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左衛門・片桐総左衛門／（奥印）高坂民左衛門→‐

［西越明地御小作地見分野帳］　渡辺朗→‐　貼紙
あり

元治元年甲子6月朔日 横半半・1冊 へ36-6-1

（西越明地御小作地絵図）　へｰ36ｰ6－1に挟込、2色
彩色

鋪・1点・245×
410

へ36-6-2

（鉄砲角場普請関連書類　嘉永7年7月～11月） 6点 へ36-7

開善寺大場清五郎請書［御請一札之事］（鉄砲角
場式御用のため西越沖畑地の代替地受領に
つき）　開善寺内大場清五郎→関田慶左衛門様・片
桐総左衛門様・御立合山下都作様

嘉永7年寅8月 竪紙・1通 へ36-7-1

御薮見瀧澤軍平請書［乍恐以書付御請申上候］
（御用地御引き上げ替地受領につき）　御薮見
瀧澤軍平→関田慶左衛門様・片桐総左衛門様・御立合
山下都作様　端裏書｢御薮見軍平｣

嘉永7年寅7月 竪紙・1通 へ36-7-2

清野村名主弥平太他三名申上書［乍恐以書付奉
申上候］（川欠高5斗5升5合7勺申請につき）　
清野村名主弥平太・組頭周兵衛・同平治・長百姓慶左
衛門→関田慶左衛門様

嘉永7年寅11月13日 竪半・1冊 へ36-7-3

御小作人中沢村甚作他九名請書［乍恐以書付御
請奉申上候］（小作山立木年貢相当の代金納
入指令につき）　御小作人中沢村甚作・殿山彦作・
馬喰町大七他8名／（奥印）西条村名主徳左衛門・組頭
新左衛門・長百姓重吉→関田慶左衛門様・片桐総左衛
門様・御立合山下都作様　虫損甚大、下ケ札あり

嘉永7年寅8月 竪半・1冊 へ36-7-4

西条村礒右衛門他二名請書［乍恐以書付御請奉
申上候］（御鉄砲角場御普請堰道付替え御用
のため西越沖御高辻取調指令につき）　西条
村磯右衛門・出作紙屋町勝右衛門・同郡馬喰町治助／
（奥印）右（西条）村名主徳左衛門・組頭新左衛門・長百
姓重吉→関田慶左衛門様・片桐総左衛門様・御立合山
下都作様

嘉永7年寅8月 竪半・1冊 へ36-7-5

西条村磯右衛門他四名願書［乍恐以書付御請奉
申上候］（御鉄砲角場御用のため所持地上納
にて難渋のため手当支給願につき）　西条村
儀右衛門・出作宮本慎助役代三十郎・紙屋町勝右衛
門・他2名／（奥印）右（西条）村名主徳左衛門・組頭新
左衛門・長百姓重吉→関田慶左衛門様・片桐総左衛門
様・御立合山下都作様

嘉永7年寅 竪半・1冊 へ36-7-6

（西越角場引上替地一件綴）　 8点 へ36-8

恩田頼母達（別紙伺いの通り決済につき）　恩田
頼母→宮下兵馬殿

12月14日 横切継紙・1通 へ36-8-1

勘定吟味申上書（別紙西越角場御引替地之義に
つき）　御勘定吟味→‐

12月7日 横切紙・1通 へ36-8-2

関田慶左衛門他一名伺書（端裏書）［御小作山嶺
通桜御植込之場所御滞之儀ニ付伺］（代地へ

10月 横切継紙・1通 へ36-8-3

１０　藩政／番方／鉄砲・弓等稽古場建設
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の桜植込遅滞につき）　関田慶左衛門・片桐総左
衛門→‐

関田慶左衛門伺書（端裏書）［先年御引上御鉄炮
方角場式御引方之儀ニ付伺］（鉄炮方角場代
地浦町善吉難渋のため口籾一斗九升五合免
除につき）　関田慶左衛門→‐

10月 横切継紙・1通 へ36-8-4

高田幾太他四名伺書（端裏書）［西越角場式御引
替地之儀ニ付伺］（御用上げ地の代地の件勘
定役申立の可否伺い）　竹村金吾・菅沼九兵衛左
衛門・山寺源大夫・宮下兵馬・高田幾太→‐

12月 横切継紙・1通 へ36-8-5

関田慶左衛門他二名伺書（端裏書）［西越新角
場式并代地被下御小作山見分品々御引方伺］
（西条村分地字西越沖御鉄炮角場引上による
代地高引下につき）　関田慶左衛門・片桐総左衛
門・立合山下都作→‐

10月 横切継紙・1通 へ36-8-6

竹村金吾他四名伺書（端裏書）［西越角場式代地
被下等之儀伺］（植樹の件につき）　竹村金吾・
菅沼九兵衛・山寺源大夫・宮下兵馬・高田幾太→‐　
端裏書｢宮下兵馬｣

12月 横切継紙・1通 へ36-8-7

関田慶左衛門伺書（端裏書）［西越新角場式代地
被下御小作山之儀ニ付伺］（道橋奉行へ管轄
の旨伝達依頼等につき）　関田慶左衛門→‐

12月13日 横切継紙・1通 へ36-8-8

（西条村字西越沖御鉄砲方書類　天保15年3月）　
封筒一括

7点 へ37

［西条村字西越沖御鉄炮方角場式絵図面并改伺
一紙］（封筒）　竹村金吾　→‐

天保15年辰3月 封筒・1点 へ37-1

［西条村字西越御鉄炮方角場式并代地絵図面］
（絵図）　彩色、貼紙あり

天保15年辰3月 鋪・1点・530×
738（225）

へ37-2

（西条村字西越沖御鉄砲方書類　天保15年3月） 4点 へ37-3

竹村金吾申上書（西条村分地を角場式鉄砲方へ
引渡等につき）　竹村金吾→‐

3月 横切紙・1通 へ37-3-1

関田慶左衛門他一名内々申上書（端裏書）［御鉄
砲方角場之儀ニ付御内々申上］（清野村往来
へ逸矢の危険等伺につき）　関田慶左衛門・小林
佐兵衛→‐

3月 横切紙・1通 へ37-3-2

［西条村字西越沖御鉄砲方角場式改伺一紙］（年
貢免除地割地等村方願の件伺につき）　関田
慶右衛門･小林佐兵衛･立合岡田隆吉→‐　下ケ札あ
り

3月 横長半・1冊 へ37-3-3

西条村茂左衛門外二名願書［乍恐以書付奉願
候］（当村分地字西越沖御鉄砲御用につき引
上げその代地につき年貢引方願につき）　西
条村名主茂左衛門･組頭亀治･長百姓平左衛門→関田
慶右衛門･小林佐兵衛･御立合岡田隆吉

天保15年辰3月 竪半・1冊 へ37-3-4

１０　藩政／番方／鉄砲・弓等稽古場建設
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御収納郡方申上書［調練場并町打場之儀ニ付申
上］（調練場の件村方へ地代金下渡しにつき）　
御収納郡方→‐

8月 横切紙・1通 へ73

西条村返答書［御尋ニ付乍恐以口上書御答申上候
御事］（関谷守前馬場での大御的御稽古につい
ての差障有無の御尋につき）　西條村名主又五郎・
組頭新左衛門・長百姓磯八→御代官所　端裏書｢西条村
馬場ニ而大的稽古故障無之哉尋覚｣

文政5年午2月 竪継紙・1通 へ86

（東条村之内砲術角場出来ニ付見分申上書関係書
類綴）　

3点 へ135

馬場忠吾他一名申上書［東条村之内砲術角場御
出来可被成場所見分申上］（御引高への諸役
免除願につき）　馬場忠吾・宮澤善治→‐　下ケ札
あり

4月 横切継紙・1通 へ135-1

某請書［乍恐以書付御請申上候］（差上地につ
き、耕地絵図付）　

横切紙・1通 へ135-2

東条村両役人請書下書（除地山の内角場敷の内
より差出につき）　東条村名主嘉左衛門・同市郎
治・組頭靱五郎他3名→‐

横折紙・1通 へ135-3

１１　藩政／番方／武具方所管武備向き用状並びに武具・武具関係品拝借　　番方

（武具関係諸書類綴　安政6年正月～慶応4年3月
24日）　新番号29・30は巻込一括、紙縒上書「金児切手」、
綴じ紐にペンで｢年代未詳分｣と付箋あり

63点 へ29

蟻川堅之助他二名用状［覚］（雷火銃12挺等送付
につき）　蟻川賢之助・金児忠兵衛・佐藤安喜→小野
喜平太殿・三村大之助殿・寺内多宮殿他1名

4月5日 横切継紙・1通 へ29-1

山寺常吉用状［覚］（雷火銃13挺等送付につき） 
山寺常吉→御調役中様

4月6日 横切継紙・1通 へ29-2

山寺常吉用状［覚］（酒井渡七等へ箱2つ等送付
につき）　山寺常吉→御調役中様

4月5日 横切継紙・1通 へ29-3

［送なし　西沢藤吉　一渋紙包壱ツ　外書状
添］（切紙）　

切紙・1通 へ29-4

某用状［覚］（渋紙包1つ等書上）　後欠 横切継紙・1通 へ29-5

蟻川賢之助他二名用状［覚］（雷火銃12挺等送付
につき）　蟻川賢之助・金児忠兵衛・佐藤安喜→小野
喜平太殿・三村大之助殿・寺内多宮殿他1名

4月8日 横切継紙・1通 へ29-6

蟻川賢之助他二名用状［覚］（雷火銃12挺等送付
につき）　蟻川賢之助・金児忠兵衛・佐藤安喜→小野
喜平太殿・三村大之助殿・寺内多宮殿他1名

4月3日 横切紙・1通 へ29-7

山寺常吉用状［覚］（蟻川賢之助より小野喜平太 4月5日 横切継紙・1通 へ29-8

１１　藩政／番方／武具方所管武備向き用状並びに武具・武具関係品拝借
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への用状等送付につき）　山寺常吉→御同役中
様

山寺常吉用状［覚］（矢沢但馬へ雷火胴乱11つ等
送付につき）　山寺常吉→‐　後欠

4月8日 横切継紙・1通 へ29-9

山寺常吉用状［覚］（安房守様の御召料として法
被5枚等指送るにつき）　山寺常吉→窪田友之助
様・山口総平様　後欠カ

4月9日 横切継紙・1通 へ29-10

蟻川賢之助他二名用状［覚］（安房守様の御召料
等送付につき）　蟻川賢之助・金児忠兵衛・佐藤安
喜→小野喜平太殿・三村大之助殿・寺内多宮殿他1名

4月9日 横切継紙・1通 へ29-11

蟻川賢之助他二名用状［覚］（六匁筒3挺等送付
につき）　蟻川賢之助・金児忠兵衛・佐藤安喜→小野
喜平太殿・三村大之助殿・寺内多宮殿他1名

4月6日 横切継紙・1通 へ29-12

関口勇衛受取証文［覚］（臨時出張のため袖印受
取につき）　関口勇衛→菅沼治郎右衛門

4月21日 横切紙・1通 へ29-13

仙道彦八郎拝借証文［覚］（臨時御用のため短ミ
ニエール銃1挺等受取につき）　仙道彦八郎→
久保九郎右衛門殿

横切継紙・1通 へ29-14

金児忠兵衛拝借証文［覚］（三百匁カノン鉄玉15
受取につき）　金児忠兵衛→‐

（万延元年）申11月 横切紙・1通 へ29-15

金児忠兵衛拝借証文［覚］（練釜1つ受取につき）
金児忠兵衛→‐

（万延元年）申10月 横切紙・1通 へ29-16

金児忠兵衛拝借証文［覚］（六ポンドカノン受取
につき）　金児忠兵衛→‐

（万延元年）申10月 横切紙・1通 へ29-17

金児忠兵衛拝借証文［覚］（三百匁カノン1挺受
取につき）　金児忠兵衛→‐

（万延元年）申10月 横切継紙・1通 へ29-18

金児忠兵衛拝借証文［覚］（五百匁カノン2挺受
取につき）　金児忠兵衛→‐

申3月 横切紙・1通 へ29-19

金児忠兵衛拝借証文［覚］（施條長砲1門等受取
につき）　金児忠兵衛→池田平角殿

7月7日 横切紙・1通 へ29-20

金児忠兵衛拝借証文［覚］（ミニエール銃2挺等
受取につき並びに返上済の旨後筆）　金児忠
兵衛→山岸左内殿

4月13日 横切紙・1通 へ29-21

金児忠兵衛拝借証文［覚］（錬柴板5枚受取につ
き）金児忠兵衛→久保九郎右衛門殿

慶応（3年）丁卯6月9日 横切紙・1通 へ29-22

金児忠兵衛拝借証文［覚］（六ﾎﾟﾝﾄﾞ地砲1門等受
取につき）　金児忠兵衛→池田平角殿

（慶応3年）卯8月 横切紙・1通 へ29-23

金児忠兵衛拝借証文［覚］（鉛10貫100目受取に
つき）　金児忠兵衛→久保九郎右衛門殿

（慶応3年）卯6月6日 切紙・1通 へ29-24

金児忠兵衛拝借証文［覚］（短施條銃2挺等受取
につき）　金児忠兵衛→池田平角殿

5月26日 横切紙・1通 へ29-25

金児忠兵衛拝借証文［覚］（大胴乱4つ等受取に
つき）　金児忠兵衛→三村大之助殿

11月 横切紙・1通 へ29-26

１１　藩政／番方／武具方所管武備向き用状並びに武具・武具関係品拝借
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林丈左衛門他三名拝借証文［覚］（施條銃4挺受
取につき）　林丈左衛門・宮下力之助・宮沢彦治他1
名→馬場広人殿

（慶応2年）寅9月16日 横切継紙・1通 へ29-27

林丈左衛門他一名拝借証文［覚］（三百匁カノン
受取につき）　金児忠兵衛行司林丈左衛門・宮沢彦
治→三村大之助殿

（慶応2年）寅7月 横切紙・1通 へ29-28

金児友太郎拝借証文［覚］（槍印1つ受取につき）
金児友太郎→三村大之助殿

（慶応2年）寅3月 横切紙・1通 へ29-29

宮沢彦治他一名拝借証文［覚］（三ポンド弾10に
つき）　金児忠兵衛行司宮沢彦治・林丈左衛門→三
村大之助殿

（慶応2年）寅3月 横切継紙・1通 へ29-30

金児忠兵衛拝借証文［覚］（三百匁カノン1門等
につき）　金児忠兵衛→宮嶋嘉織殿

11月28日 横切紙・1通 へ29-31

金児忠兵衛拝借証文［覚］（ミニエール銃打試し
のため鉛1貫目等につき）　金児忠兵衛→宮嶋嘉
織殿

7月 横切継紙・1通 へ29-32

金児忠兵衛拝借証文［覚］（ミニエール銃打試し
御用のため鉛1貫目等につき）　金児忠兵衛→
冨永新平殿

文久3年癸亥9月7日 切紙・1通 へ29-33

金児忠兵衛拝借証文［覚］（六ポンドカノン1挺
等につき）　金児忠兵衛→‐

文久3年亥4月 切紙・1通 へ29-34

金児忠兵衛拝借証文［覚］（合薬2貫目につき）　
金児忠兵衛→‐

（文久3年）亥10月 横切継紙・1通 へ29-35

金児忠兵衛拝借証文［覚］（イギリス形鉄砲1挺
につき）　金児忠兵衛→三村大之助殿

（文久3年）亥7月 切紙・1通 へ29-36

金児忠兵衛拝借証文［覚］（二十寸臼砲坐につ
き） 金児忠兵衛→‐

正月19日 横切継紙・1通 へ29-37

林丈左衛門他二名拝借証文［覚］（三ポンド地砲
1門等につき）　金児忠兵衛行司林丈左衛門・宮下
力之助・宮沢彦治→小野喜平太殿

8月 横切継紙・1通 へ29-38

金児忠兵衛拝借証文［覚］（鉄柴板5枚につき）　
金児忠兵衛→三村大之助殿

（慶応元年）丑8月15日 横切紙・1通 へ29-39

林丈左衛門他一名拝借証文［覚］（三百目地砲1
門等につき）　林丈左衛門・宮下彦治他1名→冨永
新平殿

6月 横切紙・1通 へ29-40

宮沢彦治他一名拝借証文［覚］（五百目地砲1挺
につき）　宮沢彦治・宮沢徳太郎→山岸左内殿

正月21日 横切紙・1通 へ29-41

三村大之助拝借証文［覚］（十三寸臼砲玉10につ
き）　金児忠兵衛行司三村大之助→‐

（安政6年）未10月 切紙・1通 へ29-42

金児忠兵衛拝借証文［覚］（十三寸玉11につき）
　金児忠兵衛→‐

（安政6年）未5月 切紙・1通 へ29-43

金児忠兵衛拝借証文［覚］（冷水桶1つ等につき）
　金児忠兵衛→‐

（安政6年）未2月 切紙・1通 へ29-44
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金児忠兵衛拝借証文［覚］（五百匁カノン1挺等
につき）　金児忠兵衛→‐

（安政6年）未12月 切紙・1通 へ29-45

金児忠兵衛拝借証文［覚］（二十九寸臼砲1挺等
につき）　金児忠兵衛→‐

（安政6年）未2月 横切継紙・1通 へ29-46

金児忠兵衛拝借証文［覚］（六ポンドカノン1挺
等につき）　金児忠兵衛→‐

（安政6年）未3月 切紙・1通 へ29-47

金児忠兵衛拝借証文［覚］（十二寸臼砲1坐等に
つき並びに返上の旨後筆）　金児忠兵衛→‐

（安政6年）未正月 切紙・1通 へ29-48

金児忠兵衛拝借証文［覚］（十二寸道火打込道具
1組につき）　金児忠兵衛→‐

（安政6年）未正月13日 切紙・1通 へ29-49

金児忠兵衛拝借証文［覚］（三ポンドカノン1挺
等につき）　金児忠兵衛→宮嶋嘉織殿

（文久2年）戌6月 切紙・1通 へ29-50

金児忠兵衛行司宮沢彦治他一名拝借証文［覚］
（六ポンドカノン1挺につき）　金児忠兵衛行司
宮沢彦治・宮沢徳太郎→三村大之助殿

（元治元年）子11月 切紙・1通 へ29-51

宮下力之助拝借証文［覚］（二十寸臼砲等につ
き） 金児忠兵衛行司宮下力之助→‐

文久2年戌3月 切紙・1通 へ29-52

金児忠兵衛拝借証文［覚］（二十寸臼砲1坐等に
つき）　金児忠兵衛→‐

（文久元年）酉8月 切紙・1通 へ29-53

金児忠兵衛拝借証文［覚］（十五寸短忽砲1挺等
につき）　金児忠兵衛→‐

（文久元年）酉2月 切紙・1通 へ29-54

金児忠兵衛拝借証文［覚］（五百匁カノン1挺等
につき）　金児忠兵衛→‐

（文久元年）酉2月 切紙・1通 へ29-55

金児忠兵衛拝借証文［覚］（運送車につき）　金児
忠兵衛→‐

（文久元年）酉正月 切紙・1通 へ29-56

宮下力之助他一名拝借証文［覚］（十二拇砲1挺
につき）　宮下力之助・宮沢徳太郎→小野喜平太殿

12月4日 切紙・1通 へ29-57

中沢平左衛門拝借証文［覚］（十二寸玉等受取に
つき）　金児忠兵衛門弟世話方中沢平左衛門・両角
要右衛門→‐

12月4日 切紙・1通 へ29-58

宮沢徳太郎他一名拝借証文［覚］（鋳形等受取に
つき）　金児忠兵衛行司宮沢徳太郎・宮沢彦治→小
野喜平太殿

（元治元年）子9月 横切継紙・1通 へ29-59

宮沢彦治他一名内借証文［覚］（十五寸忽砲1挺
等受取につき）　金児忠兵衛行司宮沢彦治・宮沢徳
太郎→小野喜平太殿

（元治元年）子9月 横切継紙・1通 へ29-60

宮沢彦治他一名拝借証文［覚］（鉤鉄物等につ
き） 金児忠兵衛行司宮沢彦治・宮下力之助→富永新
平殿

7月 切紙・1通 へ29-61

金児忠兵衛拝借証文［覚］（釣鉄物十五寸忽砲2
挺等受取につき）　金児忠兵衛→小野喜平太殿

6月8日 横切紙・1通 へ29-62

高野左金吾他九名拝借証文［覚］（短ミニエール
銃10挺等受取につき）　高野左金吾・春日三治郎・

（慶応4年）辰3月24日 横切継紙・1通 へ29-63
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関山藤三郎他7名→三村大之助殿

１２　藩政／番方／武具方所管武具・武具関係品拝借・目録　番方

（武具受取証文綴）　 7点 へ14

御持筒組小頭小山量左衛門受取証文［覚］（鋳
形・かるこにつき）　御持筒組小頭小山量左衛門
→御武具御役所

（安政5年）午4月25日 横切紙・1通 へ14-1

御持筒組小頭小山量左衛門引替書［覚］（三拾匁
御筒につき）　御持筒組小頭小山量左衛門→御武
具御役所

安政5年午8月 横切紙・1通 へ14-2

磯田小藤太受取証文［覚］（硝石・硫黄につき）　
磯田小藤太→宮嶋嘉織殿

安政4年巳8月 横切継紙・1通 へ14-3

増沢彦作引替書［覚］（三ツ道具につき）　増沢彦
作→御武具方御元分中

寅8月21日 横切紙・1通 へ14-4

佐久間庸左衛門金銭受取証文［覚］（鉄砲方御用
につき）　佐久間庸左衛門→高野専之助殿・桜井利
右衛門殿・三村源吾右衛門殿他1名

亥5月 横切紙・1通 へ14-5

長谷川三郎兵衛受取証文［覚］（小筒鉄砲等御用
につき）　長谷川三郎兵衛→三村大之助殿

（安政6年）未正月14日 横切継紙・1通 へ14-6

宮下謙太夫引替書［覚］（剣付鉄炮請取につき） 
宮下謙太夫→三村大之助殿

（安政6年）未正月19日 横切紙・1通 へ14-7

（拝借証文綴　安政6年正月～11月）　 8点 へ15

［安政六未年正月　諸拝借切手類］（表紙）　 安政6年未正月 切紙・1通 へ15-1

菅鉞太郎拝借証文［覚］（硝石・鉛等につき）　菅
鉞太郎→宮嶋嘉織殿

（安政6年）未4月5日 横切継紙・1通 へ15-2

神戸平治拝借証文［覚］（合薬につき）　神戸平治
→宮嶋嘉織殿

4月15日 横切継紙・1通 へ15-3

神戸平治拝借証文［覚］（合薬につき）　神戸平治
→宮嶋嘉織殿

4月25日 横切紙・1通 へ15-4

神戸平治拝借証文［覚］（合薬につき）　神戸平治
→‐

5月7日 横切紙・1通 へ15-5

山寺源大夫拝借証文［覚］（鉛3貫目につき）　山
寺源大夫→‐

（安政6年）未7月25日 横切紙・1通 へ15-6

白井平左衛門拝借証文［覚］（細引につき）　白井
平左衛門→‐

10月22日 横切紙・1通 へ15-7

内田捨治郎拝借証文［覚］（真鍮銅物につき）　内
田捨治郎→‐

安政6年未11月 横切紙・1通 へ15-8

（拝借証文綴　万延2年正月～文久元年8月）　 5点 へ16

［万延二酉歳正月拝借切手］（表紙）　 万延2年酉正月 切紙・1通 へ16-1
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白井平左衛門拝借証文［覚］（十二栂撞薬杖につ
き）　白井平左衛門→御武具方様

（文久元年）酉3月6日 横切継紙・1通 へ16-2

野村弥左衛門拝借証文［覚］（筒3挺につき）　野
村弥左衛門→山岸左内殿

（文久元年）酉3月7日 横切紙・1通 へ16-3

白井平左衛門拝借証文［覚］（傍示1本内借につ
き）　白井平左衛門→御当番御武具方様

4月2日 横切紙・1通 へ16-4

原徳太郎拝借証文［覚］（鉛につき）　原平馬加判
原徳太郎→御武具奉行宇敷元之丞殿

文久元年8月25日 横切紙・1通 へ16-5

（拝借証文綴　文久二年正月～4月）　 4点 へ17

［文久二戌年正月より・七月より諸拝借物切手］
（表紙）　

文久2年正月 切紙・1通 へ17-1

磯田小藤太拝借証文［覚］（樫二間柄等につき） 
磯田小藤太→山岸左内殿

文久2年2月6日 横切紙・1通 へ17-2

白井平左衛門拝借証文［覚］（十二栂地砲等につ
き）　白井平左衛門→岸太五之丞殿

3月15日 横切紙・1通 へ17-3

馬場介作拝借証文（焔硝につき）　馬場介作→三
村大之助殿

文久2年戌4月4日 横切紙・1通 へ17-4

（拝借証文綴　文久3年）　 16点 へ18

［文久三亥年切手］（表紙）　 切紙・1通 へ18-1

竹内金左衛門拝借証文［覚］（雑兵具足5領につ
き）　竹内金左衛門→金児忠兵衛殿・宮嶋嘉織殿・三
村大之助殿他二名　後欠

横切紙・1通 へ18-2

馬場介作拝借証文［覚］（鉛1貫目につき）　馬場
介作→山岸左内殿

横切紙・1通 へ18-3

上山田村御用達宮原治左衛門拝借証文［覚］（硫
黄2貫40目預りにつき）　上山田村御用達宮原治
左衛門→御武具方御役所

横切紙・1通 へ18-4

伊木億右衛門拝借証文［覚］（御城番砲術御用稽
古入料につき）　伊木億右衛門→金児忠兵衛殿

（文久3年）亥7月 横切紙・1通 へ18-5

御具足組頭三俣用作拝借証文［覚］（樫鎗柄3本
につき）　御具足組頭三俣用作→御武具方御役所

8月22日 横切紙・1通 へ18-6

山口近蔵拝借証文［覚］（吹子につき）　山口近蔵
→御武具方御役所

（文久3年）亥9月12日 横切紙・1通 へ18-7

野村隼多用状［覚］（狙撃雷管につき）　野村隼多
→山岸左内殿

10月25日 横切紙・1通 へ18-8

小沼茂平拝借証文［覚］（焔硝・鉛につき）　小沼
茂平→御武具方御役所

（文久3年）亥4月8日 横切紙・1通 へ18-9

宮澤新八郎拝借証文［覚］（槍荒木1本につき）　
宮澤新八郎→寺内多宮殿

（文久3年）亥12月 横切紙・1通 へ18-10

白井平左衛門拝借証文［覚］（三斤玉・六斤玉に
つき）　白井平左衛門→御武具方様

（文久3年）亥10月 横切継紙・1通 へ18-11

伊木億右衛門拝借証文［覚］（鉛6貫500匁内借に （文久3年）亥12月 横切継紙・1通 へ18-12
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つき）　伊木億右衛門→寺内多宮殿

瀧沢常蔵拝借証文［覚］（樫槍柄1本につき）　瀧
沢常蔵→御武具方御役所

正月19日 横切紙・1通 へ18-13

北澤一二馬拝借証文［覚］（具足請取につき）　北
澤一二馬→寺内多宮殿

2月2日 横切紙・1通 へ18-14

館孝右衛門拝借証文［覚］（石灰4俵につき）　館
孝右衛門→寺内多宮殿

（文久3年）亥2月朔日 横切継紙・1通 へ18-15

植木直兵衛拝借証文［覚］（三拾匁玉御筒等につ
き）　植木直兵衛→寺内多宮殿

（文久3年）亥2月12日 横切紙・1通 へ18-16

（武具拝借証文綴　文久3年3月～4月）　 11点 へ19

鹿野伴治拝借証文［覚］（鳶口30本につき）　鹿野
伴治→御武具方

（文久3年）亥4月 横切紙・1通 へ19-1

礒川賢之助拝借証文［覚］（槍印1筋につき）　蟻
川賢之助→三村大之助殿

（文久3年）亥3月 横切継紙・1通 へ19-2

宮澤徳太郎拝借証文［覚］（合薬・雷管につき）　
宮澤徳太郎→三村大之助殿

（文久3年）亥3月 横切継紙・1通 へ19-3

宮澤徳太郎拝借証文［覚］（雷火管入5ツにつき）
宮澤徳太郎→三村大之助殿

（文久3年）亥3月 横切継紙・1通 へ19-4

寺内多宮拝借証文［覚］（鉛玉・薬につき）　寺内
多宮→三村大之助殿

（文久3年）3月 横切継紙・1通 へ19-5

山中小平次拝借証文［覚］（御船印等貞松院様御
帰御用につき）　山中小平次→三村大之助殿

（文久3年）亥3月 横切紙・1通 へ19-6

池村良太郎他一名拝借証文［覚］（三拾匁玉等に
つき）　池村良太郎・高野車之助→三村大之助殿

（文久3年）亥3月 横切継紙・1通 へ19-7

磯田小藤太拝借証文［覚］（雷火管につき）　磯田
小藤太→三村大之助殿

（文久3年）3月16日 横切紙・1通 へ19-8

高野庫之助返上書［覚］（鎗印1筋につき）　高野
庫之助→三村大之助殿

（文久3年）亥3月19日 横切紙・1通 へ19-9

寺内多宮他一名拝借証文［覚］（長持2組1棹につ
き）　寺内多宮・蟻川賢之助→三村大之助殿

（文久3年）3月 横切紙・1通 へ19-10

大里忠之進拝借証文［覚］（籠長持3棹につき）　
大里忠之進→三村大之助殿

（文久3年）亥3月 横切継紙・1通 へ19-11

（武具拝借証文等綴　元治元年4月～12月）　 40点 へ20

（武器類拝借証文等綴　元治元年4月～12月）　 28点 へ20-1

矢野茂拝借証文［覚］（煤竹法被等につき）　矢野
茂→山岸左内殿

（元治元年）4月 切紙・1通 へ20-1-1

宮下三郎治他一名拝借証文［覚］（煤竹御印法被
等上京御供付につき）　宮下三郎治・近藤権内→
山岸左内殿

元治元年4月 横切紙・1通 へ20-1-2

矢野茂拝借証文［覚］（舶来石火銃等警衛付足軽
稽古入用につき）　矢野茂→山岸左内殿

元治元年子4月 横切紙・1通 へ20-1-3

神戸美之助拝借証文［覚］（赤山道法皮につき） （元治元年）4月 横切継紙・1通 へ20-1-4
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神戸美之助・酒井渡七→山岸左内殿

高山久治郎他一名拝借証文［覚］（牛馬取合8枚
につき）　高山久治郎・足立鬼武七→金子忠兵衛様
御内

（元治元年）5月10日 横切紙・1通 へ20-1-5

寺内多宮他三名拝借証文［覚］（小銃足軽の砲発
稽古入料として雷火管1千510挺等につき）　
寺内多宮・蟻川賢之助・高野車之助他1名→山岸左内
殿

（元治元年）6月6日 横切継紙・1通 へ20-1-6

山浦早太拝借証文［覚］（上京のため赤山道附法
皮につき）　山崎早太→山寺常吉殿・羽田三蔵殿

（元治元年）子6月10日 横切紙・1通 へ20-1-7

寺内多宮拝借証文［覚］（京都警衛のため雷火銃
50挺等につき）　寺内多宮→山岸左内殿

元治元年子6月 横切継紙・1通 へ20-1-8

某拝借証文［覚］（京都警衛のため雷火銃50挺等
につき）　後欠、へ-20-8と同内容　

（元治元年）子6月 横切継紙・1通 へ20-1-9

蟻川賢之助拝借証文［覚］（京都警衛のため雷火
銃50挺等につき）　蟻川賢之助→山岸左内殿

元治元年子6月 横切継紙・1通 へ20-1-10

某金銭拝借証文［覚］（京都警衛のため雷火銃50
挺・狙撃銃2挺等につき）　後欠、へ-20-8と同内容

（元治元年）子6月 横切継紙・1通 へ20-1-11

金児忠兵衛拝借証文［覚］（雷火銃付き柄10内借
につき）　金児忠兵衛→山岸左内殿

（元治元年）11月10日 横切継紙・1通 へ20-1-12

山中平次拝借証文［覚］（京都警衛のため笠印9
つにつき）　山中小平次→山岸左内殿

（元治元年）子6月 横切継紙・1通 へ20-1-13

西津甚七郎他一名拝借証文［覚］（上京道中御持
参の長巻16振につき）　西津甚七郎・竹花兵馬→
‐

元治元年甲子6月 横切継紙・1通 へ20-1-14

岩崎玄蕃拝借証文［覚］（京都警衛のため御籏3
流等につき）　山崎玄蕃→山岸左内殿

（元治元年）子6月 横切紙・1通 へ20-1-15

児玉九野右衛門他二名拝借証文（白山道附法被
等につき）　児玉九野右衛門・宗岡文蔵・宮本彦之
進→山岸左内殿　宗岡文右衛門は白山道附法被・赤
山道附法被を返上したため印消しカ

（元治元年）6月3日～6
月5日）

横切継紙・1通 へ20-1-16

金児忠兵衛拝借証文［覚］（京都警衛のため長持
3棹・雷火管等につき）　金児忠兵衛→山岸左内殿

元治元年子6月 横切継紙・1通 へ20-1-17

成澤勘左衛門拝借証文［覚］（上京御供のため纏
2張・棹2本につき）　成澤勘左衛門→山岸左内殿

元治元年甲子6月13日 横切継紙・1通 へ20-1-18

山岸常吉拝借証文［覚］（京都警衛のため渋紙3
枚等につき）　山寺常吉→山岸左内殿

（元治元年）6月13日 横切紙・1通 へ20-1-19

武具奉行達書（手入不行届等の者へ具足拝借許
可につき）　御武具奉行→‐　端裏書｢懸り　御具
足奉行｣

（元治元年） 横切継紙・1通 へ20-1-20

磯田小藤太願書（合焔硝を京都表へ御廻し願に
つき）　（磯田）小藤太→御武具頭様　端裏書｢御武
具奉行様｣｢小藤太｣

（元治元年）2月4日 横切継紙・1通 へ20-1-21
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御武具奉行達書（上京道中人馬差支えのため2
日に分け出立につき）　‐→懸り御武具奉行

（元治元年） 横切紙・1通 へ20-1-22

御武具奉行達書（高張桃灯・弓張桃灯持の内借
許可等につき）　御武具奉行→‐　端裏書｢御武具
行｣

（元治元年） 横切継紙・1通 へ20-1-23

金児忠兵衛拝借証文［覚］（御警御用のため三俣
5つ等につき）　金児忠兵衛→山岸左内殿

（元治元年）子6月13日 横切紙・1通 へ20-1-24

金児忠兵衛拝借証文［覚］（上京入料のため散火
銃玉薬につき）　金児忠兵衛→山岸左内殿

（元治元年）6月13日 横切紙・1通 へ20-1-25

依田源七拝借証文［覚］（上京のため下夫具足3
領につき）　依田源七→山岸左内殿

元治元年子7月25日 横切継紙・1通 へ20-1-26

根井小右衛門拝借証文［覚］（京都警衛のため
鞍・鐙等19筆分につき）　根井小右衛門→山岸左
内殿

元治元年子6月12日 横切継紙・1通 へ20-1-27

小池六左衛門拝借証文［覚］（銀山道笠1つ等に
つき）　御厩小頭小池六左衛門→山寺恒吉殿

（元治元年）子8月27日 横切紙・1通 へ20-1-28

（武具受取証文一括　文久元年7月～安政7年3月）
包紙で一括

7点 へ114

（武具受取関連書類）　 5点 へ114-1

［御大小御守刀引渡返］（包紙）　へ70-1-1～-4を一
括

包紙・1点 へ114-1-1

御吟味役武具受取証文［覚］（幟、打鋪等につき）
御吟味役→御奥元〆役様　下ケ札あり

11月 横切継紙・1通 へ114-1-2

太五之丞武具受取証文（鎗につき）　太五之丞→
（山岸）助蔵様

11月16日 切紙・1通 へ114-1-3

小山田菅右衛門武具受取証文［覚］（鎗につき） 
小山田菅右衛門→宮島嘉織殿

文久元年酉7月17日 横切紙・1通 へ114-1-4

池田富之進等十名武具受取証文［覚］（刀、脇差
等につき）　池田富之進・坂口又治他9名→山中鹿
渡殿・山岸助蔵殿他2名

万延元年申10月 竪継紙・1通 へ114-1-5

山中鹿渡金銭受取証文［覚］（鎗につき）　山中鹿
渡→一場茂右衛門殿・宮嶋嘉織他4名　封筒入

安政7年申3月 竪紙・1通 へ114-2

［証文］（封筒）　御奥元〆役→‐　へ115入 8月11日 封筒・1点 へ115-1

山中鹿渡武具受取証文［覚］（鎗につき）　山中鹿
渡→一場茂右衛門殿・宮嶋嘉織他4名　封筒入

安政7年申3月 竪紙・1通 へ115-2

（武具等拝借証文綴　元治元年11月）　 12点 へ20-2

寺内又左衛門拝借証文［覚］（臨時御用のため合
薬10斤等につき）　寺内又左衛門→‐

（元治元年）11月21日 横切継紙・1通 へ20-2-1

伊東嘉左衛門拝借証文［覚］（猟師病床のため代
わりに火縄3里等につき）　伊東嘉左衛門→三村
大之助殿

（元治元年）子11月24日 横切継紙・1通 へ20-2-2

清水忠治拝借証文［覚］（御用のため御筒6挺等 （元治元年）子11月20日 横切継紙・1通 へ20-2-3
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につき）　清水忠治守祥（花押）→‐

寺内又左衛門拝借証文［覚］（焔硝1斤・鉛200目
につき）　寺内又左衛門（花押）→‐

（元治元年）11月21日 横切継紙・1通 へ20-2-4

某用状［覚］（鉛・合薬等軍用品書上）　後欠 横切継紙・1通 へ20-2-5

白川謙之助拝借証文［覚］（焔硝2斤・鉛200目に
つき）　白川謙之助（花押）→‐

（元治元年）11月27日 切紙・1通 へ20-2-6

寺内又左衛門拝借証文［覚］（袖印105つ等につ
き）寺内又左衛門（花押）→‐

（元治元年）11月19日 切紙・1通 へ20-2-7

歩兵方四人拝借証文［覚］（焔硝3斤につき）　歩
兵方四人→‐

（元治元年）11月27日 切紙・1通 へ20-2-8

寺内又左衛門拝借証文［覚］（銀山道塗笠1つ等
につき）　寺内又左衛門（花押）→‐

（元治元年）11月20日 切紙・1通 へ20-2-9

清水忠治守祥拝借証文［覚］（御用のため銀山道
御練笠4蓋等につき）　清水忠治守祥（花押）→‐

元治元年子11月20日 切紙・1通 へ20-2-10

寺内又左衛門拝借証文［覚］（塗笠4つ等につき）
　寺内又左衛門（花押）→三村大之助様

（元治元年）11月20日 横切紙・1通 へ20-2-11

青木直馬拝借証文［覚］（鉛1貫匁等につき）　青
木直馬→小野喜平太殿

元治元年12月4日 横切紙・1通 へ20-2-12

（武器・武具拝借関連書類一綴）　 28点 へ21

［元治二年正月ヨリ諸拝借切手］（切紙表紙）　 切紙・1通 へ21-1

富岡良右衛門拝借証文［覚］（長刀1振・貞松院様
御出府のため女中へ貸物入料として内借に
つき）富岡良右衛門→山岸左内殿

（元治2年）丑正月 横切紙・1通 へ21-1-1

高野平助拝借証文［覚］（長柄2筋・貞松院様発輿
の節建換につき）　杖突高野平助／（奥印）根井小
右衛門→御武具御奉行所

（元治2年）正月 横切紙・1通 へ21-1-2

金井清八郎他一名拝借証文［覚］（火薬等につ
き） 金井清八郎・山田兵衛→‐

（元治2年）正月 横切紙・1通 へ21-1-3

内川美作拝借証文［覚］（鉄針頭につき）　内川美
作→三村大之助殿

元治2年丑2月 横切紙・1通 へ21-1-4

宮下代治郎他一名拝借証文［覚］（ヤーケル等4
筆につき）　宮下代治郎・宮下寛三郎→三村大之助
殿　下ケ札｢御筒壱挺　三ッ又壱ッ　宮下寛三郎　
午五月十五日　返上｣

（元治2年）2月22日 横切紙・1通 へ21-1-5

白川綾次郎拝借証文［覚］（石火銃剣10本、学校
御用につき）　白川綾次郎→小野喜平太殿・三村大
之助殿・山岸左内殿他2名

（元治2年）丑3月 横切紙・1通 へ21-1-6

高木吉蔵代判横田二作拝借証文［覚］（鉄針105
匁につき）　高木吉蔵代判横田二作→御武具御奉
行所

（元治2年）丑3月8日 横切紙・1通 へ21-1-7

金井清八郎他一名拝借証文［覚］（五百匁砲壱門
等につき）　金井清八郎・山田兵衛→‐　3月12日

（元治2年） 切紙・1通 へ21-1-8
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返上

御買物所預ケ証文［覚］（京都より送付の貫山道
下除土笠等揃い兼につき）　御買物所→御武具
方様

（元治2年）丑3月14日 切紙・1通 へ21-1-9

館孝右衛門申上書［覚］（水銀5斤返上につき）　
館孝右衛門→小野喜平太殿

元治2年乙丑3月19日 切紙・1通 へ21-1-10

酒井関兵衛他一名申上書［覚］（御筒20挺等6筆
返上につき）　酒井関兵衛・依田荘吉→御武具方御
役所

元治2年3月20日 横折紙・1通 へ21-1-11

（武器・弾薬等拝借証文綴）　 17点 へ21-2

金井清八郎他一名拝借証文［覚］（火薬1斤・前車
1輌につき）　金井清八郎・山田兵衛→御武具方様

（慶応元年）4月9日 切紙・1通 へ21-2-1

富永新平拝借証文［覚］（雷火銃4挺につき）　富
永新平→久保九郎右衛門殿

（慶応元年）4月27日 切紙・1通 へ21-2-2

山田兵衛拝借証文［覚］（十三寸榴弾10につき） 
山田兵衛→御武具方様

（慶応元年）5月1日 切紙・1通 へ21-2-3

野村弥左衛門拝借証文［覚］（布交御幕、同くし
につき）　野村弥左衛門→久保九郎右衛門殿

（慶応元年）4月17日 切紙・1通 へ21-2-4

樋口安男拝借証文［覚］（長玉94・火薬2斤・雷管
300発につき）　御警衛方樋口安男→三村大之助様

（慶応元年）5月10日 切紙・1通 へ21-2-5

大日方渡拝借証文［覚］（散玉につき）　大日方渡
→三村大之助殿

（慶応元年）5月26日 切紙・1通 へ21-2-6

長谷川深美拝借証文［覚］（馬上砲1挺につき）　
長谷川深美→御武具奉行衆中

慶応元年丑閏5月 切紙・1通 へ21-2-7

高田慎之丞拝借証文［覚］（鉄葉板3枚につき）　
高田慎之丞→牧野大右衛門殿

（慶応元年）閏5月 切紙・1通 へ21-2-8

西村十郎右衛門拝借証文［覚］（野交御幕2帳と
赤坂水練稽古御用につき）　西村十郎右衛門→
牧野大右衛門殿

（慶応元年）丑閏5月 切紙・1通 へ21-2-9

根井小右衛門拝借証文［覚］（調練太鼓表皮1枚
と裏皮1枚につき）　根井小右衛門→富永新平殿

（慶応元年）6月7日 切紙・1通 へ21-2-10

佐久間忠幾久拝借証文［覚］（50匁玉御筒1挺・同
鋳形1帖につき）　佐久間忠幾久→小野喜平太殿　
11月山下彦兵衛返上

（慶応元年）10月10日 切紙・1通 へ21-2-11

佐久間忠幾久拝借証文［覚］（500匁御筒1挺等5
筆につき）　佐久間忠幾久→小野喜平太殿　500□
御筒来3月返上、御幕・御串・矢手木11月8日返上

（慶応元年）10月11日 横切継紙・1通 へ21-2-12

寺内多宮拝借証文［覚］（松火縄1抱につき）　寺
内多宮→小野喜平太殿

（慶応元年）丑11月30日 横切継紙・1通 へ21-2-13

蟻川賢之助拝借証文［覚］（張長持等9筆につき）
蟻（川）賢之助→久保九郎右衛門殿

（慶応元年）11月朔日 横切継紙・1通 へ21-2-14

金井清八郎他一名拝借証文［覚］（薬計3ッ・火薬
8斤につき）　金井清八郎・山田兵衛→御武具方様

（慶応元年）4月9日 横切継紙・1通 へ21-2-15
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蟻川賢之助拝借証文［覚］（玉薬200発につき）　
蟻川賢之助→馬場廣人殿　雷火銃ハトロン附、へ21
‐2‐17に貼付

慶応元年丑11月25日 切紙・1通 へ21-2-16

木村正男拝借証文［覚］（短ミニー銃1挺につき）
木村正男→‐　へ21‐2‐16に貼付

（慶応元年）閏4月5日 横切紙・1通 へ21-2-17

（雷火銃等武具時拝借証文）　 7点 へ22

三井孝右衛門時拝借証文［覚］（御用稽古のため
雷火銃御筒8挺につき）　牧野大右衛門組小頭三
井孝右衛門→御武具方御役所

（慶応元年）丑6月7日 切紙・1通 へ22-1

蟻川賢之助時拝借証文［覚］（雷火銃16挺等時拝
借につき）　蟻川賢之助→池田平角殿

（慶応2年）寅12月 切紙・1通 へ22-2

根井小右衛門時拝借証文［覚］（御用のため竹長
持等時拝借につき）　根井小右衛門→御武具方様

（慶応2年）寅11月 切紙・1通 へ22-3

根井小右衛門時拝借証文［覚］（足軽稽古御用の
ため雷火銃25挺等につき）　根井小右衛門→牧
野大右衛門

（慶応元年）閏5月 横切継紙・1通 へ22-4

小山繁之助時拝借証文［覚］（雷火銃7挺につき）
国井平左衛門組小頭小山繁之助→御武具方御役所

4月晦日 切紙・1通 へ22-5

池田儀左衛門他一名時拝借証文［覚］（雷火銃5
挺につき）　池田儀左衛門・吉岡喜惣治→御武具方
御役所

（慶応元年）閏5月27日 横切紙・1通 へ22-6

小沢徳五郎時拝借証文［覚］（雷火銃25挺につ
き） 小沢徳五郎→御武具方御役所　無印の鉄炮上納
不足の旨下ケ札あり

11月24日 横切紙・1通 へ22-7

（武具拝借証文綴　慶応2年2月～11月）　紙縒に札｢
慶応二寅年｣

5点 へ23

蟻川賢之助拝借証文［覚］（施條銃1挺等につき）
蟻川賢之助→山岸左内殿

（慶応2年）寅2月18日 横切紙・1通 へ23-1

寺内多宮拝借証文［覚］（ミニール銃丁放稽古の
ため合薬300匁等につき）　寺内多宮→三村大之
助殿

（慶応2年）寅3月 切紙・1通 へ23-2

蟻川賢之助拝借証文［覚］（臨時人数出役のため
雷火管720粒等につき）　蟻川賢之助→河口左文
太殿

（慶応2年）寅5月8日 横切継紙・1通 へ23-3

長崎藤作拝借証文［覚］（鋳形2挺につき）　長崎
藤作→御武具方御役所

（慶応2年）寅11月13日 切紙・1通 へ23-4

蟻川賢之助拝借証文［覚］（7月・8月分合薬37斤
等につき）　蟻川賢之助→久保九郎右衛門殿

（慶応2年）寅8月 横切紙・1通 へ23-5

（武具拝借証文綴　慶応3年8月～12月）　紙縒付札｢
慶応三卯年｣

19点 へ24

寺内多宮拝借証文［覚］（御旗竿1本につき）　寺
内多宮代判岸左内→池田平角殿

（慶応3年）卯8月 切紙・1通 へ24-1

寺内多宮拝借証文［覚］（御旗負竿1本等につき）
寺内多宮→矢野倉謙兵衛殿

（慶応3年）卯9月3日 切紙・1通 へ24-2
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町田重太郎拝借証文［覚］（幕串8本等につき）　
小銃組小頭町田重太郎→‐

（慶応3年）卯10月 切紙・1通 へ24-3

赤地義太郎拝借証文［覚］（竹長持1棹につき）　
蟻川賢之助組赤地義太郎→御武芸方御役所

（慶応3年）卯11月3日 切紙・1通 へ24-4

米倉彦左衛門拝借証文［覚］（小銃稽古のため御
銃附鋳形5挺等につき）　蟻川賢之助組小頭米倉
彦左衛門→御武具方御役所

（慶応3年）11月23日 切紙・1通 へ24-5

根井小右衛門拝借証文［覚］（桐長持1棹につき）
根井小右衛門→三村大之助殿

（慶応3年）卯3月朔日 切紙・1通 へ24-6

山中小平次拝借証文［覚］（剣15挺につき）　山中
小平次→三村大之助殿

（慶応3年）卯3月 竪紙・1通 へ24-7

牧野大右衛門拝借証文［覚］（小銃組稽古のため
合薬81斤等につき）　牧野大右衛門→御武具方

（慶応3年）8月23日 横切紙・1通 へ24-8

牧野大右衛門拝借証文［覚］（小銃組稽古のため
合薬30斤等につき）　牧野大右衛門→御武具方

（慶応3年）8月 横切紙・1通 へ24-9

根井小右衛門拝借証文［覚］（小銃組火入のため
合薬31斤等につき）　根井小右衛門→馬場広人殿

（慶応3年）7月24日 横切紙・1通 へ24-10

根井小右衛門拝借証文［覚］（小銃組火入のため
合薬72斤等につき）　根井小右衛門→馬場広人殿

（慶応3年）7月20日 横切紙・1通 へ24-11

一場茂右衛門拝借証文［覚］（合薬83斤余等につ
き）　一場茂右衛門→御武具方様

（慶応3年）卯6月 横切紙・1通 へ24-12

金児忠兵衛拝借証文［覚］（施條小銃鋳形1挺に
つき）　金児忠兵衛→久保九郎右衛門殿

慶応3年丁卯6月4日 切紙・1通 へ24-13

金児忠兵衛拝借証文［覚］（五ツ道具1挺等につ
き）　金児忠兵衛→三村大之助殿

（慶応3年）10月 横切継紙・1通 へ24-14

寺内多宮拝借証文［覚］（火入稽古の節損の銅乱
16等につき）　寺内多宮→矢野倉謙兵衛殿

（慶応3年）9月 横切継紙・1通 へ24-15

佐藤通之助拝借証文［覚］（雷火銃1挺につき）　
佐藤通之助→御武具方御役所

（慶応3年）9月28日 横切紙・1通 へ24-16

佐久間忠幾久拝借証文［覚］（江府送付のため短
ミニール銃1挺等につき）　蟻川賢之助代判佐久
間忠幾久→久保九郎右衛門殿

慶応3年卯12月 横切紙・1通 へ24-17

富永新平他一名拝借証文［覚］（御用のため長ミ
ニール銃40挺等につき）　富永新平・牧野大右衛
門→久保九郎右衛門殿

慶応3年卯12月 横切継紙・1通 へ24-18

蟻川賢之助拝借証文［覚］（御用のため長ミニー
ル銃40挺等につき）　蟻川賢之助→久保九郎右衛
門殿

慶応3年卯12月 横切継紙・1通 へ24-19

（武具拝借証文　慶応4年2月～明治元年12月）　 33点 へ25

粟佐村宮沢但馬春房他一名拝借証文［口上］（和
砲2挺につき）　粟作村神主宮沢但馬春房・矢代村
大宮司竹田摂津道尊→御武具御掛り中　鉛筆書｢明
治元｣

（慶応4年）4月22日 横切紙・1通 へ25-1
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富沢勇之進拝借証文［覚］（御筒1挺等につき）　
井上定人代判富沢勇之進→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰閏4月14日 横切紙・1通 へ25-2

桑根井村森日向他一名拝借証文［覚］（御筒2挺
等につき）　桑根井村神主森日向・富岡土佐伜富岡
勇記→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月21日 横切紙・1通 へ25-3

近藤権右衛門拝借証文［覚］（御筒21挺等につ
き）　 近藤権右衛門→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月21日 横切紙・1通 へ25-4

戸根山徳三郎拝借証文［覚］（臨時御用のため3
匁5分御筒1挺等につき）　火野左平治代判戸根
山徳三郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月21日 横切紙・1通 へ25-5

町田磯之助他一名拝借証文［覚］（御筒1挺等に
つき）　町田茂之助・矢野倉小助→菅沼治郎右衛門
殿　午3月14日付証文と引合す旨の付紙あり

（慶応4年）4月 横切継紙・1通 へ25-6

矢野倉小助拝借証文［覚］（小筒1挺につき）　矢
野倉小助→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月21日 横切紙・1通 へ25-7

一場俊蔵他一名拝借証文［覚］（銃・胴乱等兵卒
装備につき）　一場俊蔵・窪田岩太郎両人代判山口
作平→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月21日 横切継紙・1通 へ25-8

牧野大右衛門他一名拝借証文［覚］（西洋太鼓替
皮につき）　牧野大右衛門・寺内多宮→山岸左内殿

（慶応3年）寅2月 切紙・1通 へ25-9

寺内多宮拝借証文［覚］（調練太鼓表革2枚につ
き）　寺内多宮→河口左文太殿

正月26日 切紙・1通 へ25-10

金児忠兵衛拝借証文［覚］（雷火銃30挺等3筆に
つき）　金児忠兵衛代判金児友太郎→三村大之助

（慶応4年）3月23日 切紙・1通 へ25-11

松木源八他一名拝借証文［覚］（大坂短ミニール
銃につき）　松木源八・加判池田平角→‐

慶応4年戊辰2月29日 切紙・1通 へ25-12

五番小銃方小頭岸田安左衛門他一名拝借証文
（稽古入料として長ミニール銃21挺につき） 
五番小銃方小頭岸田安左衛門・堀田通太郎→御武具
所

慶応4年辰8月 切紙・1通 へ25-13

小山繁之助拝借証文（長ミニール銃31挺等につ
き）　小山繁之助→御武具方御役所

（慶応4年）辰8月23日 横切継紙・1通 へ25-14

小銃方世話役西沢又治拝借証文［覚］（鋳皿につ
き）　小銃方世話役西沢又治→御武具方御役所

（明治元年）10月6日 切紙・1通 へ25-15

下大工義次郎拝借証文（臨時出張のため陣羽織
につき）　下大工義次郎→御武具方御役所

（慶応4年）4月21日 切紙・1通 へ25-16

御貝役清左衛門拝借証文［覚］（陣笠等につき） 
御貝役清左衛門→‐

（慶応4年）4月25日 切紙・1通 へ25-17

久保極人拝借証文［覚］（坊役の者の小頭陣羽織
等につき）　久保極人→小野熊男殿　端裏書｢陣羽
織｣

（慶応4年）辰4月 切紙・1通 へ25-18

宮下三郎治拝借証文［覚］（臨時出張のため御目
見以下用陣羽織につき）　宮下三郎治→御武具
方様

（慶応4年）4月19日 切紙・1通 へ25-19
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大隊御旗附小頭萩原周左衛門他四名拝借証文
［覚］（銀山道附笠等につき）　大隊御旗附小頭萩
原周左衛門・同長崎熊之助・山川虎治→御武具方御役
所

（慶応4年）閏4月2日 横切紙・1通 へ25-20

宮沢彦治拝借証文［覚］（ミニール銃鋳形につ
き）　宮沢彦治→三村大之助殿　破損大

（明治元年）辰12月 切紙・1通 へ25-21

金児忠兵衛行司宮沢彦治拝借証文［覚］（四斤施
條銃等につき）　金児忠兵衛行司宮沢彦治→久保
九郎右衛門殿　破損大

（明治元年）辰11月 切紙・1通 へ25-22

宮沢彦治拝借証文［覚］（中短施條銃につき）　宮
沢彦治→久保九郎右衛門殿

（明治元年）辰11月 切紙・1通 へ25-23

金児忠兵衛行司宮沢彦治拝借証文（十二寸弾等
につき）　金児忠兵衛行司宮沢彦治→菅沼治郎右衛
門殿　破損大

（明治元年）辰10月 切紙・1通 へ25-24

金児忠兵衛行司宮沢彦治拝借証文（十二寸弾等
につき）　金児忠兵衛行司宮沢彦治→菅沼治郎右衛
門殿

（明治元年）辰10月 切紙・1通 へ25-25

宮沢彦治拝借証文［覚］（舶来合薬等につき）　宮
沢彦治→三村大之助殿　破損大

（慶応4年）辰8月 横切継紙・1通 へ25-26

宮沢彦治拝借証文［覚］（六斤施條銃等につき） 
宮沢彦治→三村大之助殿

（慶応4年）辰8月晦日 切紙・1通 へ25-27

金児四郎拝借証文［覚］（フランス元込四十合道
具等につき）　金児四郎・代判菅沼治郎右衛門→山
岸左内殿

（慶応4年）7月13日 切紙・1通 へ25-28

金児四郎拝借証文［覚］（舶来落紙につき）　金児
四郎・代判山岸左内→三村大之助殿

（慶応4年）8月12日 切紙・1通 へ25-29

金児忠兵衛行司宮沢彦治拝借証文［覚］（六斤施
條銃につき）　金児忠兵衛行司宮沢彦治→久保九
郎右衛門殿

（慶応4年）辰6月 横切継紙・1通 へ25-30

宮沢彦治拝借証文（調練口小粒合薬等につき） 
金児忠兵衛行司宮沢彦治→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月26日 切紙・1通 へ25-31

金児四郎拝借証文［覚］（元込線附銃付属の品壱
箱等につき）　金児四郎・代判山岸左内→小野熊男
殿

（慶応4年）5月18日 横切紙・1通 へ25-32

金児忠兵衛門弟小幡寛一郎他一名拝借証文
［覚］（ヤーケル等につき）　金児忠兵衛門弟小幡
寛一郎・戸沢元之助・代判山崎藤吉→久保九郎右衛門
殿

（慶応4年）6月8日 横切紙・1通 へ25-33

金児忠兵衛拝借証文［覚］（三斤少農等につき） 
金児忠兵衛→三村大之助殿

（慶応4年）3月 切紙・1通 へ25-34

（武具・弾薬等拝借証文　明治元年12月24日～2年
12月12日）　

74点 へ26

［拝借切手入］（切紙表紙）　 明治2年巳正月 切紙・1点 へ26-1

池村謹之進他一名拝借証文［覚］（三斤榴弾10つ （明治2年）正月7日 横切継紙・1通 へ26-2
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等につき）　池村謹之進・岩下章五郎→矢倉謙兵衛
殿

佐藤伊与之進拝借証文［覚］（ピストル革覆1つ
につき）　佐藤伊与之進→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）正月2日 横切紙・1通 へ26-3

飯島与作受取証文［覚］（琉球20枚病院の入料に
つき）　飯島与作→三村大之助殿

（明治2年）巳正月 横切継紙・1通 へ26-4

青木蔵治拝借証文［覚］（古琉球表5枚受取りに
つき）　青木蔵治→‐

明治元年辰12月24日 切紙・1通 へ26-5

宮沢彦治拝借証文［覚］（合薬3貫目等拝借つき）
宮沢彦治→池田平角殿

（明治2年）巳正月 横切紙・1通 へ26-6

岩下章五郎拝借証文［覚］（調練合薬50斤につ
き）　中俣一平行司岩下章五郎→池田平角殿

（明治2年）巳正月 横切継紙・1通 へ26-7

金児友太郎拝借証文［覚］（太鼓3つ等につき）　
金児友太郎→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）2月2日 横切紙・1通 へ26-8

岩下章五郎拝借証文［覚］（十二寸忽砲1門につ
き）　岩下章五郎→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）2月 横切紙・1通 へ26-9

金児友太郎拝借証文［覚］（三斤弾薬につき）　金
児友太郎→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）巳2月2日 横切紙・1通 へ26-10

岩下章五郎拝借証文［覚］（三斤実弾15につき） 
中俣一平行司岩下章五郎→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）2月 横切継紙・1通 へ26-11

青木蔵治拝借証文［覚］（古琉球表26枚につき） 
青木蔵治→‐

明治2年巳2月16日 切紙・1通 へ26-12

青木蔵治拝借証文［覚］（菅表47枚につき）　青木
蔵治→‐

明治2年巳2月16日 切紙・1通 へ26-13

鈴木慶一郎拝借証文［覚］（胴乱18等につき）　鈴
木慶一郎→矢野倉謙兵衛殿

明治2年巳2月18日 横切紙・1通 へ26-14

池村謹之進拝借証文［覚］（白蝋340目につき）　
池村謹之進（花押）→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）2月22日 横切紙・1通 へ26-15

宮沢彦治拝借証文［覚］（太鼓1つにつき）　宮沢
彦治→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）正月2日 横切紙・1通 へ26-16

宮沢彦治拝借証文［覚］（三斤カノン1門につき）
宮沢彦治→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）巳2月24日 横切紙・1通 へ26-17

宮沢彦治拝借証文［覚］（四斤施條砲光榴弾15に
つき）　宮沢彦治→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）3月13日 横切紙・1通 へ26-18

宮沢彦治拝借証文［覚］（四斤施條砲1門等につ
き）　金児忠兵衛行司宮沢彦治→久保九郎右衛門殿

（明治2年）巳3月 横切継紙・1通 へ26-19

宮沢彦治拝借証文［覚］（雷震光榴弾5つにつき）
金児忠兵衛行司宮沢彦治→久保九郎右衛門殿

（明治2年）巳3月18日 横切継紙・1通 へ26-20

米倉光右衛門拝借証文［覚］（舶来胴乱20等につ
き）　米倉光右衛門→御武具方御役所

（明治2年）3月25日 横切継紙・1通 へ26-21

永野申太郎受取証文［覚］（舶来合薬37斤の代金
6両2分余りにつき）　永野申太郎→久保五郎殿

（明治2年）巳3月19日 横切紙・1通 へ26-22
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川崎留次郎拝借証文［覚］（三斤施條砲打挽1門
につき）　蟻川賢之助行司川崎留次郎（花押）→久保
九郎右衛門

（明治2年）3月23日 横切継紙・1通 へ26-23

宮沢章五郎拝借証文［覚］（玉5つ等につき）　中
俣一平行司岩下章五郎→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）4月朔日 横切紙・1通 へ26-24

矢野倉謙兵衛借証文［覚］（調練合薬1斤等につ
き）　矢野倉謙兵衛→三村大之助殿

（明治2年）4月6日 横切紙・1通 へ26-25

寺内刑部受取証文［覚］（硝石10貫目につき）　寺
内刑部→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）4月6日 横切紙・1通 へ26-26

菅左衛士介拝借証文［覚］（四斤施條砲1門等に
つき）　菅左衛士介→‐　後欠

（明治2年）4月6日 横切紙・1通 へ26-27

宮沢彦治拝借証文［覚］（十二寸忽砲1門等につ
き）　金児忠兵衛行司宮沢彦治→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）巳4月 横切継紙・1通 へ26-28

御台所拝借証文［覚］（水呑につき）　御台所→御
武具方御役所

（明治2年）巳4月23日 横切紙・1通 へ26-29

宮沢彦治拝借証文［覚］（大胴乱1つ等につき）　
金児忠兵衛行司宮沢彦治→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）巳4月 横切紙・1通 へ26-30

菅左衛士介拝借証文［覚］（十二支御幟竿四本に
つき）　菅左衛士介→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）4月23日 横切紙・1通 へ26-31

岡嶋慶蔵拝借証文［覚］（十五寸大砲1門等につ
き）　岡嶋慶蔵→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）4月24日 横切継紙・1通 へ26-32

依田謙次郎拝借証文［覚］（ホタエス15匁につ
き）　依田謙次郎→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）4月24日 横切紙・1通 へ26-33

矢野倉謙兵衛拝借証文［覚］（調練合薬10斤等に
つき）　矢野倉謙兵衛→三村大之助殿

（明治2年）4月25日 横切継紙・1通 へ26-34

宮沢彦治拝借証文［覚］（ミニー銃靱2本につき）
宮沢彦治→久保九郎右衛門殿

（明治2年）巳5月 横切紙・1通 へ26-35

宮沢彦治拝借証文［覚］（重船用砲1門につき）　
金児忠兵衛行司宮沢彦治→久保九郎右衛門殿

（明治2年）巳5月 横切継紙・1通 へ26-36

菅左衛士介拝借証文［覚］（四斤施條砲榴弾15等
につき）　菅左衛士介→久保九郎右衛門殿

（明治2年）4月6日 横切継紙・1通 へ26-37

小泉市二借証文［覚］（地車1輌につき）　小泉市
二→久保九郎右衛門殿

（明治2年）5月11日 横切紙・1通 へ26-38

竹内又五郎借証文［覚］（ナホレオン弾10つ等に
つき）　竹内又五郎→久保九郎右衛門殿

（明治2年）巳5月13日 横切継紙・1通 へ26-39

河原左京他一名拝借証文［覚］（極短ミニー銃1
挺等につき）　河原左京・代判山岸左内→久保九郎
右衛門殿

（明治2年）巳正月17日 横切紙・1通 へ26-40

柘植彦四郎拝借証文［覚］（小銃方稽古のため古
箱1つにつき）　柘植彦四郎→久保九郎右衛門殿

明治2年巳5月 横切継紙・1通 へ26-41

金児忠兵衛他一名拝借証文［覚］（中短ミニー銃
8挺等につき）　金児忠兵衛・代印金児友太郎→久
保九郎右衛門殿

（明治2年）5月21日 横切紙・1通 へ26-42
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久保三郎正則拝借証文［覚］（調練合薬6斤半等
につき）　久保三郎正則（花押）→久保九郎右衛門殿

（明治2年）9月 横切紙・1通 へ26-43

宮沢彦治他一名拝借証文［覚］（却2張等につき）
金児忠兵衛行司・中俣一平行司岩下章五郎→矢野倉
謙兵衛殿

（明治2年）4月1日 横切紙・1通 へ26-44

菅左衛士介拝借証文［覚］（中短ミニー銃3挺等
につき）　蟻川賢之助行司菅左衛士介→矢野倉謙兵
衛殿

（明治2年）巳6月6日 横切紙・1通 へ26-45

菅左衛士介拝借証文［覚］（中短ミニー銃5挺に
つき）　蟻川賢之助行司菅左衛士介→矢野倉謙兵衛
殿

（明治2年）巳6月6日 横切継紙・1通 へ26-46

菅左衛士介拝借証文［覚］（三斤榴弾10発につ
き）　菅左衛士介→久保九郎右衛門殿

（明治2年）巳5月10日 切紙・1通 へ26-47

宮沢常馬拝借証文［覚］（ピストル袋代として金
札1両につき）　宮沢常馬→佐藤誠之進殿

（明治2年）巳3月6日 横切紙・1通 へ26-48

宮沢彦治拝借証文［覚］（六斤施條砲1門につき）
宮沢彦治→久保三郎殿

（明治2年）巳7月 横切紙・1通 へ26-49

宮沢彦治拝借証文［覚］（大机1面につき）　宮沢
彦治→久保三郎殿

（明治2年）巳7月16日 横切紙・1通 へ26-50

宮沢彦治拝借証文［覚］（三斤カノン1門につき）
金児忠兵衛行司宮沢彦治→久保三郎殿

（明治2年）巳7月 横切紙・1通 へ26-51

根井小右衛門拝借証文［覚］（中短ミニー銃46挺
等につき）　根井小右衛門→三村大之助殿

（明治2年）巳8月3日 横切継紙・1通 へ26-52

松村半次郎拝借証文［覚］（塗笠30萱につき）　松
村半次郎→矢沢右馬之助殿御内市川恒左衛門殿

（明治2年）4月25日 横切継紙・1通 へ26-53

宮沢彦治拝借証文［覚］（重船用砲弾15につき） 
金児忠兵衛行司宮沢彦治→三村大之助殿

（明治2年）巳8月 横切継紙・1通 へ26-54

菅左衛士介拝借証文［覚］（大ホウート1門等に
つき）　菅左衛士介→三村大之助殿

（明治2年）8月12日 横切紙・1通 へ26-55

村田直太郎拝借証文［覚］（毛櫛（ヵ）杖1本につ
き）　村田直太郎（花押）→三村大之助殿

（明治2年）8月19日 切紙・1通 へ26-56

金児友太郎拝借証文［覚］（調練太鼓革3枚につ
き）　金児友太郎→三村大之助殿

（明治2年）巳8月20日 切紙・1通 へ26-57

大熊倹之丞他一名拝借証文［覚］（赤山道法被32
枚等につき）　大熊倹之丞・代判山崎藤太→三村大
之助殿

（明治2年）8月20日 横切紙・1通 へ26-58

大熊三郎他一名拝借証文［覚］（調練太鼓革4枚
につき）　大熊三郎（花押）・代判野村弥左衛門→三
村大之助殿

（明治2年）8月20日 横切継紙・1通 へ26-59

高野新之丞他一名拝借証文［覚］（御旗1本等條
時出張のためにつき）　高野新之丞・三井藤右衛
門→御武具方御役所

（明治2年）8月27日 横切継紙・1通 へ26-60

長崎熊之助拝借証文［覚］（長ミニー銃40挺等御 （明治2年）8月27日 横切継紙・1通 へ26-61
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