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北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より鉄砲方入料8両につき）　北
島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・
水井市治殿・佐藤伊与之進殿他2名

万延元年申7月12日 竪紙・1通 ひ301-52

北島理兵衛中借証文［覚］（別段御趣意拝借金取
立の内より床几廻り入料10両につき）　北島
理兵衛→斉藤善蔵殿・水井市治殿・佐藤伊与之進殿他
1名

万延元年申6月19日 竪紙・1通 ひ301-53

北島元之助中借証文［覚］（別段御趣意拝借金取
立の内より鉄砲方入料3両につき）　北島元之
助→斉藤善蔵殿・水井市治殿・関山平治他2名

万延元年申4月 竪紙・1通 ひ301-54

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より鉄砲方入料4両につき）　北
島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・
水井市治殿・関山平治殿他3名

安政6年未12月28日 竪紙・1通 ひ301-55

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より235両につき）　北島元之助・
北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・水井市治
殿・関山平治殿他3名

安政6年未12月28日 竪紙・1通 ひ301-56

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より鉄砲方入料3両につき）　北
島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・
水井市治殿・関山平治殿他1名

安政6年未11月 竪継紙・1通 ひ301-57

北島理兵衛中借証文［覚］（別段御趣意拝借金取
立の内より鉄砲方稽古入料5両につき）　北島
理兵衛→斉藤善蔵殿・水井市治殿・関山平治殿他1名

安政6年未7月 竪継紙・1通 ひ301-58

北島元之助中借証文［覚］（別段御趣意拝借金取
立の内より8両につき）　北島元之助→斉藤善蔵
殿・水井市治殿・関山平治殿他1名

安政6年未6月 竪継紙・1通 ひ301-59

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より床几廻り入料10両につき）
北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・水井市治
殿・関山平治殿他1名

安政6年未5月25日 竪紙・1通 ひ301-60

北島元之助他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より鉄砲方入料3両につき）　北
島元之助・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・水井市治殿・
関山平治殿他1名

安政6年未5月14日 竪紙・1通 ひ301-61

北島元之助他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より53両余につき）　北島元之
助・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・水井市治殿・関山平
治殿他1名

安政6年未4月25日 竪紙・1通 ひ301-62

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より床几廻り入料10両余につ
き）　北島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤
善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政5年午12月 竪紙・1通 ひ301-63

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝 安政5年午12月 竪紙・1通 ひ301-64
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借金取立の内より鉄砲方入料2両につき）　北
島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・
佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より300両余につき）　北島元之
助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又
左衛門殿・関山平治殿他1名

安政5年午12月 竪紙・1通 ひ301-65

倉田三之丞他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より166両につき）　助倉田三之
丞・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又
左衛門殿・関山平治殿他1名　差出は貼紙で修正

安政5年午12月28日 竪紙・1通 ひ301-66

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より50両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平
治殿他1名　差出は貼紙で修正

安政5年午12月26日 竪紙・1通 ひ301-67

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より65両につき）　北島元之助・
北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿・関山平治殿他1名

安政5年午12月 竪紙・1通 ひ301-68

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金内預の内より15両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→徳嵩恒吉殿・大島富作殿・斉藤善蔵殿
他2名

嘉永6年丑7月20日 竪紙・1通 ひ301-69

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金内預の内より5両につき）　北島理兵衛・関
田慶左衛門→徳嵩恒吉殿・菊池浪治殿・佐川又左衛門
殿

嘉永6年丑9月20日 竪紙・1通 ひ301-70

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より25両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左
仲他1名

嘉永6年丑12月14日 竪紙・1通 ひ301-71

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より30両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿他2名

嘉永6年丑12月19日 竪紙・1通 ひ301-72

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より20両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿他2名

嘉永6年丑12月20日 竪紙・1通 ひ301-73

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より50両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿他2名

嘉永6年丑12月23日 竪紙・1通 ひ301-74

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より5両につき）　北島理兵衛・関
田慶左衛門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛門

嘉永6年丑12月 竪継紙・1通 ひ301-75
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殿他2名

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より50両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿他2名

嘉永6年丑12月25日 竪紙・1通 ひ301-76

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より70両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿他2名

嘉永6年丑12月27日 竪紙・1通 ひ301-77

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より60両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿他2名

嘉永6年丑12月28日 竪紙・1通 ひ301-78

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より15両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿他2名

嘉永6年丑12月27日 竪紙・1通 ひ301-79

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より50両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿他2名

嘉永6年丑12月晦日 竪紙・1通 ひ301-80

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より3両2分余につき）　北島理
兵衛・関田慶左衛門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿他2名

嘉永7年寅正月 竪紙・1通 ひ301-81

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より10両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿他2名

嘉永7年寅2月1日 竪紙・1通 ひ301-82

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より2両1分につき）　北島理兵
衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・斉
藤左仲他1名

嘉永7年寅6月 竪紙・1通 ひ301-83

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より7両につき）　北島理兵衛→
斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・斉藤左仲他1名

嘉永7年寅7月12日 竪紙・1通 ひ301-84

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より30両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・助水井
市治殿他1名

安政元年寅12月12日 竪紙・1通 ひ301-85

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より借入金利足返済分15両に
つき）　北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

安政元年寅12月 竪紙・1通 ひ301-86

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝 安政元年寅12月 竪紙・1通 ひ301-87
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借金取立の内より借入金利足返済分15両に
つき）　北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より借入金利足返済分15両に
つき）　北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

安政元年寅12月 竪紙・1通 ひ301-88

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より借入金利足返済分40両に
つき）　北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

安政元年寅12月 竪紙・1通 ひ301-89

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より借入金利足返済分25両に
つき）　北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

安政元年寅12月21日 竪紙・1通 ひ301-90

関田慶左衛門中借証文［覚］（別段御趣意拝借金
取立の内より借入金利足返済分45両につき）
関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左
仲殿他1名

安政元年寅12月12日 竪紙・1通 ひ301-91

春日儀左衛門他一名中借証文［覚］（別段内預り
の内より6両1分余につき）　春日儀左衛門・水井
忠蔵→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・助水井市治殿他
2名

安政元年寅12月28日 竪紙・1通 ひ301-92

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より借入金利足返済分160両に
つき）　北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

安政元年寅12月 竪紙・1通 ひ301-93

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より床几廻り入料10両につき）
北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿・谷口左仲殿他1名

安政2年卯正月12日 竪紙・1通 ひ301-94

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意
拝借金取立の内より床几廻り入料115両につ
き）　北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

安政元年寅12月 竪紙・1通 ひ301-95

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意
拝借金取立の内より鉄砲方入料10両3分につ
き）　北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

安政2年卯2月 竪紙・1通 ひ301-96

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より借入金利足入料2両3分等
につき）　北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・
佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

安政2年卯2月 竪紙・1通 ひ301-97

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より鉄砲方入料5両等につき） 
北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛

安政2年卯2月15日 竪紙・1通 ひ301-98
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門殿・谷口左仲殿他1名

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より1千両等につき）　北島理兵
衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷
口左仲殿他1名

安政2年卯2月27日 竪紙・1通 ひ301-99

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より鉄砲方入料10両等につき）
北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿・谷口左仲殿他1名

安政2年卯7月 竪紙・1通 ひ301-100

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より10両等につき）　北島理兵
衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷
口左仲殿他1名

安政2年卯7月 竪紙・1通 ひ301-101

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より51両２分につき）　北島理
兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
谷口左仲殿他1名

安政2年卯7月 竪紙・1通 ひ301-102

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立の内より100両につき）　北島理兵衛・
関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平
治殿他1名

安政2年卯12月15日 竪紙・1通 ひ301-103

高坂民左衛門他一名中借証文［覚］（別段御趣意
拝借金取立の内より40両につき）　助高坂民左
衛門・北島理兵衛→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関
山平治殿他1名

安政2年卯12月20日 竪紙・1通 ひ301-104

高坂民左衛門他一名中借証文［覚］（別段御趣意
拝借金取立の内より鉄砲方入料15両につき）
助高坂民左衛門・北島理兵衛→斉藤善蔵殿・佐川又左
衛門殿・関山平治殿

安政2年卯12月21日 竪紙・1通 ひ301-105

高坂民左衛門他一名中借証文［覚］（別段御趣意
拝借金取立の内より10両につき）　助高坂民左
衛門・北島理兵衛→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関
山平治殿他1名

安政2年卯12月 竪紙・1通 ひ301-106

高坂民左衛門他一名中借証文［覚］（別段御趣意
拝借金取立の内より150両につき）　助高坂民
左衛門・北島理兵衛→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
関山平治殿他1名

安政2年卯12月27日 竪紙・1通 ひ301-107

高坂民左衛門他一名中借証文［覚］（別段御趣意
拝借金取立の内より50両につき）　助高坂民左
衛門・北島理兵衛→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関
山平治殿他1名

安政2年卯12月29日 竪紙・1通 ひ301-108

高坂民左衛門他一名中借証文［覚］（別段御趣意
拝借金取立の内より床几廻り入料10両につ
き）　高坂民左衛門・北島理兵衛→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政2年卯12月29日 竪紙・1通 ひ301-109
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高坂民左衛門他一名中借証文［覚］（別段御趣意
拝借金取立の内より床几廻り入料10両につ
き）　高坂民左衛門・北島理兵衛→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政3年辰3月 竪紙・1通 ひ301-110

高坂民左衛門他一名中借証文［覚］（別段御趣意
拝借金内預けの内より返済金5両２朱余につ
き）　高坂民左衛門・北島理兵衛→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政3年辰5月 竪紙・1通 ひ301-111

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意
拝借金内預けの内より返済金5両２朱余につ
き）　北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政3年辰7月 竪紙・1通 ひ301-112

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金内預けの内より返済金６両につ
き）　北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政3年辰7月 竪紙・1通 ひ301-113

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金内預けの内より返済金80両につ
き）　助北島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉
藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政3年辰12月 竪紙・1通 ひ301-114

北島元之助他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より返済金120両につき）　助
北島元之助・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿・関山平治殿他1名

安政3年辰12月 竪紙・1通 ひ301-115

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より返済金3両につき）　助北
島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・
佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政3年辰12月25日 竪紙・1通 ひ301-116

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より返済金50両につき）　助
北島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵
殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政3年辰12月 竪紙・1通 ひ301-117

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より返済金60両につき）　助
北島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵
殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政3年辰12月27日 竪紙・1通 ひ301-118

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より床几廻り鉄砲入料金10
両につき）　助北島元之助・北島理兵衛・関田慶左
衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1
名

安政3年辰11月 竪紙・1通 ひ301-119

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より借入金返済金96両余に
つき）　助北島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→
斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政3年辰12月 竪紙・1通 ひ301-120

北島理兵衛他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝 安政4年巳正月28日 竪紙・1通 ひ301-121
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借金取立金の内より１両3分余両余につき）
助北島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵
殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より44両余両余につき）　助
北島元之助・北島理兵衛→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳3月 竪紙・1通 ひ301-122

北島元之助他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より5両3分余につき）　助北
島元之助・北島理兵衛→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳3月 竪紙・1通 ひ301-123

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より35両1分余につき）　北島
理兵衛→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他
1名

安政4年巳9月23日 竪紙・1通 ひ301-124

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より60両につき）　助北島元之
助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又
左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳12月25日 竪紙・1通 ひ301-125

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より鉄砲稽古場入料2両につ
き）　助北島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉
藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳12月 竪紙・1通 ひ301-126

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より134両につき）　助北島元
之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳12月 竪紙・1通 ひ301-127

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より230両につき）　助北島元
之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳12月 竪紙・1通 ひ301-128

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より100両につき）　助北島元
之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳12月 竪紙・1通 ひ301-129

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より130両につき）　助北島元
之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳12月 竪紙・1通 ひ301-130

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より116両2分余につき）　助
北島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵
殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳12月 竪紙・1通 ひ301-131

北島元之助他二名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より1床几廻り砲術入料10両
につき）　助北島元之助・北島理兵衛・関田慶左衛門

安政4年巳12月 竪紙・1通 ひ301-132

６　藩政／財方／施策遂行費・旅費中内借



－ 187－

→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

北島理兵衛他一名中借証文［覚］（別段御趣意拝
借金取立金の内より1床几廻り砲術入料10両
につき）　北島理兵衛・関田慶左衛門→斉藤善蔵殿・
佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名　破損

安政5年午5月29日 竪紙・1通 ひ301-133

北島理兵衛中借証文［覚］（別段御趣意拝借金取
立金の内より30両3分余につき）　北島理兵衛
→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名　
破損

安政5年午6月21日 竪紙・1通 ひ301-134

（丑年品々献上請取元帳、中借証文綴　嘉永7年2
月～安政元年12年）　綴紐付札「安政元寅年中借」

60点 ひ298

宮下兵馬中借証文［覚］（内用のため24両につ
き）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・助水
井市治殿他1名

安政元年寅12月28日 竪紙・1通 ひ298-1

宮下兵馬中借証文［覚］（内用のため150両につ
き）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・助水
井市治殿他1名

安政元年寅12月27日 竪紙・1通 ひ298-2

宮下兵馬中借証文［覚］（内用のため150両につ
き）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・助水
井市治殿他1名

安政元年寅12月27日 竪紙・1通 ひ298-3

宮沢善治中借証文［覚］（道中賃銭旅籠銭のため
100両につき）　宮沢善治／（奥印）宮下兵馬→斉藤
善蔵殿・佐川又左衛門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月24日 竪紙・1通 ひ298-4

宮下兵馬中借証文［覚］（内用のため92両余につ
き）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・助水
井市治殿他1名／（奥印）宮下兵馬

安政元年寅12月23日 竪紙・1通 ひ298-5

高野覚之助他一名中借証文［覚］（借入金利足滞
返済のため125両余につき）　高野覚之助・片桐
重之助／（奥印）高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月20日 竪紙・1通 ひ298-6

宮下兵馬中借証文［覚］（内用のため24両につ
き）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川五左衛門殿・助水
井市治殿他1名

安政元年寅12月28日 竪紙・1通 ひ298-7

宮下兵馬中借証文［覚］（借入金利足返済御用金
のため50両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月20日 竪紙・1通 ひ298-8

宮下兵馬中借証文［覚］（借入金利足返済御用金
のため18両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月20日 竪紙・1通 ひ298-9

高田幾太中借証文［覚］（借入金利足返済御用金
のため11両余につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・
佐川又左衛門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月19日 竪紙・1通 ひ298-10

宮沢善治中借証文［覚］（大坂白山彦五郎借入金
85両につき）　宮沢善治／（奥印）高田幾太→斉藤
善蔵殿・佐川又左衛門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月19日 竪紙・1通 ひ298-11
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宮沢善治中借証文［覚］（大坂白山彦五郎借入金
44両につき）　宮沢善治／（奥印）高田幾太→斉藤
善蔵殿・佐川又左衛門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月19日 竪紙・1通 ひ298-12

宮沢善治中借証文［覚］（大坂山家屋熊治郎利14
両2分につき）　宮沢善治／（奥印）高田幾太→斉藤
善蔵殿・佐川又左衛門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月19日 竪紙・1通 ひ298-13

宮沢善治中借証文［覚］（大坂白山彦五郎借入金
44両につき）　宮沢善治／（奥印）高田幾太→斉藤
善蔵殿・佐川又左衛門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月19日 竪紙・1通 ひ298-14

宮沢善治中借証文［覚］（御用のため93両につ
き）　宮沢善治／（奥印）高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月19日 竪紙・1通 ひ298-15

宮下兵馬中借証文［覚］（江戸借入金利足返済
515両3分余につき）　宮沢善治／（奥印）高田幾太
→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月16日 竪紙・1通 ひ298-16

宮沢善治中借証文［覚］（大坂白山彦五郎のため
500両につき）　宮沢善治／（奥印）高田幾太→斉藤
善蔵殿・佐川又左衛門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月13日 竪紙・1通 ひ298-17

宮沢善治中借証文［覚］（御用のため93両につ
き）　宮沢善治／（奥印）高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月19日 竪紙・1通 ひ298-18

宮沢善治中借証文［覚］（大坂炭屋彦五郎よりの
借入金利足返済のため70両につき）　宮沢善
治／（奥印）高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
助水井市治殿他1名

安政元年寅12月19日 竪紙・1通 ひ298-19

高田幾太中借証文［覚］（内用差掛御用のため60
両につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅12月14日 竪紙・1通 ひ298-20

高田幾太中借証文［覚］（江府借入金利足返済の
ため200両につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・助水井市治殿他1名

安政元年寅11月 竪紙・1通 ひ298-21

高田幾太中借証文［覚］（借入金利足返済のため
36両余につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左
衛門殿・谷口左仲他1名

嘉永7年寅11月13日 竪紙・1通 ひ298-22

宮下兵馬中借証文［覚］（御内用金御用のため30
両につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・谷口左仲他1名

嘉永7年寅10月29日 竪紙・1通 ひ298-23

宮下兵馬中借証文［覚］（借入金利足返済のため
120両1分につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・谷口左仲他1名

嘉永7年寅10月18日 竪紙・1通 ひ298-24

宮下兵馬中借証文［覚］（御内用金差掛り御用の
ため5両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又
左衛門殿・谷口左仲殿

嘉永7年寅9月15日 竪継紙・1通 ひ298-25

宮下兵馬中借証文［覚］（御内用金差掛り御用の
ため100両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川

嘉永7年寅9月10日 竪紙・1通 ひ298-26
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又左衛門殿・助水井市治殿他1名

宮下兵馬中借証文［覚］（御内用金差掛り御用の
ため100両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

嘉永7年寅8月23日 竪紙・1通 ひ298-27

宮下兵馬中借証文［覚］（江府借入金利足返済の
ため90両余につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・谷口左仲他1名

嘉永7年寅8月23日 竪紙・1通 ひ298-28

竹村金吾中借証文［覚］（江戸大銃品々入料190
両につき）　竹村金吾→竹村金吾殿・佐川又左衛門
殿・谷口左仲殿他1名

嘉永7年寅7月23日 竪紙・1通 ひ298-29

竹村金吾中借証文［覚］（江戸大銃品々入料190
両につき）　竹村金吾→竹村金吾殿・佐川又左衛門
殿・谷口左仲殿他1名

嘉永7年寅7月23日 竪紙・1通 ひ298-30

竹村金吾中借証文［覚］（江戸借入金利足返済
160両2分余につき）　竹村金吾→竹村金吾殿・佐
川又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

嘉永7年寅7月26日 竪紙・1通 ひ298-31

宮下兵馬中借証文並びに御金掛貼紙［覚］（御用
のため200両につき並びに当用金がなかった
なら借入口より借用願の旨）　宮下兵馬→斉藤
善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

嘉永7年寅7月22日 竪継紙・1通 ひ298-32

高田幾太中借証文［覚］（内用金50両につき）　高
田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他
1名

嘉永7年寅7月10日 竪紙・1通 ひ298-33

高田幾太中借証文［覚］（借入金利足入料11両２
分余につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿・助水井市治殿他1名

嘉永7年寅7月23日 竪継紙・1通 ひ298-34

宮下兵馬中借証文［覚］（江戸大銃品々入料190
両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・助水井市治殿他1名

嘉永7年寅6月21日 竪紙・1通 ひ298-35

野中喜左衛門中借証文［覚］（銅山御用のため
250両につき）　野中喜左衛門／（奥印）宮下兵馬→
斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

嘉永7年寅6月 竪紙・1通 ひ298-36

宮下兵馬中借証文［覚］（江府借入金利足返済55
両1分につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左
衛門殿・谷口左仲殿他1名

嘉永7年寅6月7日 竪継紙・1通 ひ298-37

竹村金吾中借証文［覚］江府借入金利足返済（70
両につき）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・谷口左仲殿他1名

嘉永7年寅5月22日 竪継紙・1通 ひ298-38

磯田音門中借証文［覚］（内用金26両につき）　磯
田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他
1名

嘉永7年寅7月29日 竪継紙・1通 ひ298-39

磯田音門中借証文［覚］（内用金10両につき）　磯
田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他
1名

嘉永7年寅4月26日 竪紙・1通 ひ298-40

磯田音門中借証文［覚］（内用金5両につき）　磯 嘉永7年寅4月20日 竪継紙・1通 ひ298-41

６　藩政／財方／施策遂行費・旅費中内借



－ 190－

田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他
1名

磯田音門中借証文［覚］（内用金200両につき）　
磯田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿
他1名

嘉永7年寅4月20日 竪継紙・1通 ひ298-42

磯田音門中借証文［覚］（江戸借入金利足返済金
75両につき）　磯田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿・谷口左仲殿他1名

嘉永7年寅4月20日 竪紙・1通 ひ298-43

野中喜左衛門中借証文［覚］（銀座前借金年賦割
合返納丑年分150両につき）　野中喜左衛門／
（奥印）磯田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口
左仲殿他1名

嘉永7年寅4月20日 竪紙・1通 ひ298-44

磯田音門中借証文［覚］（内用金15両につき）　磯
田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他
1名

嘉永7年寅4月朔日 竪紙・1通 ひ298-45

磯田音門中借証文［覚］（江戸借入金利足返済金
75両につき）　磯田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿・谷口左仲殿他1名

嘉永7年寅4月20日 竪紙・1通 ひ298-46

磯田音門中借証文［覚］（借入金利足返済25両に
つき）　磯田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷
口左仲殿他1名

嘉永7年寅3月22日 竪紙・1通 ひ298-47

宮入兵馬中借証文［覚］（内用金100両につき）　
宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿
他1名

嘉永7年寅3月5日 竪紙・1通 ひ298-48

磯田音門中借証文［覚］（内用金5両につき）　磯
田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他
1名

嘉永7年寅3月5日 竪紙・1通 ひ298-49

磯田音門中借証文［覚］（内用金10両につき）　磯
田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他
1名

嘉永7年寅3月4日 竪紙・1通 ひ298-50

磯田音門中借証文［覚］（内用金5両につき）　磯
田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他
1名

嘉永7年寅2月晦日 竪紙・1通 ひ298-51

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金5両につき）　宮
下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他
1名

嘉永7年寅2月晦日 竪継紙・1通 ひ298-52

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金5両2朱余につ
き）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口
左仲殿他1名

嘉永7年寅2月22日 竪継紙・1通 ひ298-53

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金10両につき）　宮
下兵馬→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿他
2名

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 ひ298-54

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金12両につき）　宮
下兵馬→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿他
2名

嘉永7年寅2月5日 竪継紙・1通 ひ298-55
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宮下兵馬中借証文［覚］（内用金10両につき）　宮
下兵馬→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿他
2名

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 ひ298-56

磯田音門中借証文［覚］（内用金10両につき）　磯
田音門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿他
2名

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 ひ298-57

磯田音門中借証文［覚］（内用金1両2分につき） 
磯田音門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿
他2名

嘉永7年寅正月 竪継紙・1通 ひ298-58

磯田音門中借証文［覚］（内用金37両2分につき）
磯田音門→徳嵩恒吉殿・斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿
他2名

嘉永7年寅正月22日 竪紙・1通 ひ298-59

［丑年品々献上請取元帳］（裏表紙）　御余慶方→
‐

10月 包紙・1点 ひ298-60

（中借証文綴　安政2年正月～12月）　 48点 ひ304

宮本慎助他一名中借証文［覚］（御用金160両に
つき）　宮本慎助・宮沢善治／（奥印）竹村金吾→斉
藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政2年卯12月27日 竪紙・1通 ひ304-1

宮本慎助中借証文［覚］（利足返済金22両余につ
き）　宮本慎助・宮沢善治／（奥印）竹村金吾→斉藤善
蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政2年卯12月26日 竪紙・1通 ひ304-2

高野覚之進他一名中借証文［覚］（利足返済金
110両2分余につき）　高野覚之進・片桐市之助／
（奥印）竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山
平治殿他1名

安政2年卯12月26日 竪紙・1通 ひ304-3

春日儀左衛門中借証文［覚］（国役普請目論見見
分入料金100両につき）　春日儀左衛門→斉藤善
蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿

安政2年卯12月26日 竪紙・1通 ひ304-4

春日儀左衛門中借証文［覚］（国役普請目論見見
分入料金100両につき）　春日儀左衛門／（奥印）
高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿

安政2年卯12月26日 竪紙・1通 ひ304-5

竹村金吾中借証文［覚］（借入金利息足返済50両
につき）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
関山平治殿他1名

安政2年卯12月25日 竪紙・1通 ひ304-6

水井忠蔵中借証文［覚］（御用金１両１分余につ
き）　水井忠蔵／（奥印）竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政2年卯12月22日 竪紙・1通 ひ304-7

竹村金吾中借証文［覚］（借入金利息足返済50両
につき）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
関山平治殿他1名

安政2年卯12月26日 竪紙・1通 ひ304-8

宮沢善治中借証文［覚］（大坂山家熊次郞より借
入金14両1分余につき）　宮沢善治／（奥印）竹村
金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1
名

安政2年卯12月21日 竪紙・1通 ひ304-9

竹村金吾中借証文［覚］（借入金利足110両につ 安政2年卯12月20日 竪紙・1通 ひ304-10
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き）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山
平治殿他1名

野中喜左衛門中借証文［覚］（借入金利足250両
につき）　野中喜左衛門／（奥印）竹村金吾→斉藤善
蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政2年卯12月18日 竪紙・1通 ひ304-11

竹村金吾中借証文［覚］（江戸向より借金利足
400両につき）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左
衛門殿・関山平治殿他1名

安政2年卯12月8日 竪紙・1通 ひ304-12

片桐重之助中借証文［覚］（返済のため才覚金
300両につき）　片桐重之助→斉藤善蔵殿・佐川又
左衛門殿・関山平治殿他1名

安政2年卯12月8日 竪切紙・1通 ひ304-13

春日儀左衛門中借証文［覚］（国役普請願一件の
ため金30両につき）　春日儀左衛門／（奥印）竹村
金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1
名

安政2年卯12月8日 竪切紙・1通 ひ304-14

竹村金吾中借証文［覚］（国役普請願一件のため
金30両につき）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左
衛門殿・関山平治殿他1名

安政2年卯12月8日 竪切紙・1通 ひ304-15

山寺源太夫中借証文［覚］（借入金利足返済金60
両につき）　山寺源太夫→斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿・関山平治殿他1名

安政2年卯11月28日 竪切紙・1通 ひ304-16

山寺源太夫中借証文［覚］（借入金利足返済金50
両につき）　山寺源太夫→斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿・関山平治殿他1名

安政2年卯11月26日 竪紙・1通 ひ304-17

山寺源太夫中借証文［覚］（御用金50両につき） 
山寺源太夫→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治
殿他1名

安政2年卯11月25日 竪紙・1通 ひ304-18

竹村金吾中借証文［覚］（国風五百匁御筒製造入
料408両3分につき）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・谷口左仲殿他1名

安政2年卯11月22日 竪紙・1通 ひ304-19

宮下兵馬中借証文［覚］（御用106両につき）　宮
下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他
1名

安政2年卯10月16日 竪紙・1通 ひ304-20

竹村金吾中借証文［覚］（借入金119両につき）　
竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿
他1名

安政2年卯10月14日 竪紙・1通 ひ304-21

宮本慎助他一名中借証文［覚］（御用金13両3分
につき）　宮本慎助・宮本善治／（奥印）竹村金吾→
斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政2年卯10月14日 竪紙・1通 ひ304-22

宮本慎助他一名中借証文［覚］（大坂炭屋彦兵衛
より借入利足返済為替金到来のため89両2分
余につき）　宮本慎助・宮本善治／（奥印）竹村金吾
→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政2年卯10月14日 竪紙・1通 ひ304-23

宮本慎助他一名中借証文［覚］（大坂炭屋彦兵衛
より借入利足元金返済金2千両につき）　宮本

安政2年卯10月14日 竪紙・1通 ひ304-24
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慎助・宮本善治／（奥印）竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

宮下兵馬中借証文［覚］（御用金40両につき）　宮
下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿他
1名

安政2年卯10月13日 竪紙・1通 ひ304-25

宮下兵馬中借証文［覚］（借入金利足返済12両余
につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
谷口左仲殿他1名

安政2年卯10月13日 竪紙・1通 ひ304-26

竹村金吾中借証文［覚］（御用金12両余につき） 
竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿
他1名

安政2年卯10月11日 竪紙・1通 ひ304-27

竹村金吾中借証文［覚］（御用金5両余につき）　
竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿
他1名

安政2年卯10月9日 竪紙・1通 ひ304-28

高田幾太中借証文［覚］（御用金20両余につき） 
高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿
他1名

安政2年卯10月8日 竪紙・1通 ひ304-29

高田幾太中借証文［覚］（江府借入利足100両余
につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
谷口左仲殿他1名

安政2年卯9月22日 竪紙・1通 ひ304-30

春日儀左衛門中借証文［覚］（殿向普請1両につ
き）　春日儀左衛門・水井忠蔵→斉藤善蔵殿・佐川又
左衛門殿・谷口左仲殿殿他1名

安政2年卯9月20日 竪紙・1通 ひ304-31

高田幾太中借証文［覚］（才覚金利足返済23両余
につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
谷口左仲殿他1名

安政2年卯8月17日 竪紙・1通 ひ304-32

竹村金吾中借証文［覚］（御用金10両余につき） 
竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿
他1名

安政2年卯7月25日 竪紙・1通 ひ304-33

竹村金吾中借証文［覚］（借入金利足返済金50両
余につき）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・谷口左仲殿他1名

安政2年卯7月4日 竪継紙・1通 ひ304-34

菅沼九兵衛中借証文［覚］（御用金10両余につ
き）　菅沼九兵衛→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷
口左仲殿他1名

安政2年卯5月4日 竪紙・1通 ひ304-35

宮下三郎治他一名中借証文［覚］（学校入料とし
て太刀一腰につき）　宮下三郎治・大川才兵衛→
斉藤善蔵殿

（安政2年）卯4月 横切継紙・1通 ひ304-36

竹村金吾中借証文［覚］（内用金支障のため御用
金5両につき）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左
衛門殿・谷口左仲他1名

安政2年卯4月25日 竪継紙・1通 ひ304-37

竹村金吾中借証文［覚］（御用金10両につき）　竹
村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲他1
名

安政2年卯4月20日 竪紙・1通 ひ304-38

竹村金吾中借証文［覚］（御用金15両につき）　 安政2年卯4月15日 竪紙・1通 ひ304-39
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竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲他
1名

竹村金吾中借証文［覚］（御内用要用のため20両
余につき）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・谷口左仲他1名

安政2年卯4月15日 竪紙・1通 ひ304-40

宮本慎助他一名中借証文［覚］（大坂炭屋彦兵衛
より借入利足元金返済金15両につき）　宮本
慎助・宮沢善治／（奥印）高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・谷口左仲他1名

安政2年卯3月22日 竪紙・1通 ひ304-41

宮本慎助他一名中借証文［覚］（大坂炭屋彦兵衛
より借入利足元金返済金435両につき）　宮本
慎助・宮沢善治／（奥印）高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・谷口左仲他1名

安政2年卯3月22日 竪紙・1通 ひ304-42

高田幾太中借証文［覚］（御内用金1両2分につ
き）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口
左仲他1名　破損大

安政2年卯3月□日 竪紙・1通 ひ304-43

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金支障金160両に
つき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷
口左仲他1名　破損大

安政2年卯2月 竪紙・1通 ひ304-44

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金要用のため100
両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・谷口左仲他1名　破損大

安政2年卯□月□日 竪紙・1通 ひ304-45

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金要用のため□両
につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
谷口左仲他1名　破損大、裏打済

安政2年卯正月24日 竪紙・1通 ひ304-46

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金要用のため□両
につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
谷口左仲他1名　破損大、裏打済

安政2年卯正月28日 竪紙・1通 ひ304-47

高田幾太中借証文［覚］（内用金要用のため6両
につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
谷口左仲他1名　破損大、裏打済

安政2年卯正月29日 竪紙・1通 ひ304-48

（中借証文綴　安政4年5月～12月）　 55点 ひ305

青柳丈左衛門中借証文［覚］（国役普請入料120
両につき）　青柳丈左衛門／（奥印）磯田音門→斉
藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳12月28日 竪紙・1通 ひ305-1

宮下兵馬中借証文［覚］（御用入料11両につき） 
宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿
他1名

安政4年巳12月28日 竪紙・1通 ひ305-2

高田幾太中借証文［覚］（借入金利足返済金150
両につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳12月28日 竪紙・1通 ひ305-3

高田幾太中借証文［覚］（借入金利足返済金100
両につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳12月27日 竪紙・1通 ひ305-4

高野覚之進他一名中借証文［覚］（借入金利足返 安政4年巳12月27日 竪紙・1通 ひ305-5
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済金82両余につき）　高野覚之進・片桐重之介／
（奥印）高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山
平治殿他1名

高野覚之進中借証文［覚］（大坂山家老熊治郞借
入金15両余につき）　高野覚之進／（奥印）高田幾
太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳12月27日 竪紙・1通 ひ305-6

高野覚之進中借証文［覚］（江戸借入金利足返済
金802両中借3分余につき）　高野覚之進／（奥
印）高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平
治殿他1名

安政4年巳12月24日 竪紙・1通 ひ305-7

宮下兵馬中借証文［覚］（御用金25両につき）　宮
下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他
1名

安政4年巳12月18日 竪紙・1通 ひ305-8

高田幾太中借証文［覚］（借入金利足返済金50両
につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
関山平治殿他1名

安政4年巳12月15日 竪紙・1通 ひ305-9

高田幾太中借証文［覚］（内用支障のため金15両
につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
関山平治殿他1名

安政4年巳12月11日 竪継紙・1通 ひ305-10

高田幾太中借証文［覚］（借入金利足返済金27両
中借２分につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳12月5日 竪紙・1通 ひ305-11

高田幾太中借証文［覚］（借入金利足返済金84両
中借２朱余につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳11月29日 竪継紙・1通 ひ305-12

青柳丈左衛門中借証文［覚］（国役普請入料50両
につき）　青柳丈左衛門／（奥印）磯田音門→斉藤善
蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳11月29日 竪継紙・1通 ひ305-13

高田幾太中借証文［覚］（内用支障のため金5両
につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
関山平治殿他1名

安政4年巳11月20日 竪紙・1通 ひ305-14

宮下兵馬中借証文［覚］（御用金100両につき）　
宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿
他1名

安政4年巳11月14日 竪紙・1通 ひ305-15

磯田音門中借証文［覚］（借入金利足返済金74両
につき）　磯田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
関山平治殿他1名

安政4年巳11月9日 竪継紙・1通 ひ305-16

磯田音門中借証文［覚］（御用金20両につき）　磯
田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他
1名

安政4年巳11月9日 竪紙・1通 ひ305-17

宮下兵馬中借証文［覚］（御用金100両につき）　
宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿
他1名

安政4年巳11月5日 竪紙・1通 ひ305-18

野中喜左衛門中借証文［覚］（御用金1両中借1分
につき）　野中喜左衛門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛

安政4年巳11月2日 竪紙・1通 ひ305-19
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門殿・関山平治殿他1名

宮下兵馬中借証文［覚］（借入金利足返済金3両
につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
関山平治殿他1名

安政4年巳10月27日 竪紙・1通 ひ305-20

宮下兵馬中借証文［覚］（借入金利足返済金78両
中借1分余につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳10月26日 竪紙・1通 ひ305-21

青柳丈左衛門中借証文［覚］（国役普請入料30両
につき）　青柳丈左衛門／（奥印）磯田音門→斉藤善
蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳10月19日 竪紙・1通 ひ305-22

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金支障のため金4
両余につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛
門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳10月18日 竪紙・1通 ひ305-23

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金支障のため金45
両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳10月7日 竪継紙・1通 ひ305-24

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金支障のため金7
両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳10月5日 竪継紙・1通 ひ305-25

竹村金吾中借証文［覚］（借入金利足返済金41両
余につき）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳9月26日 竪紙・1通 ひ305-26

竹村金吾中借証文［覚］（内用金支障のため金1
両につき）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳9月26日 竪紙・1通 ひ305-27

竹村金吾中借証文［覚］（内用金支障のため金59
両につき）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳9月20日 竪紙・1通 ひ305-28

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金支障のため金40
両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳9月10日 竪継紙・1通 ひ305-29

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金支障のため金25
両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳9月10日 竪紙・1通 ひ305-30

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金支障のため金25
両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳9月10日 竪継紙・1通 ひ305-31

宮下兵馬中借証文［覚］（借入金利足返済金10両
につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
関山平治殿他1名

安政4年巳9月10日 竪紙・1通 ひ305-32

宮下兵馬中借証文［覚］（借入金利足返済金46両
につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
関山平治殿他1名

安政4年巳9月4日 竪紙・1通 ひ305-33

竹村金吾中借証文［覚］（借入金利足返済金6両
余につき）　竹村金吾→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門

安政4年巳9月2日 竪紙・1通 ひ305-34
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殿・関山平治殿他1名

宮下兵馬中借証文［覚］（御用金50両につき）　宮
下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他
1名

安政4年巳9月朔日 竪紙・1通 ひ305-35

高田幾太中借証文［覚］（内用金支障のため金10
両につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳9月朔日 竪紙・1通 ひ305-36

青柳丈左衛門中借証文［覚］（国役普請金50両に
つき）　青柳丈左衛門／（奥印）磯田音門→斉藤善蔵
殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳8月 竪紙・1通 ひ305-37

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金支障のため金20
両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳8月25日 竪紙・1通 ひ305-38

高田幾太中借証文［覚］（江戸より借入金利足返
済金133両余につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳8月22日 竪紙・1通 ひ305-39

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金支障のため金5
両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳8月10日 竪紙・1通 ひ305-40

宮沢善治中借証文［覚］（御用金1千810両につ
き）　宮沢善治／（奥印）磯田音門→斉藤善蔵殿・佐川
又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳8月3日 竪紙・1通 ひ305-41

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金支障のため金20
両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳8月2日 竪紙・1通 ひ305-42

小野左金太中借証文［覚］（村方手当拝借金450
両につき）　小野左金太／（奥印）磯田音門→斉藤
善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳7月23日 竪紙・1通 ひ305-43

宮下兵馬中借証文［覚］（御用金350両につき）　
宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿
他1名

安政4年巳7月10日 竪紙・1通 ひ305-44

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金支障のため50両
につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
関山平治殿他1名

安政4年巳7月11日 竪継紙・1通 ひ305-45

磯田音門中借証文［覚］（借入金利足返済金50両
につき）　磯田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・
関山平治殿他1名

安政4年巳7月11日 竪継紙・1通 ひ305-46

磯田音門中借証文［覚］（御用金32両につき）　磯
田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他
1名

安政4年巳7月9日 竪継紙・1通 ひ305-47

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金差し掛かり御用
のため金50両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・
佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名　下部破損

安政4年巳7月8日 竪継紙・1通 ひ305-48

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金差し掛かり御用
のため金6両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・佐

安政4年巳6月29日 竪紙・1通 ひ305-49
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川又左衛門殿・関山平治殿他1名

宮下兵馬中借証文［覚］（内用金差し掛かり御用
のため金15両につき）　宮下兵馬→斉藤善蔵殿・
佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳11月5日 竪紙・1通 ひ305-50

高田幾太中借証文［覚］（内用金差し掛かり御用
のため金15両につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・
佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳閏5月22日 竪紙・1通 ひ305-51

宮沢善治中借証文［覚］（御用金1800両につき） 
宮沢善治／（奥印）高田幾太→斉藤善蔵殿・佐川又左
衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳閏5月22日 竪紙・1通 ひ305-52

高田幾太中借証文［覚］（内用金差し掛かり御用
のため金6両につき）　高田幾太→斉藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳閏5月20日 竪継紙・1通 ひ305-53

磯田音門中借証文［覚］（借入金利足返済金金10
両につき）　磯田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左衛門
殿・関山平治殿他1名

安政4年巳閏5月朔日日 竪継紙・1通 ひ305-54

磯田音門中借証文［覚］（差し掛かり御用のため
金45両につき）　磯田音門→斉藤善蔵殿・佐川又左
衛門殿・関山平治殿他1名

安政4年巳5月22日 竪継紙・1通 ひ305-55

福田小平太内借証文（大草仲岱内借金7両受取に
つき）　福田小平太→谷口左仲

万延元年申9月 切紙・1通 ひ116

岡野弥右衛門内借証文［覚］（50両につき）　岡野弥
右衛門→水野清右衛門殿　端裏書「岡野弥右衛門殿」

慶応3年卯12月 竪紙・1通 ひ134

畑権兵衛内借証文［覚］（25両につき）　畑権兵衛・加
判酒井市治→関田荘助殿　端裏書「畑権兵衛」

慶応2年寅12月 竪紙・1通 ひ135

忠蔵内借証文（内借金200両了承の旨礼等につき）
忠蔵→（酒井）市治

9月5日 切紙・1通 ひ136

藤田繁之丞内借証文［覚］（100両につき）　藤田繁
之丞→酒井市治殿・関田荘助殿　端裏書「藤田繁之丞」

慶応元年丑12月 竪紙・1通 ひ137

祢津繁人内借証文［覚］（70両につき）　祢津繁人→
宮下兵馬殿・長谷川三郎兵衛殿・斉藤友衛殿　端裏書「祢
津繁人」

万延元年申12月 竪紙・1通 ひ138

丸山保次内借証文［覚］（勤用のため40両につき） 
丸山保次→酒井市治殿　端裏書「丸山保次」

文久3年亥12月 竪紙・1通 ひ139

小山田采女殿内義家栄作内借証文［覚］（小山田采
女要用のため150両につき）　小山田采女殿内義家
栄作→酒井市治様・丸山保次様　端裏書「小山田采女殿
内義家栄作」

文久2年戌3月 竪紙・1通 ひ140

金児忠兵衛内借証文［覚］（50両につき）　金児忠兵
衛→草間一路殿　端裏書「金児忠兵衛徳田次郎左衛門上
京之節大坂ニ而拝借之分」

文久2年戌4月9日 竪紙・1通 ひ141

治郎左衛門書状（内借金の内正金返済日延願につ
き）　治郎左衛門→（水井）忠蔵様

29日 横切紙・1通 ひ142

金児忠兵衛他一名内借証文［覚］（50両につき）　 慶応2年寅3月8日 横切継紙・1通 ひ143
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金児忠兵衛・代印金児友太郎→水野清右衛門殿　端裏書
「金児忠兵衛殿」

土屋直吉他一名内借証文［覚］（下筋出張費50両を
両人籾切米の内より引当にて内借につき）　土
屋直吉・青山忠兵衛→酒井市治殿・水野清右衛門殿・関田
荘助殿　端裏書「青山忠兵衛・土屋直吉」

慶応3年卯9月 竪紙・1通 ひ144

綿貫泰蔵内借証文［覚］（下筋出張のため知行所内
の収納籾15俵を引当に50両内借につき）　綿貫
泰蔵→草間一路殿　端裏書「綿貫泰蔵」

慶応3年卯9月 竪紙・1通 ひ145

水井忠蔵内借証文［覚］（100両につき）　水井忠蔵→
酒井市治殿・水野清右衛門殿　端裏書「水井忠蔵」

文久3年亥4月 竪紙・1通 ひ146

水井忠蔵内借証文［覚］（伊藤一学要用のため同人
扶持方引当に200両内借につき）　水井忠蔵→酒
井市治殿・丸山保次殿・水野清右衛門殿　端裏書「水井忠
蔵」

文久2年戌12月11日 竪紙・1通 ひ147

長谷川三郎兵衛内借証文［覚］（570両につき）　長
谷川三郎兵衛→水野清右衛門殿　端裏書「長谷川三郎兵
衛殿」

文久3年亥12月 竪紙・1通 ひ148

河原左京内馬場惣左衛門他一名内借証文［覚］（河
原左京上京のため500両につき）　河原左京内馬
場惣左衛門・小林太兵衛→酒井市治殿・水野清右衛門殿 
端裏書「河原左京殿内馬場惣左衛門」

慶応2年寅3月 竪紙・1通 ひ149

河原左京内馬場惣左衛門内借証文［覚］（河原左京
要用のため300両につき）　河原左京内馬場惣左衛
門→水野清右衛門殿　端裏書「河原左京殿内馬場惣左衛
門」

元治元年子8月 竪紙・1通 ひ150

駒村佐十郎他一名内借証文［覚］（切米を引当に
100両につき）　駒村佐十郎・加判池田富之進→酒井
市治様・水野清右衛門様　端裏書「駒村佐十郎」

慶応元年丑12月 竪紙・1通 ひ151

春日儀左衛門内借証文［覚］（玉川左門の内借金
200両を内借につき）　春日儀左衛門→野中喜左衛
門殿・倉田三之丞殿　端裏書「玉川左門殿分春日殿証文」

文久3年亥3月29日 竪紙・1通 ひ152

牧嶋村玉川左門様御蔵元御借主多右衛門他五名
内借証文［差上申御内借金証文事］（借入金の内
より金25両を玉川左門知行地の内の収納籾を
引当に内借につき）　牧嶋村玉川左門様御蔵元御借
主多右衛門・受人成右衛門・同断八左衛門他3名→御勘定
所御内借御掛り御役所　無年号文書

竪継紙・1通 ひ153

高橋清藏内借証文［覚］（下筋手当金150両内借に
つき）　高橋清藏→酒井市治様・水野清右衛門殿　端裏
書「高橋」

明治2年巳7月 竪紙・1通 ひ154

高橋清藏内借証文［覚］（下筋手当金120両につき）
高橋清藏→酒井市治様・水野清右衛門殿

明治2年巳7月 竪紙・1通 ひ155

岩村寅松内借証文［覚］（東京表早追入用15両につ
き）　岩村寅松→酒井市治様・水野清右衛門殿　端裏書

明治2年巳9月17日 竪紙・1通 ひ156
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