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菅沼九左衛門拝借証文［覚］（塗笠1蓋法被1枚他
につき）　菅沼九左衛門→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月28日 横切紙・1通 へ82-2-2-14

菅沼九左衛門拝借証文［覚］（御用のため塗笠1
蓋法被1枚他につき）　菅沼九左衛門→菅沼治郎
右衛門殿

4月28日 横切継紙・1通 へ82-2-2-15

（武具拝借証文綴　慶応4年4月～12月）　紙縒札
｢は｣

22点 へ82-2-3

坂西廣見拝借証文［覚］（奥州出張のため五つ道
具1組中ミニール銃1挺他につき）　坂西廣見→
三村大之助殿

（明治元年）辰12月28日 横切継紙・1通 へ82-2-3-1

林丈左衛門他一名拝借証文［覚］（臨時出張のた
め短ミニール銃6挺黒塗胴乱6つにつき）　林
丈左衛門・清水一郎左衛門→池田平角殿

4月 横切継紙・1通 へ82-2-3-2

長谷川藤左衛門拝借証文［覚］（三俣3挺万刀1挺
につき）　長谷川藤左衛門→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月25日 横切紙・1通 へ82-2-3-3

長谷川太郎拝借証文［覚］（臨時御用のため張山
道陣笠につき）　長谷川太郎→菅沼治郎右衛門殿

4月19日 横切紙・1通 へ82-2-3-4

林丈左衛門他一名拝借証文［覚］（臨時出張のた
め長施條銃9挺胴乱9つ他につき）　林丈左衛
門・宮山源次郎→池田平角殿

4月 横切継紙・1通 へ82-2-3-5

長谷川太郎他一名拝借証文［覚］（臨時出張のた
め袖印20つにつき）　長谷川太郎・代判松林左金
吾→三村大之助殿

（慶応4年）辰4月20日 横切紙・1通 へ82-2-3-6

坂西廣見拝借証文［覚］（飯山表へ臨時出張のた
め袖印25につき）　坂西廣見→菅沼治郎右衛門殿

4月20日 横切継紙・1通 へ82-2-3-7

原悌次郎拝借証文［覚］（臨時出張のため袖印15
枚につき）　原悌次郎・小野熊男→菅沼治郎右衛門
殿

4月40日 横切紙・1通 へ82-2-3-8

原厳馬他一名拝借証文［覚］（下筋へ御用のため
短ミニール銃1挺・黒塗胴乱1つ他につき）　原
厳馬・小野熊男→菅沼治郎右衛門殿　2通を貼継ぎ1
通とする

5月18日 横切継紙・1通 へ82-2-3-9

原久喜拝借証文［覚］（御用のため御紋付御幕2
張につき）　原久喜→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月18日 横切継紙・1通 へ82-2-3-10

長谷川藤左衛門拝借証文［覚］（当組の者砲術稽
古のため三つ俣5つ・万力2組他につき）　長谷
川藤左衛門→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月12日 横切紙・1通 へ82-2-3-11

某拝借証文［覚］（長谷川直太郎へ相渡す御武具
奉行兼役のため御紋附御幕2張・高張1張他に
つき）　後欠のため作成・請取・日付不明

横切継紙・1通 へ82-2-3-12

長谷川直太郎拝借証文［覚］（細引2筋鉢・鉄1つ
につき）　長谷川直太郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月21日 横切紙・1通 へ82-2-3-13

萩原仙次郎拝借証文［覚］（はちかね5つ・袖印5
つにつき）　萩原仙次郎→菅沼治郎右衛門殿　後

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-3-14

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借
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欠のため請取不明

長谷川勝次郎他一名拝借証文［覚］（中短ミニー
ル銃1挺につき）　長谷川勝次郎・代判小野熊男→
久保九郎右衛門殿

6月7日 横切紙・1通 へ82-2-3-15

原平馬申上書（明赤御印1拝借願につき）　（原）
平馬→（菅沼）治郎右衛門様

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-3-16

原徳太郎拝借証文［覚］（硝石2貫500目につき） 
原徳太郎→御武具奉行小野熊男殿

5月6日 横切紙・1通 へ82-2-3-17

馬場廣人拝借証文［覚］（臨時出張のため袖印2
枚につき）　馬場廣人→久保九郎右衛門殿

6月7日 横切紙・1通 へ82-2-3-18

馬場廣人拝借証文［覚］（下筋へ出張のため長ミ
ニール銃5挺黒塗胴乱1つ他につき）　馬場廣
人→久保九郎右衛門殿

11月4日 横切継紙・1通 へ82-2-3-19

長谷川勝次郎他一名拝借証文［覚］（下筋出張の
ため赤山道笠1蓋・同法被1枚他につき）　長谷
川勝次郎・代判小野熊男→久保九郎右衛門殿

6月8日 横切紙・1通 へ82-2-3-20

橋詰嘉六拝借証文［覚］（南山法被1つ・陣笠1つ
他につき）　橋詰嘉六→菅沼治郎右衛門殿

4月27日 横切紙・1通 へ82-2-3-21

原徳太郎拝借切手［覚］（出張のため長ミニール
銃15挺・胴乱15等につき）　原徳太郎・代判上野
三七→菅沼治郎右衛門殿　長銃10挺胴乱9つ返却に
ついての下ケ札あり

4月20日 横切紙・1通 へ82-2-3-22

（武具拝借証文綴　慶応4年4月～1月）　紙縒札｢
に｣

6点 へ82-2-4

西村金左衛門拝借証文［覚］（臨時出張のため袖
印1つ・鉢鉄1つにつき）　西村金左衛門・代判松
村半次郎→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-4-1

西澤惣五郎拝借証文［覚］（臨時出張のため長巻
1振・袖印3枚等につき）　西澤惣五郎→菅沼治郎
右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-4-2

西村久助拝借証文［覚］（袖印1つにつき）　西村
久助・代判松村半次郎→菅沼治郎右衛門殿

4月24日 横切紙・1通 へ82-2-4-3

西村半六拝借証文［覚］（奥州出張のため中ミ
ニール銃1挺・胴乱1つ等につき）　西村半六→
三村大之助殿

（明治元年）辰12月28日 横切紙・1通 へ82-2-4-4

西村茂平拝借証文［覚］（臨時出張のため馬乗砲
御筒1挺・胴乱1つ等につき）　西村茂平・代判西
村半六→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月13日 横切紙・1通 へ82-2-4-5

西村茂馬拝借証文［覚］（袖印1挺につき）　西村
茂馬・代判西村半六→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月2日 横切紙・1通 へ82-2-4-6

（武具拝借証文綴　慶応4年4月～9月）　紙縒札｢
に｣

14点 へ82-2-5

蟻川功拝借証文［覚］（サーブル1本につき）　蟻
川功→菅沼治郎右衛門殿

4月27日 横切紙・1通 へ82-2-5-1

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借
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荒井弥平拝借証文［覚］（御用のため袖印1枚に
つき）　荒井弥平→久保九郎右衛門殿

9月21日 横切継紙・1通 へ82-2-5-2

秋里肇拝借証文［覚］（胴乱1クワン60につき）　
秋里肇（花押）→菅沼治郎右衛門殿

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-5-3

荒井弥平拝借証文［覚］（御船印1つにつき）　荒
井弥平→御武具方御役所

8月12日 横切紙・1通 へ82-2-5-4

青木蔵治拝借証文［覚］（臨時出張のため長巻1
振・袖印1枚につき）　青木蔵治→菅沼治郎右衛門
殿　虫損あり

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-5-5

相沢宇忠治拝借証文［覚］（臨時出張のため黄山
道笠10つにつき）　御城内元〆相沢宇忠治→御武
具方御役所　虫損あり

4月23日 横切紙・1通 へ82-2-5-6

相沢宇忠治拝借証文［覚］（五つ道笠1つ・替輪2
枚につき）　御城内元〆相沢宇忠治→松村半次郎
殿

4月22日 横切紙・1通 へ82-2-5-7

相沢定忠治拝借証文［覚］（諸番所御固御用のた
め雷火銃50挺につき）　御城内元〆相沢定忠治→
御武具方御役所　｢胴乱｣を貼紙で訂正、継紙あり

4月23日 横切継紙・1通 へ82-2-5-8

荒井伴之助拝借証文［覚］（才領役2人下筋へ罷
越すため袖御印2つにつき）　才領役小頭荒井伴
之助→御武具方御役所

（慶応4年）閏4月21日 横切紙・1通 へ82-2-5-9

荒井伴之助拝借証文［覚］（御飛脚才領役1人下
筋へ御用罷越すため袖御印1つにつき）　才領
組小頭荒井伴之助→御武具方御役所

（慶応4年）閏4月26日 横切紙・1通 へ82-2-5-10

荒井伴之助拝借証文［覚］（下筋へ御荷物才領罷
越すため袖御印2つにつき）　才領組小頭荒井伴
之助→御武具方御役所

（慶応4年）閏4月23日 横切継紙・1通 へ82-2-5-11

鹿野恒五郎拝借証文［覚］（雷火銃15挺・玉薬15
発等につき）　鹿野恒五郎・代判春日岩治→御武具
方様

横切紙・1通 へ82-2-5-12

蟻川賢之助拝借証文［覚］（臨時出張御用のた
め長ミニール銃38挺・黄山道陣附39蓋等につ
き）　蟻川賢之助→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月19日 横切紙・1通 へ82-2-5-13

秋里肇拝借証文［覚］（甲合20発負担1筋につき）
秋里肇→菅沼治郎右衛門殿

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-5-14

（武具拝借証文綴　慶応4年4月～9月）　紙縒札｢
を｣

9点 へ82-2-6

奥村峯之助拝借証文［覚］（短ミニール銃1挺・玉
薬25発等につき）　奥村峯之助→久保九郎右衛門
殿

6月7日 横切紙・1通 へ82-2-6-1

大久保甲子太郎拝借証文［覚］（臨時出張御入用
のため長巻1振・鉢鉄1つ等につき）　大久保甲
子太郎・代判荒川道之輔→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切継紙・1通 へ82-2-6-2

大里忠之進拝借証文［覚］（鑑軍方御用のため赤 （慶応4年）辰4月3日 横切紙・1通 へ82-2-6-3

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借
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山道附陣笠10つにつき）　大里忠之進→菅沼治
郎右衛門殿

大里忠之進拝借証文［覚］（大小2通りにつき）　
大里忠之進→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月3日 横切継紙・1通 へ82-2-6-4

大里忠之進拝借証文［覚］（御鑑軍方御用のため
竹長棹1棹杉丸太1本につき）　大里忠之進→菅
沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰閏4月2日 横切継紙・1通 へ82-2-6-5

小野熊男拝借証文［覚］（臨時出張御用のため甲
合50発・舶来管60発につき）　小野熊男→菅沼治
郎右衛門殿

4月27日 横切紙・1通 へ82-2-6-6

奥村小文吾拝借証文［覚］（ケット1枚につき）　
奥村小文吾→久保九郎右衛門殿

9月25日 横切紙・1通 へ82-2-6-7

大瀬義八郎他一名拝借証文［覚］（臨時出張のた
め赤胴乱1つ・玉薬紙間合付20発等につき）　
大瀬義八郎代判山岸左内→馬場廣人殿

（慶応4年）辰6月朔日 横切紙・1通 へ82-2-6-8

大日方良之助直政拝借証文［覚］（袖印1枚につ
き）　大日方良之助直政→菅沼治郎右衛門殿

4月22日 横切紙・1通 へ82-2-6-9

（武具拝借証文　明治元年4月）　紙縒札｢あのねわ
｣

3点 へ82-2-7

蟻川功拝借証文［覚］（臨時出張御用のため袖印
2枚につき）　蟻川功→菅沼治郎右衛門殿

4月25日 横切継紙・1通 へ82-2-7-1

野中左助拝借証文［覚］（臨時出張のため袖印1
つにつき）　野中左助→菅沼治郎右衛門殿

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-7-2

綿貫謙蔵拝借証文［覚］（短ミニール銃1挺・雷ク
ワン25貫・玉薬20発等につき）　綿貫謙蔵→三
村大之助殿・山岸左内・池田平角他3名

4月18日 横切継紙・1通 へ82-2-7-3

（拝借証文　明治元年4月～8月）　紙縒札｢か｣ 18点 へ82-2-8

河原理助拝借証文［覚］（臨時出張のため貝1つ・
鉦1つ等につき）　河原理助・代判東條清見→菅沼
治郎右衛門殿

4月23日 横切継紙・1通 へ82-2-8-1

春日三次郎拝借証文［覚］（臨時出張のためミ
ニール銃20・玉薬20管舶来管30発につき）　春
日三次郎→菅沼治郎右衛門殿

4月23日 横切紙・1通 へ82-2-8-2

金児与助拝借証文［覚］（袖印2つにつき）　金児
与助→菅沼治郎右衛門殿

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-8-3

河口多喜人拝借証文［覚］（ピストル1挺玉100発
等につき）　河口多喜人→三村大之助殿

8月14日 横切紙・1通 へ82-2-8-4

金児友太郎拝借証文［覚］（臨時出張のため赤地
五番御旗印1本につき）　金児友太郎→菅沼治郎
右衛門殿

4月19日 横切紙・1通 へ82-2-8-5

金児友太郎拝借証文［覚］（臨時出張のため長ミ
ニール銃38挺・黄山道笠38蓋等につき）　金児
友太郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月19日 横切継紙・1通 へ82-2-8-6

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借
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金井清八郎拝借証文［覚］（大坂御買上短旋條状
銃1挺・教兵銃胴乱1つ等につき）　金井清八郎
→‐

4月20日 横切継紙・1通 へ82-2-8-7

河原理助拝借証文［覚］（陣羽織1つ・銀山道塗笠
1蓋等につき）　河原理助→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月20日 横切継紙・1通 へ82-2-8-8

春日岩治拝借証文［覚］（玉薬15発袖印1枚等に
つき）　春田岩治→御武具方様

4月20日 横切紙・1通 へ82-2-8-9

鹿野久人拝借証文［覚］（合薬20匁につき）　鹿野
久人代判小野熊男→菅沼治郎右衛門殿

4月20日 横切紙・1通 へ82-2-8-10

金井清八郎拝借証文（鉢鉄1つにつき）　金井清
八郎→‐

4月20日 横切紙・1通 へ82-2-8-11

鹿野久人拝借証文［覚］（臨時出張のため短ミ
ニール銃1挺・胴乱1つにつき）　鹿野久人代判
鹿野牧人→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月13日 横切紙・1通 へ82-2-8-12

金児友太郎他一名拝借証文［覚］（臨時御用のた
めミニール銃紙間合玉薬20発・舶来管275挺
につき）　金児友太郎・久保五郎（花押）→小野熊男
殿

4月18日 横切紙・1通 へ82-2-8-13

河口左文太拝借証文［覚］（臨時出張御用のため
鑑印御籏1本につき）　河口左文太→菅沼治郎右
衛門殿

4月25日 横切継紙・1通 へ82-2-8-14

駒村彦三他一名拝借証文［覚］（鉢鉄2つにつき）
駒村彦三・河口鉄治・代判富澤勇之進→菅沼治郎右衛
門殿

（慶応4年）辰4月23日 横切継紙・1通 へ82-2-8-15

金児富之丞拝借証文［覚］（袖印1つ黄山道陣笠1
蓋につき）　金児富之丞→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-8-16

川崎源吾拝借証文［覚］（下筋へ臨時出張御用の
ため短ミニール銃1挺・胴乱1つ等につき）　川
崎源吾→菅沼治郎右衛門殿

6月7日 横切継紙・1通 へ82-2-8-17

春日岩治拝借証文［覚］（砲口11つにつき）　春日
岩治→小野熊男殿

6月23日 横切紙・1通 へ82-2-8-18

（武具拝借証文綴　慶応4年4月～明治元年4月）
紙縒札｢よ｣

4点 へ82-2-9

依田謙次郎装備書上（大坂御買上銃1挺・ミニー
銃1挺等）　依田謙次郎→‐

4月20日 横切紙・1通 へ82-2-9-1

依田謙次郎拝借証文［覚］（西洋太鼓1つにつき）
依田謙次郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月19日 横切継紙・1通 へ82-2-9-2

依田謙次郎拝借証文［覚］（陣羽織1枚・袖印1枚
等につき）　小荷駄小流小頭依田謙次郎→御武具
方御役所

（慶応4年）辰4月26日 横切紙・1通 へ82-2-9-3

吉村左織拝借証文［覚］（紙品合附玉薬1560発管
1975粒等につき）　吉村左織→山岸左内殿

4月19日 横切継紙・1通 へ82-2-9-4

（武具拝借証文綴　慶応4年4月～明治2年5月） 
紙縒札｢た｣

25点 へ82-2-10
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竹内友馬拝借証文［覚］（出張御用のため袖印2
枚につき）　竹内友馬→小野熊男殿　虫損あり

5月1日 横切継紙・1通 へ82-2-10-1

高田悌次郎注誠拝借証文［覚］（臨時出張のため
短ミニール銃1挺・早合20発等につき）　高田
悌次郎注誠（花押）→菅沼治郎右衛門殿　虫損あり

（慶応4年）辰4月24日 横切継紙・1通 へ82-2-10-2

高田悌次郎拝借証文［覚］（赤地腰さし旗1本に
つき）　高田悌次郎（花押）→菅沼治郎右衛門殿

4月24日 横切紙・1通 へ82-2-10-3

高田悌次郎拝借証文［覚］（短ミニール銃に添る
釼1振につき）　高田悌次郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月24日 横切紙・1通 へ82-2-10-4

高田寛平拝借証文［覚］（臨時出張のため白山道
附法被1枚・黄山道笠1枚等につき）　高田寛平
→菅沼治郎右衛門殿

4月26日 横切紙・1通 へ82-2-10-5

高久専之助拝借証文［覚］（袖印8つ・小頭陣羽織
1つ等につき）　高久専之助→菅沼治郎右衛門殿

4月 横切紙・1通 へ82-2-10-6

玉川渡拝借証文［覚］（山中節出張のため鈆・火
縄・合薬等につき）　玉川渡→御武具奉行様

（慶応4年）辰4月 横切紙・1通 へ82-2-10-7

立田玄道拝借証文［覚］（臨時のため玉薬20発・
舶来管25発官取につき）　立田玄道→菅沼治郎
右衛門殿

4月26日 横切紙・1通 へ82-2-10-8

黒岩才治拝借証文［覚］（陣羽織4枚につき）　黒
岩才治→御武具御役所

4月28日 横切紙・1通 へ82-2-10-9

玉川渡拝借証文［覚］（山中筋出張のため御返上
残分玉薬37発・同火縄1巻につき）　玉川渡→菅
沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月22日 横切紙・1通 へ82-2-10-10

竹村慶次郎拝借証文［覚］（当地買上短ミニール
銃1挺・胴乱1つ等につき）　竹村慶次郎・代判小
野熊男→菅沼治郎右衛門殿

4月28日 横切継紙・1通 へ82-2-10-11

田中鐵太郎拝借証文［覚］（黄山道笠8つ法被8枚
等につき）　田中鐵太郎→菅沼治郎右衛門殿

4月29日 横切紙・1通 へ82-2-10-12

高山弥兵衛拝借証文［覚］（臨時出張のため玉薬
20クワン30発につき）　高山弥兵衛→菅沼治郎右
衛門殿

（慶応4年）辰4月21日 横切紙・1通 へ82-2-10-13

田中左吉拝借証文［覚］（鉢金1つにつき）　田中
左吉→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-10-14

高田寿一郎拝借証文［覚］（出張のため、みの1つ
につき）　高田寿一郎→御武具方御役所

（慶応4年）閏4月3日 横切紙・1通 へ82-2-10-15

田嶋惣之丞拝借証文［覚］（臨時出張のため陣羽
織1つにつき）　陣場方元〆田嶋惣之丞→御武具方
御役所

（慶応4年）辰4月19日 横切紙・1通 へ82-2-10-16

玉川渡拝借証文［覚］（山中筋出張のためミニー
ル銃1挺三拾玉薬等につき）　玉川渡→御武具奉
行様

（慶応4年）辰4月 横切紙・1通 へ82-2-10-17

竹内又五郎拝借証文［覚］（御印4枚につき）　竹
内又五郎→‐

4月19日 横切紙・1通 へ82-2-10-18
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高田一郎兵衛拝借証文［覚］（奥羽へ出張のため
中短ミニール銃1挺・胴乱1つ等につき）　高田
一郎兵衛→池田平角殿

（明治2年）巳正月25日 横切紙・1通 へ82-2-10-19

多田謙三郎拝借証文［覚］（御用のため袖印1枚
につき）　多田謙三郎・代判小出茂助→菅沼治郎右
衛門殿

4月23日 横切紙・1通 へ82-2-10-20

田中刀馬拝借証文［覚］（袖印12につき）　田中刀
馬→菅沼治郎右衛門殿

4月20日 竪切紙・1通 へ82-2-10-21

高久専之助拝借証文［覚］（玉薬150発分火縄15
把につき）　高久専之助→小野熊男殿

（慶応4年）辰5月2日 横切紙・1通 へ82-2-10-22

高橋龍左衛門拝借証文［覚］（下筋へ御用使節足
軽3人分の袖御印3枚につき）　割番出役高橋龍
左衛門→御武具方御役所

（慶応4年）閏4月29日 横切紙・1通 へ82-2-10-23

竹内友馬拝借証文［覚］（大岡村出張のため小頭
陣羽織5枚・赤山道法被5枚他につき）　竹内友
馬→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月19日 横切紙・1通 へ82-2-10-24

田中甲子次郎他一名拝借証文［覚］（御用のため
袖印1枚につき）　田中甲子次郎・代判松村半次郎
→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月9日 横切継紙・1通 へ82-2-10-25

（武具拝借証文　つの部　慶応3年4月～明治元
年閏4月）　紙縒札｢つ｣

5点 へ82-2-11

月岡清三郎拝借証文［覚］（臨時出張のため長巻
1振袖印1流しにつき）　月岡清三郎→‐

（慶応3年年）卯4月20日 横切紙・1通 へ82-2-11-1

塚本義太郎拝借証文［覚］（短ミニール早合20
発・舶来管25発につき）　塚本義太郎→菅沼治郎
右衛門殿

（慶応4年）閏4月朔日 横切紙・1通 へ82-2-11-2

塚田内蔵助拝借証文［覚］（袖印1つにつき）　塚
田内蔵助→御武具方菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月3日 横切紙・1通 へ82-2-11-3

柘植彦四郎拝借証文［覚］（臨時出張のため駕籠
長持1棹・西洋太鼓1面他につき）　柘植彦四郎
→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月3日 横切紙・1通 へ82-2-11-4

月岡善平拝借証文［覚］（鉢鉄1つにつき）　月岡
善平→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-11-5

（武具拝借証文　十印の部）　紙縒札｢十印｣ 9点 へ82-2-12

中村力太郎拝借証文［覚］（下筋へ出張のため砲
口の栓1つ・ミニール銃玉薬20発他につき）　
中村力太郎→小野熊男殿

5月7日 横切紙・1通 へ82-2-12-1

中沢房治拝借証文［覚］（ゲベール銃胴乱1つ玉
薬2千発他につき）　中沢房治→小野熊男殿　種
類の異なる紙を継いでいる

（慶応4年）辰5月10日 横切継紙・1通 へ82-2-12-2

中嶌波之助拝借証文［覚］（伊那県へ出張御用の
ため極短ミニール銃1挺黒塗胴乱1つ他につ
き）　中嶌波之助→三村大三郎殿　破損あり

明治2年巳6月 横切継紙・1通 へ82-2-12-3

成沢新弥拝借証文［覚］（臨時出張のためミニー 4月24日 横切継紙・1通 へ82-2-12-4
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ル銃1挺赤塗胴乱1つ他につき）　成沢新弥→菅
沼治郎右衛門殿

中沢慎蔵拝借証文［覚］（蓑30枚につき）　中沢慎
蔵→御武具方

4月26日 横切紙・1通 へ82-2-12-5

長岡六三郎拝借証文［覚］（下筋出張のため長
ミニール1挺赤胴乱管発1つ他につき）　長岡
六三郎→久保九郎右衛門殿

6月7日 横切紙・1通 へ82-2-12-6

中村久吉他一名拝借証文［覚］（袖印1つにつき）
中村久吉・代判奥村小文吾→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月21日 横切紙・1通 へ82-2-12-7

中村慎蔵拝借証文［覚］（袖印2つにつき）　中村
順四郎（花押）→‐

横切紙・1通 へ82-2-12-8

中島惣蔵拝借証文［覚］（臨時出張のため長ミ
ニール銃1つ・胴乱1つ他につき）　中島惣蔵→
菅沼治郎右衛門殿

4月19日 横切紙・1通 へ82-2-12-9

（武具拝借証文　うの部　慶応4年4月～閏4月）
紙縒札｢う｣

3点 へ82-2-13

宇佐美治兵衛拝借証文［覚］（袖印1つにつき）　
宇佐美治兵衛惇副（花押）→菅沼治郎右衛門殿

4月26日 横切継紙・1通 へ82-2-13-1

上原弘衛拝借証文［覚］（ミニール銃玉薬40発赤
山道笠1蓋他につき）　上原弘衛→‐

（慶応4年）閏4月18日 横切紙・1通 へ82-2-13-2

宇敷元之丞他一名拝借証文［覚］（臨時出張御用
のため袖印2枚につき）　宇敷元之丞・代判小野
熊男→菅沼治郎右衛門殿

4月25日 横切継紙・1通 へ82-2-13-3

（拝借証文　クの部　明治元年4月～6月）　紙縒
札｢ク｣

6点 へ82-2-14

久保藤四郎拝借証文［覚］（短銃1挺胴乱1つ他に
つき）　久保藤四郎→菅沼治郎右衛門殿

6月21日 横切紙・1通 へ82-2-14-1

倉島弥兵衛拝借証文［覚］（小粒合薬2斤火縄2把
につき）　倉島弥兵衛→小野熊男殿

6月21日 横切紙・1通 へ82-2-14-2

久保三郎拝借証文［覚］（中短ミニール銃1挺舶
来胴乱1つにつき）　久保三郎→小野熊男殿

（慶応4年）辰6月29日 横切紙・1通 へ82-2-14-3

久保五郎他一名拝借証文［覚］（臨時出張のため
負革1筋他につき）　久保五郎・代判三村大之助→
矢野倉謙兵衛殿

4月9日 横切紙・1通 へ82-2-14-4

倉嶋伊兵衛拝借証文［覚］（大石形ゲベール銃29
挺につき）　富永新平組倉嶋伊兵衛→御武具方御
役所

（慶応4年）辰4月 横切紙・1通 へ82-2-14-5

久保五郎他一名拝借証文［覚］（ミニール銃コロ
ス250につき）　久保五郎・代判小野熊男→菅沼治
郎右衛門殿

4月20日 横切継紙・1通 へ82-2-14-6

（武具拝借証文綴　やの部　慶応4年4月～明治
2年3月）　紙縒札｢や｣

29点 へ82-2-15

某拝借証文［覚］（短ミニール銃1挺胴乱1つにつ
き）　継紙欠損のため差出・宛所・日付等不明

横切継紙・1通 へ82-2-15-1
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山田兵衛他一名拝借証文［覚］（臨時出張のため
ゲベール銃附胴乱38ゲベール銃玉薬760発他
につき）　山田兵衛・代判山口総平→菅沼治郎右衛
門殿

4月21日 横切継紙・1通 へ82-2-15-2

山越新八郎拝借証文［覚］（臨時出張のため赤地
御旗4振につき）　山越新八郎→菅沼治郎右衛門殿

横切紙・1通 へ82-2-15-3

山越新八郎拝借証文［覚］（臨時出張のため長ミ
ニール銃38挺黄山道附笠38他につき）　山越
新八郎→菅沼治郎右衛門殿

4月19日 横切紙・1通 へ82-2-15-4

矢野助右衛門拝借証文［覚］（伊奈村へ出張のた
め中短ミニール銃1挺・胴乱1つ他につき）　矢
野助右衛門→久保九郎右衛門殿

（明治2年）巳3月20日 横切紙・1通 へ82-2-15-5

山田久賀拝借証文［覚］（御印8枚につき）　山田
久賀→‐

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-15-6

山中小平次他一名拝借証文［覚］（御用のため赤
山道附法被2枚・御印2つにつき）　山中小平次・
代判富永新平→久保九郎右衛門殿

6月12日 横切紙・1通 へ82-2-15-7

矢野倉甲子太郎拝借証文［覚］（五つ道具1組・舶
来管20発につき）　矢野倉甲子太郎（花押）→菅沼
治郎右衛門殿　｢長ミニール銃引替短ミニール銃御
持参｣の貼紙あり

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-15-8

山中小平次拝借証文［覚］（御用のため赤山道法
被1枚・袖印1枚につき）　山中小平次→久保九郎
右衛門殿

（慶応4年）辰6月 横切継紙・1通 へ82-2-15-9

山中小平次拝借証文［覚］（赤法被3枚袖印3つに
つき）　山中小平次→御武具方様

6月14日 横切継紙・1通 へ82-2-15-10

山中小平次拝借証文［覚］（御用のため赤山道法
被1枚・御印1枚につき）　山中小平次→久保九郎
右衛門殿

6月16日 横切継紙・1通 へ82-2-15-11

山中小平次他一名拝借証文［覚］（下筋へ御荷物
を出すため才領の者へ渡す分として白山道
法被2枚・陣笠2つ他につき）　山中小平次・代判
小野熊男→御武具方様

6月10日 横切継紙・1通 へ82-2-15-12

山崎愛蔵孝則拝借証文［覚］（下筋出張のため中
短ミニール銃1挺・御紋附胴乱1つ他につき） 
山崎愛蔵孝則（花押）→三村大之助殿

8月22日 横切紙・1通 へ82-2-15-13

山田兵衛拝借証文［覚］（管千粒につき）　山田兵
衛→御武具方

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-15-14

山田兵衛拝借証文［覚］（御用のため下筋才領者
へ相渡す分として白山道法被2つ・黄山道陣
笠2つ他につき）　山田兵衛→久保九郎右衛門殿

（慶応4年）辰9月 横切継紙・1通 へ82-2-15-15

山崎愛蔵他一名拝借証文［覚］（負革附ゲベール
銃1挺・管入附胴乱1つにつき）　山崎愛蔵・代判
富沢勇之進→菅沼治郎右衛門殿

4月朔日 横切紙・1通 へ82-2-15-16

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借
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山中小平次拝借証文［覚］（御用のため黄山道法
被2枚・御印2枚につき）　山中小平次→久保九郎
右衛門殿

6月26日 横切継紙・1通 へ82-2-15-17

山本左兵衛他一名拝借証文［覚］（袖印2枚につ
き）　山本左兵衛・代判富澤勇之進→三村大之助殿

（慶応4年）辰8月7日 横切継紙・1通 へ82-2-15-18

山田兵衛拝借証文［覚］（御用のため下筋出張の
者へ相渡す分として袖印2筋につき）　山田兵
衛→久保九郎右衛門殿

（慶応4年）辰9月5日 横切紙・1通 へ82-2-15-19

山田兵衛拝借証文［覚］（御用のため下筋出張の
者へ相渡す分として白山道法被2つ・黄山道
陣笠2つ他につき）　山田兵衛→久保九郎右衛門
殿

（慶応4年）辰9月5日 横切紙・1通 へ82-2-15-20

柳沢甚三郎他一名拝借証文［覚］（臨時のため袖
印2枚につき）　柳沢甚三郎・代判山口総平→菅沼
治郎右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-15-21

柳沢甚三郎拝借証文［覚］（臨時出張のため鉢鉄
1つ他につき）　柳沢甚三郎→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切継紙・1通 へ82-2-15-22

山田吉次他一名拝借証文［覚］（臨時出張のため
御旗1本・胴乱45他につき）　山田吉次・代判大日
方四郎兵衛→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-15-23

柳八十喜拝借証文［覚］（臨時出張のため長巻1
振・袖印1枚につき）　柳八十喜→菅沼治郎右衛門
殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-15-24

山下左馬助他一名拝借証文［覚］（袖印1つにつ
き）　山下左馬助・代判大日方渡→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月21日 横切継紙・1通 へ82-2-15-25

山崎茂作拝借証文［覚］（ミニール銃玉薬20発・
筒負皮1筋他につき）　山崎茂作→久保九郎右衛
門殿

6月7日 横切紙・1通 へ82-2-15-26

山中小平次拝借証文［覚］（御用のため袖印3枚
につき）　山中小平次→馬場廣人殿

（慶応4年）辰6月 横切継紙・1通 へ82-2-15-27

山中小平次拝借証文［覚］（御用のため黄山道附
塗笠5つ・白山道附法被5枚につき）　山中小平
次→馬場廣人殿

（慶応4年）辰6月4日 横切継紙・1通 へ82-2-15-28

矢野倉兼太郎他一名拝借証文［覚］（袖印1枚に
つき）　矢野倉兼太郎・代判富沢勇之進→菅沼治郎
右衛門殿

4月18日 横切継紙・1通 へ82-2-15-29

（武具拝借証文綴　この部　慶応4年4月～8月）
紙縒札｢こ｣

28点 へ82-2-16

小泉儀左衛門拝借証文［覚］（臨時出張のため袖
印1枚・鉢鉄1つ他につき）　小泉儀左衛門→菅沼
治郎右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-16-1

小山藤左衛門他一名拝借証文［覚］（臨時出張の
ため長巻1振・鉢鉄1つにつき）　小山藤左衛門・
代判神戸神蔵→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切継紙・1通 へ82-2-16-2

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借
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近藤権右衛門拝借証文［覚］（御入料のため御合
印20につき）　近藤権右衛門→御武具方　異筆に
て｢今朝拾人分拝借致置候間拾人分御渡被下候｣

8月3日 横切継紙・1通 へ82-2-16-3

近藤権内拝借証文［覚］（下筋出張御用のため御
貸脇差30本につき）　近藤権内→三村大之助殿　
貼紙｢内巻柄拾五本木柄拾五本｣

（慶応4年）辰7月 横切紙・1通 へ82-2-16-4

近藤権右衛門拝借証文［覚］（御用のため袖印10
枚につき）　近藤権右衛門→小野熊男殿

6月28日 横切紙・1通 へ82-2-16-5

近藤権右衛門拝借証文［覚］（下筋御入料のため
袖印5枚竿・添麻御船印1流につき）　近藤権右
衛門→馬場廣人殿

6月3日 横切紙・1通 へ82-2-16-6

近藤権右衛門拝借証文［覚］（御用のため麻御船
印2流しにつき）　近藤権右衛門→御武具方御役所

5月7日 横切紙・1通 へ82-2-16-7

小宮山甲之助拝借証文［覚］（下筋へ御用のため
ミニール銃胴乱1つ・元込玉30他につき）　小
宮山甲之助→久保九郎右衛門殿

6月7日 横切紙・1通 へ82-2-16-8

小林太一郎拝借証文［覚］（越州表御用のためが
んどう提灯50つ・チャン塗筒袖桐油50つにつ
き）　小林太一郎→小野熊男殿

（慶応4年）辰5月24日 横切継紙・1通 へ82-2-16-9

近藤権右衛門拝借証文［覚］（御用のため竿添御
船印3流・袖印6枚につき）　近藤権右衛門→‐

6月1日 横切紙・1通 へ82-2-16-10

近藤権右衛門拝借証文［覚］（御用のため袖印10
枚につき）　近藤権右衛門→小野熊男殿

（慶応4年）辰5月24日 横切紙・1通 へ82-2-16-11

近藤権内拝借証文［覚］（御旗長持1棹につき）　
近藤権内→御武具方御役所

4月29日 横切紙・1通 へ82-2-16-12

小山重治拝借証文［覚］（白山道法被2枚・黄山道
1蓋につき）　小山重治→富澤勇之進殿

（慶応4年）辰4月29日 横切紙・1通 へ82-2-16-13

小宮山甲之助拝借証文［覚］（袖印1つミニール
銃1挺他につき）　小宮山甲之助→菅沼治郎右衛門
殿

（慶応4年）辰4月 横切紙・1通 へ82-2-16-14

小宮山甲之助拝借証文［覚］（臨時出張のため帯
革附長ミニール銃1挺につき）　小宮山甲之助
→菅沼治郎右衛門殿

4月26日 横切継紙・1通 へ82-2-16-15

小出荘司拝借証文［覚］（臨時出張のため銀山道
陣笠1つにつき）　小出荘司→菅沼治郎右衛門殿

4月26日 横切継紙・1通 へ82-2-16-16

近藤権右衛門拝借証文［覚］（臨時御用のため三
つ道具2組三人棹10本につき）　近藤権右衛門
→菅沼治郎右衛門殿

4月24日 横切継紙・1通 へ82-2-16-17

小出一郎拝借証文［覚］（胴乱管入ゲベール銃御
筒1挺・袖印5つ他につき）　小出一郎→御武具方
御役所　破損あり

4月25日 横切継紙・1通 へ82-2-16-18

近藤権内拝借証文［覚］（御用のため白山道法被
5枚・赤山道付法被13枚につき）　近藤権内→三
村大之助殿

4月23日 横切紙・1通 へ82-2-16-19

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借
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近藤権右衛門拝借証文［覚］（御用のため布交御
幕1張につき）　近藤権右衛門→菅沼治郎右衛門殿

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-16-20

小出陽之助拝借証文［覚］（臨時出張のため負革
附ゲベール銃1挺・胴乱1つにつき）　小出陽之
助→御武具方御役所

4月19日 横切紙・1通 へ82-2-16-21

小出陽之助拝借証文［覚］（臨時出張のため黄山
道笠1つ・白山道笠1つ他につき）　小出陽之助
→御武具方御役所

4月19日 横切継紙・1通 へ82-2-16-22

小林弁五郎拝借証文［覚］（白山道法被1枚・袖印
1つにつき）　小林弁五郎→御武具方御役所

4月20日 横切紙・1通 へ82-2-16-23

小林勝太郎拝借証文［覚］（御紋付胴乱2つにつ
き）　小林勝太郎→菅沼治郎右衛門殿

4月20日 横切紙・1通 へ82-2-16-24

近藤権内拝借証文［覚］（御袖印50人分につき） 
近藤権内→御武具方御役所

（慶応4年）辰4月23日 横切継紙・1通 へ82-2-16-25

小山藤左衛門拝借証文［覚］（畳具足小手1組・長
手当1組他につき）　小山藤左衛門→菅沼治郎右
衛門殿

（慶応4年）辰4月23日 横切紙・1通 へ82-2-16-26

近藤権右衛門拝借証文［覚］（御用のため袖印5
枚につき）　近藤権右衛門→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰閏4月5日 横切紙・1通 へ82-2-16-27

小林清右衛門拝借証文［覚］（臨時のため袖印1
枚につき）　小林清右衛門→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月9日 横切継紙・1通 へ82-2-16-28

（武具拝借証文綴　ての部　慶応4年閏4月～7
月）　紙縒札｢て｣

4点 へ82-2-17

寺内多宮拝借証文［覚］（下筋へ早夫代金にて罷
越すため袖印350人分につき）　寺内多宮→御
武具奉行様　端裏書｢御武具奉行様印書入　寺内多
宮｣

（慶応4年）辰7月11日 横切継紙・1通 へ82-2-17-1

某願書（夫人350人程下筋へ罷り越すにつき合
印お渡し下されたき旨）　

7月11日 横切紙・1通 へ82-2-17-2

寺内刑部他一名拝借証文［覚］（舶来ゲベール銃
1つ他につき）　寺内刑部・代判小野熊男→菅沼治
郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月3日 横切継紙・1通 へ82-2-17-3

寺内多宮拝借証文［覚］（御用のため赤山道法被
1枚・袖印1枚につき）　寺内多宮→‐

（慶応4年）辰7月 横切継紙・1通 へ82-2-17-4

（武具拝借証文綴　きの部　慶応4年6月～明治
元年10月）　紙縒札｢き｣

10点 へ82-2-18

松本俊太郎拝借証文［覚］（下筋臨時出張御用の
ため長ミニール銃1挺・玉薬20発他につき）　
松本俊太郎→久保九郎右衛門殿

（慶応4年）辰6月 横切紙・1通 へ82-2-18-1

松林左金吾拝借証文［覚］（臨時出張のためミ
ニール銃胴乱1つにつき）　松林左金吾→菅沼治
郎右衛門殿

4月20日 横切継紙・1通 へ82-2-18-2

増沢義助他一名拝借証文［覚］（臨時出張のため 4月20日 横切継紙・1通 へ82-2-18-3

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借



－ 512－

ゲベール銃1挺・胴乱1つ他につき）　増沢義助・
代判増沢義平→菅沼治郎右衛門殿　破損あり

丸山龍蔵他一名拝借証文［覚］（袖印14につき） 
丸山龍蔵・代判富澤勇之進→‐　破損のため宛所不
明

（慶応4年）辰4月 横切紙・1通 へ82-2-18-4

前島民部左衛門他一名拝借証文［覚］（臨時出張
のため合薬1升半他につき）　前島民部左衛門・
代判小野熊男→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-18-5

松村左金吾拝借証文［覚］（臨時出張のため銀山
笠2蓋陣羽織2枚につき）　松村左金吾→菅沼治
郎右衛門殿

4月20日 横切紙・1通 へ82-2-18-6

牧野助一郎拝借証文［覚］（小銃38挺胴乱2つ他
につき）　牧野助一郎→御武具奉行様　破損大

4月20日 横切紙・1通 へ82-2-18-7

松村甚之丞典忠拝借証文［覚］（袖印3つにつき）
松村甚之丞典忠→菅沼治郎右衛門殿

4月26日 横切紙・1通 へ82-2-18-8

牧野良平拝借証文［覚］（御用のため時計1つに
つき）　牧野良平（花押）→菅沼治郎右衛門殿

（明治元年）辰10月10日 横切継紙・1通 へ82-2-18-9

某拝借証文［覚］（臨時出張のため負革附長ミ
ニール銃1挺玉薬20発につき）　□□右右衛門
→菅沼治郎右衛門殿　破損のため作成・作成日不明

4月 横切継紙・1通 へ82-2-18-10

（武具拝借証文綴　しの部　慶応4年4月～閏4
月）　紙縒札｢し｣

5点 へ82-2-19

白井重左衛門拝借証文［覚］（舶来管1千100発ゲ
ベール銃20挺につき）　白井重左衛門→御武具方
様

4月21日 横切継紙・1通 へ82-2-19-1

嶋田竹次郎拝借証文［覚］（臨時出張のため袖印
4枚長巻3振他につき）　嶋田竹治郎→菅沼治郎右
衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-19-2

嶋田竹次郎拝借証文［覚］（御用のため火縄4把
につき）　嶋田竹治郎→馬場廣人殿

（慶応4年）閏4月2日 横切紙・1通 へ82-2-19-3

白川税拝借証文［覚］（臨時出張のため長ミニー
ル銃・黒塗胴乱1つ他につき）　白川税→菅沼治
郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月28日 横切紙・1通 へ82-2-19-4

白川謙之助拝借証文［覚］（鉛300目につき）　白
川謙之助（花押）→菅沼治郎右衛門殿

4月25日 横切継紙・1通 へ82-2-19-5

（拝借証文　ひの部　明治元年4月）　紙縒札｢ひ｣ 7点 へ82-2-20

樋口旗之助拝借証文［覚］（陣羽織3枚・銀山道笠
3枚他につき）　樋口旗之助（花押）→菅沼治郎右衛
門殿

4月28日 横切継紙・1通 へ82-2-20-1

樋口旗之助拝借証文［覚］（舶来極短ミニール銃
1挺・管入添胴乱1つ他につき）　樋口旗之助・代
判小野熊男→菅沼治郎右衛門殿

4月28日 横切紙・1通 へ82-2-20-2

東條辰三郎高喜拝借証文［覚］（玉薬20発・舶来
管25挺につき）　東條辰三郎（花押）→菅沼治郎右

4月28日 横切紙・1通 へ82-2-20-3

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借
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衛門殿

樋口弥治郎他一名拝借証文［覚］（臨時出張のた
め袖印8つにつき）　樋口弥治郎・代判松林左金吾
→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月 横切継紙・1通 へ82-2-20-4

平野玄祐拝借証文［覚］（袖印10鉢・巻金10につ
き）　平野玄祐→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月 横切紙・1通 へ82-2-20-5

樋口寛男拝借証文［覚］（臨時出張のため小手1
組につき）　樋口寛男→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-20-6

樋口寛男他一名拝借証文［覚］（胴乱1つ他につ
き）　樋口寛男・代判山口総平→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-20-7

（武具拝借証文綴　もの部　慶応4年4月～明治
2年正月）　紙縒札｢も｣

11点 へ82-2-21

両角要右衛門拝借証文［覚］（奥羽へ出張のため
中ミニール銃1挺・黒塗胴乱1つ他につき）　両
角要右衛門→池田平角殿

（明治2年）巳正月24日 横切継紙・1通 へ82-2-21-1

森三馬拝借証文［覚］（袖印2枚につき）　森三馬
→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月21日 横切紙・1通 へ82-2-21-2

森木一二三拝借証文［覚］（臨時出張のため物品
につき）　森木一二三→菅沼治郎右衛門殿　綴目の
ため品目読めず

4月23日 横切紙・1通 へ82-2-21-3

森木一二三拝借証文［覚］（臨時御用のため太鼓
替皮4枚につき）　森木一二三→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月22日 横切継紙・1通 へ82-2-21-4

師岡源兵衛他一名拝借証文［覚］（臨時出張のた
め袖印2枚につき）　師岡源兵衛・代判小野熊男→
菅沼治郎右衛門殿

5月朔日 横切紙・1通 へ82-2-21-5

森木一二三拝借証文［覚］（明日21日越後荒井宿
へ組立者差越すため陣笠2蓋他につき）　森木
一二三→御武具奉行様

（明治元年）閏4月20日 横切継紙・1通 へ82-2-21-6

森木一二三他一名拝借証文［覚］（臨時出張のた
め袖印2枚につき）　森木一二三・代判山口総平→
菅沼治郎右衛門殿

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-21-7

森木一二三拝借証文［覚］（袖印1枚につき）　森
木一二三→御武具奉行様

（慶応4年）閏4月16日 横切紙・1通 へ82-2-21-8

森木一二三拝借証文［覚］（御城番組2人下筋へ
出張申渡されのため白山道法被2つ・黄山道
陣笠2つ他につき）　森木一二三→三村大之助殿

（慶応4年）辰8月晦日 横切継紙・1通 へ82-2-21-9

森木一二三拝借証文［覚］（1両組病気代り1人
越州表へ差出すため袖印1枚につき）　森木
一二三→御武具奉行様

4月28日 横切紙・1通 へ82-2-21-10

森木一二三拝借証文［覚］（明25日両組の者御用
にて越後国へ出張申渡されのため白山道法
被3つ・黄山道陣笠3つ他につき）　森木一二三
→御武具方様

8月24日 横切継紙・1通 へ82-2-21-11

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借
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５０　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方所管武具武備費上申　勘定所・計政局

（鎌原仲次郎より借入長銃等破損入料取調評議書
類　巳6月～午6月）　

8点 へ99

武庫庶務申上書（端裏書）［去々辰年中鎌原仲治
郎殿より御借入之品損之分御入料取調申上］
（御借入損失分修復落札の分取調・長ミニー
ル銃御買上御入料代金取調につき）　武庫庶
務→‐

（明治3年）午6月 横切継紙・1通 へ99-1

武庫属伺書（端裏書）［鎌原仲次郎殿より御借入
之品代金ニ而御返済之儀伺］（長ミニール銃
並びに塗笠玉薬箱同革覆等を損御入料代金
で返済につき）　武庫属→‐

6月 横切継紙・1通 へ99-2

武庫司事伺書（端裏書）［去々辰年鎌原仲次郎殿
より御借入之品々代金ニ而御返済之義付別
紙相添伺］（属・庶務申立の通り勘弁につき） 
武庫司事→‐　端裏下ケ札｢六月廿五日御下｣

6月4日 横切紙・1通 へ99-3

三浦清之丞願書（御借入御筒・笠損・玉薬箱覆損
御修復等の代金下付につき）　鎌原仲次郎内三
浦清之丞→武庫属中様

6月20日 横切紙・1通 へ99-4

（武具入料取調関係書類　明治2年6月～7月）　 4点 へ99-5

桜井喜作申上書［覚］（陣笠等4筆代金取調につ
き）　桜井喜作→御武具方御役所

（明治2）巳6月 横折紙・1通 へ99-5-1

（武具拝借証文綴　セの部　慶応4年4月～8月）
紙縒札｢セ｣

6点 へ82-2-22

坂野勝助拝借証文［覚］（臨時出張御用のため合
薬2升・火縄3把他につき）　坂野勝助→菅沼治郎
右衛門殿

（慶応4年）閏4月13日 横切紙・1通 へ82-2-22-1

桜井佳人拝借証文［覚］（御用のため袖印1枚に
つき）　桜井佳人→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月7日 横切紙・1通 へ82-2-22-2

佐藤為之進拝借証文［覚］（袖印3枚につき）　佐
藤為之進→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月20日 横切紙・1通 へ82-2-22-3

斎藤新蔵拝借証文［覚］（下筋へ早追にて出張の
ためケット2枚・ピストル3挺他につき）　斎藤
新蔵→山岸左内殿

（慶応4年）辰8月16日 横切継紙・1通 へ82-2-22-4

斎藤馬之助拝借証文［覚］（臨時出張のため早合
20発・舶来管60発につき）　斎藤馬之助→菅沼治
郎右衛門殿

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-22-5

斎藤馬之助他一名拝借証文［覚］（早合40・舶来
管50挺につき）　斎藤馬之助・代判春日三治郎（花
押）→菅沼治郎右衛門殿

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-22-6

５０　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方所管武具武備費上申
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倉嶋市治申上書［覚］（陣笠・陣笠黒塗入料取調
につき）　倉嶋市治→御武具方御役所

（明治2）巳7月 横切紙・1通 へ99-5-2

高田力馬申上書［覚］（鉄笠等4筆入料取調につ
き）　高田力馬→‐　去年中見積のため本文値段へ
割増するべき旨の下ケ札あり、下ケ札にさらに下ケ
札｢是ニ而御極メ｣あり

（明治2）巳7月 横切継紙・1通 へ99-5-3

桜井喜作申上書［覚］（玉薬箱覆代銀取調につ
き）　桜井喜作→御武具方御役所

横切紙・1通 へ99-5-4

武庫庶務取調書（端裏書）［御用達上田鋳物師小島
大治郎辰年中下筋戦争ニ付品々御買上物并御
出来物御入料取調書］（舶来管等14筆代金2751
両5匁5分につき）　武庫庶務→‐

（明治4年）辛未11月 横切継紙・1通 へ100

武庫司事伺書（端裏書）［去ル辰年以来品々伺箇条
取調申上］（明治元年12月28日～同3年7月8日ま
での伺書の聞済願につき）　武庫司事→‐

7月10日 横切継紙・1通 へ101

５１　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方所管武具・武備費中借　勘定所・計政局

（武庫方諸入料中借証文並びに通帳　慶応2年3月
～明治4年7月）　

15点 へ105

（湯本宇吉・坂口久兵衛・館孝右衛門・北村八百
治御中貸金〆167両1分につき）　へ105‐1の表
紙、朱筆｢二十五｣

切紙・1通 へ105-1

［御中借通帳］（長ミニール銃等修復入料）　坂口
久兵衛→武庫方御役所

明治3年午7月 横半半・1冊 へ105-2

湯本宇吉書上（中借払不足金7両3分と10匁5分
につき）　湯本宇吉→‐

横切紙・1通 へ105-3

湯本宇吉中借証文［覚］（御旗竿出来入料金10両
につき）　御鉄師湯本宇吉→御武具方御役所

慶応2年寅3月 竪紙・1通 へ105-4

湯本宇吉中借証文［御中借証文之事］（御旗竿入
料金10両）　御鉄師湯本宇吉→御武庫方御役所

明治3年午12月 竪紙・1通 へ105-5

館孝右衛門書上（中借払不足金8両2分と11匁5
分につき）　館孝右衛門→‐

横切紙・1通 へ105-6

館孝右衛門中借証文［覚］（テレメンテーナ入料
金20両につき）　館孝右衛門→三村大之助殿

（明治元年）辰9月20日 横切紙・1通 へ105-7

館孝右衛門中借証文［覚］（テレメンテーナ製入
料金10両につき）　館孝右衛門→三村大之助殿

（明治元年）辰12月15日 竪紙・1通 へ105-8

館三郎中借証文［覚］（一昨辰年中テレメンテー
ナ入料金5両につき）　館三郎→小幡全一郎殿

明治3年午正月9日 竪紙・1通 へ105-9

中町平治郎金銭受取証文［覚］（館様へ下金の内
より下金5両につき）　中町平治郎→御武具御役

（明治2年）巳9月14日 竪紙・1通 へ105-10

５１　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方所管武具・武備費中借
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５２　藩政・松代庁／番方／硝石方・武庫方より硝石製造道具・材料費村々受取　勘定所・計政局

（硝石方掛り寄灰代等受取証文綴　慶応4年9月～
明治6年10月）　

95点 へ12

矢野倉謙兵衛他一名用状（大岡村硝石御製御入
料御払証文九拾四通勘定帳へ照合の上支払
につき、表紙）　矢野倉鎌兵衛・小幡茂義→‐　虫
損あり、へ12の表紙

明治6年酉10月 竪紙・1通 へ12-1

北河原村名主藤助他二名金銭受取証文［覚］（硝
石道具持届人足代につき）　北河原村名主藤助・
組頭幸左衛門・長百姓重助→硝石方御掛り酒井千左
衛門殿　虫損あり

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-2

北河原村名主藤助他二名金銭受取証文［覚］（弐
御硝代につき）　北河原村名主藤助・組頭幸左衛
門・長百姓重助→硝石方御掛り酒井千左衛門殿　虫
損あり

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-3

布野村名主清右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（硝石道具持届人足代につき）　布野村名主清
右衛門・組頭彦左衛門・長百姓市川三左衛門→硝石方
御懸り酒井千左衛門殿　虫損あり

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-4

吉田村名主長田甚十郎他四名金銭受取証文
［覚］（硝石道具持届人足代につき）　吉田村名
主長田甚十郎・組頭直三郎・同断伊助他2名→硝石方
御掛り酒井千左衛門殿　虫損あり

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-5

吉田村名主長田甚十郎他四名金銭受取証文
［覚］（弐御硝代につき）　吉田村名主長田甚十

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-6

所

中町平治郎金銭受取証文［覚］（テレメン代金3
両、館幸右衛門留守のため御払内預かりにつ
き）　中町平治郎→御武具方御役所

（明治2年）巳正月19日 竪紙・1通 へ105-11

（武庫方中借証文関係　明治3年7月～4年7月） 4点 へ105-12

大狭栄太郎書上（中借払不足金3朱につき）　大
狭栄太郎→‐

横切継紙・1通 へ105-12-1

北村八百治中借証文［覚］（小銃台修復入料金6
両につき）　北村八百治→武庫方御役所

明治3年午閏10月16日 竪紙・1通 へ105-12-2

北村八百治中借証文［覚］（長中ミニール銃台新
規出来入料金3両につき）　北村八百治代印近藤
菊太郎→武庫御役所

明治3年午7月18日 竪紙・1通 へ105-12-3

北村八百治中借証文［覚］（ミニール銃台修復・
新規出来入料金3両につき）　北村八百治→武庫
方御役所

（明治4年）辛未7月13日 竪紙・1通 へ105-12-4

５２　藩政・松代庁／番方／硝石方・武庫方より硝石製造道具・材料費村々受取
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郎・組頭直三郎・同断伊助他2名→硝石方御掛り酒井
千左衛門殿　虫損あり

三輪村名主霜田源八金銭受取証文［覚］（硝石道
具持送り人足代につき）　三輪村名主霜田源八
→酒井千左衛門殿　虫損あり

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-7

茂菅村名主代豊治金銭受取証文［覚］（硝石製道
具持送人足代につき）　茂菅村名主代豊治→酒井
千左衛門殿　虫損あり

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-8

小鍋村名主伝治金銭受取証文［覚］（硝石道具持
届人足代につき）　小鍋村名主伝治・同断金右衛
門・同断仙蔵→硝石方御掛り酒井千左衛門殿　虫損
あり

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-9

小鍋村名主伝治金銭受取証文［覚］（四御硝代に
つき）　小鍋村名主伝治・名主金右衛門・同断仙蔵→
硝石方御掛り酒井千左衛門殿　虫損あり

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-10

山田中村名主宇左衛門他四名金銭受取証文
［覚］（硝石道具持届人足代につき）　山田中村
名主宇左衛門・同断儀右衛門・組頭利右衛門他2名→
硝石方御掛り酒井千左衛門殿　虫損あり

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-11

山田中村名主宇左衛門他四名金銭受取証文
［覚］（直八様等2名賄料につき）　山田中村名主
宇左衛門・同断儀右衛門・組頭利右衛門他2名→硝石
方御掛り酒井千左衛門殿　虫損あり

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-12

下祖山村名主喜藤太他二名金銭受取証文［覚］
（硝石道具持届人足代につき）　下祖山村名主
喜藤太・組頭国之助・長百姓九左衛門→硝石方御掛り
酒井千左衛門殿　虫損あり

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-13

下祖山村名主喜藤太他二名金銭受取証文［覚］
（四御賄料につき）　下祖山村名主喜藤太・組頭国
之助・長百姓九左衛門→硝石方御掛り酒井千左衛門
殿　虫損あり

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-14

志垣村名主九右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（硝石御製道具継送り人足代につき）　志垣村
名主九右衛門・組頭三治郎・長百姓長三郎→硝石方御
元分宮入半左衛門様

明治3年午4月 竪紙・1通 へ12-15

念仏寺村名主幾之丞他三名金銭受取証文［覚］
（硝石製寄灰品々代料につき）　念仏寺村名主
幾之丞・同断喜平治・組頭三右衛門他1名→硝石方御
手附酒井千左衛門殿

慶応4年辰9月 竪紙・1通 へ12-16

坪根村名主清兵衛他二名金銭受取証文［覚］（寄
灰代につき）　坪根村名主清兵衛・組頭弥五左衛
門・長百姓長五郎→硝石方御手附酒井千左衛門殿

慶応4年辰9月 竪紙・1通 へ12-17

梅木村上郷名主弥祖八他二名金銭受取証文
［覚］（寄灰代等につき）　梅木村上郷名主弥祖
八・同断林八・組頭佐治兵衛他1名→硝石方御手附酒
井千左衛門殿

慶応4年辰9月 竪紙・1通 へ12-18

５２　藩政・松代庁／番方／硝石方・武庫方より硝石製造道具・材料費村々受取
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橋詰村下組名主喜太右衛門金銭受取証文［覚］
（硝石御用製寄灰品々代料につき）　橋詰村下
組名主喜太右衛門・組頭嘉一郎・長百姓伊右衛門→硝
石方御手附酒井千左衛門殿

慶応4年辰9月 竪紙・1通 へ12-19

五十平村名主文太他三名金銭受取証文［覚］（寄
灰代につき）　五十平村名主文太・組頭吉右衛門・
同断太郎作他1名→硝石方御手附酒井平左衛門殿

慶応4年辰9月 竪紙・1通 へ12-20

倉並村名主平左衛門他二名金銭受取証文［覚］
（硝石御用製寄灰品々代料につき）　倉並村名
主平左衛門・組頭惣兵衛・長百姓喜三郎→硝石方御手
附酒井与左衛門殿

慶応4年辰9月 竪紙・1通 へ12-21

岩草村名主平兵衛他三名金銭受取証文［覚］（硝
石御用製寄灰品々代料につき）　岩草村名主平
兵衛・組頭平重郎・同源右衛門他1名→硝石方御手附
酒井千左衛門殿

慶応4年辰9月 竪紙・1通 へ12-22

上宮野尾村名主幸左衛門他二名金銭受取証文
［覚］（硝石御用製寄灰品々代料につき）　上宮
野尾村名主幸左衛門・組頭六兵衛・長百姓与四郎→硝
石方御手附酒井千左衛門殿

慶応4年辰9月 竪紙・1通 へ12-23

伊折村両組名主儀左衛門他五名金銭受取証文
［覚］（硝石御用製寄灰品々代料につき）　伊折
村両組名主儀左衛門・同断喜平治・組頭久右衛門他3
名→硝石方御手附酒井千左衛門殿

慶応4年辰9月 竪継紙・1通 へ12-24

橋詰村上組名主嘉惣治金銭受取証文［覚］（硝石
御用製寄灰品々代料につき）　橋詰村上組名主
嘉惣治・組頭直右衛門・長百姓角兵衛→硝石方御手附
酒井千左衛門殿　虫損あり

慶応4年辰9月 竪継紙・1通 へ12-25

小鍋村上組名主金右衛門他二名金銭受取証文
［覚］（硝石御用製灰品々代金につき）　小鍋村
上組名主金右衛門・同断伝治・同断仙蔵→硝石方御掛
り酒井千左衛門殿

慶応4年辰9月 竪紙・1通 へ12-26

地京原村上組名主勘兵衛金銭受取証文［覚］（寄
灰代料賃につき）　地京原村上組名主勘兵衛・組
頭勘之助・長百姓国三郎→硝石方御懸り酒井千左衛
門殿

慶応4年辰9月 竪紙・1通 へ12-27

追通村名主七左衛門金銭受取証文［覚］（人足代
等につき）　追通村名主七左衛門→硝石方御掛酒
井千左衛門殿

明治元年辰10月朔日 竪紙・1通 へ12-28

上祖山村源次郎金銭受取証文［覚］（栗板9枚代
につき）　上祖山村源次郎→硝石方御掛酒井千左衛
門様

明治元年辰10月 切紙・1通 へ12-29

追通村棟吉金銭受取証文［覚］（小判紙代等につ
き）　追通村棟吉→硝石方御懸酒井千左衛門様

明治元年辰10月朔日 切紙・1通 へ12-30

青木屋市左衛門金銭受取証文［覚］（ひしやく5
本代につき）　（松代伊勢町）青木屋市左衛門→上

9月12日 切紙・1通 へ12-31

５２　藩政・松代庁／番方／硝石方・武庫方より硝石製造道具・材料費村々受取
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下祖山村鋳物師繁吉金銭受取証文［覚］（御釜2
ツ代につき）　下祖山村鋳物師繁吉→硝石製方吉
澤直八様

（明治元年）辰9月19日 切紙・1通 へ12-32

かゝや常吉用状［覚］（品代につき）　かゝや常吉
→御武具方御役所

切紙・1通 へ12-33

鬼無里村桶工亀吉代桂之助金銭受取証文［覚］
（柄杓2本輪替代等につき）　鬼無里村桶工亀吉
代桂之助→御武具方酒井千左衛門様

明治元年辰10月 切紙・1通 へ12-34

鬼無里村桶工亀吉代桂之助金銭受取証文［覚］
（手桶1荷輪替代等につき）　鬼無里村桶工亀吉
代桂之助→御武具方酒井千左衛門様

（明治元年）辰10月朔日 切紙・1通 へ12-35

御製人直八金銭受取証文［覚］（莚代等につき） 
御製人直八→酒井千左衛門殿

明治元年辰11月 竪紙・1通 へ12-36

荒神町栄助金銭受取証文［覚］（灰買上代につ
き）　荒神町栄助→御武具方御役所

明治元年辰10月 竪紙・1通 へ12-37

下祖山村鋳掛屋邦作金銭受取証文（釜鋳掛代に
つき）　下祖山村鋳掛屋邦作→硝石御掛り酒井千左
衛門様

明治2年巳3月 切紙・1通 へ12-38

梅小村下組名主喜平治等二名金銭受取証文
［覚］（寄灰代につき）　梅小村下組名主喜平治他2
名→硝石方御掛り酒井千左衛門殿　虫損あり

明治元年巳2月 竪紙・1通 へ12-39

荒神町栄助金銭受取証文（灰代につき）　荒神町
栄助→硝石方御元分北村団之丞様

明治元年辰12月 切紙・1通 へ12-40

追通村太之助金銭受取証文［覚］（上灰代につ
き）　追通村太之助→硝石方御掛り酒井千左衛門様

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-41

栃原村西条組名主七左衛門金銭受取証文［覚］
（寄灰代につき）　栃原村西条組名主七左衛門→硝
石方御掛り酒井千左衛門殿

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-42

栃原村名主十左衛門金銭受取証文［覚］（寄灰
品々代につき）　栃原村名主十左衛門→硝石方御
掛酒井千左衛門殿

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-43

志垣村名主九右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（硝石御用製寄灰品九代につき）　志垣村名主
九右衛門・組頭三治郎・長百姓長三郎→硝石方御掛り
酒井千左衛門殿

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-44

上祖山村名主忠兵衛他二名金銭受取証文［覚］
（硝石御用製寄灰代料につき）　上祖山村名主
忠兵衛・組頭四郎兵衛・長百姓新十郎→硝石方御掛り
酒井千左衛門殿

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-45

日影村名主勇蔵金銭受取証文［覚］（寄灰代等に
つき）　日影村名主勇蔵・組頭民重郎→硝石御掛り
酒井千左衛門様

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-46

鬼無里村名主代桂之助金銭受取証文［覚］（寄灰
代等につき）　鬼無里村名主代桂之助→酒井千左
衛門殿

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-47

５２　藩政・松代庁／番方／硝石方・武庫方より硝石製造道具・材料費村々受取
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