
－ 12－

伊勢町八田家略年表
年代 人物 出来事

宝永 4.6 ①孫左衛門重以 木町八田家より分家
宝永 6.6 ①孫左衛門重以 伊勢町に居住。この年に町年寄就任
享保 11.4.6 ①孫左衛門重以 御用金才覚により御目見
享保 12.12.23 ①孫左衛門重以 御用金才覚により 30 人扶持
寛保 3.7 ①孫左衛門重以 病気により町年寄退任
寛保 3.7 ②嘉助芳茲 町年寄就任
延享 4.5.23 ①孫左衛門重以 死去
延享 4.7.12 ②嘉助芳茲 30 人扶持
寛延 3.12.1 ②嘉助芳茲 御用金切り捨てにより 20 人扶持加増（計 50 人扶持）
宝暦 6.7.9 ②嘉助芳茲 病気により町年寄退任
宝暦 6.7.15 ②嘉助芳茲 死去（60）。鉄治郎（③孫左衛門以親）への相続と 50 人

扶持下付を藩へ願い出る。ならびに養子嘉右衛門に本家
再興を遺言

宝暦 6.9.20 ③孫左衛門以親 30 人扶持
宝暦 8.11.28 ③孫左衛門以親 元服して鉄治郎より孫左衛門と改める
宝暦 11.3.19 ③孫左衛門以親 町年寄就任
寛政 3.3.22 ④嘉右衛門知義 町年寄就任
寛政 4.2.15 ③孫左衛門以親 病気により町年寄退任
寛政 10.7 ③孫左衛門以親 金三百両才覚御用達
享和 2.3.25 ③孫左衛門以親 300 両を藩に献上
享和 2.12.25 ③孫左衛門以親 祖父以来の出精により給人格御勝手御用役
享和 3.1.1 ③孫左衛門以親 死去（62 歳）
享和 3.2.9 ④嘉右衛門知義 家督相続の上、30 人扶持・給人格御勝手御用役。ならび

に町の人別と別帳になる
文化 3 ④嘉右衛門知義 御用金を申し付けられる
文化 4 ④嘉右衛門知義 御用金を申し付けられる
文化 10.5.10 ④嘉右衛門知義 白鳥宮普請のため 100 両を献上
文化 10.10.7 ④嘉右衛門知義 5人扶持加増（計 35 人扶持）。この年、加増分を義弟喜

兵衛に与えて分家させる
文化 13.5.11 ④嘉右衛門知義 産物御用掛就任
文化 14.3.28 ④嘉右衛門知義 川船運送方御用就任
文政 7. ⑧ .11 ④嘉右衛門知義 数代御用を勤めたことにより給人永格
文政 7.11.7 ④嘉右衛門知義 社倉調役就任
文政 9.9.10 ④嘉右衛門知義 糸会所取締役就任
天保 4 ④嘉右衛門知義 産物会所取締役就任
天保 5.3 ⑤嘉助知則 御勝手御用役見習就任
天保 8.12.28 ④嘉右衛門知義 切米納籾 30 俵下付
嘉永元 .12.9 ④嘉右衛門知義 死去（78 歳）
嘉永 2.2 ⑤嘉助知則 家督相続の上、30 人扶持・御勝手御用役本役
嘉永 4.11.23 ⑤嘉助知則 死去（45 歳）
嘉永 5.1.16 ⑥慎蔵知道 家督相続の上、30 人扶持・御勝手御用役
明治 2.12.13 ⑥慎蔵知道 商法掌就任
明治 3. ⑩ .11 ⑥慎蔵知道 士族に列する
明治 4.8.19 ⑥慎蔵知道 商法掌免職。権少属補助商法方就任
明治 7.7 ⑥慎蔵知道 第 13 大区 4小区副区長就任
明治 7.8 ⑥慎蔵知道 （同上）免職
明治 12.7 ⑥慎蔵知道 第六十三国立銀行頭取就任
明治 13.3 ⑥慎蔵知道 第六十三国立銀行頭取退任
明治 40.10.8 ⑥慎蔵知道 死去（79 歳）
註：年代欄の丸数字は閏月、人物欄の丸数字は当主として何代目かを示したもの。
出典：既刊目録第 96 集に補訂した。
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伊勢町八田家家系図
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伊勢町八田家関係者一覧表
飯山藩関係人物
片岡源左衛門 ( 松代藩士 ) 杦原勝大夫門
座間百人 ( 松代藩士 ) 高田茂左衛門
関田守之丞 つかや与惣左衛門
水井忠蔵 ( 松代藩士 ) 直之進
平兵衛 ( 町役人代兼差添人 ) 岡島荘蔵 ( 松代藩士 )
菅沼弥惣右衛門 喜福寺
紀伊国屋利八 彦大夫
善蔵 中野忠七
素弓 数右衛門
姿水園 万右衛門
竹山町 山岸三四郎
三橋源五右衛門 大和屋源兵衛
吉松四郎右衛門 依田弥五右衛門
常田善之助 神津定蔵

岩村田藩関係人物
大澤喜右衛門 寛左衛門
関田守之丞 和合院
池田覚蔵 又右衛門 ( 田野口村 )
後閑三吉 瀬左衛門 ( 田野口村 )
市兵衛 酒井忠治 ( 岩村田宿 )
平兵衛 池田源助 ( 佐久郡上塚原村 )
一山舎 依田弥五右衛門 ( 佐久郡八幡宿 )
花井仲八 ( 紀伊国屋利八関係 ) 彦市
丸澤栄八 ( 紀伊国屋利八関係 ) 文羽記
柄沢彦太夫 前田宗右衛門

田野口村関係人物
花井沖八 勝之助
丸澤栄八 源吾

矢代村関係人物
幸吉 三郎右衛門
柿崎源左衛門 太左衛門
浦野忠七 五郎右衛門
柿崎通丹 幸左衛門
文左衛門 長谷川善兵衛 ( 松代藩士 )
新十郎 平林縫殿進 ( 松代藩士 )
市之丞 関田守之丞
新九郎 四郎左衛門 ( 柿崎源左衛門親類 )
平九郎 文左衛門 ( 矢代村名主 )
四郎左衛門 七郎兵衛 ( 矢代村組頭 )
丈右衛門 勇左衛門 ( 矢代村組頭 )
嘉十郎 ( 柿崎源左衛門親類 ) 傳左右衛門 ( 矢代村長百姓 )

後町関係人物
七郎兵衛 新蔵 ( 後町組合惣代 )
甚之丞 甚之丞 ( 八郎右衛門親類 )
新右衛門 長右衛門
半十郎 ( 後町小作人 ) 長右衛門 ( 後町小作人 )
深美甚十郎 ( 後町名主 ) 定蔵 ( 半十郎親類 )
文四郎 徳松
伊左衛門 ( 後町長百姓 ) 八郎右衛門 ( 後町 )
伊左衛門 ( 徳松親類 ) 半十郎
吉之丞 ( 唯七親類 ) 文四郎 ( 後町組合惣代 )
重蔵 ( 後町組合総代 ) 文四郎 ( 後町組合惣代 )
重兵衛 ( 後町組頭 ) 唯七 ( 後町小作人 )
小野唯右衛門 ( 松代藩士 ) 友十郎 ( 七郎兵衛親類 )
新右衛門 ( 後町組合惣代 ) 利助 ( 長右衛門親類 )
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