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（為替切手等一括　明治25年）　封筒一括　 63点 は23

（封筒）［辰蔵為替証其地諸切手証書入］　 明治25年1月 封筒・1点 は23-1

（諸入料関係書類一括　明治25年5月～10月）　
紙縒一括

9点 は23-2

（紙縒）　 1点 は23-2-1

埴科郡松代町収入役佐野秀領収書［領収証書］
（第1号、明治25年1期分銃猟免許税・遊猟免許
税金10円につき）　埴科郡松代町収入役佐野秀→
松代町真田幸世

明治25年10月14日 切紙・1通 は23-2-2

仙道謙作代金受取証文［記］（真綿271匁代金に
つき）　（信州埴科郡松代町）仙道謙作→上

9月27日 切紙・1通 は23-2-3

仙道彦八郎代金受取証文［記］（真綿540匁代金
につき）　（信州埴科郡松代町）仙道彦八郎→玉川定
人殿

10月14日 切紙・1通 は23-2-4

（諸入料関係書類綴　明治25年5月～7月）　 3点 は23-2-5

某酒料支払証（車夫3人酒料代につき）　 切紙・1通 は23-2-5-1

共同中午会社立換運賃金表［立換運賃金表］（5
円20銭、峠悪送ニ付増賃）　共同中午会社→‐　
木版摺り

明治25年6月26日 切紙・1通 は23-2-5-2

東京馬喰町弐丁目角竹内金庫送状［送状］（改造
金庫七号1個代につき）　東京馬喰町弐丁目角竹
内金庫→信州松代殿町真田家内長井知則殿行　木版
摺り、朱書「屋代ステーション卸シ」、収入印紙付

明治25年6月25日 竪紙・1通 は23-2-5-3

日本橋馬喰町二丁目角一番地竹内善次郎代金
受領証［受領証］（改造金庫七号1個代につき）
日本橋馬喰町二丁目角一番地竹内善次郎→南沢喜久

明治25年7月22日 切紙・1通 は23-2-6

６　真田家／家計／金銭勘定・為替切手　　　真田家家令・家扶

東京日日新聞社愛国金献課金貨売却証明送付
書［売却］（真田幸治金貨4枚売却につき）　東
京日日新聞社愛国金献課→造幣局御中　活版

昭和13年6月18日 竪紙・1通 は32-3

（封筒）　（栃木県）塩谷郡塩原村君島亀吉→東京市麻
布区材木町五六真田伯爵家三友良矩殿　は33‐2・3
入

（昭和） 封筒・1点 は33-1

君島亀吉書状（別荘垣根建築の見積書作成につ
き）　君島亀吉→伯爵家三友良矩殿

（昭和） 横切継紙・1通 は33-2

某絵図［別荘垣根略図］　（君島亀吉）→‐　は33‐2
の別紙、鉛筆書

（昭和） 竪紙・1通 は33-3

（白紙）　 切紙・1通 は34

某用状（真田家戸籍）　真田幸民→‐　青色罫紙 （明治8年）辛未10月 竪半・1冊 は6

６　真田家／家計／金銭勘定・為替切手
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人殿　収入印紙付

本庁出納吏長野県属小林謙蔵代金領収書（通路
開鑿寄付金500円につき）　本庁出納吏長野県属
小林謙蔵→真田幸民家扶河原理助殿

明治25年5月9日 切紙・1通 は23-2-7

（為替切手綴　明治25年1月～6月）　は3‐1の紙
縒で括る

23点 は23-3

（紙縒）　 紙縒・1点 は23-3-1

南沢喜久人為替切手［証］（松代谷口清修への送
金1円につき）　南沢喜久人→久保成殿

明治25年1月11日 横切継紙・1通 は23-3-2

南沢喜久人為替証文［証］（松代三村五郎への送
金2円につき）　南沢喜久人→久保成殿

明治25年1月11日 切紙・1通 は23-3-3

真田家ニ而南沢喜久人為替切手［証］（松代鹿野
外守への送金40円につき）　真田家ニ而南沢喜
久人→上原伸次郎殿

明治25年1月30日 横切紙・1通 は23-3-4

真田家南沢喜久人為替切手［証］（松代上原宗一
郎への送金18円につき）　真田家南沢喜久人→
上原伸次郎殿

明治25年1月30日 横切紙・1通 は23-3-5

御家扶南沢喜久人為替切手［証］（松代上融通会
社への送金60円につき）　御家扶南沢喜久人→
綾野たか殿・山本ひさ殿・竹村しま殿他2名

明治25年2月2日 横切紙・1通 は23-3-6

御家扶南沢喜久人為替切手［証］（松代上融通会
社への送金10円につき）　御家扶南沢喜久人→
八田いと殿

明治25年2月2日 横切紙・1通 は23-3-7

御家扶南沢喜久人為替切手［証］（松代上融通会
社への送金20円につき）　御家扶南沢喜久人→
久保おしつ殿

明治25年2月2日 横切紙・1通 は23-3-8

御家扶南沢喜久人為替切手［証］（松代長井知則
の送金3円につき）　御家扶南沢喜久人→小山田
藤四郎殿

明治25年2月14日 横切紙・1通 は23-3-9

東京詰南沢喜久人為替切手［記］（長国寺へ法事
の供代75銭につき）　東京詰南沢喜久人→長井知
則殿

明治25年2月14日 横切紙・1通 は23-3-10

真田家ニ而南沢喜久人為替切手［証］（鹿野外守
へ送金40円につき）　真田家ニ而南沢喜久人→鹿
野勇之進殿

明治25年2月29日 横切紙・1通 は23-3-11

御家扶南沢喜久人為替切手［証］（上原宗一郎へ
送金15円につき）　御家扶南沢喜久人→上原伸次
郎殿

（明治）25年2月29日 横切紙・1通 は23-3-12

東京詰南沢喜久人為替切手［証］（長井知則へ送
金10円につき）　東京詰南沢喜久人→小山田藤四
郎殿

（明治）25年3月16日 横切継紙・1通 は23-3-13

真田家ニ而南沢喜久人為替切手［証］（松代町上
原宗一郎へ送金5円につき）　真田家ニ而南沢喜
久人→上原伸次郎殿

明治25年3月15日 横切紙・1通 は23-3-14

６　真田家／家計／金銭勘定・為替切手
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御家扶為替切手［証］（松代町成沢源九郎へ送金
10銭につき）　御家扶→南沢喜久人殿

明治25年2月13日 切紙・1通 は23-3-15

真田家ニ而南沢喜久人為替切手［証］（松代町金
子房五郎へ送金7円につき）　真田家ニ而南沢喜
久人→富岡宗三郎殿

明治25年3月30日 横切紙・1通 は23-3-16

真田家南沢喜久人為替切手［証］（松代町上原宗
一郎へ送金15円につき）　真田家南沢喜久人→
上原伸次郎殿

明治25年3月31日 横切紙・1通 は23-3-17

真田家ニ而南沢喜久人為替切手［証］（松代町上
原宗一郎へ送金15円につき）　真田家ニ而南沢
喜久人→上原伸次郎殿

明治25年5月1日 横切継紙・1通 は23-3-18

御家扶南沢喜久人為替切手［証］（松代町細川秀
治へ送金10銭につき）　御家扶南沢喜久人→細川
国吉殿

明治25年5月2日 横切紙・1通 は23-3-19

御家扶南沢喜久人為替切手［証］（松代町細川秀
治へ送金4円につき）　御家扶南沢喜久人→細川
国吉殿

明治25年4月2日 横切紙・1通 は23-3-20

御家扶南沢喜久人為替切手［証］（松代町細川秀
治へ送金4円につき）　御家扶南沢喜久人→細川
国吉殿

明治25年4月2日 横切紙・1通 は23-3-21

久保成為替切手［証］（上原宗一郎へ送金19円に
つき）　久保成→上原伸次郎殿

明治25年5月31日 横切紙・1通 は23-3-22

久保成為替切手［証］（境村北田新八へ送金5円
につき）　久保成→増田菊重殿

明治25年6月14日 横切紙・1通 は23-3-23

某用状（元金25円の利子書上）　‐→山本ひさ殿　
割印あり

（明治）25年12月 切紙・1通 は23-4

某用状（元1千円の利子書上）　‐→久保成殿外壱
名殿　割印あり

（明治25年）12月 切紙・1通 は23-5

（為替切手綴　明治25年7月～12月）　 28点 は23-6

河原理助為替切手［証］（松代上原宗一郎への送
金5円につき）　河原理助→上原伸次郎殿

明治25年7月3日 切紙・1通 は23-6-1

河原理助為替切手［証］（松代南沢喜久人への送
金25銭につき）　河原理助→八田いと子殿

明治25年7月7日 切紙・1通 は23-6-2

久保成為替切手［証］（松代南沢喜久人への送金
5円につき）　久保成→星野繁殿

明治25年7月27日 切紙・1通 は23-6-3

久保成為替切手［証］（松代上原宗一郎への送金
8円につき）　久保成→上原伸次郎殿

明治25年7月31日 切紙・1通 は23-6-4

久保成為替切手［証］（松代細川秀治への送金4
円につき）　久保成→細川邦吉殿

明治25年8月4日 切紙・1通 は23-6-5

久保成為替切手［証］（松代細川秀治への送金4
円につき）　久保成→細川邦吉殿

明治25年9月3日 切紙・1通 は23-6-6

河原理助為替切手［証］（松代上原宗一郎への送
金17円につき）　河原理助→上原伸次郎殿

明治25年8月31日 切紙・1通 は23-6-7

６　真田家／家計／金銭勘定・為替切手
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久保成為替切手［証］（松代南沢喜久人への送金
15円につき）　久保成→久保成俊殿

明治25年9月5日 切紙・1通 は23-6-8

久保成為替切手［証］（松代上原宗一郎への送金
5円につき）　久保成→上原伸次郎殿

明治25年9月20日 切紙・1通 は23-6-9

久保成為替切手［証］（松代上原宗一郎への送金
19円につき）　久保成→上原伸次郎殿

明治25年8月30日 切紙・1通 は23-6-10

久保成為替切手［証］（松代榎田昭夫への送金10
円につき）　久保成→児玉お直殿

明治25年10月9日 切紙・1通 は23-6-11

久保成為替切手［記］（松代細川秀治への送金4
円につき）　久保成→細川邦吉殿

明治25年10月5日 切紙・1通 は23-6-12

久保成為替切手［証］（松代友野尚樹への送金10
円につき）　久保成→成沢九十九殿

明治25年10月16日 切紙・1通 は23-6-13

久保成為替切手［証］（松代上原宗一郎への送金
7円につき）　久保成→上原伸次郎殿

明治25年11月1日 切紙・1通 は23-6-14

久保成為替切手［証］（松代細川秀治への送金4
円につき）　久保成→細川邦吉殿

明治25年11月2日 切紙・1通 は23-6-15

久保成為替切手［記］（松代友野尚樹への送金25
円につき）　久保成→成沢九十九殿

明治25年11月5日 切紙・1通 は23-6-16

久保成為替切手［記］（松代南沢喜久人への送金
25円につき）　久保成→河原理助

明治25年11月27日 切紙・1通 は23-6-17

久保成為替切手［記］（松代南沢喜久人への送金
10円につき）　久保成→中村てる子殿

明治25年11月27日 切紙・1通 は23-6-18

久保成為替切手［証］（松代上原宗一郎への送金
18円につき）　久保成→上原伸次郎殿

明治25年11月1日 切紙・1通 は23-6-19

久保成為替切手［記］（松代南沢喜久人への送金
4円50銭につき）　久保成→庭田稲作殿

明治25年12月1日 切紙・1通 は23-6-20

久保成為替切手［証］（松代友野尚樹への送金10
円につき）　久保成→成沢九十九殿

明治25年12月9日 切紙・1通 は23-6-21

久保成為替切手［記］（松代長井知則への送金
160円につき）　久保成→河原理助殿

明治25年12月17日 切紙・1通 は23-6-22

河原理助為替切手［証］（松代成沢直克への送金
15円につき）　河原理助→成沢九十九殿

明治25年12月26日 切紙・1通 は23-6-23

久保成為替切手［証］（松代佐川又七郎への送金
1円50銭につき）　久保成→河原理助殿

明治25年12月26日 切紙・1通 は23-6-24

久保成為替切手［証］（松代上原宗一郎への送金
20円につき）　久保成→上原伸次郎殿

明治25年12月26日 切紙・1通 は23-6-25

久保成為替切手［証］（松代小崎荘次郎への送金
15円につき）　久保成→中俣文三郎殿

明治25年12月24日 切紙・1通 は23-6-26

久保成為替切手［証］（松代南沢喜久人への送金
30円につき）　久保成→河原理助殿

明治25年12月17日 切紙・1通 は23-6-27

久保成為替切手［証］（松代熊谷直吉への送金2 明治25年12月17日 切紙・1通 は23-6-28

６　真田家／家計／金銭勘定・為替切手
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（封筒）　東京市京橋区木挽町七丁目弐番地株式会社
十五銀行→麻布区材木町五六伯爵真田幸治殿　は30
‐2入

昭和5年10月3日 封筒・1点 は30-1

株式会社十五銀行通知状（世襲財産異動届案内
並びに届書添付）　株式会社十五銀行→伯爵真田
幸治殿　鋲綴、活版

昭和5年10月3日 竪半・1冊 は30-2

（封筒）　東京市京橋区木挽町七丁目弐番地株式会社
十五銀行→麻布区材木町五六伯爵真田幸治殿　は31
‐2入

昭和5年11月27日 封筒・1点 は31-1

株式会社十五銀行通知状（世襲財産異動届提出
期限につき）　株式会社十五銀行→伯爵真田幸治
殿　活版

昭和5年11月28日 竪紙・1通 は31-2

８　真田家／家計／世襲財産　　　真田家家令・家扶

某絵図（寺社彩色指図）　は1～3巻込一括 12月 鋪（55．0×76．
5）・1点

は1

某絵図（寺社彩色指図）　は1～3巻込一括 鋪（54．0×76．
5）・1点

は2

９　真田家／家内／寺社絵図　　　真田家

（株式会社日本興行社融通関連書類一括　大正6
年3月）　封筒一括

3点 は4

［御親族会必要書類］（封筒）　 封筒・1点 は4-1

真田幸治親族会員伯爵島津忠麿他一名同意書
［同意書］（真田澄子の株式会社日本興行社よ
り融通のため担保の処分につき）　伯爵真田幸
治親族会員伯爵島津忠麿・大村純英・伯爵藤堂高紹→
‐　孔版、2枚同内容

大正6年3月17日 竪紙・1通（2枚
一組）

は4-2

真田幸治親族会員同意書案［同意書］（真田澄子
の株式会社日本興行社より融通のため担保
の処分につき）　真田幸治親族会員→‐　「株式会
社日本興行銀行日本橋支店」罫紙

大正6年3月17日 竪紙・1通 は4-3

７　真田家／家計／資金融通　　　真田家家令・家扶

円につき）　久保成→熊谷倉之助殿
７　真田家／家計／資金融通　　８　真田家／家計／世襲財産　　９　真田家／家内／寺社絵図
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［隼人正様　御書壱通　明治十五年九月寺内速
見ヨリ御買上］（包紙）　は12‐2・3の包紙、真田隼
人正信重は信正弟、寺内速見は元寺内友右衛門

包紙・1点 は12-1

［寛永年間　真田隼人正信重御自筆］（包紙）　は
12‐3の包紙

包紙・1点 は12-2

真田信重書状（病気平癒につき）　（真田）隼人雅
信重（花押）→矢沢但馬守殿・常田図書助殿・池田長門
守殿他1名

（寛永年中）卯月4日 横折紙・1通 は12-3

［堤清十郎　献上之古書　二通　明治九年丙子
十二月松代より逓送］（包紙）　は13‐2・3の包
紙、但一通のみ

包紙・1点 は13-1

［昌幸公并山形・小山田・内藤・春日え之武田勝
頼公御判物壱通　明治八年乙亥　堤清十郎
献上］（包紙）　は13‐3の包紙

包紙・1点 は13-2

武田勝頼書状（陣中の事毎日報告等につき）　
（武田）勝頼（花押）→真田安房守（昌幸）殿・山県三郎
右兵衛尉殿（昌景）・小山田備中守殿（信茂）他2名　明
治段階の裏打あり

（天正年中）5月12日 竪紙・1通 は13-3

１０　真田家／家内／藩主染筆・古書購入　　　真田家

某絵図（寺社彩色指図）　は1～3巻込一括 鋪（55．0×74．
0）・1点

は3

１０　真田家／家内／藩主染筆・古書購入
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表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
1　藩主（藩侯）／勝手方／貞松院月割金

１　藩主（藩侯）／勝手方／貞松院月割金 　　　勘定所

（貞松院月割金等中借証文綴　文久元年3月～元
治元年12月）　

14点 ひ264

草間一路中借証文［覚］（貞松院様2月月割金差
懸り御用のため金10両につき）　草間一路→助
水井平治殿・平井彦兵衛殿・上村何右衛門殿

文久4年子2月8日 竪紙・1通 ひ264-1

草間一路中借証文［覚］（貞松院様3月月割金差
懸り御用のため金10両につき）　草間一路→水
井市治殿・平林吉之助殿・上村何右衛門殿

文久4年子3月7日 竪紙・1通 ひ264-2

斉藤友衛中借証文［覚］（貞松院様4月月割金差
懸り御用のため金10両につき）　斉藤友衛→助
水井市路殿・平林吉之助殿・上村何右衛門殿

元治元年子4月18日 竪紙・1通 ひ264-3

斉藤友衛中借証文［覚］（貞松院様5月月割金差
懸り御用のため金10両につき）　斉藤友衛→水
井平治殿・・平林吉之助殿・上村何右衛門殿

元治元年子5月3日 竪紙・1通 ひ264-4

草間一路中借証文［覚］（貞松院様6月月割金差
懸り御用のため金10両につき）　草間一路→助
水井市治殿・千喜良新之進殿・上村何右衛門殿

元治元年子6月 竪紙・1通 ひ264-5

斉藤友衛中借証文［覚］（貞松院様7月月割金差
懸り御用のため金10両につき）　斉藤友衛→助
水井市路殿・千喜良新之進殿・久保保三郎殿

元治元年子7月5日 竪紙・1通 ひ264-6

草間一路中借証文［覚］（貞松院様8月月割金差
懸り御用のため金10両につき）　草間一路→助
水井平治殿・平井彦兵衛殿・上村何右衛門殿

文久4年子8月5日 竪紙・1通 ひ264-7

斉藤友衛中借証文［覚］（貞松院様9月月割金差
懸り御用のため金10両につき）　草間一路→助
水井市治殿・千喜良新之進殿

元治元年子9月7日 竪紙・1通 ひ264-8

斉藤友衛中借証文［覚］（貞松院様役料のうち御
前料金差懸り御用のため金10両につき）　斉
藤友衛→助水井市治殿・千木良新之進殿

元治元年子9月 竪紙・1通 ひ264-9

草間一路中借証文［覚］（貞松院様10月月割金差
懸り御用のため金10両につき）　草間一路→助
水井市治殿・助水井忠治殿・久保三郎殿

元治元年子10月11日 竪紙・1通 ひ264-10

斉藤友衛中借証文［覚］（貞松院様11月月割金差
懸り御用のため金10両につき）　斉藤友衛→助
水井市治殿・水井忠治殿・久保三郎殿

元治元年子11月5日 竪紙・1通 ひ264-11

草間一路中借証文［覚］（貞松院様12月月割金差
懸り御用のため金10両につき）　草間一路→助
水井市治殿・水井忠治殿・久保三郎殿

元治元年子11月6日 竪紙・1通 ひ264-12

ひ（D）箱
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草間一路中借証文［覚］（貞松院様来年1月月割
金差懸り御用のため金10両につき）　草間一
路→水井市治殿・水井忠治殿・久保三郎殿

元治元年子12月20日 竪紙・1通 ひ264-13

草間一路中借証文［覚］（貞松院様仕切金来年丑
年御月割御前借金分差懸り御用のため10両
につき）　草間一路→水井市治殿・水井忠治殿・久保
三郎殿

元治元年子12月20日 竪紙・1通 ひ264-14

２　藩主・真田家／勝手方／知藩事一族月割金　　　計政局

［証書六拾五通　〆金五千五百五拾三両弐分三匁
六分三厘］（中借証文綴　明治4年正月～明治5
年2月）　表題は表紙記載のもの

66点 ひ297

松本賢吾中借証文［覚］（真晴院正月月割金49両
につき）　松本賢吾→岡野敬一郎殿

明治4年未正月 竪紙・1通 ひ297-1

松本賢吾中借証文［覚］（御子様方正月月割金19
両2分につき）　松本賢吾→岡野敬一郎殿

明治4年未正月 竪紙・1通 ひ297-2

宮入慎七郎中借証文［覚］（知事月割金180両に
つき並びに本証文と引替の旨）　宮入慎七郎→
入弥左衛門殿・野中直之助殿・駒村佐十郎殿

（明治4年）未正月6日 切紙・1通 ひ297-3

石倉藤右衛門中借証文（貞松院様正月中月割金
50両中借につき）　石倉藤右衛門→岡野敬一郎殿

明治4年正月 竪紙・1通 ひ297-4

宮入慎七郎中借証文［覚］（知事2月分月割金120
両につき）　宮入慎七郎→春山喜平次殿・入弥左衛
門殿・野中直之助殿他1名

明治4年未5月 竪紙・1通 ひ297-5

石倉藤右衛門中借証文（貞松院様2月中月割金
50両につき）　石倉藤右衛門→岡野敬一郎殿

明治4年未2月 竪紙・1通 ひ297-6

松本賢吾中借証文［覚］（真晴院・御子様方正月
月割金68両2分中借につき）　松本賢吾→春山喜
平次殿・入弥左衛門殿・野中直之助殿他1名

明治4年未正月 竪紙・1通 ひ297-7

宮入慎七郎中借証文［覚］（知事去年仕切金100
両につき）　宮入慎七郎→入弥左衛門殿・春山喜平
次殿・野中直之助殿他1名

明治4年未3月 竪紙・1通 ひ297-8

石倉藤右衛門中借証文（貞松院様賄料50両につ
き）　石倉藤右衛門→岡野敬一郎殿

明治4年正月 竪紙・1通 ひ297-9

松本賢治中借証文［覚］（真晴院・御子様方正月
月割金58両2分につき）　松本賢治→春山喜平次
殿・入弥左衛門殿・野中直之助殿他1名

明治4年未8月 竪紙・1通 ひ297-10

宮入慎七郎中借証文［覚］（知事4月分月割金120
両につき）　宮入慎七郎→入弥左衛門殿・春山喜平
次殿・野中直之助殿他1名

明治4年未4月 竪紙・1通 ひ297-11

石倉藤右衛門中借証文［覚］（貞松院様4月分月 明治4年未4月 竪紙・1通 ひ297-12

２　藩主・真田家／勝手方／知藩事一族月割金
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割金50両2分につき）　石倉藤右衛門→岡野敬一
郎殿・富永新平殿

宮入慎七郎中借証文［覚］（知事3月中月割金120
両中借につき）　宮入慎七郎→入弥左衛門殿・春山
喜平次殿・野中直之助殿他1名

明治4年未3月 竪紙・1通 ひ297-13

松本賢吾中借証文［覚］（真晴院・御子様3月月割
金68両2分につき）　松本賢吾→春山喜平次殿・入
弥左衛門殿・野中直之助殿他1名

明治4年未4月 竪紙・1通 ひ297-14

石倉藤右衛門中借証文［覚］（貞松院様明治4年
月割金50両につき）　石倉藤右衛門→岡野敬一郎
殿・富永新平殿

明治4年未3月 竪紙・1通 ひ297-15

宮入慎七郎中借証文［覚］（知事6月月割金100両
中借につき）　宮入慎七郎→春山喜平次殿・入弥左
衛門殿・野中直之助殿他1名

明治4年未5月 竪紙・1通 ひ297-16

松本賢吾中借証文［覚］（真晴院・御子様明治3年
御膳料残金の内100両につき）　松本賢吾→春
山喜平次殿・入弥左衛門殿・野中直之助殿他1名

明治4年未7月 竪紙・1通 ひ297-17

松本賢吾中借証文［覚］（真晴院・御子様4月月割
金69両余につき）　松本賢吾→春山喜平次殿・入
弥左衛門殿・野中直之助殿他1名

明治4年未4月 竪紙・1通 ひ297-18

石倉藤右衛門中借証文［覚］（貞松院様5月中月
割金50両につき）　石倉藤右衛門→富永新平殿

明治4年未5月 竪紙・1通 ひ297-19

宮入慎七郎中借証文（知事8月分月割金120両に
つき）　宮入慎七郎→入弥左衛門殿・春山喜平次殿・
野中直之助殿他1名

明治4年未8月 竪紙・1通 ひ297-20

松本賢吾中借証文［覚］（真晴院・御子様3月月割
金68両２分につき）　松本賢吾→春山喜平次殿・
入弥左衛門殿・野中直之助殿他1名

明治4年未11月 竪紙・1通 ひ297-21

松本賢吾中借証文［覚］（真晴院・御子様6月月割
金68両2分中借につき）　松本賢吾→春山喜平次
殿・入弥左衛門殿・野中直之助殿他1名

明治4年未6月 竪紙・1通 ひ297-22

石倉藤右衛門中借証文［覚］（貞松院様6月分月
割金50両につき）　石倉藤右衛門→富永新平殿

明治4年未6月 竪紙・1通 ひ297-23

藤井浅右衛門中借証文［覚］（真珠院法事料等12
両につき）　藤井浅右衛門→富永新平殿

明治4年未7月 竪紙・1通 ひ297-24

藤井浅右衛門中借証文［覚］（正月～3月までの
月給134両余中借につき）　藤井浅右衛門→入弥
左衛門殿・春山喜平次殿・野中直之助殿他1名

明治4年未7月 竪紙・1通 ひ297-25

松本賢吾中借証文［覚］（真晴院様明治2年賄料
100両につき）　松本賢吾→岡野敬一郎殿

明治4年未3月 竪紙・1通 ひ297-26

佐藤美与喜中借証文［覚］（真田幸民発途入料
150両につき）　佐藤美与喜→富永新平殿

明治4年未8月 竪紙・1通 ひ297-27

宮入慎七郎中借証文［覚］（知事5月分月割金120
両につき）　宮入慎七郎→春山喜平次殿・入弥左衛

明治4年未5月 竪紙・1通 ひ297-28

２　藩主・真田家／勝手方／知藩事一族月割金
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門殿・野中直之助殿他1名

松本賢吾中借証文［覚］（真晴院・御子様5月月割
金68両2分につき）　松本賢吾→春山喜平次殿・入
弥左衛門殿・野中直之助殿他1名

明治4年未6月 竪紙・1通 ひ297-29

石倉藤右衛門中借証文［覚］（貞松院様明治4年
賄料50両につき）　石倉藤右衛門→富永新平殿

明治4年未6月 竪紙・1通 ひ297-30

宮入慎七郎中借証文［覚］（真田幸民9月分月割
金32両につき）　宮入慎七郎→春山喜平次殿・入弥
左衛門殿・田沢廉助殿

明治4年未8月 竪紙・1通 ひ297-31

宮入慎七郎中借証文［覚］（真田幸民家禄の内5
両1分余につき）　宮入慎七郎→春山喜平次殿・入
弥左衛門殿・田沢廉助殿

明治4年未9月 竪紙・1通 ひ297-32

稲葉茂十郎中借証文［覚］（鉄沓代1両につき）　
稲葉茂十郎→春山喜平次殿

（明治4年）未9月28日 切紙・1通 ひ297-33

稲葉茂十郎中借証文［覚］（9月中馬1疋飼料6両2
分余につき）　稲葉茂十郎→春山喜平次殿

（明治4年）未9月28日 切紙・1通 ひ297-34

矢野六蔵中借証文［証］（真田幸民家禄の内500
貫文につき）　矢野六蔵→富永新平殿

明治4年未9月 竪紙・1通 ひ297-35

鈴木富治中借証文［覚］（真田幸民帰京の伴の弁
当代等1両につき）　鈴木富治→春山喜平次殿・入
弥左衛門殿・田沢廉助殿

明治4年未9月 竪紙・1通 ひ297-36

小野善四郎中借証文［証］（真田幸民荷物道中人
足賃57両中借につき）　小野善四郎→‐

明治4年未9月 竪紙・1通 ひ297-37

松本賢吾中借証文［覚］（真晴院・御子様7月月割
金68両2分中借につき）　松本賢吾→春山喜平次
殿・入弥左衛門殿・野中直之助殿他1名

明治4年未7月 竪紙・1通 ひ297-38

石倉藤右衛門中借証文［証］（貞松院様8月分月
割金50両中借につき）　石倉藤右衛門→富永新平
殿

明治4年未8月 竪紙・1通 ひ297-39

小野善四郎中借証文［証］（文聴院様法事入料7
両2分中借につき）　小野善四郎→‐

明治4年未10月 竪紙・1通 ひ297-40

石倉藤右衛門中借証文［覚］（貞松院様9月分月
割金50両につき）　石倉藤右衛門→富永新平殿

明治4年未9月 竪紙・1通 ひ297-41

松本賢吾中借証文［覚］（真晴院様・御子様9月月
割金68両2分につき）　松本賢吾→春山喜平次殿・
入弥左衛門殿・田沢廉助殿

明治4年未9月 竪紙・1通 ひ297-42

祢津刑左衛門中借証文［覚］（真晴院様7月分月
割金49両余につき）　祢津刑左衛門→岡野敬一郎
殿・岸善八殿

明治3年午7月 竪紙・1通 ひ297-43

祢津刑左衛門中借証文［覚］（御子様7月分月割
金19両2分につき）　祢津刑左衛門→岡野敬一郎
殿・岸善八殿

明治3年午7月 竪紙・1通 ひ297-44

佐藤美与喜中借証文［覚］（真田幸民発途入料 明治4年未8月 竪紙・1通 ひ297-45

２　藩主・真田家／勝手方／知藩事一族月割金
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