鞘師長野東町石 6月17日 切紙・1通 473－1－43

梅」）→山田様

記（土佐節500目代金3円受取）　（印、「信州長野東町泉屋 明治40年6月5日 切紙・1通 473－1－44

湯田弥兵衛」）→山田様

記（品物8個代金40銭受取）長野市権堂町柳屋商店→上殿 明治40年6月25日 切紙・1通 473－1－45

記（県社建御名方富命彦神別神社戦役紀念事業計画寄
@附金5円受領）長野県下水内郡太田村県社建御名方塔命

明治40年6月14日 切紙・1通 473－1－46

彦神別神社社務所社司高橋幸之進（印）→山田荘左衛門殿

記（砂金採取地図謄写料他代金12円50銭領収）長野本 明治40年6月26日 切紙・1通 473－1－47

諏訪町四二五ばん地野村長之助（印）→山田荘左衛門殿

（報知新聞代金6月分25銭領収）報知社（印、「報知社長野 明治40年 切紙・1通 473－1－48

支局印」）→おもたかや様

記（浅野製セメント大5樽代金12円50銭領収）すみや平 7月3日 切紙・1通 473－1－49

六（印、「信州長野市西之門町炭屋平六」）→山田荘左エ二様

記（書留代金13円領収）長野県長野市若松町一丁目印判師 7月3日 切紙・1通 473－1－50

書画骨董商土屋東橘（印、「印判師長野市若松町土屋」）→山

田様

（報知新聞代代金25銭領収）報知社（印、「報知社長野支 明治40年 切紙・1通 473－1－51－1

局印」）→おもたかや様

記（5月分代金35銭領収）長野市東町長田新聞社（印）→山 5月 切紙・1通 473－1－51－2

田殿

記（5月分代金35銭領収）長野市東町長田新聞社（印）→山 5月31日 切紙・1通 473－1－51－2

田鼠

記（別上等地紋紙他代金9円70銭請取）長野市西之門30 明治40年7月1日 切紙・1通 473－1－52

番地梅木屋国産麻苧畳糸畳表仕立蚊帳商（家印、カネカ）風

一27一



家／経営／家計

間又右衛門（印）→山田様

証（品物代金18銭受取）牧屋六之助（印、「長野市大門町牧 7月11日 切紙・1通 473－1－53

霊感之助」）→上様

（金1円43銭書上）松井屋下門店（印）→山田町噛473－1－54－1 5月31日 切継紙・1通 473－1－54－1

～2は折畳一括

（金1円43銭受取）松井屋下駄店（印）→山田様 5月30日 切紙・1通 473－1－54－2

記（6月分代金35銭領収）長野市東町長田新聞店（印）→山 明治40年 切紙・1通 473－1－55

田殿

記（大巾1丈5尺代金2円85銭払済）つづきや本店（印）→御 7月1日 切紙・1通 473－1－56

客様

き（新ます1本代金55銭受取）しまや（印）→山田様 6月28日 切継紙・1通 473－1－57

記（干蜘2本代金1円5銭受取）島や（印）→小池様 8月1日 切紙・1通 473十58

記（7月分代金35円領収）長野市東町長田新聞店（印）→山 明治40年7月31日 切紙・1通 473－1－59

田殿
●

春心（チョコレートクリーム小1演戯代金5円76銭領収） 明治40年7月24日 切紙・1通 473－1－60

国産丁丁信濃飴発売元長野市東下町本店横浜南仲3欧米
輸入菓子洋風滋養菓子各種新杵製菓舗→山田様

記（らくがん2丁丁代金1円40銭受取）清閏堂→山田様 7月25日 切紙・1通 473－1－61

記（丸鋸2斤他代金1円43銭受取）（印、「信州長野市西町 24日 切継紙・1通 473－1－62

通和洋酒缶詰西洋食料品菓子商室川商店」）→上

キ（玉ねぎ1貫目代金30銭受取）岩下（印）→上様 7月24日 切紙・1通 473－1－63

記（一文字2斤他代金2円66銭請取）喜多の園（印、「長野 8月6日 切継紙・1通 473－1－64

市大門町小笠原平作茶商喜多墓園」）→上

記（蝋燭2貫目他代金4円5銭請取）牧屋土之助（印、「長野 明治40年8月7日 切紙・1通 473－1－65’

市大門町牧屋録之助」）→山田様

記（ニッケールの洗面1枚他代金3円30銭書上）山屋太 8月7日 切紙・1通 473－1－66

七郎→山田様

記（色地絹1反他代金15円25銭丁丁）和田呉服店→山田様 8月8日 切紙・1通 473－1－67

切手貼付

（火ばち他代金4円70銭受取）森松太郎→山田様 9月16日 切継紙・1通 473－1－68

記（菓子箱代他2円48銭請取）岩下半作（印）→おもたかや 8月21日 切紙・1通 473－1－69

様

（報知新聞8月分代金25銭領収）報知社（印）」おもたかや 切紙・1通 473－1－70

様

御案内（金20円の優等品案内）長野市後町（郵便局前）真 明治40年8月12日 切紙・1通 473－1－71

綿綿糸商紀州屋啓作（印）→山田荘左衛門様

（黒サ20本他代金7円25銭請取）長野市西之門町14・番地 8月1日 切紙・1通 473－1－72

（家印、カネト）喜多富商店（印）→山田様

記（上々まつたけ200目代金50銭請取）　（印、「長野市東 9月28日 切紙・1通 473－1－73

町（家印、カネ正）高橋正左衛門」）→上様

記（内山紙15丈張賃代金受取）入山政蔵→山田様 10月6日 切紙・1通 473－1－74

（雪雲・紅葉山合一折お菓子代金1円55銭領収）東京風 明治40年11月8日 切紙・1通 473－1－75

月堂米津支店信州長野市横町風月堂（印、「長野市横町風月

堂」）→山田様

記（小杉10本他代金6円95銭領収）牧屋録之助（印、「長野 11月13日 切継紙・1通 473－1－76
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市大門町牧屋録之助まき屋号」）→上

記（代金1円92銭領収）信州長野市東町下角小妻屋号（家 12日 切紙・1通 473－1－77

印、カネ庄）高山寛蔵→上様

旧記（分銅他代金16円ケ7銭請取）信州長野市東後町商号 明治40年11月11日 切紙・1通 473－1－78

笹屋（家兎、カネ五）荒物鉄鋼商宮澤三五郎→山田様

記（8～10月分代金1円5銭領収）長野市東町信濃毎日新聞 明治40年10月30日 切紙・1通 473－1－79

社・長野新聞社・信州新聞社広告取次長田新聞店（印）→小

割方山田殿

（報知新聞9月分代金25銭領収）報知社（印、「報知社長野 切紙・1通 473－1－80－1

支局印」）→おもたかや山田様473－1・80－1～2折畳一括

（報知新聞8月分代金25銭領収）報知社（印、「報知社長野 切紙・1通 473－1－80－2

支局印」）→おもたかや山田様

書留郵便物受領証（東京22区日本橋西町3番地小川昌夫 明治40年11月16日 切紙・1通 473－1－81

行書留郵便料10銭書上）→長野市山田荘左衛門

領収証（西嶽鉱物探検費100円領収）長野市諏訪町45番地 明治40年7月7日 切紙・1通 473－1－82

野村長之助（印）→山田荘左工門殿　青罫紙

記（和白3貫目代金2円82銭他代金受取）片屋録之助 第10月18日 切紙・1通 473－1－83

（印、「長野市大門町」）→山田様

（キッコウ萬木樽代金7円20銭請取）長野市西後町104番 10月28日 切紙・1通 473－1－84

地味淋焼酎問屋栗田筆之助（印）→山田様

記（ヨス1枚代金30銭請取）島田商店（印、「長野市西町通 8月14日 切紙・1通 473－1－85－1

嶋田商店」）→山田様　473－1－85－1～3綴一括

領収書（品代金1円4銭領収）長野市西之門町松坂屋商店 明治40年8月14日 切紙・1通 473－1－85－2

松田保太郎→高浪様

証（日除掛手間他代金2円76銭請取）高浪良助（印）→山田 （明治40）年10月31日 切紙・1通 473－1－85－3

様

記（三五細引500目他代金2円27銭5厘請取）長野市西之 明治41年12月5日 切紙・1通 473－1－86

門町30番地梅木屋国産麻苧畳糸畳表仕立蚊帳商（家印、カ
ネカ）風間又右衛門（印）→山田様

書留郵便物受領証（千葉県東葛飾郡松戸納屋大間伊勢 明治40年12月3日 切紙・1通 473－1－87－1

松行）　（印、「信州長野権堂」）→長野市山田庄左隣門
473－1－87－1～2折畳一括

書留郵便物受領証（日本橋浜町山田平左衛門内山田お 明治40年11月26日 切紙・1通 473－1－87－2

とみ）　（印、「長野」）→長野市山田庄左衛門

キ（尺長板1本代金1円10銭請取）若松屋辰蔵（印）→上 11月24日 切紙・1通 473－1－88

記（山浦貞夫作大小見取合2本代金10円受取）池田三千 10月27日 切紙・1通 473－1－89

治（印、「池田」）→今井守太郎殿

（報知新聞ll月越代金25銭領収）報知社（印）→おもたか 切紙・1通 473－1－90

や様

（東京送りぬの10代金4円89銭8厘請取）田島や太兵衛→ 12月30日 切継紙・1通 473－1－91

山好様

記（11月分代金35銭領収）長野市東町信濃毎日新聞社・長 明治40年10月10日 切紙・1通 473－1－92

野新聞社・信州新聞社広告取次長田新聞店（印）→山田庄左

衛門殿

（品物代金3円48銭受取）松井屋下駄店→山田様 6月30日 切紙・1通 473－1－93　．

証（御料理代金4円20銭請取）新橋烏森町湖月堂（印）→ （明治40）年12月28日 切紙・1通 473－1－94
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（請取書　一点一点と一括）

（明治11年の米相場に付、書上）青木坂こく清（印、「信 明治10年8月18日 竪切継紙・1通 1188－3

州高井郡青木坂刻清」）→東江部村山田御内御中

受領書（金5円、下高井郡江部村山田庄左衛門別分に 明治19年7月19日 竪切紙・1通 1200－1

付）下高井郡江部村山田三左衛門代人諸田則之（印）→
大平文四郎殿　端裏書きあり

（5円入金不都合に付）村越蒔介→大平惣作様 12月24日 横切紙・1通 1200－2

記（利子の円受取に付）　山田庄左衛門代　山田理兵衛 明治16年12月15日 小切紙・1通 1200－3

（印）→高野郡　大平文四郎殿

記（貸金50円の利子受取に付）山田庄左衛門代人　山田 （明治）19年戌12月22日 小切紙・1通 1200－4

理兵衛（印）→大平文四郎殿　証券印紙あり

記（貸金・利子請取に付）下高井郡江部村山田庄左衛門 明治19年12月1日 竪切紙・1通 1182
代理山田理兵衛（印）→鈴木出国殿　罫紙使用。

（諸品代金受取書綴） （明治19） 綴（切紛・1綴（12通） AO34

領収謹（槻木3本代借金に付）下高井郡岩舟村町田角兵 明治20年7月6日 竪紙・1通 1238－1

衛（印）→同郡江部村　山田荘左衛門殿

記（金17銭5文請取候に付）春木屋伴兵衛（印、「信州高井 7月11日 横切紙・1通 1238－2

郡中野町春木屋伴兵衛」）→山田様

記（金71銭必聴に付）浦野や太郎兵衛→山田庄左衛門様 7月1日 横切紙・1通 1238－3－1

記（黒豆・小豆・山山などの金銭書上）山形屋亀吉→ 8月 横切紙・1通 1238－3－2

本山田様

（金銭書上）→信濃下高井郡江部村　山田様 小切紙・1枚 1238－3－3

木代残金受取贋書（金6円受取に付）岩船村町田豊八 明治20年7月16日 竪切紙・1通 1155
（印）→江部村山田庄左衛門殿

領収証（地券書換手数料）下高井郡県郷村穂高手数料徴 明治20年7月22日 小切紙・1通 1222
聴官　戸長青木彦兵衛（印）→山田荘左衛門

村定（婚礼時の村祝儀・普請などに付）東江部惣代→ 明治31年3日 横切紙・1通 1190－1

覚（上々麻などの代金〆6円71銭請取に付）　さかきや 明治30年7月16日 横切継紙・1通 1190－2

三五郎（印、「信州長野宮津三五郎」）→江部山田様

小布施（屋号）よりかり物覚（玉茶などの代金に付、書 級1綴 1190－3
上）

（袋、表書「参拾弐年十一月　諸請取書入」）51－1－1～ 袋・1袋 AO51－1－001

144はこの袋に一括、山田顕善袋書

受取（籾代金25銭余）関谷三治郎→山田理右衛門様 明治33年5月4日 切紙・1通 AO51－1－002

記（籾代受取）慶長店（信州中野）→上様 （明治34年以降）5月29日 切紙・1通 AO51－1－003

記（金50銭受取）かぐや商店→上様 （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－004

記（和白など代金受取）柳田屋忠兵衛→上様 （明治33年以降）5月13日 切継紙・1通 AO51－1－005

記（□送状）□→山田様 （明治33年以降）5月13日 切紙・1通 AO51－1－006

記（□直し代受取）中ノ町高野屋→山田様 （明治33年以降）5月12日 切紙・1通 AO51－1－007

記（昌昌3丁代金受取）片山武之助→御上様 （明治33年以降）5月5日 切紙・1通 AO51－1－008
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記（上等鍬・天秤代金受取）中ノ西町小升屋多吉（□、古 （明治33年以降）5月4日 切紙・1通 AO51－1－009

田商店）→上

記（縮緬・絹糸・ネル代金受取）新保若松屋米次→江部 （明治33年以降）3月9日 切継紙・1通 AO51－1－010

山田庄左衛門様

記（人参・宝丹など諸薬代金書上）波多野売子・松屋力 （明治33年）子5月3日 切紙・1通 AO51－1－011

□→上様

純量販売之証　中野緑町旭桜舎（中野牛乳潮繋上竹重郎印） （明治33年） 切紙・1通 AO51－1－012

→山田庄左衛門様

記（中茶2斤代金受取）西沢茶店（中野中町御茶所西沢茶 （明治33年以降）4月30日 切紙・1通 AO51－1－013
店）→上

記（紺・白糸代金受取）高木屋商店→上様 （明治33年以降）5月26日 切紙・1通 AO51－1－014

貨物送券（神尾倉四郎より豊野停車場前山田分店宛紙 明治23年4月22日 切紙・1通 AO51－1－015
荷物）共同中牛馬会社→運賃計算表、計算表の貼付あ

記（摘直し代受取）中ノ西町鈴木善之助→上 （明治33年以降）4月28日 切紙・1通 AO51－1－016

（袋、山田董平分下高井高等小学校授業料納入用） （明治33年度） 袋・1袋 AO51－1－017

証（軽種代金書上） （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－018

記（玉響・名入茶代金受取）西沢茶店→上 （明治33年以降）4月27日 切紙・1通 AO51十〇19

記（千代乃梅代金受取）中町かかや店→上様 （明治33年以降）4月14日 切紙・1通 AO51－1－020

記（木綿布洗張代金受取）関口三郎（関口練工場、信州中 （明治33年以降）4月14日 切紙・1通 AO51－1－021
野、絹布染張）→山田様

キ（かしば□代金受取）中町いつみや（信州下高井郡中野 （明治33年以降）4月11日 切紙・1通 AO51－1－022
中町和泉屋）→山田様　　　　　　　　　　　　　　　、

記（くるみがけ・大亀の甲代金受取）かがや→上様 （明治33年以降） 切紙・1通 AO51－1－023

記（花の露・かか錦など代金受取）美濃屋善吉→山田様 （明治33年以降）3月17日 切紙・1通 AO51－1－024
1

送券（浅草阿部彦四郎商店より山田二三荷物）（商法施 明治33年3月7日 切紙・1通 AO51－1－025
行前設立帝国中牛馬東京合資会社秋葉原支店貨物係）→

仮送状（箱1個）日本橋濱町三丁め山田庄左衛門出→長野豊 明治33年2月9日 切紙・1通 AO51－1－026
野山二分急行　計算書、計算表の貼付あり

記紳印斗代蕊取）中野町武田商店→山田御本宅囎 明治33年3月6日 切紙・1通 AO51－1－027

純乳販売之証緑町山桜舎（中野牛乳店畔上竹重二二）→江 （明治33） 切紙・1通 AO51－1－028
部山田荘左衛門様

仮り記（石油ストーブ代金入帳）マルッロ牧商店（豊野駅 （明治33年忌2月19日 切紙・1通 AO51－1－029
牧商店）→山田様

記（栗葵代金受取）山精堂佐七→上 （明治33年以降）2月22日 切紙・1通 AO51－1－030

記（金子受取）青木屋弥兵衛（高井郡中野町）→山田様 （明治33年以降）2月20日 切紙・1通 AO51－1－031

書留郵便物受取証（受取人長野市六三銀面内田嶋広 明治33年2月ユ9日 □・1通 AO51－1－032
太、差出人平野村山田荘左衛門）

記（金中薄など代金受取および代金書上）青木屋弥兵 （明治33年以降）2月19日 切紙・1通 AO51－1－033
衛（高井郡中野町）→山田様

仕切書（白松代物上等5品）八田呉服店（信州松代伊勢町 明治33年1月13日 切継紙・1通 AO51－1－034
入田角店）→山田様

（舶来石油・安心油2箱の送状）山田吉太郎→江部山田 明治33年5月14日 切継紙・1通 AO51－1－035
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本宅御中　豊野駅山田分店の送賃受取書の貼付あり

証（行印醤油代金受取）鎮目醤油店→山田様　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 明治33年2月9日 切紙・1通 AO51－1－036

記（萩茶代金受取）西沢茶店→山田様 （明治33年以降）2月9日 切紙・1通 AO51－1－037

記（浅田飴など代金受取）中野町八十四番地薬舗二二堂 明治32年2月9日 切紙・1通 AO51－1－038

町田儀平

記（箱入ダンロ運賃先払金受取、政吉発山田本宅宛荷 明治33年2月9日 切紙1通 AO51十〇39
物）信州豊野駅山田分店→

（人足出勤日数・賃金、鋸・板代金書上など） （明治32年以降） 折紙・1通（2枚） AO51－1－040

記（絹糸代金書上）近江屋代三郎→山田荘左衛門様 （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－041

領収証（借用証書用紙480枚代金受取）中野町押鐘與助 （明治33年以降）2月5日 竪紙・1通 AO51－1－042

（中野印刷所印）→山田荘左衛門様　中野印刷所の罫紙使用

記（石25包代金受取）栗和田竹内和作→江部山田様 （明治32年以降）12月20日 切紙・1通 AO51－1－043

記（金29銭受取）高田屋要七（信州中野高田屋）ブ上 （明治32年以降）12月25日 切紙・1通 AO51－1－044

記（胡麻油代金受取）はしゃ→上様 （明治32年以降）12月25日 切紙・1通 AO51－1－045

記（瓦送状）　くり林瓦屋（下高井郡高丘村小林覚蔵）→平野 （明治32年以降）11月14日 切紙・1通 AO51－1－046

村山宮様

記（附木3東代金受取）中野中町岩井屋商舗→上様 明治32年12月22日 切紙・1通 AO51－1－047

記（前掛等代金受取）北沢與右衛門→山田様 （明治32年以降）12月24日 切紙・1通 AO51÷048

キ（蝋等代金受取）中野西町小味や→山田様 （明治32年以降）12月22日 切紙・1通 AO51－1－049

（弐銭収入印紙700枚払下願）酒舗→本宅帳；場御中　ピン （明治32年以降）12月11日 切紙・1通 AO51－1－050

クの料紙

記（金11銭受取）東屋吉平（信州中野東吉）→上 （明治32年以降）12月20日 切紙・1通 AO51÷051

記（代金受取）藤井呉服店→上 （明治32年以降）12月18日 切紙・1通 AO51－1－052

記（下駄等代金受取）高野屋（信州中野中町高野屋）→上様 （明治32年以降）12月18日 切紙・1通 AO51－1－053

記（いそべ煎餅代金受取）中野中町玉井登作→上様 （明治32年以降）12月18日 切紙・1通 AO51－1－054

記（上々和白代金受取）柳田屋忠兵衛（信州長野大門町柳 （明治32年以降）12月17日 切紙・1通 AO51－1－055

田屋）→山田様

記（金2円27銭受取）坂口屋作兵衛（信州中野坂作）→山田 （明治32年以降）12月16日 切紙・1通 AO51－1－056

御本宅様

記（シャツ等代金書上）北沢與右衛門→山田様 （明治32年以降）12月14日 切継紙・1通 AO51－1－057

（豊野よりの差引勘定書）　（豊野）→山田吉太郎殿 （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－058

キ（針金代金受取）中野古田→山田様 （明治32年以降） 切継紙・1通 AO51－1－059

（あんま料金受取）ひしゃ店 （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－060

（忌寸256個運賃領収証）運送者山田喜七、小井氏然→ 明治32年12月11日 切紙・1通 AO51－1－061

記（屋根直し代金□等書上）赤岩村白石□七→ （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－062

（代価請求書）→山田様 （明治32年以降）12月5日 切紙・1通 AO51－1－063

記（釜山代金受取）八幡屋林右衛門（信州須坂横町八幡屋） （明治32年以降）11月28日 切紙・1通 AO51－1－064

→山田様

記（三州□・群薄等代金受取）青木屋弥兵衛→山田様 （明治32年以降）11月28日 切紙・1通 AO51－1－065

記（焚口代金受取）＋一頃勝次郎（信州須坂中町十一屋）→上 （明治32年以降）11月28日 切紙・1通 AO51－1－066
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記（玉糸代金受取）中野町寺沢久兵衛→江部村山田鼠、上 （明治32年以降）11月30日 切紙・1通 AO51－1－067

記（履物代金受取）高野屋→山田様 （明治32年以降）11月30日 切紙・1通 AO51－1－068

記（藁46駄代金受取）戸狩佐藤光太郎→江部山田様 （明治32年以降）11月2日 切紙・1通 AO51－1－069

純乳販売直証（代金受取）中野緑町論語舎（中野牛乳温品 （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－070

上竹重郎印）→山田様

（鍬・備中鍬・草ケヅリ挺数書上） （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－071

記（加之掛代金受取）古田嘉右衛門→山田本宅殿 明治32年12月1日 切紙・1通 AO51－1－072

記（銅のおとし代金書上）下高井郡中野町土野市蔵→上 明治32年12月6日 切紙・1通 AO51－1－073

記（90銭受取）八幡林衛門→山田庄左衛門様 （明治32年以降）12月7日 切継紙・1通 AO51－1－074

記（薄縁27枚・糸手間代金書上）戸狩佐藤光太郎→江部 （明治32年以降）12月29日 切紙i通 AO51－1－075

山田様帳場御中

舌代（書中拝見の通り二者へ餅白米売渡願）吉田塩重 （明治32年以降）12月27日 切継紙・1通 AO51－1－076

拝→東江部山田様

記（丸干・鍋等代金受取）□→上 （明治32年以降）12月28日 切紙・1通 AO51－1－077

純益販売之証（代金受取）中野緑町旭岳舎→山田庄左衛 （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－078

二様

記（□代金受取）中野町池川鎌吉→上様 （明治32年以降）12月9日 切紙・1通 AO51－1－079

記（平金代金受取）古田嘉右衛門→上 （明治32年以降）12月9日 切紙・1通 AO51－1－080

記（蓮根代金受取）金長→上 （明治33年以降）1月2日 切紙・1通 AO51－1－081

記（中茶代金受取）西沢茶店→上 （明治33年以降）第1月2日 切紙・1通 AO51－1－082

記（柏原町代・蕎麦打撃受取）中野新町藤沢清吉（藤清） （明治33年以降） 切紙・1通 AO51－1－083

→山田御本店

キ（油揚代金受取）□→上 （明治33年以降）1月2日 切紙・1通 AO51－1－084

貨物送券（産20枚）信州飯山肴町野田屋重右衛門→継所中 明治32年12月11日 切紙・1通 AO51－1－085

野村ねずみ様行、届先江部村山田荘左衛門様行

記（銅板・機械鋲代金書上）直屋太七郎→江部村山田庄 （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－086

左衛門様

証（御謝儀金領収）下高井郡中野町西川薬室→江部山田様 明治33年2月4日 切紙・1通 AO51－1－087

記（証書印刷料受取）中野印刷処→山田様 （明治33年以降） 切紙・1通 AO51－1－088

記（白油ーラ3合糸代金受取）下高井郡中野東横町いと （明治33年以降）2月4日 切紙・1通 AO51－1－089

屋高木栄次→上様

仮証（金10円50銭受取）西原常作（長野県上高井郡須坂町 明治33年2月2日 切紙・1通 AO51－1－090

西原）→山田御本宅御中　西原工場用箋使用

領収証（下高井倶楽部寄付金領収）細野勝太郎→山田荘 明治33年2月1日 竪紙・1通 AO51－1－091

左衛門　赤罫紙使用 ＼

証（内服薬代金領収）曽我調剤所会計→山田シズ様92～ （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－092

98は重ね折り

証（内服薬・外用薬代金領収）曽我調剤所会計→山田様 （明治32年以降）12月20日 切紙・1通 AO51－1－094

証（内服薬代金領収）曽我調剤所会計→山田董平様 （明治33年以降）1月 切紙・1通 AO51－1－095

証（外用薬代金領収）曽我調剤所会計→山田キヨ様 （明治33年以降）1月 切紙・1通 AO51－1－096

証（外用薬代金領収）曽我調剤所会計→山田御老母様 （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－097
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証（内服薬など代金領収）曽我調剤所会計→山田奥様 （明治33年以降）10月 切紙・1通 AO51－1－098

証（内服薬代金領収）曽我調剤所会計→山田ノブ様　3円 （明治33年以降）10月 切紙・1通 AO51－1－099

受取の裏書あり

証（内服薬・外用薬代金領収）曽我調剤所会計→山田ツ （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－093

ネ様

記（槻木の送賃・御神酒代金など書上）古田嘉太郎→山 明治33年1月28日 折紙・1通 AO51－1－100

田本宅殿

記（諸木・板代金の書上）古田嘉太郎→山田本宅殿 明治33年1月28日 □・1冊 AO51－1－101

記（瓦代金・手間賃など書上）栗林瓦屋→平野村山田様 明治33年1月28日 切紙・1通 AO51－1－102

記（タンサン代金など受取）山城屋友吉→上様 （明治33年以降）1月33日 切紙・1通 AO51－1－103

記（油揚代金受取）小池佐三郎→上 （明治33年以降）1月23日 切紙・1通 AO51－1－104

記（4銭受取）柳本利平→上 （明治33年以降）1月23日 切紙・1通 AO51－1－105

記（上々蕎麦代金受取）金長→上 （明治33年以降）1月9日 切紙・1通 AO51－1－106

記（蕎麦粉代金・打賃の書上）藤沢清吉→山田様 （明治33年以降）1月20日 切紙・1通 AO51－1－107

証（牛車代金書上）涌井適作→山田さま　　ワ （明治33年以降） 切紙・1通 AO51－1－108

記（人足のべ人数書上） （明治32年以降） 綴り・1綴 AO51－1－109

記（8～12月分人足賃勘定書）110～l12は109にはさみこ

@み
明治32年 切紙・1通 AO51－1－110

（9～12月分人足賃勘定書） 明治32年 切継紙・1通 AO51－1－111

（12月分人足賃勘定書） 明治32年 切紙・1通 AO51－1－112

記（□）金長→上 （明治33年以降）1月8日 切紙・1通 AO51－1－113

覚（白代金受取）鎮目醤油店→山田様 明治33年1月8日 切紙・1通 AO51－1－114

記（竹代金受取）泰法寺納所→中野組寺院檀信徒宛御親諭 （明治32年以降）12月16日 切紙・1通 AO51－1－115

の紙背利用

記（かき石代残金受取）栗和田中村兼吉→ （明治32年以降）12月10日 切継紙・1通 AO51－1－116

記（二重ざる代金受取）中野中町岩井屋商舗→上殿 明治33年4月2日 切紙・1通 AO51－1－117

記（釜輪代金受取）十一屋勝次郎（信州須坂中町十一屋）→ （明治32年以降）11月29日 切紙・1通 AO51－1－118

上

記（上々銘茶代金受取）西沢茶店→山田様御中 （明治32年以降）11月21日 切紙・1通 AO51－1－119

記（セメント代金受取）小傳→上様 （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－120

記（槻材之掛金受取）古田嘉太郎→山田本宅殿 明治32年11月25日 切紙・1通 AO51－1－121

記（本ネル代金の一部受取）青木屋弥兵衛→山田様 （明治32年以降）11月18日 切継紙・1通 AO51－1－122

記（栗羊奨代金の一部受取）桜井佐七→山田様 （明治32年以降）11月13日 切紙・1通 AO51－1－123

記（磨砂代金受取）山城屋友吉→山田様 （明治32年以降）11月13日 切紙・1通 AO51－1－124

覚（5升1合分代金受取）芝屋店→山田様 （明治32年以降）11月13日 切紙・1通 AO51－1－125

領収証（25円）日本赤十字社長野支部下高井郡分区委員武 明治32年12月16日 切紙・1通 AO51－1－126

田與二郎→社員山田とら殿

記（井産代金受取）野田屋重右衛門→江部村山田様 （明治32年以降）12月11日 切紙・1通 AO51－1－127

（書状、注文の品問二合兼代替品の旨）坂口屋作兵衛 （明治32年以降）12月12日 □・1通 AO51－1－128

（信州中野坂作）→上様　代金受取の記載あり
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記（牛肉代金受取）桂泉亭→山田様 （明治32年以降）12月12日 切紙・1通 AO51－1－129

記（砥山、6足分代金受取）大沢屋万作→山田様 （明治32年以降）12月12日 切紙・1通 AO51－1－130

記（宗三郎23人・長吉23人分の金子受取）鈴屋□次郎 （明治33年以降）3月19日 切紙・1通 AO51－1－131

→山田様　日下ほか3か所に「落合」印あり

記（中綿代金受取）坂口作兵衛→山田様 （明治33年以降）3月23日 切継紙・1通 AO51－1－132

記（□代金受取）中嶋友吉（信州中野山城屋）→山田本宅御

@中

（明治33年以降）3月26日 切紙・1通 AO51－1－133

記（小矢袴など代金受取）青木屋弥兵衛→山田様 （明治33年以降）4月2日 切紙・1通 AO51－1－134

記（縮緬綿入・羽織仕立代金受取）山岸や→御本母様 （明治33年以降）4月1日 切紙・1通 AO51－1－135

受取証（大根100本代金）北・長嶋平次→東・山田様 明治33年4月7日 切紙・1通 AO51－1－136

証（白醤油代金受取）鎮目醤油店（米穀醤油・信州中野町 明治33年3月30日 切紙・1通 AO51－1－137

、鎮目商店）→山田様

純乳販売之証中野緑町旭桜舎（牛乳店畔上竹重郎印）→江 （明治32年以降） 切紙・1通 AO51－1－138

部山田荘左衛門様

小包受取証（往郷村岩井禎差出、岩井要助宛小包） 明治33年4月8日 切紙・1通 AO51－1－1き9

（信濃中野郵便局）→　信濃中野郵便局の受付印あり

書留郵便物受取証（平野村山田荘左衛門差出、東京信 明治33年4月25日 切紙・1通 AO51－1－140

濃染支店佐藤忠夫宛書留）　（信濃中野郵便局）→信濃
中野郵便局の受付印あり

領収証書（戸籍抄本手数料）下高井郡平野村収入役原子 明治33年4月21日 切紙・1通 AO51－1－141

太郎→山田荘左衛門様

記（長野小嶋相場より譲与金受取）平穏村磯波佐蔵→山 明治33年4月9日 切継紙・1通 AO51－1－142

田荘左衛門殿

記（釘など代金書上）中野町山岸寅吉→江部山田本宅様 明治32年12月21日 切紙・1通 AO51－1－143

（丸山伊右衛門が譲った冨沢藤左衛門野畑につき書上） （明治32年以降） 小切紙・1通 AO51－1－144

記（最中代金受取）東京風月堂米津支店信州長野横町風月 明治30年9月25日 切紙・1通 AO51－3－1

堂→上様51各1～5は畳み込みで一括

記（火のミ代金受取）直屋太七郎（信州長野尺度売捌所万 （明治30）9月25日 切紙・1通 AO51－3－2

金物商店）→上

記（陶器代金受取）藤や嘉助（長野大門町藤屋陶器商舗）→ （明治30）9月25日 切紙・1通 AO51－3－3

山田様

記（両掛・支那文庫代金受取）さかきや粂吉（信州長野宮 （明治30）9月25日 切紙・1通 AO51－3－4

沢粂吉）→山田様

記（糸・反物など代金受取）　（長野善光寺大門町吉野旧名 7月7日 切紙・1通 AO51－3－5

左衛門現金かけねなし）→山田様

記（板・瓦などの代金24円84銭に付）くり村森覧之助→ 1133－1

東江部村山田庄左衛門様

（篠井川向～山岸までの御普請堤の長さなどに付、書 竪切紙・1通 1133－2

上）

一札之事（御肴代1両3分請取に付）源左衛門→庄左衛 丑5月8日 竪切紙・1通 1133－3

門下

（貝取村・寺方村の論所裁許に付、書付）後面 竪切紙・1通 1133－4

記（種油などの代金1円72銭請取に付）（印、「信州下高 5月13日 竪切紙・1通 1133－5

井郡平野村塩崎重吉」→山田御事
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（新聞代82銭、領収書）押切新聞店→山田荘左衛門殿 明治39年12月25日 竪切紙・1通 1133－6

（運賃・手数料60銭書上）信州豊野駅山田分店→ 明治40年12月27日 竪切紙・1通 1133－7

郵便物受領証平野村山田本宅→日本橋濱三三ノー由田荘 明治39年12月1日4日 竪切紙・1通 1133－8
左衛門

記（品物代92銭請取に付）鳥野巳三郎→上様 122月2日 竪切紙・1通 1133－9

領収書（レセブテークル代43銭に付）信濃電気株式会社 明治40年12月22日 竪切紙・1通 1133－10
中野出張所（印、「信濃電気中野出張所」）→山田荘左衛門殿

領収書（電灯点火料・器具損料5円82銭に付）信濃電 明治40年4月30日 竪切紙・1通 1133－11
気株式会社中野出張所（印、「信濃電気中野出張所」）→山田

荘左衛門殿

記（品物代、正味27銭に付、書上）又七→山田殿 申2月28日 竪切紙・1通 1133－12

キ（品物代2円書上）鍋秀（印、「信州長野吉鍋島」）→片山 竪切紙・1通 1133－13
村植木屋年次ギ山田様

請求書（餅米など代金9円72銭に付）内国通運株式会社 明治39年12月3日 竪切紙・1通 1133－14
豊野取引店山田分店→山田本宅店御中

記（炭25俵代金に付、書上）下和長助（印、「信州中野苅 明治41年5月12日 竪切紙・1通 1133－15
和長助」）→山田本宅殿

記（炭25俵代金に付、書上）苅和長助（印、「信州中野苅 明治41年5月9日 竪切紙・1通 1133－16
和長助」）→山田本宅殿

記（品物代・気発油の代金請取に付）山城屋藤吉→上様 12月23日 竪切紙・1通 1133－17

田平販売之記（94銭5厘請取に付）中野緑町二二舎→山 明治41年2月 竪切紙・1通 1133－18
田様

記（長提灯1封代3円請取に付）西町提灯屋（印）→山田 12月23日 竪切紙・1通 1133－19
様

記（坪ほか代金49銭2厘請取に付）・中町やくみ牛木要作 12月15日 竪切紙・1通 1133－20
→上様御中

記（金1円28銭請取に付）山石荒太郎（印、「山石」）→山 明治39年12月23日 竪切紙・1通 1133－21
田御本宅様

（トタン灯の針金代に付、書上） 竪切紙・1通 1133－22

記（金77銭請取に付）中町やくみ屋牛木要作→上様御中 12月15日 竪切紙・1通 1133－23

記（くるみ1斤代32銭請取に付）　（印、個構えの中に 12月29日 竪切紙・1通 1133－24
「上」）→上

記（黒地などの糸代金1円53銭6厘に付、書上）坂口 12月28日 竪切紙・1通 1133－25
屋村松→山田様

記（細木代10円87銭に付）阿部好蔵（印）→戸川徳三郎殿 12月18日 竪切紙・1通 1133－26

記（手間代など45銭に付）柳澤山田升蔵→ 竪切紙・1通 1133－27

記（数の子代など請取に付）松野商店→ 竪切紙・1通 1133－28

記（数の子代など93銭請取に付）半長→山田様 12月26日 竪切継紙・1通 1133－29

記（手間代など92円77銭5厘に付）中ノ町栗和田中村濱 12月15日 竪切紙・1通 1133－30
之助→

記（縮酒代など1円5銭請取に付）高崎屋→上 5月6日 竪切紙・1通 1133－31

記（手間代に付） （明治39年）12月 竪切紙1通 1133－32

記（持参品などの代金41銭請取に付）長野屋（印）→山田様 竪切紙・1通 1133－33
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積附案内（麺43個運送に付）信州長野市後町丸山啓作→ 明治39年12月13日 竪切紙・1通 1133－34

平野村カトヲ茶屋方にて山田屋

送状（藁積3樽運送に付）下総松戸町木内こう（印、「松戸 明治40年12月19日 竪切紙・1通 1133－35

川岸末広屋」）→長野縣下高井郡豊野駅停車場山田分店殿馬

置山田荘左衛門様

送券（皿と煎茶、運送に付）信州長野市大門町陶磁器商 明治39年12月12日 竪切紙・1通 1133－36

瀧澤嘉助藤屋号（印、「長野大門町藤屋陶器商舗、瀧澤嘉
助）→片塩村植木屋民心屋様山田荘左衛門殿

（竹10本丸12山止など7円74銭請取に付、書上）（印、 12月14日 竪切紙・1通 1133－37

「金鱗商店」）→上様

（手間賃34円81銭の内訳などに付、書上） 明治39年8月25日～ 竪切紙・1通 1133－38

（手間賃・煙草代84円24銭5厘に付、書上） （明治39年）12月27日 竪切紙・1通 1133－39

（切紙） （明治期） 横切紙・1通 1125

（善光寺から西江部までの行程に付、書上） （明治期） 横切継紙・1通 1127

（柱・雑木の丸太などに付、2月21日付覚） （明治期） 横切紙・1通 1129

覚（伐木代金30両請取）三俣村引受人源兵衛（印）、同歳蔵 午10月16日 横切紙・1通 1286
（印）→御掛り御役人中様　端裏書「三拾両十月十六日渡大

二二兵衛請取書」

覚（徳山1本に付、代金書上）小布施（屋号）店（印、「信 申12月12日 親切継紙・1通 1137－1

州小布施上町塩屋」）→山田様

（番地図面）　1区画を甲・乙・丙に分けて記している。 竪切紙・1通 1137－2

覚（上々白張・つるが代金書上）竹原村徳治→柏原壷中 卯3月 切紙・1通 A273
己様

覚（材木代など40両請取に付）－大俣村引受人源兵衛 午10月13日 竪切紙・1通 1170
（印）・同請人幾蔵（印）→御掛り御役人衆中様

記　中の町　留浦伝造→江部村　山田旦那様 1月31日 横切紙・1通 1249

記（小ざる他代金10銭9厘受取）萬屋助左衛門（印、「信州 5月6日 切紙・1通 1277

高井郡中野町萬屋」）→山田殿

（氷ほか代金23銭受取のζと）朝日や勝造→ 5月6日 切紙・1通 1278

記（桜餅代金の領収書）噛風月堂（印）→山田様 6月2日 横切紙・1通 1257

（大豆などの代金に付、書上） 二半・1通 1165

（二二などの代金請取に付、書上） 横半・1冊 1168

（帯紐） 1169

（白米などの供養料請取に付、書上） 横半・1冊 1171

覚（三ヵ村の返納籾などに付、書上） 横切紙・1通 1172

旅費（長沼船橋賃などに付） 横半半・1冊 1174

覚（西町などの人数・雄島に付、書上） 横折紙・1通 1177

（帯紐） 1193

明治十八年度白米相場記 竪切紙・1通 1198

19年度白米置土 横長半・1通 1219，

（金銭書上）断簡 竪切紙・1通 1225
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覚（金銭書上） 横切紙・1通 1227

所得高内課明細書何某　印→雛形 竪紙・仮1冊 1263

日本赤十字社地方委員事務細則爵何某印→赤＋字社 半　・1冊 1264
帳　爵何某殿　雛形

書付（経費書上）青罫紙使用 竪紙・3枚 1267－1

書付（金銭・人名書上）「株式会社信濃銀行」の榿罫紙使用 竪紙・1枚 1267－2

書付（南場利子、支店へ通知に付）「株式会社信濃銀行 竪紙・2枚 1267－3

電信略画」の青罫紙使用

松代より例年三人扶持割下候目付廻州境付入、巳年三 1袋 AO　16－01

拾人扶持凶夢送配物書付入呉服商松代伊勢町きくや
の袋を利用、三番16は袋に一括

覚（生大鯛代金書上）能登や富作→上 12月2日 1通 AO　16－02

覚（御献上台代金300文書上）袋屋惣兵衛（信州松代・袋 1通 AO　16－03

屋）→上

覚（大奉書・長水引代360文書上）升屋伊兵衛→佐藤様 巳12月3日 1通 AO　16－04

（生鯛・鯉代金など書上） 1通 AO　16－05

（須坂・松代など出張諸入用の書付） 1通 AO　16－06

御内々歎願毛織（金5千両調達などへの挨拶として30 11月7日 1通 AO　16－07

人扶持を渡したい旨）覚之進→荘左衛門様、董平様

（書付、籾3人扶持返上につき） 切紙・1通 AO　16－08

（用向心頼につき山田庄左衛門に3人扶持贈）斎藤八 巳11月 切紙・1通 AO　16－09

百四郎、林平之丞→

（人名書付、岸田三千次・高橋繁三郎） 切紙・1通 AO　16－10

（御配鰹節代など3両余取替につき書上） 1通 AO　16－11

（書状、御頼一条聞済により御達につき出張願）（松代 11月27日 1通 AO　16－12

高野）覚之進→荘左衛門様　封筒とも

覚（旅中の小遣書上） 切紙1逓 AO　16－13

（二品送状・代金受取など一括） 1綴（24通） AO　16－14

（30人28日分扶持の籾数・金額勘定書）18と19はたたみ 切紙・1通 AO　16－15

こみ

覚（町方より三分預金など勘定書） 切紙・1通 AO　16－16

（苗字書上） 切紙・1通 AO　16－17

（買物帳、備後表・塩・旧邸・書画など） 横長半・1冊 AO　16－18－1

覚（代金受取）　日店（信州小布施上町日塩屋）山田様16一 申12月24日 切紙・1冊 AO　16－18－2

18－1の破間文書

覚（下駄緒など代金請求）横田屋→冨田や様 切紙・1通 AO44

覚（酒代金書上）上林善助→冨田屋治□□様 卯3月3日 切継紙・1通 AO45

覚（品代金書上につき） 竪切紙・1通 C331

（卯七月廿五日ほか大工始めに付けや木代など金銭書 綴・1綴 1290
上帳）大工棟梁村山村黒岩今右衛門、世話人東江部村関
口久蔵、同断片塩村田中善左衛門
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奉公人・雇傭

御請状之事（奉公人請状）草間村奉公人二八、同村請人吉 寛延2年巳2月2日 竪紙・1通 A269－1
兵衛、人主伴七→庄左衛門殿　前町　　　　　・

御請状之事（奉公人請状）立ヶ花村奉公人武右衛門、同所 宝暦6年子ノ2月2日 竪紙・1通 A269－2
請人久兵衛→

身元引請証（下高井郡穂高村山崎伊作の奉公につき） 明治22年3月16日 1通 AO　15－1

下高井郡穂高村身元引受人山崎墨継→同郡江部村山田庄左

衛門様

御請状早事（ヲト奉公につき）下高井郡穂高村三十七番 明治23年3月27日 1通 AO　15－2

地奉公人親川口栄太郎、同郡穂高村百七番地請人瀧澤伊兵

衛→山田荘左衛門殿

奉公人契約証下水内郡秋津村大字野津町本人小林とめ、
@ほか同意人・保証人2名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿

大正7年3月5日 竪紙・1通 AO99

納税

「明治九年分　租税配符　諸夫銭受取」、　（包紙1枚） 整理番号　1269

記（領収書）吉田村用掛竹田伊左衛門（印）→江部村　山 横切紙・1枚 1269－1－1－1

田庄左衛門殿

（書付、券状18枚御払換税）江部村納人　山田庄左衛門 5月23日 小切紙・1枚 1269－1－1－2

→4小医役所上部破損

記（領収書）北第19大匿4小匪扱所（印）→江部村山田庄 明治10年5月21日 小切紙・1枚 1269－1－2

左衛門　端裏書きに「拾弐円五拾二銭五厘」とあり

記（俵と縄受取に付）押羽村用掛町田仲右衛門（印）→江 明治12年5月10日 竪切紙・1枚 1269－1－3

部村　山田庄左衛門殿　「第18大曲」の青罫紙使用

記（地券書換入費受取に付）本川村用掛代　大平嘉平→ 丑4月 横切紙・1枚 1269－1－4－1

江部村　山田庄左衛門殿　青罫紙使用

謹（地下□□税受取に付）長野縣権令楢崎寛直（印）→北 明治10年4月19日 小切紙・1枚 1269－1－4－2

第21大野3小引　高井郡高野村江部　山田庄左衛門、用掛
大平嘉兵衛

記（地券書換入費割賦右の通りに付）篠井郵貯掛山崎 4月26日 小切紙・1枚 1269－1－5

庄助（印）→江部村　山田庄左衛門殿

記（明治8年租税過納金の内相渡候に付）新保村用懸 明治10年4月10日 竪切紙・1枚 1269－1－6－1

（印）→江部村納人　山田庄左衛門

記（明治9年租税過納金の内相渡候に付）新保村用懸 明治10年4月10日 竪切紙・1枚 1269－1－6－2

（印）→江部野望人　山田理兵衛

記（4月8日納金銭書上）山田庄左衛門→ 小切紙・1枚 1269－1－7

（書付、俵と縄数量書上）山田庄左衛門→ 小切紙・1枚 1269－1－8

（書付、篠井村分8年地租過納内渡しに付）3小魎扱所 （明治）10年3月30日 小切紙・1枚 1269－1－9
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（印）→江部　山田庄左衛門

記（明治8年同9年分山税受取に付）旧西問　白鳥九郎右 （明治）10年4月1日 小切紙・1枚 1269－1－10－1

衛門→江部加納人　山田荘左衛門

記（8・9年分山税諸費）旧西間→江部村納人山田荘左衛

@門
4月1日 小切紙・1枚 1269－1－10－2

記（26日取立に付、金銭書上）吉村→江部　山田庄左衛

@門
小切紙・1枚 1269－1－11

記（地券書換御印税井入費割の請取に付）新保村役元 明治10年3月11日 横切紙・1枚 1269－1－12

（印）→江部村　山田庄左衛門（印）

（書付、無遅滞可相納候事に付、金銭書上）第18厘5小 3月 小切紙・1枚 1269－1－13

嘔扱所→山田庄左衛門

費買地券書換下用掛り　三巴市右衛門→山田荘左衛門殿 明治10年3月 横切継紙・1通 1269－1－14－1

朱罫紙使用

記（地券書換税井入費金違算に御座候に付、領収書） 3月11日 横切継紙・1通 1269－1－14－2

用掛　鍋罵市右衛門（印）→山田荘左衛門殿　朱罫紙使用

記（亥租税皆済金受取に付、領収書）江部村東組用掛 明治10年3月 横切継紙・1通 1269－1－15－1

鍋鳥市右衛門（印）→山田荘左衛門殿　朱罫紙使用

江部村亥租税皆納　西村納人山田荘左衛門・小川千代 3月10日 小切紙・2枚 1269－1－15－2

吉→北第19大愚4小湿扱所　2枚綴り

若羽村亥租税皆納江部村納人→北第19大医4小匠扱所 3月10日 小切紙・1枚 1269－1－15－3

記（地券謹印税他書上に付）用掛春日太左衛門→山田 3月1日 竪紙・1通 1269－1－16

様　朱罫紙使用

受取之最北第19大回4小画扱所（印）→納人　山田庄左衛門 明治10年2月27日 小切紙・1枚 1269十17

記（村費・改正入費受取候に付領収証）新田野村用掛 明治10年2月17日 横切紙・1枚 1269－1－18

中山實之助（印）→山田庄左衛門殿

言言（新野村村費・改正入費受取に付領収証）北第19大圃 明治10年1月20日 小切紙・1枚 1269－1－19

4小匪扱所（印）→江部村納人　山田荘左衛門

記（明治9年分1等2等民費・地券人足料受取候に付）新 明治10年2月12日 小切紙・1枚 1269－1－20－1

井村用掛り　栗林惣左衛門（印）→江部村　山田庄左衛門様

記（明治9年御租税受取日に付）新井村用掛り　栗林惣左 明治10年2月12日 小切紙・1枚 1269－1－20－2

衛門（印）→江部村　山田庄左衛門様

記（子租税受取候に付）用掛鍋蔦市右衛門（印）→山荘左 横切紙・1枚 1269－1－21

衛門殿　朱罫紙使用

（書付、金銭書上） 小切紙・1枚 1269－1－22

領収証（学校地憤掛受取候に付プ吉田村用掛竹田伊左 2月12日 小切紙・1枚 1269－1－23

衛門（印）→山田庄左衛門殿

請求書（学校丁丁、遅滞なく納める事）第19大医4小匿 明治10年2月12日 小切紙・1枚 1269－1－24

取扱所→江部村　山田庄左衛門殿

領収証（学校費受取候に付）□□下用掛堀内政吉（印） 明治10年2月12日 竪切紙・1枚 1269－1－25

→山田荘左衛門様　青罫紙使用

子租税三納江部村用掛り　鍋罵市右衛門→山田荘左衛門 明治10年2月9日 横切紙・1枚 1269－1－26－1

殿　朱罫紙使用

記（子五三無遅滞可相納事）第19大匠1小匠取扱所（印）→ 明治10年 小切紙・1枚 1269十26－2

江部村　山田庄左衛門

記（子五納無遅滞二相納事）第19大魑1小匠取扱所（印）→ 明治10年 小切紙・1枚 1269－1－26－3

江部村　山田利兵衛’
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（吉田村子租税五納　他）第19大優4小匠扱所（印）→江部 2月12日 小切紙・1 1269－1－26－4

村賢人　山田荘左衛門　2枚綴り

（西条村子租税五納　他）第19大儲4小面扱所→村納人 2月12日 小切紙・1 1269－1－26－5

山田荘左衛門　3枚綴り

（岩船村子租税五納）第19大画5小嘔扱所→江部村納人 2月12日 小切紙・1枚 1269－1－26－6

山田荘左衛門

領収証（金銭書上）六川用掛所→山田荘左衛門 2月10日 小切紙・1枚 1269－1－27

請求書（清水納、無遅滞可相納候事に付）第18大引5小 2月 小切紙・1枚 1269－1－28

嘔　扱所→山田庄左衛門

請求書（矢嶋納、無遅滞野相門門事に付）第18大匠5小 2月 小切紙・1枚 1269－1－29

優　扱所→江部　山田庄左衛門、稗田組涌井逸作納

請求書（押切納、無遅滞可相野候事に付）第18大随5小 　　　0Q月 小切紙・1枚 1269－1－30

匿　扱所→山田庄左衛門

請求書（北岡納、無遅滞可相識候事に付）第18大匠5小
　　　　　「
Q月 小切紙・1枚 1269－1－31

医　扱所→江部　山田庄左衛門

請求書（押切納、無遅滞寝相納候事に付）第18大話5小 3月 小切紙・1枚 1269－1－32

魎　扱所→山田庄左衛門

（書付、区入費の金銭書上）→山田庄左衛門 26日 小切紙・1枚 1269－1－33

請求書（六高評、無遅滞可隠笠慰事に付）第18大匠5小 3月 小切紙・1枚 1269－1－34

匿　扱所→山田庄左衛門

請求書（清水納、無遅滞可相納候事に付）第18大匠5小 3月 小切紙・1枚 1269－1－35

嘔　扱所→江部　山田庄左衛門

請求書（矢罵納、無遅滞可空想候事に付）第18大魎5小 3月 小切紙・1枚 1269－1－36

匿　扱所→江部村　山田庄左衛門

請求書（北岡納、無遅滞可相納候事に付）第18大匪5小 3月 小切紙・1枚 1269－1－37

匠　扱所→山田庄左衛門

記（子六納、無遅滞可相納候事に付）第19大匿1小匪取 3月27日 小切紙・1枚 1269－1－38

扱所（印）→江部論人　山田理兵衛

記（子六納、無遅滞可相納候事に付）第19大医1小魑取 3月27日 小切紙・1枚 1269－1－39

扱所（印）→江部村三人　山田庄左衛門

請求書（□□村租難癖皆済）第19大匠2即題取扱所→江部 明治10年3月21日 小切紙・1枚 1269－1－40

村　山田庄右衛門殿

記（明治9年分租税仮皆済割賦軌条、當27日御持納南下 明治10年3月24日 横切紙・1通 1269－1－41－1

度候に付）用掛鍋罵市右衛門→山田荘左衛門殿　朱罫
紙使用

（書付、西条村子租税六納皆済に付）北第19大匠4小優 3月27日 小切紙・1枚 1269－1－41－2

扱所（印）→江部村前人　山田荘左衛門

（書付、岩舟階子租税野芝皆済に付）北第19大優4小半 3月27日 小切紙・1枚 1269－1－41－3

扱所（印）→江部村山人　山田荘左衛門

（書付、甲子租税二野に付、他）北第19大呼4小医扱所 3月27日 小切紙・1 1269－1－41－4

（印）→江部村工人　山田弥左衛門　他1名　2枚綴り

記（改正費など受取候に付領収書）岩舟村用掛→江部村 1月28日 横切継紙・1枚 1269－1－42－1

荘左衛門殿

記（諸経費二受取候に付領収書）西條村之内旧西問分用 明治10年1月28日 横切紙・1枚 1269－1－42－2

隠所（印）→江部村　山田荘左衛門殿御使中
o

受取之謹（経費）北第19大匠5総画取扱所（印）→納人　山田 明治10年1月25日 小切紙・1枚 1269－1－42－3
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庄左衛門

記（賦銭受取候に付）西条村役元（印）→江部村　山田庄左 丑1月28日 小切紙・1枚 1269－1－42－4

衛門

（書付、岩舟村の改正経費取立に付）→江部村　山田荘 1月28日 小切紙・1枚 1269－1－43

左衛門

（書付、経費皆済に付）　→福人　山田庄左衛門 1月25日 小切紙・1枚 1269－1－44

記（村費割・改正掛など金銭書上）西条村役元→江部村 丑1月27日 小切紙・1枚 1269－1－45

山田庄左衛門

記（地租改正費の金銭書上）西条村旧西間分役元→江部 丑1月27日 小切紙・1枚 1269－1－46

村　関谷孝之助

（書付、諸経費・学校課賦など書上　他），西條村山内西 28日 小切紙・2枚 1269－1－47

間分→江部村　山田荘左衛門　他1名　2枚綴り

（書付、六自分金銭書上）都住村用掛処→江部村山田庄 9月25日 小切紙・1枚 1269－1－48

左衛門

（書付、吉田村夫銭・改正掛など書上）→山田庄左衛門 1月30日 小切紙・1枚 1269－1－49

（書付、夫銭・改正掛など書上）→山田理兵衛 1月30日 小切紙・1枚 1269－1－50

（書付、金銭書上）→江部村　山田庄左衛門 23日 小切紙・1枚 1269－1－51

（書付、普請改正掛など金銭書上）→山田庄左衛門 23日 小切紙・1枚 1269－1．52

（書付、租税第三期納に付）3小匠所扱処→江部村山田 12月 小切紙・1枚 1269－1－53

庄左衛門

（書付、普請人足など役代皆済に付）豊野村用懸横地 明治10年4月25日 小切紙・1枚 1269－1－54－1

喜平治（印）→山田庄左衛門

（書付、貢税書上に付） 小切紙・1枚 1269－1－54－2

記（大小匠経費割を受取候に付）豊野村取扱所（印）→江 （明治）10年1月15日 小切紙・1枚 1269－1－55

部村山田庄左衛門殿

記（諸費・地券係りを受取候に付）片塩村用掛り　堀内 1月4日 小切紙・1枚 1269－1－56－1

政吉（印）→江部村　山田荘左衛門殿

（書付、山地券御灯印税書付に付）→江部村　山田庄左 2月4日 小切紙・1枚 1269－1－56－2

衛門

記（山地券証印税など金銭書上に付）小林（「信州問山 （明治）10年2月 横切紙1枚 1269－1－57

小松屋」印）→山田様

記（地租改正調入費を受取候に付）江部村山懸面罵市 丑1月27日 横切紙・1枚 1269－1－58

右衛門（印）→山田荘左衛門殿　朱罫紙使用

（書付、金銭書上に付）吉田村用掛竹内伊左衛門（印）→ 丑1月30日 小切紙・1枚 1269－1－59

江部村　山田庄左衛門殿・山田理兵衛殿

記（改正取調入費など）朱罫紙使用、2枚綴り 1月27日 横切紙・1 1269－1－60

去々酉租税皆済目録用掛土屋助右衛門（印）→東江部村 明治10年丑1月 横切紙・1枚 1269－1－61－1

山田庄左衛門殿

去酉御租税金皆済目録押切村分出作中村元右衛門（印） 明治10年丑1月 横切紙・1枚 1269－1－61－2

→江部村　山田庄左衛門殿

記（金銭受取候に付）北岡郡（印）→江部村　山田様 丑1月23日 横切紙1枚 1269－1－62

記（出費・改正懸・普請懸を受取候に付）押羽村押切組 （明治）10年1月23日 横切紙・1枚 1269－1－63

用掛　長屋助右衛門（印）→江部村　山田庄左衛門殿　朱罫

紙使用
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（書付、村費受取候に付）請取組（印）→山田庄左衛門殿 丑1月24日 小切紙・1枚 1269－1－64

記（金銭受取候に付）矢嶋組用掛（印）→江部村山田庄左 丑1月24日 小切紙・1枚 1269－1－65

衛門様

記（子年皆済入費受取候に付）新保馬蝉掛笠原熊治郎 明治10年月丑1月 小切紙・1枚、 1269－1－66－1

（印）→江部村　山田庄左衛門殿

記（子皆済入費を受取候に付）新保国用掛笠原熊治郎 明治10年月明1月24日 小切紙・1枚 1269－1－66－2

（印）→山田由兵衛殿

記（諸入費受取候に付）第19大優2小匠高井郡片塩村用掛 明治9年8月6日 横切り紙・1枚 1269－1－67

り　堀内政吉（印）→江部村　山田庄左衛門殿　青罫紙使用

（書付、吉村分金銭書上に付）東江部村庄左衛門 小切紙・1枚 1269－1－68

（書付、7月分受業料受取候に付）山田おこう 小切紙・1枚 1269－1－69

（書付、金銭書上に付）東江部　山田庄左衛門 小切紙・1枚 1269－1－70

記（金銭受取候に付）清水町用掛り（印）→山田庄左衛門殿 8月7日 小切紙・1枚 1269－1－71－1

（書付、押切村金銭書上に付）江部村東組　山田庄左衛

@門

小切紙・1枚 1269－1－71－2

（書付、押切村自普請人足賃）山田庄左衛門 9日 小切紙・1枚 1269－1－71－3

記（1月から6月迄の夫銭皆済、無遅滞山相忌事に付） 明治9年8月8日 小切紙・1 1269－1－72

第19大匠4小町取扱所→小川千代吉、山田庄左衛門　2枚綴

記（村費、地券書i町税、三世など金銭書上に付）西条 8月10日 小切紙・1 1269－1－73

村で江部村　山田庄左衛門　3枚綴り

（村費書上）　旧西間用掛町→関谷孝之助 小切紙・1枚 1269－1－74

記（子8月10日納夫銭受取候に付）西条村村用掛（印）→ 8月10日 横切紙・1枚 1269－1－75

東江部村　山田庄左衛門殿

記（駅費皆済受取候に付）用掛春日太左衛門（印）→山田 （明治）9年8月10日 小切紙・2枚 1269－1－76－1

様　割印あり

記（駅費皆済受取候に付）江部村用掛（印）→小川様 （明治）9年 小切紙・1枚 1269－1－76－2

（書付、諸費受取候に付）旧記間二二掛（印）→山田荘左衛

@門

（明治）9年8月10日 小切紙・1枚 1269－1－77

記（夫銭井に学資金利子共割賦いたし御持納言二二候 明治9年8月9日 横切紙・1 1269－1－78

に付）　用掛　鍋罵市右衛門→山田荘左衛門様2枚綴り

記（夫銭皆済金剛取回に付）用開田罵市右衛門（印）→ （明治）9年 横切紙・1枚 1269－1－79

山田荘左衛門殿

記（金銭受取候に付）岩舟村山掛町田八兵衛（印）→江部 （明治）9年8月12日 横切紙・1枚 1269－1－80－1

東　山田様

（岩舟村8月夫銭、地券書換印税入費など取立候に付） 小切紙・1枚 1269－1－80－2

江部曲論　山田庄左衛門→

記（地券入用、品々入用可即納候に付）豊野村取扱所→ 小切紙・1枚 1269－1－81

山田庄左衛門殿

記（定夫銭改正、地券書改税受取候に付）竹内伊左衛門 （明治）9年8月13日 小切紙・1枚 1269－1－82－1

（印）→江部村　山田荘左衛門殿

記（吉田村定夫銭など書上）山田庄左衛門→貼り紙あ
@り

8月14日 小切紙・1枚 1269－1－82－2

記（御普請俵縄代、相野申候に付）押切村用掛土屋助 明治9年8月16日 竪切紙・1枚 1269－1－83
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右衛門（印）→江部村　山田庄左衛門殿　朱罫紙使用

記（賦銭受取候に付）北岡村用掛（印）→江部村　山田庄左 8月9日 横切紙・1枚 1269－1－84

衛門殿

（書状、地租改正調書上等御改新券状江部村山田庄左 （明治）9年8月9日 竪紙・1枚 1269－1－85

衛門にて御下ケ相成候様御取繕書下度）山田荘左衛 の

門（印）→押切村（印）平押羽村、北岡村（印）、清水村・砂川
、

扇面都電村（印）、矢嶋村改広住村（印）、各村用掛御中

「第十九大匿」の朱罫紙使用

記（村費、自普請人足賃受取候に付）押切村用掛土屋 8月9日 竪紙・1枚 1269－1－86

助右衛門（印）→江部村　山田庄左衛門殿

（書付、地券書換血液、村費など）朱罫紙使用 竪紙・1枚 1269－1－87

記（学校入費受取候に付）新保村用掛り　笠原熊治郎（印） 9月15日 横切継紙・2枚 1269－1－88

→江部村　山田庄左衛門殿

（書付、諸費相納候事）第18大発7小早扱所（印）→山田 9月 小切紙・1枚 1269－1－89

庄左衛門

（書付、六川村分学校費、区入費など）第18大判扱所 小切紙・4枚 1269－1－90

（印）→山田庄左衛門様　4枚貼付

（書付、押切納金銭書上に付）第18随7小匿扱所（印）→山 9月26日 小切紙・2枚 1269－1－91

田庄左衛門　2枚貼付

記（今井入費四割、簡内割井出費仮割受取候に付）押 （明治）9年4月17日 竪切紙・1枚 1269－1－92

切村用掛　土屋助右衛門（印）→江部村東組　山田庄左衛門

殿　青罫紙使用

（書付、夫銭受取に付）清水村用掛寺嶋徳左衛門→山田 子4月17日 竪切紙・1枚 1269÷93
庄左衛門殿

記（仮割受取に付）北岡村用掛（印）→東江部村　山田庄左 子4月17日 横切紙・1枚 1269－1－94

衛門殿

記（地券入用受取候に付）豊野村取扱所（印）→山田庄左衛 8月13日 小切紙・1枚 1269－1－95

前殿

（書付、9年租税、豊野村分納に付）取扱所（印）→江部村 小切紙・1枚 1269－1－96

山田庄左衛門殿

謹（新野村肝内、地価金・地租金納に付）第19大医3小 明治9年9月26日 竪切紙・1枚 1269－1－97

匠取扱所（印）→江部村納人　山田庄左衛門

（書付、安田村金銭書上）→東江部村　山田庄左衛門貼 小切紙・1枚 1269－1－98

り紙あり

記（岩舟町子初納金、無遅滞可聞納事に付）第19大匿4 明治9年子9月22日 小切紙・1枚 1269－1－99

小酒取扱所（印）→江部論説納人　山田荘左衛門

記（西堕罪分子新税初納金、無遅滞可相納事に付）第 明治9年月9月24日 小切紙・1枚 1269－1－100

19大嘘4小止取扱所（印）→為人　山田荘左衛門

記（西條村子新税初心金、無遅滞可相納事に付）第19 明治9年子9月24日 小切紙・1枚 1269－1－101

大医4小僧取扱所（印）→納人　関谷孝之助

（書付、9年租税法納金書上）5小匠取扱所（「長野縣管下」 （明治9年）9月26日 小切紙・1枚 1269－1－102

朱印）→江部挿芽人　山田庄左衛門

記（子租税初納金、無遅滞可相撃事に付　他）第19大 明治9年9月24日 小切紙・1 1269－1－103

嘔4小篇吉田村取扱所（印）→江部村東組堅人　山田理兵衛

他2名　4枚綴り

記（子初納盃経費、無遅滞可相兄事に付　他）第19大 明治9年9月 小切紙・1枚 1269－1－104

匿1小聖取扱所→判人江部村　山田理兵衛　他1名　貼り紙
あり
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