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用のためにつき）　宮島組長崎熊之助→御武具方
御役所

馬場広人拝借証文［覚］（麻晒灰150匁拝借つき）
馬場広人→三村大之助殿

（明治2年）8月26日 横切紙・1通 へ26-62

某拝借証文［覚］（中ミニー銃7挺等拝借つき）　
後欠のため差出・受取など不明

横切継紙・1通 へ26-63

宮沢彦治拝借証文［覚］（四斤施條砲光柘榴弾15
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9月 横切紙・1通 へ26-64

中俣俊平拝借証文［覚］（三斤地砲1門等につき）
中俣一平行司中俣俊平→久保九郎右衛門殿

（明治2年）9月23日 横切紙・1通 へ26-65

森木一二三拝借証文［覚］（剣3本につき）　森木
一二三→馬場広人殿

明治2年10月11日 横切紙・1通 へ26-66

宇敷敬之助拝借証文［覚］（剣1本につき）　宇敷
敬之助→馬場広人殿　宇敷敬之助正と記載

（明治2年）10月18日 横切紙・1通 へ26-67

某拝借証文［覚］（十三発元込銃1挺等につき）　
後欠のため差出・受取など不明

横切継紙・1通 へ26-68

岩村寅松拝借証文［覚］（御内用のため赤色御袴
2流につき）　岩村寅松→馬場広人殿

（明治2年）10月28日 横切継紙・1通 へ26-69

河口左文太他一名拝借証文［覚］（中短ミニー銃
1挺につき）　河口左文太・代判山越新八郎→矢野
倉謙兵衛殿

（明治2年）巳11月19日 横切紙・1通 へ26-70

山口近蔵拝借証文［覚］（ミカキ紙20枚につき） 
御鉄砲師山口近蔵→御武具方御役所

（明治2年）巳11月26日 横切紙・1通 へ26-71

大日方四郎兵衛拝借証文［覚］（馬場先御門御入
用のため三つ道具1組につき）　大日方四郎兵
衛→小幡全一郎殿

（明治2年）巳12月 横切継紙・1通 へ26-72

源七郎内借証文（大机1机内借につき）　源七郎
→（小幡）全一郎　端裏書｢全一郎様、源七郎｣

（明治2年）12月12日 横切継紙・1通 へ26-73

沢角南拝借証文［覚］（打貝9つにつき）　沢角南
→武庫司事様

（明治2年）12月11日 横切紙・1通 へ26-74

（武具拝借証文綴　慶応4年2月朔～明治2年正月
21日）　

165点 へ27

（武具拝借証文等綴　慶応4年4月～明治2年正
月21日 ）　

66点 へ27-1

竹内友馬他一名拝借証文［覚］（大岡関門御用の
ため布交御幕1張につき）　竹内友馬・上原広衛
→菅沼治郎右衛門殿

慶応4年辰閏4月 横切紙・1通 へ27-1-1

大島勇三郎他一名拝借証文［覚］（焔硝1貫500目
等につき）　大島勇三郎・興津半蔵→御武具方様　
焔硝は｢塩消｣と記載

（慶応4年）閏4月23日 横切紙・1通 へ27-1-2

大島勇三郎他一名書状（火縄支切のため12巴支
給願いにつき）　大島勇三郎・興津半蔵→御武具方
様

（慶応4年）閏4月22日 横切継紙・1通 へ27-1-3
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恩田十郎他一名拝借証文［覚］（藤宿御取締所出
張のため中短ミエー銃2挺等につき）　恩田十
郎・竹内小左衛門→三村大之助殿

（明治元年）12月20日 横切継紙・1通 へ27-1-4

大島勇三郎他一名拝借証文［覚］（御用のため袖
印2枚等につき）　大島勇三郎・興津半蔵→菅沼治
郎右衛門殿

（慶応4年）辰閏4月23日 横切紙・1通 へ27-1-5

興津半蔵他一名拝借証文［覚］（御用のため火縄
12把につき）　興津半蔵・大島勇三郎→菅沼治郎右
衛門殿　へ27-1-6-2に貼継

（慶応4年）辰閏4月2日 横切継紙・1通 へ27-1-6-1

興津半蔵他一名願書［覚］（火縄支切のため12巴
支給願いにつき）　（興津）半蔵・（大島）勇三郎→
御武具方様　端裏書｢御武具方様　興津半蔵・大島勇
三郎｣、27-1-6-1に貼継

（慶応4年）閏4月2日 横切継紙・1通 へ27-1-6-2

三俣藤吉他一名拝借証文［覚］（藤宿関門御入料
のため三つ道具1組につき）　三俣鶴吉・代判山
花平→御武具方御役所

（慶応4年）辰閏4月24日 横切紙・1通 へ27-1-7

北村源五兵衛拝借証文［覚］（関屋口関門御入用
のため玉薬108発等につき）　北村源五兵衛→御
武具方御役所

（慶応4年）辰閏4月 横切紙・1通 へ27-1-8

伊藤祐之助他五名拝借証文［覚］（関崎・笹崎等
の御取締所へ出帳のため胴乱5つ等につき） 
伊藤祐之助・町田善五右衛門・吉原慎吾他3名→三村
大之助殿

横切継紙・1通 へ27-1-9

大嶋勇三郎他一名拝借証文［覚］（農兵へ渡すた
め合薬8斤等につき）　大島勇三郎・興津半蔵→菅
沼治郎右衛門殿

（慶応4年） 横切継紙・1通 へ27-1-10

馬場平作他一名拝受取文［覚］（関屋口関門入料
のため火縄1束につき）　馬場平作・都筑喜七→
山岸左内殿

（慶応4年）辰7月 横切紙・1通 へ27-1-11

宮本義治他一名拝借証文［覚］（御用のため火縄
2把につき）　宮本義治・竹花亀之助→菅沼治郎右
衛門殿

（慶応4年）閏4月3日 横切継紙・1通 へ27-1-12

中川元喜他一名拝借証文［覚］（牟礼御取締出張
のため中短ミニー銃2挺等につき）　中川元喜・
土原弥兵衛→三村大之助殿

（明治元年）12月20日 横切継紙・1通 へ27-1-13

竹花亀之助拝借証文［覚］（御用のため御政府御
幕2張等につき）　竹花亀之助→菅沼治郎右衛門殿
政府御籏は返上のため墨消

正月21日 横切紙・1通 へ27-1-14

竹花亀之助拝借証文［覚］（合焔硝5斤等につき）
竹花亀之助→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月21日 横切紙・1通 へ27-1-15

町田善五右衛門拝借証文［覚］（笹崎取締所を命
じられ農兵へ渡すため小筒10挺等につき）　
町田善五右衛門→三村大之助殿　返上したものは下
ケ札で日時など記載

（明治元年）辰12月24日 横切継紙・1通 へ27-1-16

竹内金左衛門拝借証文［覚］（御用のため赤地御 （慶応4年）閏4月7日 横切紙・1通 へ27-1-17
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紋附御籏1流等につき）　竹内金左衛門→菅沼治
郎右衛門殿

田中左吉拝借証文［覚］（大崎取締所入料のため
火縄七把等につき）　田中左吉→三村大之助殿

（明治元年）辰12月 横切紙・1通 へ27-1-18

上原弘衛拝借証文［覚］（大岡宮平入料のため袖
験25枚につき）　上原弘衛→三村大之助殿

慶応4年辰6月 横切継紙・1通 へ27-1-19

上原弘衛拝借証文［覚］（牟礼御取締所出張のた
め調練合薬3斤等につき）　上原弘衛→池田平角
殿

（慶応4年）辰正月27日 横切継紙・1通 へ27-1-20

鈴木藤太他一名拝借証文［覚］（下三ヶ村入用た
め合薬4斤につき）　鈴木藤太・冨沢勇之進→菅沼
治郎右衛門殿

慶応4年辰閏4月 横切継紙・1通 へ27-1-21

鈴木藤太拝借証文［覚］（沓野村関門御用ため合
薬800匁につき）　鈴木藤太→三村大之助殿

慶応4年辰8月12日 横切継紙・1通 へ27-1-22

鈴木藤太拝借証文［覚］（沓野村関門御用ため御
紋附御幕1張につき）　鈴木藤太→御武具方御役
所

慶応4年辰5月 横切紙・1通 へ27-1-23

鈴木藤太拝借証文［覚］（沓野村関門御用ため火
薬3貫200匁等につき）　鈴木藤太→池田平角殿

明治2年巳正月21日 横切継紙・1通 へ27-1-24

横田甚五左衛門拝借証文［覚］（袖印10枚等につ
き）　横田甚五左衛門→久保九郎右衛門殿

2月7日 横切継紙・1通 へ27-1-25

与良権三郎他一名拝借証文［覚］（早合50発につ
き）　与良権三郎・与良四郎左衛門→菅沼治郎右衛門
殿

（慶応4年）閏4月28日 横切継紙・1通 へ27-1-26

横田甚五左衛門拝借証文［覚］（桑原出張農兵へ
渡すため調練合薬600匁等につき）　横田甚五
左衛門→池田平角殿

正月11日 横切継紙・1通 へ27-1-27

横田甚五左衛門拝借証文［覚］（赤地御籏1流に
つき）　横田甚五左衛門→菅沼治郎右衛門殿

慶応4年辰4月16日 横切紙・1通 へ27-1-28

御備［覚］（玉薬3人分等桑原関門で支給願いに
つき）　御備掛→御武具方様

（慶応4年）5月7日 横切継紙・1通 へ27-1-29

横田甚五左衛門他一名拝借証文［覚］（桑原関門
にて御用のため玉薬60発等につき）　横田甚
五左衛門・代判小野熊男→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）5月7日 横切継紙・1通 へ27-1-30

大久保甲子太郎拝借証文［覚］（東寺尾口関門に
て御用のため火縄4把等につき）　大久保甲子
太郎→山岸左内殿

（慶応4年）7月16日 横切紙・1通 へ27-1-31

月岡徳治拝借証文［覚］（鼠宿出張の獅（猟カ）師
へ支給のため赤山道法被5枚等につき）　月岡
徳治→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月10日 横切紙・1通 へ27-1-32

大島久次郎拝借証文［覚］（桑原御取締所出張に
つき中短ミニエール銃1挺等につき）　大嶋久
次郎（花押）→池田平角殿

正月13日 横切紙・1通 へ27-1-33
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月岡徳治拝借証文［覚］（鼠宿関門御入料のため
白山道法被1つ等につき）　月岡徳治→菅沼治郎
右衛門殿

（慶応4年）閏4月22日 横切紙・1通 へ27-1-34

都筑喜平拝借証文［覚］（臨時出張の鼠宿猟師へ
拝借の分として火縄5把等につき）　都筑喜平
→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月25日 横切継紙・1通 へ27-1-35

塚田内蔵助拝借証文［覚］（関崎関門にて御入料
のため三つ道具1組等につき）　塚田内蔵助→
菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月23日 横切継紙・1通 へ27-1-36

三村勇之進拝借証文［覚］（玉薬20発等につき） 
三村勇之進→池田平角殿

12月21日 横切紙・1通 へ27-1-37

金井幾三郎拝借証文［覚］（農兵へ支給のため火
縄3把等につき）　金井幾三郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月14日 横切継紙・1通 へ27-1-38

片岡亀太郎他一名拝借証文［覚］（鼠宿関門にて
御用のため袖印1枚につき）　片岡亀太郎・代判
山崎藤太→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月26日 横切紙・1通 へ27-1-39

片岡文治拝借証文［覚］（牟礼宿出張のためミニ
エール銃玉薬50発等につき）　片岡文治→三村
大之助殿

12月20日 横切紙・1通 へ27-1-40

某用状［関門切手］　 横切紙・1通 へ27-1-41

興津半蔵拝借証文［覚］（臨時出張のため袖印1
枚等につき）　興津半蔵→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月24日 横切紙・1通 へ27-1-42

与良四郎左衛門拝借証文［覚］（臨時出張のため
六匁御筒1挺等につき）　与良四郎左衛門→菅沼
治郎右衛門殿

（慶応4年）4月19日 横切紙・1通 へ27-1-43

鈴木藤太拝借証文［覚］（臨時御用のため三十匁
御筒1挺等につき）　鈴木藤太→菅沼治郎右衛門
殿

（慶応4年）4月20日 横切継紙・1通 へ27-1-44

馬場悦之進他二名拝借証文［覚］（村出張の御入
用のため六匁玉御筒10挺等につき）　馬場悦
之進・赤坂虎之助・代判馬場広人→小野熊男殿

（慶応4年）5月9日 横切継紙・1通 へ27-1-45

樋口銀太拝借証文［覚］（袖印4つ等につき）　鬼
無里弐拾弐人頭樋口銀太→御役所

（慶応4年）4月23日 横切紙・1通 へ27-1-46

町田善五右衛門他一名拝借証文［覚］（三十匁御
筒2挺等につき）　町田善五右衛門・伊藤房吉→菅
沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月11日 横切継紙・1通 へ27-1-47

上越道村弥惣治他一名拝借証文［覚］（六匁御筒
1挺を猟師につき）　上越道村弥惣治・与良四郎左
衛門→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月21日 横切紙・1通 へ27-1-48

小山藤左衛門拝借証文［覚］（白石新田出張御用
のため火縄2束等につき）　小山藤左衛門→菅沼
治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月8日 横切紙・1通 へ27-1-49

駒村彦三拝借証文［覚］（臨時御用のため六匁筒
2挺等につき）　駒村彦三→‐　後欠

（慶応4年）4月21日 横切継紙・1通 へ27-1-50
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出浦岳男他五名拝借証文［覚］（六匁玉薬50発等
につき）　出浦岳男・大島勇三郎・小野柔四郎他3名
→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月24日 横切継紙・1通 へ27-1-51

堀田速見拝借証文［覚］（御入用のため陣羽織2
つにつき）　堀田速見→小野熊御殿

（慶応4年）辰5月 横切継紙・1通 へ27-1-52

堀田伴右衛門他一名拝借証文［覚］（臨時出張の
ため長ミニエール銃1挺等につき）　堀田伴右
衛門・代判小野熊男→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月28日 横切継紙・1通 へ27-1-53

堀田伴右衛門他一名拝借証文［覚］（臨時出張の
ため長ミニエール銃1挺等につき）　堀田伴右
衛門・代判志村恭之進直孝（花押）→菅沼治郎右衛門
殿

（慶応4年）4月28日 横切継紙・1通 へ27-1-54

堀田伴右衛門拝借証文［覚］（長ミニエール銃1
挺につき）　堀田速見→三村大之助殿

（慶応4年）辰4月 横切継紙・1通 へ27-1-55

割番預組小十郎拝借証文［覚］（袖印1枚につき）
割番預組小十郎→御武具方御役所

（慶応4年）5月4日 横切継紙・1通 へ27-1-56

堀内直太郎組富平拝借証文［覚］（袖印1枚につ
き）　堀内直太郎組富平→御武具方御役所

（慶応4年）閏4月14日 横切継紙・1通 へ27-1-57

桜井勇作組千代吉拝借証文［覚］（袖印1枚につ
き）　桜井勇作組千代吉→御武具方御役所

（慶応4年）辰5月20日 横切紙・1通 へ27-1-58

西條彦治郎印扱組彦吉拝借証文［覚］（袖印2枚
につき）　西條彦治郎印扱組彦吉→御武具方御役所

（慶応4年）閏4月14日 横切継紙・1通 へ27-1-59

左忠跡組谷右衛門拝借証文［覚］（下筋出張のた
め袖印1枚につき）　左忠跡組谷右衛門→御武具
御役所

（慶応4年）5月6日 横切継紙・1通 へ27-1-60

富岡半六組宗作拝借証文［覚］（越州御用のため
袖印1枚につき）　富岡半六組宗作→御武具方御役
所

慶長4年辰5月22日 横切紙・1通 へ27-1-61

桜沼辰之丞跡組磯吉拝借証文［覚］（下筋御用荷
才領のため袖印1枚等につき）　桜沼辰之丞跡
組磯吉→御武具方御調方中様

（慶応4年）辰5月 横切紙・1通 へ27-1-62

坂口鉄左衛門拝借証文［覚］（下筋御用のため袖
印1枚につき）　坂口鉄左衛門→御武具方御役所

（慶応4年）辰5月4日 横切紙・1通 へ27-1-63

割番出役峰田義右衛門拝借証文［覚］（下筋へ御
荷物送りのため才領2人分の袖印2枚につき）
割番出役峰田義右衛門→御武具方御役所

慶応4年辰5月18日 横切継紙・1通 へ27-1-64

御雇組左平太拝借証文［覚］（袖印1枚につき）　
御雇組左平太→御武具方御役所

（慶応4年）閏4月17日 横切紙・1通 へ27-1-65

（武具拝借証文綴　慶応4年4月25日～6月16日） 3点 へ27-2

細田久作受取証文［覚］（御用のため袖印6枚受
取につき）　細田久作→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月朔日 横切紙・1通 へ27-2-1

中島弥五兵衛預組角治後兄五郎八他一名拝借
証文［覚］（下筋御用のため白山道法被2枚受

（慶応4年）6月16日 横切継紙・1通 へ27-2-2
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取につき）　中島弥五兵衛預組角治後兄五郎八・宮
尾徳左衛門組伴五郎伜源助→御武具方御役所

根井小右衛門他一名拝借証文［覚］（臨時出張の
ため胴乱1つ等拝借につき）　根井小右衛門・代
判菅沼治郎右衛門→三村大之助殿

（慶応4年）辰4月25日 横切継紙・1通 へ27-2-3

（武具拝借証文綴　慶応4年4月21日～明治元年
12月21日）　

11点 へ27-3

某拝借証文［覚］（宿出張のため山道附陣羽織1
枚等につき）　後欠

横切紙・1通 へ27-3-1

倉田彦右衛門他一名願書［覚］（長巻2振等を切
手引替にて支給願につき）　倉田彦右衛門・富沢
勇之進→町田善五右衛門殿

（慶応4年）辰7月15日 横切継紙・1通 へ27-3-2

御武具方調役拝借証文［覚］（長ミニエール銃1
挺等返上につき）　御武具方調役→塚田元之助殿

（慶応4年）5月14日 横切継紙・1通 へ27-3-3

御武具方調役拝借証文［覚］（中ミニエール銃1
挺等につき）　御武具方調役→下目付助條之助殿

（慶応4年）5月6日 横切紙・1通 へ27-3-4

御武具方調役拝借証文［覚］（長ミニエール銃1
挺等につき）　御武具方調役→‐　後欠

（明治元年）12月21日 横切継紙・1通 へ27-3-5

伊東嘉左衛門預組瀬左衛門拝借証文［覚］（雷火
筒30挺につき）　伊東嘉左衛門預組瀬左衛門→御
武具方御役所

（慶応4年）閏4月3日 横切紙・1通 へ27-3-6

御温飩師元治拝借証文［覚］（陣笠1つにつき）　
御饂飩師元治→神戸神蔵様

（慶応4年）4月26日 横切継紙・1通 へ27-3-7

岸田忠左衛門組勝兵衛拝借証文［覚］（白山道附
法被1枚等をにつき）　岸田忠左衛門組勝兵衛→
御武具方御役所

（慶応4年）5月11日 横切紙・1通 へ27-3-8

小幡内膳内飯嶋弥兵衛拝借証文［覚］（雷管20挺
等をにつき）　小幡内膳内飯嶋弥兵衛→小野熊男
様

（慶応4年）4月21日 横切紙・1通 へ27-3-9

某用状［覚］（合薬8貫420匁等につき）　後欠 横切継紙・1通 へ27-3-10

御雇組誠兵衛拝借証文［覚］（小荷駄印1枚につ
き）御雇組誠兵衛→御武具方御役所

（明治元年）10月8日 横切紙・1通 へ27-311

（袖印等拝借証文　慶応4年4月12日～閏4月朔） 5点 へ27-4

五明元治他一名拝借証文［覚］（袖印4枚を預か
るにつき）　五明元治・春原仲吉→菅沼治郎右衛門
殿

（慶応4年）4月12日 横切紙・1通 へ27-4-1

竹内小左衛門他二名拝借証文［覚］（袖印35枚に
つき）　竹内小左衛門・木内助右衛門・鹿野外守→菅
沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月15日 切紙・1通 へ27-4-2

仲治用状［覚］（道前袖印1つにつき）　仲治→御運
具方御役所様

（慶応4年）閏4月朔日 横切紙・1通 へ27-4-3

村田直太郎拝借証文［覚］（長ミニエール銃早合
15発等につき）　村田直太郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月21日 横切紙・1通 へ27-4-4
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根井小右衛門拝借証文［覚］（袖印2つにつき）　
根井小右衛門→御武具方様

（慶応4年）閏4月朔日 横切紙・1通 へ27-4-5

（ミニエール銃等拝借証文綴　慶応4年6月10日
～19日）　

6点 へ27-5

大川才右衛門他一名拝借証文［覚］（袖印2枚拝
借につき）　大川才右衛門・松沢直衛→久保九郎右
衛門殿

（慶応4年）6月12日 横切紙・1通 へ27-5-1

栗山八十治他一名拝借証文［覚］（下筋へ臨時出
張御用のため中短ミニエール銃2挺等拝借に
つき）　栗山八十治・山本通次郎→小野熊男殿

（慶応4年）6月19日 横切継紙・1通 へ27-5-2

富沢馬之助他二名拝借証文［覚］（下筋へ臨時出
張御用のため短ミニエール銃3挺等拝借につ
き）　富沢馬之助・片岡主計・里見久米之進→久保九
郎右衛門殿

（慶応4年）6月10日 横切継紙・1通 へ27-5-3

和田義太郎他一名拝借証文［覚］（下筋へ臨時た
め短ミニエール銃2挺等拝借につき）　和田義
太郎・木村帯刀→久保九郎右衛門殿

（慶応4年）6月10日 横切継紙・1通 へ27-5-4

宮沢小次郎他四名拝借証文［覚］（下筋へ臨時た
め長ミニエール銃4挺等拝借につき）　宮沢小
次郎・宮沢九十郎・近藤謙次郎他2名→馬場広人殿　
下ケ札に返上品・日付を記載

（慶応4年）6月16日 横切継紙・1通 へ27-5-5

長谷川徳蔵他一名拝借証文［覚］（袖印2枚を拝
借につき）　長谷川徳蔵・与良四郎左衛門→小野熊
男殿

（慶応4年）6月14日 横切継紙・1通 へ27-5-6

（袖印・武器等拝借証文　慶応4年2月4日～閏4
月）

8点 へ27-6

友野隼多拝借証文［覚］（袖印1枚を拝借につき）
友野隼多（花押）→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月28日 横切紙・1通 へ27-6-1

冨岡良右衛門拝借証文［覚］（御出馬御供のため
赤山道付塗笠22等を拝借につき）　冨岡良右衛
門→三村大之助殿

（慶応4年）4月22日 横切継紙・1通 へ27-6-2

富永新平受取証文［覚］（御入料のため太鼓皮6
枚につき）　富永新平→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰閏4月 横切紙・1通 へ27-6-3

冨岡判六受取証文［覚］（臨時の出張入料ため袖
印3枚等につき）　富岡判六→御武具方御役所

（慶応4年）辰4月22日 横切継紙・1通 へ27-6-4

徳田治郎左衛門受取証文［覚］（臨時の出張ため
袖印6流れにつき）　徳田治郎左衛門→菅沼治郎
右衛門殿

（慶応4年）4月19日 横切紙・1通 へ27-6-5

富岡判六受取証文［覚］（臨時の出張入料ため鉢
巻8筋につき）　富岡判六→御武具方御役所

（慶応4年）4月25日 横切紙・1通 へ27-6-6

富岡啓蔵拝借証文［覚］（出張入料ため中短ミニ
エール銃1挺等拝借につき）　富岡啓蔵→矢野倉
謙兵衛殿

（慶応4年）2月4日 横切継紙・1通 へ27-6-7

富永新平受取証文［覚］（臨時の出張ため雷火銃 （慶応4年）4月24日 横切継紙・1通 へ27-6-8
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33挺等につき）　富岡新平→菅沼治郎右衛門殿

（陣羽織等拝借証文等綴　慶応4年4月19日～明
治元年12月11日）　

10点 へ27-7

富岡宗三郎拝借証文［覚］（小筒3挺につき）　富
岡宗三郎→久保九郎右衛門殿

（明治元年）11月8日 横切紙・1通 へ27-7-1

近藤菊太郎他一名拝借証文［覚］（三匁五分御筒
1挺につき）　御雇組鉄砲師近藤菊太郎・代判西村
喜代治→御武具方御役所

（明治元年）辰12月11日 切紙・1通 へ27-7-2

鹿野波衛拝借証文［覚］（舶来長ミニエール銃1
挺名等につき）　鹿野波衛泰民（花押）→菅沼治郎
右衛門殿

（慶応4年）4月25日 横切紙・1通 へ27-7-3

竹内八十五郎拝借証文［覚］（小筒1挺につき）　
竹内八十五郎→菅沼治郎右衛門殿

（明治元年）10月25日 横切紙・1通 へ27-7-4

高田貫之輔願書（御用稽古の節拝借の短ミニ
エール銃の拝借期間延期願につき）　高田貫
之輔→御武具奉行　端裏書｢御武具奉行｣

横切紙・1通 へ27-7-5

杉田浅吉拝借証文［覚］（臨時の出張御用のため
陣羽織1つ等につき）　御鉄砲師杉田浅吉→御武
具方御役所

（慶応4年）4月19日 横切紙・1通 へ27-7-6

村松新十郎拝借証文［覚］（越後筋出張につき白
山道法被1枚等につき）　一代御鉄砲師村松新十
郎→御武具方御役所

（慶応4年）閏4月21日 横切継紙・1通 へ27-7-7

横田二作拝借証文［覚］（下筋出張につき陣羽織
1枚等につき）　御鉄砲師横田二作→御武具方御役
所

（慶応4年）辰5月19日 横切継紙・1通 へ27-7-8

宮川国兵衛拝借証文［覚］（臨時の出張御用のた
め陣羽織1つ等につき）　宮川国兵衛→菅沼治郎
右衛門殿

（慶応4年）4月20日 横切継紙・1通 へ27-7-9

宮沢但馬他二名拝借証文［覚］（袖印2枚につき）
宮沢但馬・小河原紀伊・竹田摂津→‐　後欠

（慶応4年）4月22日 横切継紙・1通 へ27-7-10

（武具等受取・拝借証文　慶応4年2月朔～5月11
日）　

56点 へ27-8

千喜良新之助他一名受取証文［覚］（臨時出張の
ため三器1通受取につき）　千喜良新之助・代判
上原徳之助→矢野倉謙兵衛殿

（慶応4年）2月朔日 横切継紙・1通 へ27-8-1

某用状［短三□□乱返上］（銃1挺・胴乱返上22名
の人名書き出し）　綴じのため柱書判読不能の箇
所あり

横折紙・1通 へ27-8-2

富永新平他一名拝借証文［覚］（長ミニエール銃
1挺拝借につき）　富永新平・代判小野熊男→三村
大之助殿

（慶応4年）5月11日 横切紙・1通 へ27-8-3

宮下寛三郎拝借証文［覚］（赤塗胴乱1つ等拝借
につき）　宮下寛三郎→三村大之助殿

（慶応4年）3月22日 横切紙・1通 へ27-8-4

宮下末男他一名拝借証文［覚］（施條銃1挺等を （慶応4年）3月22日 横切紙・1通 へ27-8-5
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拝借につき）　宮下末男・代判宮下寛三郎→三村大
之助殿

両角要右衛門［覚］（御用のため六尺棒2本受取
につき）　両角要右衛門→御武具方御役所

（慶応4年）3月20日 横切紙・1通 へ27-8-6

竹内金左衛門願書（御総督北陸道を通行のため
出役足軽へ法被・塗笠4人分支給願いにつき）
（竹内）金左衛門→御武具方様　端裏書｢御武具方様
金左衛門｣

（慶応4年）3月20日 横切継紙・1通 へ27-8-7

桜鷹次郎他一名拝借証文［覚］（御借具足1領等
を拝借につき）　桜鷹次郎・代判桜→三村大之助殿

（慶応4年）3月19日 横切紙・1通 へ27-8-8

菅左衛士他二名拝借証文［覚］（御槍2筋拝借に
つき）　菅左衛士・高田悌次郎・代印三沢元之輔→三
村大之助殿

慶応4年辰3月16日 横切紙・1通 へ27-8-9

池浦猪太郎拝借証文［覚］（御槍1筋拝借につき）
池浦猪太郎→三村大之助殿

慶応4年辰 横切紙・1通 へ27-8-10

小野左金太用状（御甲冑・御槍拝借の旨家老よ
り達しにつき）　小野左金太→御武具方様　端裏
書｢御武具方様　小野左金太｣

（慶応4年）2月4日 横切紙・1通 へ27-8-11

原厳馬他一名拝借証文（御借具足1領等を拝借
につき）　原厳馬・小野喜平太→三村大之助殿　へ
-27-8-12-2と一紙に書継、後欠

慶応4年辰3月12日 横切紙・1通 へ27-8-12-1

赤沢床之助他一名拝借証文（御借具足1領を
拝借につき）　赤沢床之助・小野喜平太→‐　へ
-27-8-12-3と一紙に書継、後欠

慶応4年辰3月12日 横切継紙・1通 へ27-8-12-2

山寺常吉他一名用状［覚］（合薬50斤等御役所よ
り差し送りの品書き出し）　山寺常吉・代判冨沢
勇之進→三村大之助殿

（慶応4年）3月10日 横切継紙・1通 へ27-8-13

久保九郎右衛門拝借証文［覚］（短ミニール銃1
挺等を拝借につき）　久保九郎右衛門→三村大之
助殿

（慶応4年）3月9日 横切紙・1通 へ27-8-14

拓植彦四郎受取証文［覚］（臨時の御人数出し御
用のため長ミニール銃31挺等を受取につき）
柘植彦四郎→三村大之助殿

（慶応4年）辰3月 横切継紙・1通 へ27-8-15

高久右文拝借証文［覚］（臨時の出張御用のため
短ミニール銃1挺等を拝借につき）　高久右文
→三村大之助殿

（慶応4年）3月4日 横切紙・1通 へ27-8-16

小林太一郎他一名受取証文［覚］（臨時出張の入
料のため赤山道附法被14枚等を受取につき）
小林太一郎・山崎卓馬→三村大之助殿

（慶応4年）3月5日 横切紙・1通 へ27-8-17

牧野大右衛門受取証文［覚］（臨時の入料のため
長ミニール銃31挺等を受取につき）　牧野大
右衛門→矢野倉謙兵衛殿

（慶応4年）2月 横切継紙・1通 へ27-8-18

宮入半之丞他一名拝借証文［覚］（臨時の出張の
ため赤山道附陣笠24蓋等を拝借につき）　宮
入半之丞・小林太一郎→三村大之助殿

（慶応4年）辰3月 横切継紙・1通 へ27-8-19
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瀧村右源太拝借証文［覚］（臨時の出張のため袖
印1枚拝借につき）　瀧村右源太→三村大之助殿

（慶応4年）3月5日 横切紙・1通 へ27-8-20

小林太一郎他一名受取証文［覚］（出張のため賄
方目印1流等を受取につき）　小林太一郎・山崎
卓馬→三村大之助殿

（慶応4年）辰3月 横切紙・1通 へ27-8-21

市場茂右衛門受取証文［覚］（勅使下向により軽
井沢宿へ出張御用のため塗笠6つ等を受取に
つき）　市場茂右衛門→三村大之助殿

（慶応4年）3月3日 横切紙・1通 へ27-8-22

相沢龍太郎拝借証文［覚］（赤山道塗笠1つ等を
拝借につき）　相沢龍太郎→三村大之助殿

（慶応4年）3月3日 横切紙・1通 へ27-8-23

近藤権内受取証文［覚］（臨時出張のため幕4張
等を受取につき）　近藤権内→御武具方御役所

（慶応4年）辰3月 横切紙・1通 へ27-8-24

近藤権内受取証文［覚］（臨時出張のため幕4張
を受取につき）　近藤権内→御武具方御役所

（慶応4年）辰3月 横切紙・1通 へ27-8-25

小池造酒多拝借証文［覚］（御用のため紐引10筋
拝借につき）　小池造酒多→御武具所

（慶応4年）3月1日 横切紙・1通 へ27-8-26

小林太一郎拝借証文［覚］（臨時出張のため赤山
道附陣笠2蓋拝借につき）　小林太一郎→矢野倉
謙兵衛殿　年代に虫損あり

（慶応4年）辰3月 横切紙・1通 へ27-8-27

伊東一太郎他十四名拝借証文［覚］（臨時出張の
ため短ミニエール銃15挺拝借につき）　伊東
一太郎・塚本義太郎・村田直太郎他12名→矢野倉謙兵
衛殿　返上品・日時等記載され印を墨消し

（慶応4年） 横切継紙・1通 へ27-8-28

瀧村右源太拝借証文［覚］（赤山道陣笠1つ拝借
につき）　瀧村右源太→矢野倉謙兵衛殿

（慶応4年）辰2月20日 横切紙・1通 へ27-8-29

岡部次郎右衛門他十五名借証文［覚］（臨時出張
のため短ミニエール銃16挺拝借につき）　岡
部次郎右衛門・坂本寛平・湯本久次郎他13名→矢野倉
謙兵衛殿　返上品・日時等記載され印を墨消し

（慶応4年） 横切継紙・1通 へ27-8-30

矢野求馬他三名借証文［覚］（出張のため短ミニ
エール銃4挺等を拝借につき）　矢野求馬・祢津
丈之助・原隼之進他1名→矢野倉謙兵衛殿　貼紙にて
拝借人が青木謹一郎から祢津丈之助へ変更の旨記載

（慶応4年）2月晦日 横切継紙・1通 へ27-8-31

矢野助右衛門内借証文［覚］（出張のため御幕2
張を内借につき）　矢野助右衛門→矢野倉謙兵衛
殿

（慶応4年）辰2月 横切紙・1通 へ27-8-32

千喜良新之進他一名受取証文［覚］（臨時出張の
ため小頭陣笠3つ等を受取につき）　千喜良新
之進・上原徳之助→矢野倉謙兵衛殿

（慶応4年）2月晦日 横切紙・1通 へ27-8-33

千喜良新之進他一名受取証文［覚］（臨時出張の
ため小頭法被3枚等を受取につき）　千喜良新
之進・代判上原徳之助→矢野倉謙兵衛殿

（慶応4年）2月晦日 横切継紙・1通 へ27-8-34

佐藤正左衛門拝借証文［覚］（江府短ミニエール
銃1挺等を拝借につき）　佐藤正左衛門→矢野倉

（慶応4年）2月晦日 横切紙・1通 へ27-8-35
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謙兵衛殿

池村長太郎他一名拝借証文［覚］（出張のため胴
乱1つ等を拝借につき）　池村長太郎・代判矢野
倉謙兵衛→御武具奉行様

（慶応4年） 横切紙・1通 へ27-8-36

桜井佳人受取証文［覚］（足軽陣羽織28枚受取に
つき）　桜井佳人→矢野倉謙兵衛殿

（慶応4年）2月 横切紙・1通 へ27-8-37

坂巻与兵衛他四名拝借証文［覚］（赤山道附笠5
蓋拝借につき）　坂巻与兵衛・正村勇之進・上原弘
衛→矢野倉謙兵衛殿　返上品・日時等記載され印を
墨消し

（慶応4年） 横切継紙・1通 へ27-8-38

石倉男之助他十三名拝借証文［覚］（臨時出張の
ため短ミニエール銃14挺拝借につき）　石倉
男之助・坂巻守兵衛・関口左膳他11名→矢野倉謙兵衛
殿　返上品・日時等記載され印を墨消し

（慶応4年） 横切継紙・1通 へ27-8-39

松木源八受取証文［覚］（臨時御用のため長ミニ
エール銃32挺等を拝借につき）　松木源八→矢
野倉謙兵衛殿

（慶応4年）辰2月 横切継紙・1通 へ27-8-40

千喜良新之進他一名受取証文［覚］（出張のため
目付方印2本受取につき）　千喜良新之進・山中
小平次→矢野倉謙兵衛殿

慶応4年辰2月29日 横切継紙・1通 へ27-8-41

千喜良新之進拝借証文［覚］（ミニエール銃1挺
等を拝借につき）　千喜良新之進→矢野倉謙兵衛
殿

（慶応4年）2月29日 横切継紙・1通 へ27-8-42

海沼龍輔受取証文［覚］（袖印5枚受取につき）　
海沼龍輔→矢野倉謙兵衛殿

慶応4年辰2月29日 横切紙・1通 へ27-8-43

寺内多宮受取証文［覚］（臨時の御人数出しの御
用のため長ミニール銃32挺等を受取につき）
寺内多宮→矢野倉謙兵衛殿

（慶応4年）辰2月 横切継紙・1通 へ27-8-44

白川税受取証文［覚］（臨時の御人数出しの御用
のため長ミニール銃33挺等を受取につき）　
白川税→矢野倉謙兵衛殿

（慶応4年）辰2月 横切継紙・1通 へ27-8-45

安藤源四郎他一名拝借証文［覚］（出張のため足
軽法被2つ等を受取につき）　安藤源四郎・山本
左兵衛→矢野倉謙兵衛殿

（慶応4年）2月29日 横切継紙・1通 へ27-8-46

佐藤正左衛門受取証文［覚］（笠2つ等を受取に
つき）　佐藤正左衛門→御武具奉行様

（慶応4年）2月29日 横切紙・1通 へ27-8-47

酒井磯次郎受取証文［覚］（袖印20枚受取につ
き）　大熊衛士内酒井磯次郎→矢野倉謙兵衛殿

慶応4年辰2月29日 横切紙・1通 へ27-8-48

木村正男他一名受取証文［覚］（赤山道笠18蓋等
を受取並びに長谷川源吉他17名前の品受領
名面書き）　木村正男・西沢八十馬→矢野倉謙兵衛
殿

（慶応4年）2月 横切継紙・1通 へ27-8-49

山中小十郎受取証文［覚］（受取につき）　山中小
十郎→矢野倉謙兵衛殿

慶応4年辰2月28日 横切紙・1通 へ27-8-50
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南沢三省他一名拝借証文［覚］（御用のため袖印
3枚等を拝借につき）　南沢三省・代判宮原良逸→
矢野倉謙兵衛殿

（慶応4年）2月 横切紙・1通 へ27-8-51

宮原良逸拝借証文［覚］（御用のため袖印3枚等
を拝借につき）　宮原良逸→矢野倉謙兵衛殿

（慶応4年）2月 横切紙・1通 へ27-8-52

伊藤通硯他一名拝借証文［覚］（御用のため赤山
道笠1つ等を拝借につき）　伊藤通硯・宮原良逸
→矢野倉謙兵衛殿

（慶応4年）2月 横切紙・1通 へ27-8-53

田中純之助他一名拝借証文［覚］（袖印2つ拝借
につき）　田中純之助・竹田勇之助→御武具奉行様

（慶応4年）辰2月29日 横切紙・1通 へ27-8-54

宮沢徳太郎拝借証文［覚］（短ミニエール銃尖弾
50拝借につき）　宮沢徳太郎→矢野倉謙兵衛殿

（慶応4年）辰2月29日 横切紙・1通 へ27-8-55

（武器・武具類拝借証文　元治元年11月～明治3年
閏10月）　

129点 へ28

（武具等拝借証文綴　）　 3点 へ28-1

祢津左三郎拝借証文［覚］（長ミニール銃1挺等
受取につき）　祢津左三郎→久保九郎右衛門殿

6月18日 横切紙・1通 へ28-1-1

馬場広人拝借証文［覚］（フランス形施條銃1挺
受取につき）　馬場広人（花押）→小幡全一郎殿

（明治2年）巳12月8日 横切紙・1通 へ28-1-2

寺内刑部拝借証文［覚］（千段巻黒塗御籏竿1本
等受取につき）　寺内刑部→矢野倉謙兵衛殿

4月23日 横切紙・1通 へ28-1-3

（武具等受取証文　慶応4年4月21日～明治2年
正月15日）　

9点 へ28-2

月岡徳治拝借証文［覚］（鼠宿出張のため厚金胴
乱2つ等受取につき）　月岡徳治→菅沼治郎右衛
門殿

（慶応4年）閏4月10日 横切紙・1通 へ28-2-1

与良捨三郎他一名受取証文［覚］（三匁五分御筒
1挺等受取につき）　与良捨三郎・代判与良四郎左
衛門→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月29日 横切紙・1通 へ28-2-2

島海文作受取証文［覚］（関崎御取締所出張のた
め袖印5枚等受取につき）　島海文作→池田平角
殿

（明治2年）巳正月15日 横切継紙・1通 へ28-2-3

竹花勘兵衛受取証文［覚］（出張のため赤地御旗
1本等受取につき）　竹花勘兵衛→菅沼治郎右衛
門殿

（慶応4年）4月21日 横切継紙・1通 へ28-2-4

奈良井村吉郎衛門他四名拝借証文［覚］（御用の
ため三匁御筒4挺等受取につき）　奈良井村吉
郎衛門・北京原村藤吉・秀作他2名→御武具方御役所

（慶応4年）辰4月21日 横切紙・1通 へ28-2-5

小祢山村大日方弥惣治受取証文［覚］（小祢山村
関門入料のため火縄3把等受取につき）　小祢
山村大日方弥惣治→御武具方様

（慶応4年）5月24日 横切紙・1通 へ28-2-6

竹房村孫右衛門他一名拝借証文［覚］（玉薬20発
分等受取につき）　竹房村孫右衛門・御僧印山下

（慶応4年）4月23日 横切継紙・1通 へ28-2-7
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近右衛門→御武具方御役所

追通村秀之助他一名拝借証文［覚］（袖印1枚等
受取につき）　追通村秀之助・鬼無（鬼無里）村重治
郎→富沢勇之進殿

（慶応4年）4月23日 横切紙・1通 へ28-2-8

［関門証文］　関門証文と書き出してあるのみ 横切紙・1通 へ28-2-9

（武具拝借証文　慶応4年4月21日～明治3年閏
10月14日）　

5点 へ28-3

給領組八郎治受取証文［覚］（御船印1本受取、翌
日引替につき）　給領組八郎治→御武具方御役所

（慶応4年）8月3日 横切紙・1通 へ28-3-1

竹内二助受取証文［覚］（通行相木のため証文1
枚受取につき）　竹内二助→小宮山丹五様

（明治3年）庚午10月 横切紙・1通 へ28-3-2

前島有年書状（御払物の内山長刀1振拝借願に
つき）　（前島）有年→武庫司事様

（明治3年）閏10月14日 横切紙・1通 へ28-3-3

菅沼清志受取証文［覚］（琉球茣蓙等受取につ
き）　菅沼清志→‐

（明治3年）午7月23日 切紙・1通 へ28-3-4

上山田村重兵衛他五名拝借証文［覚］（三匁五分
御筒5挺等受取につき並びに此分不用の旨後
筆）　上山田村重兵衛・丈之丞・彦兵衛他3名→御武具
方御役所

（慶応4年）4月21日 横切紙・1通 へ28-3-5

（武具拝借証文　慶応4年4月～明治元年12月） 42点 へ28-4

弾薬方用状（胴赤御印5枚支給につき）　弾薬方
→‐

（慶応4年） 切紙・1通 へ28-4-1

御雇組義右衛門拝借証文［覚］（玉薬衆越後長岡
出張のため袖印1つにつき）　御雇組義右衛門→
御武具方御役所

（慶応4年）7月19日 切紙・1通 へ28-4-2

（細引7筋等書出）　後欠カ （慶応4年） 横切紙・1通 へ28-4-3

西条七次郎組儀作拝借証文［覚］（越後国小千谷
まで御荷物宰領出張のため袖印1つにつき） 
西条七次郎組儀作→御武具方御役所

（慶応4年）5月5日 横切紙・1通 へ28-4-4

内窪強拝借証文［覚］（袖印1枚につき）　仕立宰
領内窪強→御懸り様

（慶応4年）7月26日 切紙・1通 へ28-4-5

御手廻り半兵衛拝借証文［覚］（袖印1枚につき）
御手廻栄兵衛・代判山下弥平→菅沼次郎衛門殿

（慶応4年）4月21日 切紙・1通 へ28-4-6

浅井左一郎組源次郎拝借証文［覚］（越後筋出張
のため胴赤袖印1枚につき）　浅井左一郎組源次
郎→御武具方御役所

（慶応4年）6月28日 切紙・1通 へ28-4-7

牧野功一郎組吉沢周一郎拝借証文［覚］（袖印4
枚等につき）　牧野功一郎組小頭吉沢周一郎→御
武具方御役所

（慶応4年）4月21日 切紙・1通 へ28-4-8

一場茂衛門組庄兵衛拝借証文［覚］（袖印1枚に
つき）　一場茂衛門組庄兵衛→御武具方御役所

（慶応4年）4月25日 横切紙・1通 へ28-4-9

米倉元左衛門組才領栄三郎拝借証文［覚］（下 （慶応4年）辰7月27日 横切紙・1通 へ28-4-10
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筋へ玉薬宰領として出張のため袖印1枚につ
き）　米倉彦左衛門組才領栄三郎→御武具方御役所

三井孝右衛門組三作他一名拝借証文［覚］（飯山
表へ御用金荷物宰領夫勤務のため御印1枚に
つき）　三井孝右衛門組三作・代判早川親三太助→
御武具方御役所

（慶応4年）辰閏4月朔日 横切継紙・1通 へ28-4-11

早川鯉三郎組伝治拝借証文［覚］（下筋へ出張の
ため袖印1枚につき）　早川鯉三郎組伝治→御武
具方御役所

（慶応4年）辰9月16日 竪切紙・1通 へ28-4-12

北村団之丞組柳原治之助他一名拝借証文［覚］
（越後表へ出張ため御印2枚につき）　北村団
之丞組柳原治之助・海沼辰之助組徳蔵・柳原治之助代
→御武具方御役所

（慶応4年）7月14日 横切紙・1通 へ28-4-13

御飛脚宰領組栄左衛門他一名拝借証文［覚］（袖
印2枚につき）　御飛脚組宰領栄三郎・同徳左衛門
→御武具方御役所

（慶応4年）閏4月2日 切紙・1通 へ28-4-14

佐藤弥一組熊太郎拝借証文［覚］（越後表出張の
ため袖印6つにつき）　佐藤弥一組熊太郎→御武
具方御役所

（慶応4年）7月28日 切紙・1通 へ28-4-15

岸田義衛門組弥作拝借証文［覚］（袖印1枚につ
き）　岸田義衛門組弥作→山岸左内殿

（慶応4年）7月16日 切紙・1通 へ28-4-16

三井芳治門組喜代治拝他二名借証文［覚］（越後
表へ御用のため袖印3枚につき）　三井芳治組
喜代作・高野新之丞組栄之助・海沼辰之丞組留吉→御
武具方御役所

（慶応4年）5月14日 切紙・1通 へ28-4-17

早川鯉三太助組久蔵拝借証文［覚］（御用金宰領
として下筋へ出張のため袖印1枚につき）　早
川鯉三太助組久蔵→御武具方御役所

（慶応4年）20月 切紙・1通 へ28-4-18

小山順作組善作拝借証文［覚］（下筋出張のため
袖印1つにつき）　小山順作組善作→御武具方御役
所

（慶応4年）5月23日 切紙・1通 へ28-4-19

三沢刑部丞拝借証文［覚］（御用のため御船印2
本につき）　三沢刑部丞→御武具方

（慶応4年）5月16日 切紙・1通 へ28-4-20

宮本慎助他一名拝借証文［覚］（短ミニール銃2
挺につき）　宮本慎助・三村大之助→菅沼治郎衛門
殿

（慶応4年）閏4月17日 横切紙・1通 へ28-4-21

宮嶋嘉織拝借証文［覚］（御用のため法被3枚等
につき）　宮島嘉織→‐

（慶応4年）辰5月13日 横切継紙・1通 へ28-4-22

宮嶋嘉織拝借証文［覚］（御用のため法被51枚等
につき）　宮島嘉織→‐

（慶応4年）辰5月13日 横切継紙・1通 へ28-4-23

宮嶋嘉織拝借証文［覚］（御用のため塗笠8つ等
につき並びに返上の旨下ケ札）　宮島嘉織→小
野熊男殿

（慶応4年）5月17日 横切紙・1通 へ28-4-24

宮原為三郎他一名拝借証文［覚］（袖印2枚につ （慶応4年）辰閏4月15日 横切継紙・1通 へ28-4-25
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き）御用達宮原為三郎・代判富沢勇之助→御武具方御
役所

宮入慎七郎拝借証文［覚］（胴乱1つ等につき）　
宮入慎七郎→菅沼治郎衛門殿

（慶応4年）4月21日 切紙・1通 へ28-4-26

宮入慎七郎拝借証文［覚］（短ミニール銃1挺に
つき）　宮入慎七郎→菅沼治郎衛門殿

（慶応4年）4月21日 横切継紙・1通 へ28-4-27

宮本甚次郎拝借証文［覚］（中短ミニール銃1挺
等につき）　宮本甚四郎・代判小野熊男→三村大之
助殿

（慶応4年）5月10日 横切紙・1通 へ28-4-28

三井秀右衛門拝借証文［覚］（黄山道附笠1蓋に
つき）　御雇小銃組小頭三井秀右衛門→御武具方調
役衆中

（慶応4年）4月27日 横切継紙・1通 へ28-4-29

宮沢九郎拝借証文［覚］（下筋出張のため赤山道
笠1蓋等につき）　宮沢九郎（花押）→久保九郎右衛
門殿

（慶応4年）6月8日 横切継紙・1通 へ28-4-30

宮沢源之丞拝借証文［覚］（東山道総督府入料の
ため幕串5本につき）　宮沢源之丞→御武具方御
役所

（慶応4年）辰閏4月朔日 切紙・1通 へ28-4-31

峯村七左衛門拝借証文［覚］（御用のため袖印1
枚受取、追って返上につき）　峯村七左衛門→御
武具方御役所

慶応4年辰閏4月2日 横切紙・1通 へ28-4-32

宮沢源之丞用状［口上］（鋻軍方御用のため赤山
道附法被13枚支給願につき）　宮沢源之丞→御
武具方調役中様

（慶応4年）閏4月2日 横切紙・1通 へ28-4-33

宮嶋嘉織拝借証文［覚］（陣笠1つ等につき）　宮
島嘉織→御武具方様

（慶応4年）5月20日 切紙・1通 へ28-4-34

三村鋠太郎拝借証文［覚］（短ミニール銃1挺等
につき並びに返上の旨後筆）　三村鋠太郎→久
保九郎郎右衛門殿　貼紙付

（慶応4年）3月7日 横切紙・1通 へ28-4-35

宮嶋嘉織拝借証文［覚］（御用のため赤山道附法
被2枚等につき）　宮嶋嘉織→御武具方様

（慶応4年）5月16日 横切紙・1通 へ28-4-36

下座見宮沢善治拝借証文［覚］（法被2枚等につ
き）　下座見宮沢善治→御武具方御役所

（慶応4年）辰4月 横切紙・1通 へ28-4-37

宮下鉄治郎他一名拝借証文［覚］（臨時御用のた
め短ミニール銃1挺等につき）　宮下鉄治郎・代
判池田平角→三村大之助殿

（慶応4年）辰4月18日 横切継紙・1通 へ28-4-38

三井芳治拝借証文［覚］（出張のため短ミニール
銃6挺等につき）　三井芳治→御武具方御役所

明治元年辰12月27日 横切継紙・1通 へ28-4-39

宮沢善吾拝借証文［覚］（出張のため中短ミニー
ル銃1挺等につき）　宮沢善吾→三村大之助殿

（明治元年）11月28日 横切継紙・1通 へ28-4-40

宮入半之丞拝借証文［覚］（臨時出張のため袖印
16枚につき）　宮入半之丞→御武具方様

（慶応4年）4月19日 横切紙・1通 へ28-4-41

三井芳治拝借証文［覚］（臨時の人数出しのため
ミニール銃玉薬1290発等につき）　三井芳治→

（慶応4年）辰4月25日 横切継紙・1通 へ28-4-42
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御武具方御役所

三井芳治拝借証文［覚］（調練太鼓1つ等につき）
三井芳治→御武具方調衆中

（慶応4年）4月25日 横切継紙・1通 へ28-4-43

（武具等拝借証文　元治元年11月）　 12点 へ28-5

小泉市二拝借証文［覚］（赤山道附法被1つ等に
つき）　小泉市二→三村大之助殿

（元治元年）子11月 横切紙・1通 へ28-5-1

池村良太郎受取証文［覚］（臨時出張のため十二
匁御筒21挺等につき並びに預かり切手を提
出の旨等貼紙2通）　池村良太郎→三村大之助殿

（元治元年）子11月17日 横切継紙・1通 へ28-5-2

祢津政渡他一名拝借証文［覚］（御借具足1領等
につき並びに返上の旨後筆）　祢津政渡・藤田栄
次郎→三村大之助殿　下ケ札あり

（元治元年）子11月 横切紙・1通 へ28-5-3

御台所目付陣場方兼助中村小一郎受取証文
［覚］（臨時の人数出しのため御紋附御幕20張
等につき）　御台所目付陣場方兼助中村小一郎・代
判小林太一郎→三村大之助殿

（元治元年）子11月 横切継紙・1通 へ28-5-4

月岡徳治拝借証文［覚］（臨時出張のため御具足
1領につき並びに返上の旨後筆）　月岡徳治→
三村大之助殿

（元治元年）11月19日 切紙・1通 へ28-5-5

冨永新平受取証文［覚］（臨時の人数出しのため
机木1腰につき）　冨永新平→三村大之助殿

（元治元年）11月19日 横切紙・1通 へ28-5-6

白川積次郎受取証文［覚］（白山道附法被1つ等
につき）　白川綾次郎→三村大之助殿

（元治元年）11月19日 切紙・1通 へ28-5-7

（從僕具足拝借証文留　元治元年11月19日）　
5-8-1～3は貼継一括

3点 へ28-5-8

西山安太郎拝借証文［覚］（従僕具足1領につき）
西山安太郎→三村大之助殿

（元治元年）11月19日 横切紙・1通 へ28-5-8-1

祢津政渡拝借証文［覚］（従僕具足1領につき）　
祢津政渡→三村大之助殿

（元治元年）11月19日 横切紙・1通 へ28-5-8-2

今井精蔵他一名拝借証文［覚］（従僕具足1領に
つき）　今井精蔵・祢津政渡→三村大之助殿

（元治元年）11月19日 横切紙・1通 へ28-5-8-3

梅沢藤吉郎他一名拝借証文［覚］（御借具足1領
等につき）　梅沢藤吉郎・代形両角要右衛門→‐

（元治元年）11月18日 切紙・1通 へ28-5-9

宮沢彦治拝借証文［覚］（御借具足1領等につき）
宮沢彦治安知（花押）→三村大之助殿

（元治元年）子11月 横切継紙・1通 へ28-5-10

（武具拝借証文　元治元年11月）　 2点 へ28-6

宮沢彦治拝借証文［覚］（ミニール銃1挺等につ
き）　宮沢彦治→三村大之助殿　端には白紙貼付

（元治元年）子11月 横切紙・1通 へ28-6-1

今井専太郎拝借証文［覚］（具足1領等につき並
びに閏5月に返上済みの旨後筆）　今井専太郎
→三村大之助殿

（元治元年）子11月 横切紙・1通 へ28-6-2

（武具拝借証文　元治元年11月）　 2点 へ28-7

１２　藩政／番方／武具方所管武具・武具関係品拝借・目録



－ 356－

関沢恒三郎拝借証文［覚］（赤山道附法被1枚等
につき）　関沢恒三郎→山口総平殿

（元治元年）子11月25日 横切紙・1通 へ28-7-1

河口多喜人他一名拝借証文［覚］（小手1人分等
につき）　河口多喜人（花押）・白川皆之助（花押）→
三村大之助殿

（元治元年）11月20日 横切紙・1通 へ28-7-2

（武具拝借証文　慶応4年4月9日～29日）　 54点 へ28-8

鈴木富治他二名拝借証文［覚］（雷火銃3挺等に
つき）　鈴木富治・竹内藤左衛門・井堀勇右衛門→菅
沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月29日 横切継紙・1通 へ28-8-1

奥山八十治他一名拝借証文［覚］（短ミニール銃
2挺等につき返上済みの旨後筆）　奥山八十治・
富岡房庵→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月21日 横切紙・1通 へ28-8-2

加藤文八郎他一名拝借証文［覚］（合印2枚につ
き）　加藤文八郎・西村久之助→御武具奉行様

（慶応4年）4月 切紙・1通 へ28-8-3

堀井柳太郎他三名拝借証文［覚］（臨時出張のた
め鉢鉄3つにつき）　堀井柳太郎・小宮山丹五郎・
富沢善之助・代判富沢勇之進→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月21日 横切継紙・1通 へ28-8-4

八田礼太郎他四名拝借証文［覚］（鉢鉄4つにつ
き）　八田礼太郎・伊木三之丞・山崎久米他2名→菅沼
治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月21日 切紙・1通 へ28-8-5

町田仙之助他一名拝借証文［覚］（赤地御紋附御
籏2流等につき）　町田仙之助・伊藤祐之助→菅沼
治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月21日 横切継紙・1通 へ28-8-6

橋詰嘉六他二名拝借証文［覚］（御用のため袖印
9枚等につき）　橋詰嘉六・大谷津権太郎・神戸神蔵
→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月21日 横切継紙・1通 へ28-8-7

近藤権内他一名拝借証文［覚］（陣場方・兵糧方・
小荷駄方入料のため袖印100人分につき）　近
藤権内・富岡良右衛門→御武具御役所

（慶応4年）辰4月 横切継紙・1通 へ28-8-8

松村半次郎他一名拝借証文［覚］（鉢巻鉄入9筋
につき）　松村半次郎・中村与三左衛門→菅沼治郎
右衛門殿

（慶応4年）4月21日 横切紙・1通 へ28-8-9

宮本壬子郎他三名拝借証文［覚］（袖印4つにつ
き）　宮本壬子郎・小山新蔵・神戸仲治郎他1名→菅沼
治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月21日 横切継紙・1通 へ28-8-10

宮本壬子郎他三名拝借証文［覚］（鉢鉄4つにつ
き）　宮本壬子郎・小山新蔵・神戸仲治郎他1名→菅沼
治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月21日 切紙・1通 へ28-8-11

吉原一庵他二名拝借証文［覚］（袖印6枚につき）
吉原一庵・仁科章硯・渋谷玄岱→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月26日 横切紙・1通 へ28-8-12

諏訪部守之助他二名拝借証文［覚］（臨時御用の
ため鉢鉄3つにつき）　諏訪部守之助・浅香栄喜・
平野玄祐→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月21日 横切紙・1通 へ28-8-13

春日庫治他一名拝借証文［覚］（長巻2振等につ （慶応4年）4月21日 横切継紙・1通 へ28-8-14
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き）　春日庫治・戸根山徳三郎→‐

清水新太郎他一名拝借証文［覚］（臨時出張の
ため調練太鼓2つにつき並びに返上済の旨後
筆）　清水新太郎・国本精一郎→三村大之助殿

（慶応4年）辰4月19日 横切紙・1通 へ28-8-15

西村源兵衛他二名拝借証文［覚］（臨時出張のた
め袖印9枚につき）　西村源兵衛・野村力太郎・細
田久作→菅沼次郎右衛門殿

（慶応4年）4月21日 横切紙・1通 へ28-8-16

堀田速見他一名拝借証文［覚］（臨時出張のため
袖印10枚につき）　堀田速見・鈴木治部右衛門→
三村大之助殿

（慶応4年）辰4月25日 横切継紙・1通 へ28-8-17

八田嘉吉他三名拝借証文［覚］（袖印4枚等につ
き）　八田嘉吉・青柳増太郎・近藤杢次郎・田中力馬→
菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月20日 横切紙・1通 へ28-8-18

野村寛治拝借証文［覚］（臨時出張のため袖印1
枚につき）　野村寛治・代判中村与三左衛門→菅沼
治郎右衛門殿

（慶応4年）4月24日 横切紙・1通 へ28-8-19

鈴木治部右衛門拝借証文［覚］（御入用のため陣
貝1口につき）　鈴木治部右衛門→三村大之助殿

（慶応4年）辰4月 横切継紙・1通 へ28-8-20

酒井渡七他一名拝借証文［覚］（臨時出張御用の
ため雷火銃御筒1挺等につき）　酒井渡七・代判
山内唯七→小野熊男殿

（慶応4年）辰4月22日 横切継紙・1通 へ28-8-21

富永新平拝借証文［覚］（短ミニール銃1挺等に
つき）　富永新平→菅沼次郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月24日 横切紙・1通 へ28-8-22

出浦兵男他二名拝借証文［覚］（臨時出張のため
袖印2流れにつき）　出浦兵男・原久喜・代判松村
半次郎→菅沼次郎右衛門殿

（慶応4年）4月24日 横切紙・1通 へ28-8-23

根井小右衛門拝借証文［覚］（木柄刀1本につき）
根井小右衛門（花押）→菅沼次郎右衛門殿

（慶応4年）4月25日 横切継紙・1通 へ28-8-24

小宮山三吉他一名拝借証文［覚］（舶来短ミニー
ル銃1挺等につき）　小宮山三吉・清水一郎左衛門
→池田平角殿

（慶応4年）4月 横切継紙・1通 へ28-8-25

小宮山三吉他一名拝借証文［覚］（袖印14枚等に
つき）　小宮山三吉・清水一郎左衛門→池田平角殿

（慶応4年）4月 横切紙・1通 へ28-8-26

小宮山三吉他一名拝借証文［覚］（舶来長施條銃
14挺等につき）　小宮山三吉・清水一郎左衛門→池
田平角殿

（慶応4年）4月 横切紙・1通 へ28-8-27

近藤愛之助他一名拝借証文［覚］（長ミニール銃
4挺等につき）　近藤愛之助・田中力馬→菅沼次郎
右衛門殿

（慶応4年）4月20日 横切継紙・1通 へ28-8-28

三井七左衛門他一名拝借証文［覚］（農兵出張の
ため陣羽織4つ等につき）　農兵世話役三井七左
衛門・窪田行五郎→御武具方御役所

（慶応4年）4月20日 横切継紙・1通 へ28-8-29

草間三五郎他十四名拝借証文［覚］（臨時御用の
ため竹長持1棹につき）　草間三五郎・樋口水之

（慶応4年）4月26日 横切継紙・1通 へ28-8-30

１２　藩政／番方／武具方所管武具・武具関係品拝借・目録



－ 358－

助・松村宮之丞他12名→菅沼治郎右衛門殿

一場俊蔵他十一名拝借証文［覚］（臨時出張のた
め長ミニール銃13挺等につき並びに返上済
みの旨後筆）　一場俊蔵・友野隼太郎・窪田岩太郎
他8名→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月23日 横切継紙・1通 へ28-8-31

関根源之助願書（籠長持拝借願いにつき）　（関
根）源之助→御武具奉行様

（慶応4年）4月21日 横切継紙・1通 へ28-8-32

蟻川功他二名拝借証文［覚］（臨時出張のため赤
地御籏2本につき）　蟻川功・富永新平・代判小野
熊男→菅沼次郎右衛門殿

（慶応4年）4月25日 横切紙・1通 へ28-8-33

中澤六平治他三名拝借証文［覚］（極短ミニール
銃四挺等につき）　中澤六平治・小林常男・藤田祖
之吉他1名→菅沼次郎右衛門殿

（慶応4年）4月28日 横切紙・1通 へ28-8-34

山田力太他九名拝借証文［覚］（長巻6振等につ
き並びに返上済みの旨後筆）　山田力太・片岡金
一郎・桑名理内他7名→菅沼次郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月21日 横切継紙・1通 へ28-8-35

野中良左衛門他三名拝借証文［覚］（袖印4枚等
につき）　野中良左衛門・堀内平五郎・長岡茂平他1
名→‐　後欠、焼跡あり

（慶応4年）4月21日 横切継紙・1通 へ28-8-36

柿崎甚蔵他一名拝受取文［覚］（次男敬之進臨時
出張のため袖印2筋につき）　柿崎甚蔵・赤澤千
之介→三村大之助殿

（慶応4年）辰4月26日 横切継紙・1通 へ28-8-37

白川謙之助他二名拝借証文［覚］（臨時出張のた
め短ミニール銃2挺等につき）　白川謙之助（花
押）・竹村慶三郎（花押）・白川宣馬（花押）→菅沼治郎
右衛門殿　灰色宿紙

（慶応4年）4月26日 横切継紙・1通 へ28-8-38

八田礼太郎他二名拝借証文［覚］（袖印2枚につ
き）　八田礼太郎・山崎久米・代判竹花勘兵衛→菅沼
治郎右衛門殿

（慶応4年）4月21日 横切紙・1通 へ28-8-39

樋口弥治郎他二名拝借証文［覚］（臨時出張のた
め短ミニール銃3挺等につき）　樋口弥治郎・近
藤民之助・上原徳之助→池田平角殿

（慶応4年）辰4月15日 横切継紙・1通 へ28-8-40

清水新太郎他一名拝借証文［覚］（袖印4枚につ
き並びに返上済みの旨後筆）　清水新太郎・岡本
富人→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月19日 切紙・1通 へ28-8-41

竹内祐次郎他二名拝借証文［覚］（舶来雷管40発
等につき）　竹内祐次郎・春原小次郎・長谷川直太
郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月20日 横切継紙・1通 へ28-8-42

高田柿次郎他二名拝借証文［覚］（臨時出張御用
のため御紋附赤地御籏2本等につき）　高田柿
次郎・山越隼多・代判小野熊男→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月24日 横切継紙・1通 へ28-8-43

竹内権平他二名拝借証文［覚］（御用のため袖印
36枚につき）　竹内権平・小出甚四郎・代判山岸左
内→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月20日 横切継紙・1通 へ28-8-44

仙仁平次郎他三名用状［覚］（御印4枚等の支給 （慶応4年）4月25日 切紙・1通 へ28-8-45
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願いにつき）　小納戸仙仁平次郎・代判山上仙之助・
斉藤健左衛門他1名→御武具方御役所

寺内大之輔他一名拝借証文［覚］（御出馬供奉の
徒士のため鉢鉄10筋等につき）　寺沢大之輔・
今井友之進→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月 横切紙・1通 へ28-8-46

塚田内蔵助他一名拝借証文［覚］（臨時出張のた
め鉢鉄2つ等につき）　塚田内蔵助・鳥海藤五郎→
菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月23日 横切紙・1通 へ28-8-47

久保五郎他二名拝借証文［覚］（出張のため舶来
雷管40発等につき）　久保五郎・西村健夫・代判長
谷川直太郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）4月20日 横切継紙・1通 へ28-8-48

倉嶋弥兵衛他一名拝借証文［覚］（長巻2振等に
つき）　倉嶋弥兵衛・竹花勘兵衛→菅沼治郎右衛門
殿

（慶応4年）辰4月21日 横切紙・1通 へ28-8-49

中村栄太郎他一名拝借証文［覚］（鉢鉄2つにつ
き）　中村栄太郎・萩原勘八・代判富澤勇之進→菅沼
治郎右衛門殿

（慶応4年）4月21日 切紙・1通 へ28-8-50

永原新之助他一名拝借証文［覚］（玉薬740挺等
につき）　永原新之助・小山繁之助→御武具方御役
所

（慶応4年）4月27日 横切継紙・1通 へ28-8-51

山岸彦太郎他二名拝借証文［覚］（袖印2枚につ
き）　山岸彦太郎・大久保喜代治・代判早川鯉三郎→
御武具方御役所

（慶応4年）4月21日 横切紙・1通 へ28-8-52

吉原慎五郎他一名拝借証文［覚］（袖印4枚につ
き）　吉原慎五郎・古岩権四郎→‐

（慶応4年）4月9日 横切紙・1通 へ28-8-53

中俣房治他一名拝借証文［覚］（ヤーゲル御筒1
挺等につき）　中俣房治・中村進之助→三村大之
助・山岸左内

（慶応4年）辰4月25日 横切継紙・1通 へ28-8-54

１３　藩政／番方／武具方所管上京御用服・武具・具足・張笠拝借　　番方

（上京入料等拝借証文一括　元治元年9月～明治2
年4月）　封筒一括

45点 へ85

［一度目御上京ニ付品々渡切手入］（封筒）　調役
→‐

明治元年辰12月 封筒・1点 へ85-1

（上京御用具足等拝借関係書類綴　元治元年9
月）

12点 へ85-2

雨宮通得拝借証文［覚］（御番具足等3筆につき）
雨宮通得→山岸左内殿　継目｢返上｣

（元治元年）子9月4日 横切継紙・1通 へ85-2-1

菅鉞太郎拝借証文［覚］（御番具足3領につき）　
菅鉞太郎→山岸左内殿

（元治元年）子9月4日 横切継紙・1通 へ85-2-2

竹内多宮拝借証文［覚］（上京御用につき御貸具 （元治元年）子9月7日 横切継紙・1通 へ85-2-3

１３　藩政／番方／武具方所管上京御用服・武具・具足・張笠拝借
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