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宗旨切証文之事（五郎八組清六女房に付）　淀領朝日
　村禅宗朝日寺（印）→長岡宗門御奉行所

明和3年戌正月 竪紙　1通 2046－7

一札（五郎八組宛人相勤候得共病気に付）　六内→五
　郎八組御役人

明和3年戌正月29日 竪紙　1通 2046－8

寺替証文之事（九左衛門組甚五右門養子万助に付）
　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

宝暦13年未正月 竪紙　1通 2046－9

宗旨切証文之事（五郎八組甚左衛門女房に付）　淀領
　飯沼村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門御奉行所

宝暦14年申正月 竪紙　1通 2046－10

所請証文之事（三左衛門女房に付）　淀領来迎寺村庄
　屋利右衛門・組頭弥右衛門・組頭勘右衛門・組頭小八
　（連印）→長岡御領西組深沢村庄屋五左衛門殿

明和3戌年正月 竪紙　1通 2046－11

一札之事（娘みな清六門女房に付）［紙帯付］　淀領朝
　日村条之助・同村組頭小八（印）→長岡領西組深沢村五
　郎八組清四郎殿

明和3戌年正月 竪紙　1通 2046－12

宗旨切証文之事（五郎八組四郎左衛門女房に付）　淀
　領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門御奉行所

宝暦3年未2月 竪紙　1通 2046－13

宗旨切証文之事（五郎八組直四郎女房に付）　何郡何
　村何宗何寺→長岡宗門御奉行所

何年何月 竪紙　1通 2046－14

所請証文之事（源七女房に付）　淀領大銭村庄屋善四
　郎・庄屋八左衛門・組頭利右衛門・組頭溝次郎・組頭長
　兵衛・組頭勘右衛門（連印）→長岡御領深沢村五郎八組
　庄屋五左衛門殿

明和3戌年正月 竪紙　1通 2046一唾5

宗旨切証文之事（五郎八組源七女房に付）　淀領大積
　村東浄土真宗安養寺（印）ゆ長岡宗門御奉行所

明和3戌年正月 竪紙　1通 2046－16

宗旨切証文之事　　［端裏付箋1五郎八組久作養娘寺証文／
　紙繕付］　長岡大工町徳宗寺（印）→宗門御奉行所

宝暦13年未2月 竪紙　1通 2046－17

譜代証文之事（弥五右衛門女房に付）　大工町徳宗寺
　（印）→五郎八組深沢村五左衛門殿

宝暦13年未正月 竪紙　1通 2046－18

宗旨切証文之事　［端裏付箋1五郎八組市太夫女房寺証文］
　淀領飯塚村西洋土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門御奉行所

宝暦13年未2月 竪紙　1通 2046一，9

所請証文之事　　［端裏付箋：五郎八組門助女房所証文］
　王番田村弥兵衛組組頭孫兵衛・庄屋茂左衛門（印）→深

宝暦13年未2月 竪紙　1通 2046－20

沢村五郎八組庄屋五左衛門殿

宗旨請切証文之事　　［端裏付箋1五郎八組仲右衛門女房
　寺証文］　上組十日町村東浄土真宗専福寺（印）→宗門
　御奉行所

宝暦13年未正月 竪紙　1通 2046－21

折請証文之事（仲右衛門女房に付）［紙繕付］　上組行
　田村横目九右衛門・組頭孫兵衛・組頭惣助・割元格中村
　太郎兵衛（連印）→西組深沢村五郎八組庄屋五左衛門殿

○
宗 旨証文　一括）［226別～15は1紙繕括］

宝暦13年未正月

（明和3年・安永2年）

竪紙　1通

2262－1～15は1紙

2046－22

2262－0
縫括（11通）

宗旨切証文、部分）［破損大］　淀領飯塚村明鏡寺（印）
→宗門御奉行所

竪紙　1通 2262－1

宗旨切証文）［破損大、開披不能］
竪紙　1通 2262－2

舜請証文之事　　［端裏書：五郎八組九左衛門女房所証文］

鐘治暫田村割雲格高頭仲右衛門（印）→深沢村五郎八与
圧屋局頭五左衛門殿

安永2年正月 竪紙　1通 2262－3

所
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所請証文之事　　［端裏書：三

　本与板組三之宮村庄屋高野
　横目重右衛門（印）→西組
　衛門殿

所請証文之事　　［端裏書五
　2262－5一ア・イは1紙縫括］　彩

　右衛門・横目茂七他1人（印

　宗旨切証文之事　　［端裏
　寺証文）／破損大］　西組1
　→宗門御奉行所

宗旨証文之事　［端裏書：呈
　破損大］　淀領脇野町東浄
　門御奉行所

五郎八与忠右衛門女房所証文〕 安永2年正月 竪紙　1通 2262・4

予十左衛門・組頭四郎左衛門・
巨深沢村五郎八組庄屋高頭五左

籔郎八与利左衛門女房所証文／ 安永2年正月 竪紙　1通 2262－5一ア

親沢村高頭仲右衛門・与頭七郎
印）→五郎八組高頭五左衛門殿

裏書：（五郎八与利左衛門女房 安永2年正月 竪紙　1通 2262－5一イ

L沢新田村真書宗金剛光寺（印）

五郎八与忠右衛門女房寺証文／ 安永2年正月 竪紙　1通 2262－6

争土真宗長照寺（印）→長岡宗

五郎八与仁左衛門女房所証文］ 安永2年正月 竪紙　1通 2262－7

i衛門・組頭忠右衛門・同五郎
深沢村五郎八組庄屋高頭五左衛

書：五郎八与仁左衛門女房寺証 安永2年正月 竪紙　1通 2262－8

ず東浄土真宗善照寺（印）→宗

組森右衛門養子小助寺証文） 明和3年正月 竪紙　1通 2262－9

真宗正林寺（印）→宗門御奉行

0～15） 竪紙　5通 2262－10

・2204は1紙繕括／2180－1～4は1 （安永2・6年） 2180－1～4は1紙緩 2180－0

括（4通）

酉年吉郎兵衛養子多七所請証文］ 安永6年正月 竪紙　1通 2180－1

円・同伝八・組頭多兵衛他4人
郎八組庄屋高頭五左衛門殿

富七3　淀領三島郡橋川村庄屋 安永2年9月 竪紙　1通 2180－2

（印）→長岡領深沢村庄屋高頭

：富七］　出雲崎浄土真宗浄巌 安永2年9月日 竪紙　1通 2180－3

所

諾裏書：徳応寺］　長岡寺町東 安永2年2月 竪紙　1通 2↑80－4

組深沢村庄屋高頭五左衛門殿

房　所寺合力証文三枚合五郎八 安永5年正月～（天明4 2417－1～4は1包 2417－0

ル九左衛門組／所一郎右衛門 年） （ll通）　包紙／1

藩内　寺・所勘左衛門　寺源十 枚

コ［コ　甚五右衛門寺証文　勘左

藤内寺証文・所証文　十助
九日　田畑山下シ水入帳　高頭
緩］

五郎八組正月廿日二持参致し候 安永5年正月 竪紙　1通 2417－1

弓へ渡ス控尤棚野村6参リ候下
す五郎八組庄屋高頭五左衛門・
漸門・横目吉右衛門→栃尾組棚

襲書：深沢村五郎八組寅七女房 天明元年H月 2417－2－1～一2－4は1 2417－2－1

所請証文之事　　［端裏書1
　北組浦瀬村割元吉田六郎靖
　右衛門他1人（印）→西組1
　門殿

宗旨切証文之事　　［端裏書
　文／破損大］　北組栖吉村
　門御奉行所

宗旨切証文之事（五郎八糸
　［破損大］　深沢村西浄土萎
　所

（破損ひどく不開　2262－10

○

（宗旨証文　一括）［2173一
　紙磋括］

所請証文之事　［端裏書：琵

　淀領岩田村庄屋伝次右衛1
　（印）→長岡御領深沢村五撲

所請証文之事　　［端裏書：1

　利右衛門・組頭有右衛門
　五左衛門殿

宗旨請証文之事　　［端裏書
　寺（印）→長岡宗門御奉行

宗旨請井所証文之事　　［立
　浄土真宗妙宗寺（印）→西

○

□□請証文入袋　孫太郎女房
　与　忠左衛門合力証文入ル
　寺・所九左衛門　寺・所藤F
　郎　十郎／九左衛門女房［コ［

　衛門　九左衛門与門助　刃
　［包紙裏書1安永五年正月九
　五左衛門／2417－1～4は1紙緩

所請証文之事　　［端裏書：

　二付則認メ　昨晩羽右衛
　書ハ留置ク］　西組深沢
　組頭次左衛門・組頭甚左
　野村庄屋星野坂右衛門殿

一2－4占ま1

（4通）

2417－2－1

紙緩括
郎八組寅七女房
西組上除村東浄

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢季
寺証文／2417－2－！～2417－24は1紙繕括］
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竪紙／1通

天明元年丑 竪紙　1通 2417－2－2

天明元年）12月23日 横切紙　1通 2417－2－3

ξ明元年12月 竪紙　1通 2417－2－4

安永5年申正月 竪紙　1通 2417－3

安永5年申正月 24174－1～一4－2は1 2417－4－1

紙縫括　（2通）

竪紙／1通

天明元年12月 竪紙　1通 2417－4－2

天明4年正月 2417－5・1～一5－3は1 2417－5－1

紙瑳括（3通〉
竪紙／1通

天明4年正月 竪紙　1通 2417－5－2

（天明4年）正月29日 横切紙　1通 2417－5－3

天明4年正月20日 2417－64～2はi包 2417－6－〇一1

紙（1包紙・2通）

包紙／1枚

天明4年正月23日 包紙　！枚 2417－6－0－2

天明4年辰正月 竪紙　1通 2417－6－1

（天明4年辰正月力） 竪紙　1通 2417－6－2

（天明2・3年） 2640－1～10は1紙 2640－0

緩括（10通）

天明3年正月 竪紙　1通 2640－1

　土真宗浄円寺（印）→宗門御奉行所

・所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組寅七女房所証天
　文］　淀領西宮本村庄屋半左衛門（印）組頭三五右衛門
　（印）→長岡御領西組深沢村割元格高頭三郎兵衛殿

　（他領縁組願済に付寺証文所証文を取り遣わすに付）（ヲ
　［村継］　割元→五郎八与庄屋中

・一札之事（五郎八組寅七へ宮本村源左衛門娘縁組に天
　付）［端裏書：五郎八組寅七合力証文］　淀領西宮本村親
　源七（印）宮本村近類請五郎大夫（印）宮本村近類請作
　兵衛（印）→長岡御領西組深沢村五郎八組九兵衛殿

所請証文之事（雛形）　何組何村庄屋何之誰印・組頭誰安
　印・横目誰印→栃尾組棚野村庄屋星野坂右衛門

所請証文之事（深沢村西浄土宗正林寺旦那五郎八組勘安
　太郎家内引越に付）〔端裏書：正月廿日□次郎江渡ス／
　2417．4．1～2417－4－2は1紙繕括］　西組深沢村五郎八組庄屋

　高頭五左・組頭次左衛門・組頭甚左衛門・横目吉右衛門i
　→上組草生津村割元山田伝兵衛殿

・乍恐以書付奉願上候（宮本村源左衛門娘を五郎八組天
　九兵衛停寅七女房に縁組願）［端裏書：御蔵へ上ル／・
　24i7－4－1に巻込］　願主九兵衛→御代官所　　［奥書：割元
　格三郎兵衛・組頭次左衛門・組頭兵助・横目吉右衛門］

宗旨切証文之事（上除村善七女房不縁に付）［24遅54天
　～2417－5－3は1紙縫括／2417－5－1と重ね折／外側］　王番田

　村東浄土真宗浄願寺（印）→長岡宗門御奉行所

・中年所請証文之事（五郎八組六郎兵獅娘義東浄土真天
　宗浄願寺旦那にて上除村善七女房を離縁に付）
　［2417－5－1と重ね折／内側］　上除村西割元島宗常右衛門
　（印〉組頭与平治・横目善兵衛→深沢村五郎八組割元格高
　頭三郎兵衛殿

遮撚蓼正文下書の文言訂正方に付）常右衛F『…（3

辰年正月廿日　合力証文・寺証文・所請状　茎通　深天
　沢村五郎八組九左衛門／六兵衛娘不縁中年証文二通1
　入ル　［包紙裏書：所寺合力証文三通／正月廿日願書添1
　御蔵へ指上ケ候処此三通証文ハ御返し願書計リ差上ケ正1
　月廿六日揃而被仰付村々御渡シ○候覚／宗門内改之節所，
　寺証文差出ス／2417－64～2は1包紙］

（包紙）［包書：上　深沢村五郎八組九右衛門、辰正月廿三天
　日相済ム／2417－6－1・2の包紙］

・一札之事（五郎八組九右衛門へ片貝村次郎七娘縁組訴
　に付）［端裏書．天明四年辰年九右衛門女房之合力証文］
　淀領片貝村親次郎七（印）片貝村近類請人七之助（印）
　ゆ長岡御領西組深沢村五郎八組九右衛門殿　　　　　　　1

・乍墨以書拉奉願上候（片貝村次郎七娘を五郎八麺匹i（三
　右衛門女房に縁組願〉［開封途中、差出・宛先等未読、1
　切紙の巻込1枚有（未開封）］（願主九右衛門力）→（御代1

　官所力）

○

一一括）［2640－1～10は1紙繕括］（宗旨証文

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組＋助女房寺証
　文］　淀領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門御
　奉行所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一163一
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九左衛門組藤内女房寺証文］ 天明2年正月 竪紙　1通 2640－2
寺（印）→宗門御奉行所

深沢村九左衛門組十太夫女房所 天明2年正月 竪紙　1通 2640－3
洛高頭仲右衛門（印）→深沢村
衛殿

裏書：深沢村九左衛門組十太夫 天明2年正月 竪紙　1通 2640－4
争土真宗正林寺（印）→宗門御

．深沢村五郎八組五郎右衛門女 天明2年正月 竪紙　1通 2640－5
：ヒ真宗妙楽寺（印）→宗門御奉

圧郎八組五郎右衛門女房所証文］ 天明2年正月 竪紙　1通 2640－6
（印）組頭忠左衛門（印）組頭
尺村五郎八組割元格高頭三郎兵

五郎八組源次郎女房寺証文］ 天明2年正月 竪紙　1通 2640－7
）→宗門御奉行所

季：五郎八組伝六女房寺証文］ 天明2年正月 竪紙　1通 2640－8
寺（印）擁宗門御奉行所

渠沢村五郎八組文七女房所請証 天明2年正月 竪紙　1通 2640－9
三衛門（印）肝煎穂刈藤右衛門
1割元格高頭三郎兵衛殿

。深沢村五郎八組文七女房寺証 天明2年正月 竪紙　1通 2640－10
寺（印〉→宗門御奉行所

い九左衛門組／破損大／他に （天明2年～5年） 2696－1～13は1袋 2696－0
1枚／2695～2702は1紙繕括／ （14通）　1袋

五郎八組仁左衛門寺□□□／地 天明5年正月 竪紙　1通 2696－1

五郎八組沢太郎女房所証文／虫 天明5年正月□□ 竪紙　1通 2696－2
喜三次・組頭市郎□□門・横
村五郎八組割元格口□兵衛殿

虫損大］　割元→（五郎八 正月［コロ 横切紙　1通 2696－3

凱沢太郎女房寺証文）［端裏 天明5年□月 竪紙　1通 2696－4
証文／虫損大］　□板須田町

長岡［コロ御［コ行所

五郎八組杉右衛門後家□□寺 天明5年正月 竪紙・紙繕付　1 2696－5
土真宗妙宗寺（印）→宗門御 通

五郎八組三六所証文／虫損大］ 天明5年正月 竪紙　1通 2696－6
新右衛門・同次兵衛他2人（印）
割元格高頭三郎兵衛殿

五郎八組三六寺証文／虫損大コ 天明5年□月 竪紙　1通 2696－7
（印）→長岡宗門御奉行所

妃左衛門組四郎右衛門女房所証 天明5年正月 竪紙　1通 2696－8
庄屋伝八・組頭久治右衛門・
深沢村九左衛門組庄屋高頭三

寺替証文之事　　［端裏書
　西組深沢村東浄土真宗願誓

所請証文之事　　［端裏書：：

　証文］　鍛治新田村割元薩
　九左衛門組庄屋商頭三郎兵

宗旨請切証文之事　　［端裏
　女房寺証文コ　深沢村西浄
　奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書
　房寺証文］　高瀬村東浄土
　行所

所請証文之事　［端裏書：五1
　高瀬村庄屋立川定左衛門（1
　源右衛門（印）外1名→深沢
　衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書
　長岡西浄土真宗徳宗寺（印

宗旨切証文之事　　［端裏誤
　長岡大工町西浄土真宗徳宗

所請証文之事　　［端裏書：深
　文］　上組西野村組頭十左宇
　（印）→西組深沢村五郎八組1

宗旨請証文之事　　［端裏書
　文］　長岡西浄土真宗徳宗

○

新証文入袋　　［袋書：五郎ノ

　黄奨紙：茄子漬製法書断片
　2696－1～13は1袋］

宗旨切口□□　　［端裏書：ヲ
　欠、破損大コ

所請証文之□　　［端裏書：五
　損大］　□□五兵衛組□田モ
　目太郎右衛門（印）→深沢村

（入人願之儀二付）［断片、
　組・九左衛門組）□□中

宗旨切証文之事（五郎八聡
　書1五郎八組沢太郎女房寺
　西浄土真宗明元寺（印）→ま

宗旨切証文之事　　［端裏書：

　証文／破損大］　□□東浄
　奉行所

所請証文之事　　［端裏書巧
　淀領飯塚村庄屋平八・与頭葉
　→長岡御領深沢村五郎八組簑

宗旨請証文之事　［端裏書：
　淀領飯塚村浄土真宗明鏡寺

所請証文之事　　［端裏書：九
　文／虫損大］　淀領岩田村正
　同多兵衛（印）→長岡御領2
　郎兵衛殿
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天明5年正月 竪紙　1通 2696－9

天明5年正月 竪紙　1通 2696－10

天明5年正月 竪紙　1通 2696－11

天明2年正月 269642一ア・イは1 2696－12一ア

包（2通）　横切
紙／王通

天明2年正月 竪紙　1通 2696－12一イ

竪紙　1通 2696－13

天明6年～寛政3年） 2264－1～8は1包 2264－0

（15通〉　包紙／至

枚

慧政3年6月 竪紙　1通 2264－1

寛政3年6月 2264－2一ア・イは包 2264－2一ア

紙入1紙繕括（2通）

竪紙／1通

老政3年6月 竪紙　1通 2264－2一イ

天明6年正月 2264－3一ア・イ・ウは 2264－3一ア

1
． 紙緩括（3通）
竪紙／1通

天明6年正月 竪紙　1通 2264－3一イ

天明6年正月 竪紙　1通 2264－3一ウ

ミ明6年正月 2264－4一ア・イ・ウは 2264－4一ア

1紙繕括（3通）
竪紙／1通

天明6年正月 竪紙　ユ通 2264－4イ

く明6年正月 竪紙　1通 2264－4一ウ

天明6年正月 竪紙　1通 ，2264－5

一札之事　　［端裏書：太次兵衛弟四郎右衛門女房合力証
　文／虫損大］　淀領岩田村親庄八・親類請人万四郎（印）
　→深沢村九左衛門組太次兵衛殿

一札之事　　［端裏書：松兵衛響三三六合力証文／虫損大］
　淀領飯塚村勘助・親類請人助左衛門（印）→深沢村五郎
　八組松兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：九左衛門組四郎右衛門女房寺
　証文／虫損大］　淀領飯塚村浄土真宗明鏡寺（印）→長
　岡宗門御奉行所

中年証文之事　　［包書：九左衛門組四郎右衛門女房寺証
　文／2696－12・ア・イは1包］　長岡町代木宮伊兵衛・検断格
　猪俣仁右衛門（印）→西組深沢村庄屋高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：九左衛門組四郎右衛門女房寺
　証文コ　上田町真言宗徳聖寺（印）→宗門御奉行所

（寺証文、部分）［破損・天欠3　深沢村東浄土真宗願誓寺
　（印）→（御奉行所）

一括）［2264．1～2264．8は1包］
　
文

　
証

　
旨

　
宗

○
　
　
（

所請証文之事　　［端裏書：孫八所請証文ひかへ］　西組深寛
　沢村割元格高頭三郎兵衛・庄屋格高頭忠右衛門→長岡町
　検断格三輪九郎兵衛殿・町代石井久兵衛殿

所請証文之事（間右衛門俸仁助女房に付）［包書：間右寛
　衛門子孫八井女房長岡より来り候所寺証文2通、ほか／
　2264－2一ア・イは包紙入1紙繕括］　長岡町検断格三輪九郎兵

　衛・町代石井久兵衛（印）→西組深沢村庄屋高頭三郎兵
　衛殿

・切証文之事（問右衛門俸仁助女房に付）　御料所東寛
　方東浄土真宗長福寺（印）→長岡宗門御奉行所

一札之事　　［端裏書：文左衛門停松太郎女房合力証文／天
　2264－3一ア・イ・ウは1紙繕括〕　淀領七日市村百姓親太郎左

　衛門・同村親類請人平蔵（印）ゆ長岡御領深沢村五郎八
　組文左衛門殿

・宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組松太郎女房寺証天
　文］　東浄土真宗西組上除村浄円寺（印）→宗門御奉行
　所

・所請証文之事　　［端裏書1五郎八組松太郎女房所証文］天
　淀領七日市村山田権左衛門・組頭太郎右衛門・同仁右衛
　門他1人（印）→長岡御領西組深沢村割元格高頭三郎兵衛
　殿

一札之事　　［端裏書：杉右衛門名跡合力証文／22644ア・天
　イ・ウは1紙繕括］　御料所片貝村親多左衛門・同村親類請
　人太郎左衛門（印）→深沢村五郎八組杉右衛門殿

・所請証文之事　　［端裏書：五郎八組杉右衛門所証文］天
　御料所片貝村庄屋幸右衛門・組頭又右衛門（印）→長岡
　御領西組深沢村割元格高頭三郎兵衛殿

・宗旨切証文之事　　［端裏書二五郎八組杉右衛門寺証文］1天
　淀領来迎寺村東浄土真宗安浄寺（印）→長岡宗門御奉行「
　所

宗旨切証文之事　［端裏書：五郎八組金蔵寺証文／破損大］天
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（印）→宗門御奉行所

子又右衛門女募合力証文／ 天明6年正月 2264－6一ア・イ・ウは 2264－6一ア

淀領道半村百姓親長右衛 1紙緩括（3通）
マ村五郎八組六郎兵衛殿 竪紙／1通

五郎八組又右衛門女房寺 天明6年正月 竪紙　1通 2264－6イ
村東浄土真宗安浄寺（印）

i三八組又右衛門女房所証文］ 天明6年正月 竪紙　1通 2264－6一ウ

頭三郎左衛門（印）→長岡
区兵衛殿

12月儀兵衛養子五郎助合力 寛政元年12月 竪紙　1通 2264－7

親類又七（印）ゆ深沢村

五郎助養子縁組に付願） 寛政2年正月 竪紙　1通 2264－8

Lルひかへ、儀兵衛分／虫
所　　［奥書：割元格三郎兵
目吉右衛門］

一3066は主として寛政2年と（貞享3年～天保14年、 3065－1～8は1紙縫 3065－0－0
主として寛政2年） 括（11通）　竪

紙／1通

右衛門女房所証文／包紙に 貞享3年寅4月28日 竪紙　1通 3065－0－1
藤左衛門（印）庄屋八左衛
兵衛殿

郎八女房所請証文／包紙に 享保17年子2月 竪紙　1通 3065－0－2
右衛門（印）与頭儀右衛門
勘左衛門（印）横目勘兵衛

女房儀に付）［包紙に転用 天保14年卯正月 竪継紙　1通 3065－0－3
窃又左衛門（印）与頭弥五
→深沢村九左衛門組肝煎

渠沢村沢太郎女房］　御料 寛政2年戌正月 竪紙　1通 3065－1
（印）与頭九右衛門（印）
厳衛門（印）→深沢村五郎

八組沢太郎女房寺証文） 寛政2年戌正月 竪紙　1通 3065－2
尺太郎女房寺証文］　長岡
宗門御奉行所

渠沢村五郎八組三太郎女募 寛政2年戌2月 竪紙　1通 3065－3
（印）組頭惣右衛門（印）

‘八組割元格高頭三郎兵衛

深沢村五郎八組三太郎女 寛政2年戌正月 竪紙　1通 3065－4
鋒土真宗願興寺（印）→長

．深沢村五郎八組儀兵衛養 寛政2年戌正月 竪紙　1通 3065－5
葺土真宗明鏡寺（印）→宗

桀沢村五郎八組儀兵衛養子 寛政2年戌正月（貼紙 竪紙　1通 3065－6
重庄屋喜右衛門（印）組頭
じ格高頭三郎兵衛殿（貼紙

下：元年）

西組深沢村東浄土真宗願誓寺（

一札之事　　［端裏書：六郎兵衛
　2264－6一ア・イ　・ウ5ま1紙糸差手舌コ

　門・請人茂右衛門（印）→深沢

　宗旨切証文之事　　［端裏書
　証文／虫損大コ　淀領来迎寺
　→長岡宗門御奉行所

・所請証文之事　［端裏書：五正

　淀領道半村庄屋太右衛門・組1
　御領西組深沢村割元格高頭三良1

一札証文之事　　［端裏書：酉年
　証文］　御料片貝村親次郎七
　五郎八組儀兵衛殿

乍恐口上書を以奉願上候（五
　［端裏書：戌年正月20日御蔵へま
　損大］　願王儀兵衛→御代官所
　衛・組頭次左衛門・同兵助・横1

○

（宗旨証文　一括）［包紙3065～
　文化2年／3065・1～8は1紙繕括］

宗旨請状之事　［端裏書：吉
転用3枚の内］　高田領大積村月
門（印）→長岡領深沢村庄屋又

所請証文之事　　［端裏書：次
転用3枚の内］　喜多村割元喜1
（印）与頭茂左衛門（印）横目1
（印）→深沢村庄屋三郎兵衛殿

所請証文之事（深沢村又助女
3枚の内］　西組浦村割元格西脇
兵衛（印）横目所右衛門（印）・
高頭三郎右衛門殿

所請証文之事　　［端裏書貼紙：深
　所福道村庄屋田所五次右衛門（
　与頭溝次右衛門（印）横目六右1
　八組割元格商頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事（深沢村五郎、
　［端裏書貼紙：深沢村五郎八組1
　寺晦西浄土真宗西福寺（印）→

所請証文之事　　［端裏書貼紙諮
　所証文］　下条村庄屋佐次兵衛
　横目伝之助（印）→深沢村五郎
　殿

宗旨切証文之事　［端裏書貼紙
　房寺証文］　御料所下除村東浄
　岡宗門御奉行所

［端裏書貼紙：

飯塚村西浄
宗旨切証文之事
　子五郎助寺証文］
　門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書貼紙：深
　五郎助所証文］　御料所片貝村涯
　庄六（印）→長岡領深沢村割元1
　下1庄屋三郎兵衛）
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宗旨切証文之事　　［端裏書貼紙二深沢村五郎八組甚右衛門 寛政2年戌正月 竪紙　1通 3065－7

聾仁大夫寺証文］　御料所下除村東浄土真宗願興寺（印）
→長岡領宗門御奉行所

宗旨切証文之事　［端裏書貼紙：深沢村五郎八組甚右衛門 寛政2年戌2月 竪紙　1通 3065－8

響仁大夫所証文］　下条村庄屋佐次兵衛（印）組頭惣右
衛門（印）横目伝之助（印）→深沢村五郎八組割元格高
頭三郎兵衛殿

○
（下敷用罫紙　包紙）［2816－1～7は1紙繕括／1～6宗旨関 （寛政6年～享和2年） 罫紙　1枚 2816－1

係］

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組兵七寺証文／2816一 寛政12年正月 2816－2一ア～エは1紙 2816－2一ア

2一ア～エは1紙縫括］　西組深沢村東浄土真宗願誓寺（印） 縫括（4通）　竪

→宗門御奉行所 紙／1通

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組仁平治寺証文］　西 寛政12年正月 竪紙　1通 2816－2一イ

組深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　［端裏書：五郎八組伝蔵寺証文］　西組 寛政12年正月 竪紙　1通 2816－2一ウ

朝日村禅宗朝日寺（印）→長岡宗門御奉行所

所請証文之事　［端裏書：五郎八組伝蔵所証文］　西組朝 寛政12年正月 竪紙　1通 2816－2－1

日村組頭浅右衛門・郷市郎兵衛（印）ゆ深沢五郎八組高
頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　［包書：いた元七女房会津御預所中嶋村 享和2正月 2816－3一ア・イは1包 2816－3一ア

甚七6寺所証文二通戌年正月十九日［コ／2816－3一ア・イは1 （2通）　包紙・竪

包］　会津御預所中嶋村東浄土真宗万行寺（印）→長岡 紙／1通

宗門御奉行所

所請証文之事（五郎八組繊多元七女房に付）　御領会 享和2正月 竪紙　1通 2816－3イ
津御預所中嶋村庄屋利兵衛・組頭五右衛門・横目多郎左
衛門（印）→長岡御領西組深沢村割元格高頭三郎兵衛殿

中年宗旨切証文之事　　［包書：享和二戌年二月四日次郎 享和2正月 28164一ア・イは1包 2816－4一ア

八娘中年証文二通　戌二月四日次郎八娘不縁中年／2816一 1紙緩括（2通）
些ア・イは1包1紙繕括］　与板領田沢村浄土真宗祐光寺（印） 包紙・竪紙／1通

→長岡宗門御奉行所

一札（次郎八娘不縁二付中年証文）　三嶋郡御領雲出 享和2正月 竪紙　1通 2816－4イ
村庄屋武藤与三郎・組頭庄九郎・組頭甚兵衛（印）→長
岡御領西組深沢村割元格高頭三郎兵衛殿

一札之事（長念寺寺中宝勝寺弟円海、深沢村西浄土真 寛政6年正月 竪紙　1通 2816－5

宗正林寺後住二引取二付）　長岡領深沢村割元格高頭
三郎兵衛（印）→御料大面町村庄屋弥十郎殿・庄屋沢左
衛門殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組三平女房寺］　西組 享和2正月 竪紙　1通 2816－6

飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門御奉行所

2537－1～8は1紙縫i2537－0
手舌　（10通）　　　　　　1

2537－1一ア・イは1紙2537－1一ア

縫括（2通）　竪
紙／1通

竪紙　1通　　　　2537一｛イ

○

（宗旨証文　一括）［2527～2537は紙縫括、253界1～8は1紙（寛政7年正月）
　繕括］

所請証文之事　　［端裏付箋：深沢村五郎八組助六女房所証寛政7年正月
　文／2537－1一ア・イは1紙縫括］　才津村与右衛門組横目九兵
　衛（印）組頭太次右衛門（印）庄屋水沢弥源太（印）→、
　深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

・宗旨切証文之事　　［端裏付箋：深沢村五郎八組助六女魔政7年正月
　房寺証文］　西組才津村東浄土真宗円超寺（印）→宗門1
　御奉行所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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竪紙　王通 2537－2

竪紙　1通 2537－3

竪紙　1通 2537－4

竪紙　1通 2537－7

竪紙　1通 2537－6

竪紙　1通 2537－7

2537－8一ア・イは1包 2537－8一ア

（2通）　包紙・竪
紙／1通

竪紙　1通 2537－8一イ

虻3年）
2922～2943はi紙 2922－0
縫括（57通）

竪紙　王通 2922－1

竪紙　1通 2923

包紙・竪紙　1包 2924
（1通）

竪紙　1通 2925

竪紙　1通 2926

19日 竪継紙　1通 2927－1

竪紙　1通 2927－2

竪継紙　1通 2927－3

寛政7年正月

寛政7年正月

寛政7年正月

寛政7年正月

寛政7年正月

寛政7年正月

寛政7年正月

寛政7年正月

（寛政12年～文政

文化ll年正月

文化12年正月

天保9年正月

文化6年正月

文化15年正月

（文化13）子正月

深沢村／戸口／人別送り・縁組

所請証文之事　［端裏付箋：深沢村五郎八組市太夫所証文］

　親沢村横目彦次右衛門（印）組頭助次右衛門（印）庄屋
　高頭仁兵衛（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛
　殿

宗旨切証文之事　　［端裏付箋：深沢村五郎八組市太夫寺証
　文］　沢新田村真言宗金剛光寺（印）→宗門御奉行所

宗旨塑証文之事　　［端裏付箋：深沢村五郎八組文五右衛門
　女房寺証文］　椎谷領北野村東浄土真宗光徳寺（印）→
　長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏付箋：深沢村五郎八組八九郎女虜
　寺証文］　上組千手町村東浄土真宗真照寺（印）ゆ宗門
　御奉行所

所請証文之事　　［端裏付箋：深沢村五郎八組八九郎女房所
　証文］　上組宮原村組頭藤右衛門（印）肝煎河嶋六右衛
　門（印〉→西組深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

宗旨煽証文之事　　［端裏付箋：深沢村九左衛門績門助婿拓

　七寺証文］　深沢村西浄土真宗正林寺（印）ゆ宗門御奉
　行所

文化13年正月

文化13年正月

宗旨切証文之事（椎谷領小野村七右衛門娘西組深沢村
　杢右衛門女房に付二付）［包紙：卯年杢右衛門女房所寺
　証文ハ村方へ取ル宗門改ニハ出し不申候才兵衛娘二〆長
　免へ付出ス／2537－8一ア・イは1包］　与板領赤田村禅宗東福

　院（印）→長岡宗門御奉行所

・所請証文之事（杢右衛門女房に付）　椎谷領小野村
　与頭庄左衛門（印）庄屋七郎右衛門（印）→長岡御領西
　組深沢村割元格高頭三郎兵衛殿

○

一括）［2922～2943は1紙繕括］（宗旨証文

宗量請切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組松之丞女
　房寺証文エ　北組栖吉村東浄土真宗善照寺（印）袖長岡
　宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：査郎八組仁市郎女房寺証文］

　浦村東浄土真宗慈光寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　［包書：五郎八組　彦右衛門女房寺証文］
　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：又左衛門引越証文　巳年正月＋
　八日又左衛門へ渡スひかい　明鏡寺より宗旨請証文出し
　申候］　西組深沢村五郎八組割元格三郎兵衛・組頭兵
　助・組頭次左衛門・横目吉右衛門ゆ山本勘右衛門様御内
　福原徳兵衛様・松坂庄兵衛様・小出信左衛門様

宗旨請切証文之事（深沢村五郎八組松之助養子寺証文）
　西組深沢村西浄土真宗正林寺（印）→長岡宗門御奉行所

（西組深沢村文左衛門女房宗門帳へ付出期日之件二付
　覚）［2922～2943紙繕括、枝1は2～4を巻込］　文左衛門

奪塁野文蒲東！難鮒凝爾鞭集編
奉行所

璽請証文之事（西組深沢村五郎八組文左衛門女房所
証文）　御料所下村庄屋杢之丞（印）組頭善助（印）助
左衛門（印）組頭助次郎（印）→長岡御領西組深沢村割
兀格高頭松之丞殿
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深沢村／戸口／人別送り・縁組

1枚 2927－4

2928－1～5は1紙繕 2928－1

括（5通）　竪
紙／1通

竪紙　1通 2928－2

竪紙　1通 2928－3

竪紙　1通 2928－4

竪紙　1通 2928－5

2929－1～2は1紙繕 2929－1一ア

括（4通）　竪
紙／1通

竪紙　1通 2929－1イ

竪紙　1通 2929－2一ア

竪紙　1通 2929－2イ

2930は1紙縫括（3 2930一葉

通）　竪紙／1通

竪紙　1通 2930－2一ア

竪紙　1通 2930－2一イ

竪紙　1通 2931

2932－1～5は1紙緩 2932－1

括（5通）　竪
紙／1通

月 竪紙　1通 2932－2

竪紙　1通 2932－3

文化13年正月

文化3年正月

文化3年正月

文化3年正月

文化3年正月

文化3年正月

文化14年正月

文化14年正月

文化14年正月

年号月日

文政3年正月

文政3年正月

文政3年正月

文化13年正月

文化10年正月

文化10年E］（正）

文化10年正月

正
り
十

年
取
月

子
通
正

三
二
子

十
文

化
証
也

文
寺
覚

　
所
候
］

ル
、
申
箋

取
娘
出
付

通
八
付
肋

二
仁
と
L

文
村
前
賊

証
下
以
）

寺
越
年
内

所
鳥
三
家

　
房
ハ
門

年
女
二
衛

子
門
長
左

：
衛
門
文

箋
左
宗

付
文
而
日

（
月
候
九

所請証文之事　　［紙繕括付箋：文化三寅年分五枚也／端裏
　書：深沢村五郎八組仁左衛門女房所証文］　親沢村庄屋
　高頭仁兵衛（印〉組頭助七（印）横目彦治右衛門（印）
　→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組仁左衛門
　女房寺証文］　西組親沢村真言宗龍蔵寺（印）→宗門御
　奉行所

・宗旨切証文之事　　［端裏書1深沢村五郎八組半兵衛女
　房寺証文］　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門
　御奉行所

・宗旨切証文之事　　［紙繕括付箋：文化三寅年分五枚
　也／端裏書：深沢村五郎八組権太郎女房寺証文］　寺町
　東浄土真宗妙宗寺（印）→宗門御奉行所

　宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組権兵衛女
　房寺証文］　西組深沢村西浄土真宗正林寺（印）ゆ宗門
　御奉行所

宗旨切証文之事　　［奥裏書1甚六女房寺証文下書］　何村
　何宗何寺→宗門御奉行所

・所請証文之事　　［端裏書：甚六所請証文下書］　何村庄

　屋誰・組頭誰・横目誰→深沢村五郎八組割元格高頭三郎
　兵衛殿

・所請証文之事　　［付箋：九左衛門組門助新証文下翻
　何村庄屋誰・組頭誰・横目誰→深沢村九左衛門組掛持肝
　煎高頭三郎兵衛殿

・宗旨切証文之事（深沢村九左衛門組門助女房寺証文、
　下書）　何村何宗何寺→長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組与助女房寺証文／紙
　蹉付］　西組飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門
　御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組幸七女房寺証文］
　石瀬領槙原村東浄土真宗称念寺（印）→長岡宗門御奉行
　所

・所請証文之事　　［端裏書：五郎八組幸七女房所証文］
　槙山原村五兵衛組庄屋本多弥右衛門（印）組頭市郎右衛
　門（印）横目太野右衛門（印）→深沢村五郎八組割元格
　高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組米蔵女房寺証
　文］　御料所下除村東浄土真宗願奥寺（印）→長岡宗門
　御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組三兵衛女房寺
　証文　契］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉
　行所

・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組正六女房
　寺証文］　飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）ゆ宗門御奉行
　所

・所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組喜助女房所請

　状也］　富安村割元順座堀蔵右衛門（印）組頭□三次
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竪紙　1通 2932－4

竪紙　1通 2932－5

竪紙　1通 2933

2934－1～10は1紙 2934－1

緩括（10通）　竪
紙／1通

竪紙　1通 2934－2

竪紙　1通 2934－3

竪紙　1通 2934－4

竪紙　1通 2934－5

竪紙　1通 2934－6

竪紙　1通 2934－7

竪紙　i通 2934－8

竪紙　1通 2934－9

竪紙　1通 2934－10

竪紙　1通 2935

竪紙　1通 2936

竪紙　1通 2937

竪紙　1通 2938

文化10年正月

文化10年正月

寛政12年正月

宗旨請証文之事　　［紙緩括付箋：文∫ヒ四卯年　新証文拾枚1文化4年正月
　御蔵より四月十日取ル／端裏付箋．五郎八組恵海坊守寺1

灘梅醜深沢村西浄土真宗正林寺（匠口）→長岡鍬

文化4年正月

文化4年正月

文化4年正月

文化4年正月

文化4年正月

文化4年正月

文化4年正月

文化4年正月

文化4年正月

文化11年正月

文化13年正月

文政2年正月

深沢村／戸口／人別送り・縁組

　（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

・宗旨切証文之事　　［端裏書1深沢村五郎八組甚助女房
　寺証文］　西浄土真宗寺町西福寺（印）→宗門御奉行所

　宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組七之助女
　房寺証文］　飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉
　行所

宗旨切証文之事（西組道半村亀七女房に付）　椎谷領
　北野村東浄土真宗光徳寺（印）→長岡宗門御奉行所

・所請証文之事　　［端裏付箋：五郎八組恵海坊守所証文］

　西組浦村東肝煎大平与兵衛（印）組頭嘉右衛門（印）→
　西組深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

・宗旨切証文之事　　［端裏付箋：五郎八組恵海寺証文］
　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行所

・所請証文之事　　［端裏付箋：五郎八組恵海所証文］　長

　岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）ゆ西組深沢村割元格高
　頭三郎兵衛殿

・所請証文之事　　［端裏付箋：五郎八組此右衛門養子兵七
　所証文］　本与板組芹川村庄屋金山兵左衛門（印）組頭
　六左衛門（印）横目八右衛門（印）ゆ西組深沢村五郎八
　組割元格高頭三郎兵衛殿

・宗旨請寺替証文之事　　［端裏付箋：五郎八組此右衛門
　養子兵七寺証文］　御料五番田村東浄土真宗浄願寺（印）
　ゆ長岡宗門御奉行所

・宗、旨切証文之事　　［端裏付箋：五郎八組嘉右衛門女房
　費証文］　長岡寺町東浄土真宗妙宗寺（印）→宗門御奉
　行所

・宗旨切証文之事　　［端裏付箋：五郎八組七助女房寺証
　文］　西組飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行
　所

・宗旨切証文之事　　［端裏付箋：五郎八組少兵衛饗少兵
　衛寺証文］　朝日村禅宗朝日寺（印）→宗門御奉行所

・宗旨切証文之事　　［端裏付箋：五郎八組猪太女房寺証
　文］　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行
　所

宗賃切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組弥＋郎女房寺
　証文］＿御料所下除村東浄土真宗願奥寺（印）→長岡宗
　門御奉行所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組米蔵女房所請証
　文］　沢新田村庄屋代仁八郎（印）組頭四郎右衛門（印）1
　横目六左衛門（印）ゆ深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵i
　衛殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
所請証文之事［端裏書：深沢村プも左衛門組市太郎女朗

　請証文　文政二卯年寺所証文九本］　富岡村庄屋田中松i
糖轟雛右衛門（印）横目平兵衛（印）一輔

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組嘉左衛門女房i文政2年正月
　寺誕文コ　上組村松村東浄土真宗本覚寺（印）→宗門御1
　奉行所
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深沢村／戸口／人別送り・縁纏

2939－1～2は1包 2939－1

紙・紙縫括（2通）

竪紙／1通

竪紙　1通 2939－2

2940－1～9は1紙繕 2940－1

括（9通）　竪
紙／1通

竪紙　1通 2940－2

竪紙　1通 2940－3

竪紙　1通 2940－4

竪紙　1通 2940－5

竪紙　1通 2940－6

竪紙　1通 2940－7

竪紙　1通 2940－8

竪紙　1通 2940－9

竪紙　1通 2941

竪紙　1通 2942

竪紙　1通 2943

2852－1～8は1紙緩 2852－0

括（8通）

竪紙　1通 2852－1

竪紙　1通 2852－2

竪紙　1通 2852－3

竪紙　1通 2852－4

文化14年正月

文化14年正月

文化12年正月

文化12年正月

文化12年正月

文化12年正月

文化12年正月

文化12年正月

文化12隼正月

文化12年正月

文化10年正月

文化15年正月

文化12年正月

（寛政13年）

寛政13年正月

寛政13年正月

寛政13年正月

寛政13年正月

宗旨切証文之事（西組深沢村五郎八組三五兵衛女房に
　付）［包紙1（2939－1・2）の下書を転用したもの］　上
　組村松村東浄土真宗勝覚寺（印）→長岡宗門御奉行所

・所請証文之事（西組深沢村五郎八組三五兵衛女房に
　付）　御料所牛ヶ頭村庄屋高木彦次右衛門（印）組頭甚
　左衛門（印）百性代作兵衛（印）→長岡領深沢村五郎八
　組割元格高頭三郎兵衛殿

・宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組与助女房寺証文］
　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村願誓寺寺中円覚寺
　倫教坊守寺証文］　白川領井岡村東浄土真宗願浄寺（印）
　→長岡宗門御奉行所

・所請証文之事　　［端裏書：深沢村願誓寺寺中倫教坊守寺
　証文］　白川領井岡村庄屋伊藤源右衛門（印）組頭久兵
　衛（印）横目九左衛門（印）→長岡御領深沢村五郎八組
　割元格高頭三郎兵衛殿

・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村九左衛門組助七女
　房寺証文コ　飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉
　行所

・宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組伝六女房寺証文］
　西組親沢村真言宗龍蔵寺（印）ゆ宗門御奉行所

　宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組七左衛門女房寺
　証文］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

　宗旨切証文之事　　［端裏書＝五郎八組三左衛門女房寺
　証文］　飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）擁宗門御奉行所

・所請証文之事、［端裏書：五郎八組七左衛門女房所証文］
　鍛冶新田村庄屋兵右衛門（印）→深沢村五郎八組割元格
　三郎兵衛殿

　（宗旨証文、五郎八組伝六女房に付）［端裏書：五郎
　八組伝六女房所証文／虫損ひどく不開］

宗旨切証文之事　、［端裏書：深沢村五郎八組喜助女房寺証
　文］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請証文之事（親沢村六蔵に付）　親沢村真言宗龍
　蔵寺（印）→深沢村五郎八組割元格三郎兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書二五郎八組仁市郎女房所証文］
　宮川新田庄屋代平八（印）組頭直右衛門（印）帥深沢村
　五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

○

一括）［2852．1～8は1紙繕括］（宗旨切証文

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組万七女房寺証文］
　西組深沢村東浄土真宗願誓寺（印）ゆ長岡宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：五郎八組才九郎所請証文］　来
　迎寺村西庄屋深井嘉右衛門（印）組頭九郎兵衛（印）横
　目奥八（印）→深沢村割元格高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組三太郎女房寺証文］
　長岡禅宗長奥寺（印）→長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組才九郎寺証文］　来
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β）→長岡宗門御奉行所

碁：五郎八組亀六女房寺証文／本
村東浄土真宗浄覚寺（印）ゆ長

寛政13年正月 竪紙　1通 2852－5

　五郎八組三太郎女房所証文］
人西原文太左衛門（印）→西組

寛政13年正月 竪紙　1通 2852－6

項三郎兵衛殿

書：し九左衛門組与太郎寺証文］
（印）→長岡宗門御奉行所

寛政13年正月 竪紙　1通 2852－7

五郎八組三左衛門女房寺証文〕
（印）→長岡宗門御奉行所

寛政13年正月 竪紙　王通 2852－8

～8は1紙縫括］ （享和4年正月） 25工3－1～8は1紙繕 2543－0

括（8通）

　深沢村五郎八与作助婿五市左
重東浄土真宗願誓寺（印）→長

享和4年正月 竪紙　1通 25濯3－1

深沢村五郎八組作助婿五市左衛
仁三次（印）庄屋掘倉右衛門

享和4年正月 竪紙　1通 2513－2

元格高頭三郎兵衛殿

、

深沢村五郎八組藤次右衛門女房
争土真宗願誓寺（印）→長岡宗

享和4年正月 竪紙　1通 2513－3

深沢村五郎八組藤次右衛門女房
西横目貞八（印）組頭九郎兵衛

享和4年正月 竪紙　1通 2513－4

印〉→西経深沢村五郎八組割元

　深沢村五郎八組弥五右衛門養
尺村西浄土真宗正林寺（印）→

享和4年正月 竪紙　1通 2513－5

　深沢村五郎八組孫七後家養女
す西浄土真宗明鏡寺（印）→長

享和4年正月 竪紙　1通 2513－6

。深沢村五郎八組今右衛門後妻
毎土真宗正林寺（印）→長岡宗

享和4年正月 竪紙　1通 2513－7

　深沢村五郎八組卯之助女房寺
箋宗妙宗寺（印）→宗門御奉行

享和4年正月 竪紙　1通 2513－8

一14は1紙繕括］ （文化2年正月分） 2903－1～14は1紙 2903－0
繕括（14通）

：五郎八組円覚寺円納坊守寺証
妙宗寺（印）→宗門御奉行所

文化2年正月 竪紙　1通 2903－1

警：五郎八組幸右衛門寺証文コ
寺（印）ゆ長岡宗門御奉行所

文化2年正月 竪紙　1通 2903－2

郎八組円覚寺円納坊守所証文］
（印）→西組深沢村五郎八組

文化2年正月 竪紙　1通 2903－3

深沢村／戸口／人別送り・縁組

　迎寺東浄土真宗安浄寺（E

宗冒切証文之事　　［端裏書
　文は「亀松」］　与板領下
　岡宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：
　請人林勝右衛門（印）請人
　深沢村五郎八組割元格高頭三

宗旨切証文之事　　［端裏
　深沢村東浄土真宗願誓寺

宗旨切証文之事　［端裏書
　飯塚村西浄土真宗明鏡寺

○

一括）［2513．1（宗旨証文

宗旨切証文之事　　［端裏書
　衛門寺証文］　西組深沢ホ
　岡宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：

　門所証文］　冨安村組頭
　（印）→深沢村五郎八組割う

宗切証文之事　　［端裏書：

　本証文］　西組深沢村東ll
　門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：1

　所証文］　西組来迎寺村暫
　（印）庄屋深井加右衛門（1
　格高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　［端裏書
　子七六寺証文］　西組深沢
　長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書
　りい寺証文］　西組飯塚歩
　岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書
　寺証文］　西組深沢村西浄
　門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書
　証文コ　長岡寺町東浄土真
　所

○

一括）［2903－1～（宗旨証文

宗旨切証文之事　　［端裏書
　文］　長岡寺町東浄土真宗

宗旨切証文之事　　［端裏書
　西組飯塚村西浄土真宗明鏡寺

所請証文之事　［端裏書：五
　長岡寺町東浄土真宗妙宗寺
　割元格高頭三郎兵衛殿
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深沢村／戸口／人別送り・縁組

移女房寺証文コ 文化2年正月 竪紙　1通 29034
馨門御奉行所

衛女房寺証文］ 文化2年正月 竪紙　1通 2903－5

審行所

力女房寺証文］ 文化2年正月 竪紙　1通 2903－6

宍門御奉行所

ヒ女房寺証文コ 文化2年正月 竪紙　1通 2903－7

蓑門御奉行所

衛女房寺証文］ 文化2年正月 竪紙　1通 2903－8
1奉行所

テ女房所証文］ 文化2年正月 竪紙　1通 2903－9

）横目彦治右
‘兵衛殿

組権太夫寺証 文化2年正月 竪紙　王通 2903－10
弓御奉行所

潅太夫所証文コ 文化2年正月 竪紙　1通 2903一斜
門（印）与頭
九左衛門組割

幼女房寺証文］ 文化2年正月 竪紙　1通 2903－12
岡宗門御奉行

衛女房に付） 文化2年正月 竪紙　1通 2903－13
印奉行所

、

衛女房に付） 文化2年正月 竪紙　1通 2903－14
）組頭源次右
賜右衛門（印）

左衛門女房所 文化6年正月 24534～8は表題 2453－1

8～2463は1紙 紙付1紙繕括（8通）

に村肝煎内藤清 竪紙／1通
深沢村五郎八

1孫七女房寺証 文化6年正月 竪紙　1通 2453－2

→宗門御奉行

原四郎寺証文］ 文化5年12月 竪紙　1通 2453－3
印奉行所

祖又助寺証文コ 文化5年12月 竪紙　1通 2453－4
印奉行所

源四郎女房寺
）ゆ宗門御奉

文化7年正月 竪紙．1通 2453－5

仁左衛門女房 文化6年正月 竪紙　1通 2453－6

印）→宗門御

兵衛女房所証 文化5年12月 竪紙　1通 2453－7

→深沢村五郎

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組藤市
　西組飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組才兵衛
　長岡寺町東浄土真宗妙宗寺（印）→宗門御奉二

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組七助
　西組深沢村西浄ニヒ真宗正林寺（印）→長岡宗

宗旨切証文之事　　［端裏書1五郎八組乙七
　西組深沢村西浄土真宗正林寺（印）→長岡宗

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組伝兵衛
　西組深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御1

所請証文之事　　［端裏書：五郎八組伝兵衛
　親沢村庄屋高頭仁兵衛（印）組頭助七（印）
　衛門（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村九左衛門
　文］　才津村東浄土真宗円超寺（印）→宗門

所請証文之事　　［端裏書：深沢九左衛門組非
　福田村割元小林幸左衛門（印）与頭政右衛
　忠左衛門（印）横目六兵衛（印）ゆ深沢村
　元格高頭三郎兵衛殿

切証文之事　　［端裏書：深沢九左衛門組代頚
　御料所東方村東浄土真宗長福寺（印）→長
　所

宗旨切証文之事（西組深沢村五郎八組才兵1
　上組上条村東浄土真宗善行寺（印）→宗門御

所請証文之事（西組深沢村五郎八紐才兵
　掘谷文右衛門御代官所来昌村庄屋運八（印
　衛門（印）組頭佐次右衛門（印）百姓代β
　ゆ長岡御領深沢村割元格三郎兵衛殿

○

所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組仁
　証文／表題紙上書：文化6巳年新証文／2441
　繕括／2453－1～8は表題紙付1紙繕括］　飯塚
　兵衛・組頭忠左衛門・同富七他2名（印）→
　組割元格高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組
　文］　西組飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）・
　所

宗旨切証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組源
　西組深沢村西浄土真宗正林寺（印）ゆ宗門御羨

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組
　西組深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御1

宗旨切証文之事　　［端裏書1深沢村五郎八組
　証文］　西組深沢村東浄土真宗願誓寺（印1
　行所

宗旨切証文之事　　［端裏書1深沢村五郎八組
　寺証文］　西組飯塚村西浄土真宗明鏡寺（
　奉行所

所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組少
　文］　鍛治新田村割元格高頭仁兵衛（印）・
　八組割元格高頭三郎兵衛殿
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深沢村／戸口／人別送り・縁組

署寺 文化5年12月 竪紙　1通 2453－8
β奉

系助 文化5年12月 2454－1～6は1紙繕 2454一濯
括］ 括（6通）　竪
巨割 紙／1通

三衛 文政2年正月 竪紙　1通 2454－2
藁岡

『門 文政2年正月 竪紙　1通 2454－3
黄目

募所 文政2年正月 竪紙　1通 2454－4
横

そ衛

琴寺 文政2年正月 竪紙　1通 2454－5

俸

＿r轟
く房 文政2年正月 竪紙　1通 2454－6

俸

～9 （文化9年） 3066－1～9は1包紙 3066－0
（9通）

斤証 文化9年申正月 竪紙　1通 3066－1

横
呂兵

宗旨請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組少兵衛女虜
　証文：1　西組深沢村西浄土真宗正林寺（印）→宗門御
　行所

○

所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組七左衛門響擁
　所証文／2448～2463は1紙繕括／2454－1～6は1紙繕括
　鍛治新田村割元格高頭仁兵衛（印）→深沢村五郎八組筆
　元格高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組見瑞響利左
　門寺証文］　上組上条村東浄土真宗善行寺（印）→長
　宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組見瑞響利左衛
　所証文］　富岡村庄屋田中松兵衛・組頭倉右衛門・横
　平兵衛（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書＝深沢村五郎八組嘉左衛門女房
　請証文］　上組寺島村肝煎穂刈孫十郎・組頭長兵衛・
　目万左衛門（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵
　殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組権太郎女房
　証文］　西組深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御
　行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村九左衛門組市太郎女
　寺証文］　東浄土真宗長岡寺町妙宗寺（印）→宗門御
　行所

○

（宗旨証文　一括）［包紙／3065～3066は1包紙／3066．1
　は1紙繕括］

所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組源四郎女房所
　文］　親沢村肝煎高頭仲右衛門（印）組頭助七（印）
　目彦次右衛門（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎
　衛殿

3066－2竪紙1通

3066－3竪紙1通

3066－4竪紙1通

3066－5竪紙1通

3066－6竪紙1通

3066－7竪紙1通

3066－8竪紙1通

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組久四郎女房寺文化9年申正月
　証文］　親沢村真言宗龍蔵寺（印）→長岡宗門御奉行所

所請証文之事　［端裏書：深沢五郎八組久四郎女房所証文］文化9年申正月
　親沢村庄屋高頭仲右衛門（印）組頭助七（印）横目彦治
　右衛門（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組源四郎女房寺

　証文］　西組深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉
　行所　文化9年申正月

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢五郎八組九右衛門女房寺文化9年申正月
　証文コ　飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門御奉
　行所

寺替証文之事　［端裏書：深沢九左衛門組仲蔵女房寺証文］文化9年申正月
　御料所東方村東浄土真宗長福寺（印）→長岡宗門御奉行
　所

宗旨切証文之事　　［端裏書1九左衛門組森右衛門養子仲蔵文化9年申正月
　寺証文］　深沢村西浄土真宗正林寺（印）→宗門御奉行
　所

宗旨切証文之事　　［端裏書：九左衛門組藤六女房寺証文］文化9年申正月
　御料所下除村東浄土真宗願興寺（印）→長岡宗門御奉行
　所
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所請証文之事　　［端裏書：九左衛門組藤六女房所証文］ 文化9年申正月 竪紙　1通 3066－9

下条村肝煎大森佐次兵衛（印）組頭惣右衛門（印）横目
　伝之助（印）→深沢村九左衛門組肝煎商頭三郎兵衛殿

○
包
紙
　
　 ［包書：文政九戌年正月縁付証文入　五郎八組／ （文政7年～10年） 2864～2894は1包 2864－0

2864～2894は1包］ （3亙通）　包紙／1

枚

所請証文之事（雛形）［端裏書：五四郎女房所証文］　何 文政7年正月 竪紙　1通 2864－1

村肝煎苗字たれ・組頭たれ・横目たれ→深沢村五郎八組
割元格高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事（西組深沢村五助女房に付）　長岡大 文政10年正月 竪紙　1通 2865
工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：又四郎女房寺証文］　何村何 文政7年正月 竪紙　1通 2866
宗何寺→宗門御奉行所

宗旨請切証文（五郎八組七之助女房に付）　深沢村東 文政8年正月 竪紙　1通 2867
浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　［端裏書：甚右衛門女房所証文］　御料所 文政8年正月 竪紙　1通 2868
脇野町庄屋□□喜助（印）与頭太兵衛（印）百姓代弥之
助（印）→長岡御領西組深沢村五郎八組割元格高頭三郎
兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組五郎右衛門女房寺証 文政7年正月 竪紙　1通 2869
文］　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行
所

宗旨請切証文之事（西組深沢村五郎八組安右衛門後妻
　に付）　上ノ山領東方村東浄土真宗長福寺（印）→宗門

文政8年正月
　　　、

竪紙　1通 2870

御奉行所

宗旨切証文之事　［端裏書：才津林左衛門］　何領何村何年号月日 竪紙　1通 2871
宗→長岡宗門御奉行所

所請証文之事（五郎八組仁八郎跡へ後家入の義右衛門 年号月日 竪紙　1通 2872
に付）［端裏書：義右衛門所証文］　親沢村→深沢村五郎
八組割元格高頭三郎兵衛殿

所請証文之事（安右衛門女房に付）［端裏書：安右衛門］ 年号月日 竪紙　1通 2873
何村肝煎・組頭・横目→深沢村五郎八組割元格高頭三郎
兵衛殿

所曇主評一ヴナ事　　r淵車量・弄煎八細淵六衙藺響中宕徹閏百斤 寸澁？杢E不日 臥鋲　　1’薗 りΩ”7凶28741通竪紙所請証文之事　　［端裏書：五郎八組沢右衛門餐忠右衛門所泣政3年正月
　証文］　親沢村肝煎高頭兵右衛門（印）組頭助七（印）i
　横目九右衛門（印）ゆ深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵1
　衛殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

2875

2876

通
　
　
　
通

1
　
　
　
　
　
　
　
1

紙
　
　
紙

竪
　
　
竪

2877

2878

2879

通
　
　
　
通
　
　
通

l
　
　
　
　
　
　
　
　
l
　
　
　
　
　
　
　
　
l

紙
　
　
紙
　
　
紙

竪
　
　
竪
　
　
竪

宗旨請証文之事　　［端裏書：五郎八組忠右衛門寺証文］文政3年正月

　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組四郎左衛門女文政8年正月
　房寺証文］　飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉
　行所

宗旨切証文之事（深沢村五郎八組次郎助女房に付）文政8年正月
　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請寺替証文之事　　［端裏書：甚右衛門女房寺証文〕・文政8年正月
　御料脇之町東浄土真宗長照寺（印）→長岡宗門御奉行所

所請証文之事（親沢村又四郎女房に付）　親沢村肝煎文政7年正月
　高頭又次右衛門（印）組頭助七（印）横目九右衛門（印）
　→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿
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宗旨切証文之事　［端裏書：五郎八組由蔵女房宗旨切証文］ 文政7年正月 竪紙　1通 2880
深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（深沢村五郎八組又四郎女房に付） 文政7年正月 竪紙　1通 2881
親沢村真言宗龍蔵寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（西組深沢村五郎八組松兵衛女房に付） 文政7年正月 竪紙　1通 2882
長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事（下除村安右衛門女房に付）　下除村善 文政8年正月 竪紙　1通 2883
助組割元格江口与兵衛（印）組頭次郎右衛門（印）横目
六蔵（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組文治女房寺証文］ 文政7年正月 竪紙　1通 2884
深沢村西浄土真宗正林寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（深沢村五郎八組富六女房に付）　親 文政9年正月 竪紙　1通 2885
沢村真言宗龍蔵寺（印）一・長岡宗門御奉行所

所請証文之事　　〔端裏書：文政九戌穣多久七響所請証文］ 文政9年正月 竪紙　1通 2886
□□市領分赤田村町方庄屋太郎右衛門（印）文左衛門
（印）組頭溝兵衛（印〉百姓代孫太夫（印）→長岡御領西
組深沢村割元格高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：文政九戌繊多久七贅寺証文］ 文政9年正月 竪紙　1通 288ア
羽州．ヒ之嶺苅羽郡赤田村禅宗東福院（印）→長岡宗門御
奉行所

所請証文之事（深沢村五郎八組富六女房に付）　親沢 文政9年正月 竪紙　1通 2888
村肝煎高頭又次右衛門（印）組頭助七（印）横目九右衛
門（印）一・深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事（深沢村九左衛門組太次兵衛弟市助女 文政9年正月 竪紙　1通 2889
房に付）　西組深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御
奉行所

所請証文之事（仁右衛門体捨蔵女房に付）　高頭三郎 文政10年正月 竪紙　1通 2890
右衛門・兵助・次左衛門・七兵衛

宗旨請切証文之事（西組深沢村卯之助女房に付）　寺 文政10年正月 竪紙　1通 2891
町東浄土真宗妙宗寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（深沢村卯平次女房、次左衛門娘に付） 文政10年正月 竪紙　1通 2892
［端裏書：次左衛門］　何村何宗何寺→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（西組深沢村卯之助女房に付）［端裏 文政10年正月 竪紙　1通 2893
書：卯之助］　何村何宗何寺→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（西組深沢村万助後家妹かのに付） 文政10年正月 竪紙　1通 2894
　西組深沢村東浄土真宗願誓寺（印）ゆ宗門御奉行所

○
新
証
文 入袋　　［袋上書：新宗　〇五郎八組次郎助女房寺証 （文政11・13年） 2851－1～9は1袋 2851－0

文O同給十兵衛餐寺証文〇九左衛門組卯右衛門女房寺証 （9通）　袋／1袋

文△五郎八組与助女房所証文　外寺ハ未不参候　同組七
兵衛女房寺九之助女房寺　卯之七女房寺／2851．1～9は1
袋］　五郎八組・九左衛門組

宗旨切証文之事（深沢村七兵衛女房に付）　親沢真言 文政ll年正月 竪紙　1通 2851－1

宗龍蔵寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請寺替証文之事（西組深沢卯之七女房に付）　寺 文政11年正月 竪紙　1通 2851－2

町東浄土真宗妙宗寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組十兵衛聾寺証文］ 文政11年正月 竪紙　1通 2851－3

深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：九左衛門組卯右衛門女房寺証 文政ll年正月 竪紙　1通 2851－4
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文］　長岡浄土真宗西福寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書二五郎八組与助女房所証文］　庄 文政ll年正月 竪紙　1通 2851－5

屋庄太夫（印）組頭九郎左衛門（印）組頭又七（印）百
姓代弥五右衛門（印）→長岡御領西組深沢村割元格高頭
三郎右衛門殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組与助女房寺証文］ 文政ll年正月 竪紙　1通 2851－6

上の山領下除村浄土真宗願奥寺（印）→長岡宗門御奉行
所

宗旨切証文之事（深沢村松之助養母に付）　深沢村西 文政H年正月 竪紙　1通 2851－7

浄土真宗正林寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（深沢村彦左衛門女房に付）　西組飯 文政ll年正月 竪紙　i通 2851－8

塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請切証文之事（西組深沢村五郎八組清次郎女房に 文政13年正月 竪紙　1通 2851－9

付）　何領何村何宗何寺→長岡宗門御奉行所

○
（包紙）［包書：天保年中所請証文之事　包紙／包紙入・紙 （天保元年～13年） 2718～2753は1包 2718－0

磋括］ 紙・紙緩　包紙／
1枚

宗旨切証文之事　［端裏書：久左衛門女房寺証文］　深沢 天保13年正月 竪紙　1通 2718－1

村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請切証文之事（深沢村徳蔵女房に付）［包書：天保 天保4年正月 包紙・竪紙　王包 2719
4巳年新証文　寺］　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印） （1通）

→宗門御奉行所

宗旨請切証文之事（深沢村孫蔵女房に付、雛形）［1枚天保5年正月 枝1・2は2包（2通） 2720－1

目の包書：天保6未年所寺証文／2枚目の包書：宗旨請切 包紙・竪紙／1通

証文／2720－1・2は2枚の包紙］　何領何村何寺→長岡宗門
御奉行所

・宗旨請切証文之事（深沢村孫蔵女房に付）上山領東 天保5年正月 竪紙　1通 2720－2

方村東浄土真宗長福寺（印）ゆ長岡宗門御奉行所

所請証文之事（徳左衛門女房に付）泡書：天保7申年正天保7年正月 枝1・2は1包（2通） 2721－1

月19日取　徳左衛門女房所寺証文／2721．1・2は1包〕　親 包紙・竪紙／1通

沢村庄屋又次右衛門・組頭助七・横目九右衛門（印）ゆ
深沢村九左衛門組肝煎高頭三郎右衛門殿

・宗旨請証文之事（深沢村九左衛門組徳左衛門女房に 天保7年正月 竪紙　1通 2721－2

付）　親沢村真言宗龍蔵寺（印）ゆ宗門御奉行所

所請証文之事（深沢村三太郎女房に付）［包書：五郎八 天保7年正月 枝1・2は1包（2通） 27224
組三太郎女房所寺証文　吉右衛門俸／2722－1・2は1包］ 包紙・竪紙／1通

親沢村庄屋又次右衛門・組頭助七・横目九右衛門（印）
・→五郎八組割元格高頭三郎右衛門殿

・宗旨請切証文之事（深沢村三太郎女房に付）親沢村 天保7年正月 竪紙　王通 2722－2

真言宗龍蔵寺（印）ゆ宗門御奉行所

宗旨請寺替証文之事　［包書1天保5午年正月19日取五 天保5年正月（19日） 包紙・竪紙　1包 2723
郎八組駒助女房寺証文／端裏書：寺証文］　東浄土真宗 （1通）

寺町妙宗寺（印）→宗門御奉行所

宗喜辮穰礁罪昇携擁乳讐縣幣野 天保2年正月 枝1・2は1包（2通）

包紙・竪紙／1通

2724－1

2724－1・2は1包］　魚沼郡糸魚川領金ケ沢村禅宗興珊寺
（印）→長岡宗門御奉行所

・宗旨請切証文事（深沢村権兵衛響に付、雛形）何領 天保2年正月 竪紙　1通 2724－2

何村何宗何寺→長岡宗門御奉行所
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に付）　深沢村五郎八組割元格 天保12年正月 竪紙　1通 2725
五衛門・横目次郎右衛門他1人→
也田連左衛門殿

りかに付）　深沢村五郎八組 天保12年正月 竪紙　1通 2726
組頭次左衛門・横目次郎右衛門
茂三郎殿

十太夫女房に付）［包書：宗旨 天保ll年正月 包紙・竪紙　王包 2727
西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門 （1通）

女房に付）［端裏書：天保9戌年天保10年正月 竪紙　1通 2728
控也］　深沢村五郎八組割元格
左衛門・横目次郎右衛門他1人
茂左衛門殿

喜三右衛門女房に付）　深沢 天保9年正月 竪紙　1通 2729
→宗門御奉行所

妻に付）　下条村割元同格大森 天保12年正月 竪紙　1通 2730
横目金左衛門他（印）→深沢

佑衛門殿

釜に付）［包書：所請証文1通］ 天保12年正月 枝1・2は1包（2通） 2731－1

衛（印）→深沢村九左衛門組肝 包紙・竪紙／1通

村九左衛門組市蔵女房に付） 天保12年正月 竪紙　1通 2731－2
姪寺（印）→宗門御奉行所

門女房に付）　新田村庄屋忠 天保12年正月 竪紙　1通 2732
與衛他1人（印）→深沢村五郎八
更

組仁右衛門女房に付）　深沢 天保11年正月 竪紙　1通 2733
→宗門御奉行所

女房に付）　富安村割元格忠 天保11年正月 竪紙　1通 2734
→深沢村五郎八組割元格三郎

に付）［包書：上　所請証文壱 天保2年正月 包紙・竪紙　1包 2735
所吉原新田庄屋六右衛門・組頭 （1通）

ゆ長岡御領西組深沢村割元格高

房に付）［端裏書：六左衛門へ 天保12年正月 竪紙　1通 2736
萎助・次左衛門・次郎右衛門→

女房に付）　深沢村西浄土真 天保12年正月 竪紙　1通 2737
行所

善九郎女房所寺証文・五反田新 （天保8年） 2738－1～4は1包 2738－0
舌／2718～2753は包紙入・紙縫 （4通）　包紙／／1

枚

13後妻に付、雛形）　何領何 年号月 竪紙　1通 2738－1
行所

郎女房に付）　上ノ山領東方 天保8年正月 竪紙　1通 2738－2
→長岡宗門御奉行所

妻に付、雛形）　何領何村庄
尾左衛門組肝煎高頭三郎右衛門

年号月 竪紙　1通 2738－3

所請証文之事（寛治女房に
　高頭三郎右衛門・組頭次左
　才津村利右衛門組割元格池

所請証文之事（新兵衛妻
　割元格商頭三郎右衛門弓
　他1人→御料所片貝村庄屋、

宗旨切証文之事（深沢村一
　切証文1通］　長岡大工町
　御奉行所

所請証文之事（伊右衛門！
　正月21日吉右衛門へ渡スi
　高頭三三郎右衛門・組頭次
　（印）→上条村割元格島宗1

宗旨切証文之事（深沢村1
　村東浄土真宗願誓寺（印）

所請証文之事（善九郎後毒
　佐次兵衛・組頭万右衛門
　村九左衛門組肝煎高頭三則

所請証文之事（市蔵女房1
　鍛治新田村庄屋高頭仁兵衛
　煎高頭三郎右衛門殿

宗旨切証文之事（深沢季
西組深沢村東浄土真宗願誓

所請証文之事（五郎右衛P
　□・組頭沖左衛門・同長兵
　組割元格高頭三郎右衛門殿

宗旨切証文之事（五郎八浮
　村東浄土真宗願誓寺（印）

所請証文之事（仁右衛門’
　左衛門・組頭仁市郎（印）
　右衛門殿

所請証文之事（権兵衛鐸i
　通］　魚沼郡会津御預り戸
　甚兵衛・百姓忠助（印）一
　頭三郎右衛門殿

所請証文之事（小平次女男
　渡ス控］　三郎右衛門・妻
　田口与兵衛殿

宗旨切証文之事（権兵衛
　宗正林寺（印）→宗門御奉

○

（包紙）［包書：九左衛門組善

　田清次（太）郎娘願　一括
　括／2738－1～4は1包］

宗旨請切証文之事（善九良
　村何宗何寺→長岡宗門御奉

宗旨請切証文之事（善九良
　村東浄土真宗長福寺（印）一

所請証文之事（善九郎後
　屋誰・組頭誰・横目誰→
　殿
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天保8年正月 竪紙　1通 2738－4

天保4年正月 竪紙　1通 2739

天保3年正月 竪継紙　1通 2740

天保3年正月 竪継紙　1通 2741

天保3年正月 包紙・竪継紙　1 2742
包（1通）

天保3年正月 竪紙　1通 2743

文政13年正月 竪継紙　1通 2744

文政ll年正月 竪紙　1通 2745

天保2年正月 竪紙　1通 2746

天保4年正月 竪紙　1通 2747

天保2年正月 竪紙　1通 2748

天保6年正月 竪紙　1通 2749

天保8年正月 包紙・竪紙　1包 2750
（1通）

（天保8年正月）年号月 枝1・2は1包（2通） 275壌一1

包紙・竪紙／1通

天保8年正月 竪紙　1通 2751－2

天保2年正月 竪紙　1通 2752

（天保年中） 枝1～3は1包（3通） 2753－1

包紙・竪紙／1通

年号日　（天保年中） 竪紙　1通 2753－2

（天保9・10年） 2297－1～6は1包 2297－0

所請証文之事（善九郎後妻に付）　上ノ山領関原蔵組五
　反田新田庄屋甚兵衛・組頭弥五右衛門・横目勘七（印）
　ゆ長岡御領西組深沢村九左衛門組肝煎高頭三郎右衛門殿

所請証文之事（猶蔵女房に付）　肝煎善治郎（印）→割
　元格高頭三郎右衛門殿

宗旨請切証文之事（才六女房に付）　深沢村東浄土真
　宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事（六之助俸戸市郎女房に付）　深沢村割
　元格高頭三郎右衛門・組頭次左衛門・横目次郎右衛門他1
　人→上条村割元格島宗久次郎殿

宗旨請切証文之事（深沢村金蔵養子に付）［包書：宗旨
　切証文］　西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請切証文之事（三平女房に付〉　深沢村東浄土真
　宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請切証文事（五郎八継清次郎女房に付）　上ノ山
　領赤田村禅宗東福院（印）→長岡宗門御奉行所

宗旨切証文事　　［端裏書：深沢村五郎八組九之助女房寺証
　文］　西組飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）ゆ宗門御奉行
　所

所請証文之事（曽兵衛子次六女房に付）　深沢村五郎
　八組割元格高頭三郎右衛門・組頭治左衛門・横目次郎右
　衛門他1人→道半村西肝煎高橋三郎治殿

宗旨請切証文事（深沢村五郎八組猶蔵女房に付）　西
　組深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→長岡宗門御奉行所

指越申所請之事（深沢村名子幸右衛門、甚之丞響に差
　越に付）［端裏書：弥右衛門二渡ス控］　長岡領河西組
　深沢村割元格高頭三郎右衛門・組頭次左衛門・横目次郎
　右衛門他1人→村上御領上桐村庄屋柄沢兵五郎殿

所請証文之事（五兵衛弟太三次女房なみに付）　深沢
　村九左衛門組庄屋三郎右衛門・組頭藤右衛門（抹消）→
　会津御預り所千谷川村庄屋松右衛門殿

宗旨請切証文之事（文五郎女房に付）［包書：文五郎寺
　証文］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請切証文之事（深沢村五郎八組七兵衛跡江後家入
　とわ、次兵衛娘に付、雛形）［包書：次兵衛娘、七兵
　衛古跡寺証文］　何領何村何宗何寺→長岡宗門御奉行所

・宗旨請切証文之事（七兵衛後妻に付）上ノ山領東方
　村東浄土真宗長福寺（印）→長岡宗門御奉行所

所請証文之事（権蔵女房に付）　深沢村五郎八組割元格
　高頭三郎右衛門・組頭次左衛門・横目次郎右衛門他1人→
　道半村西肝煎白井五郎右衛門殿

所請証文之事（文左衛門養子に付）［包書：所寺証文］
　来迎寺村肝煎永井嘉門次・維頭市左衛門・横目八郎右衛
　門（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎右衛門殿

所請証文之事（文左衛門養子に付、雛形）　何村肝煎
　たれ・組頭たれ・横目たれ→深沢村五郎八組割元格高頭
　三郎右衛門殿

○

（宗旨証文）［229界1～6は1包］
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（7通）　包紙／1
枚

宗旨切証文之事　［端裏書：彦兵衛女房寺証文／包書：天 天保10年正月 竪紙　1通 2297－1
保9戌新所寺証文ほか］　飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）
→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［包書：（九左衛門紺助松埣久助女房寺 天保10年正月 竪紙　1通 2297－2
証文）］　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉
行所

所請証文之事　　［包書：栄吉所請証文］　安田村肝煎水沢
　条右衛門・組頭惣右衛門・同吉右衛門他1人（印）→深沢
　村割元格高頭三郎右衛門殿

天保10年正月 竪紙　1通 2297－3

所請証文之事（伊左衛門養子所請証文、下書）　何村 年号月日 竪紙　1通 2297－4
たれ→深沢村割元格高頭三郎右衛門殿

宗旨切証文之事（沢次右衛門女房に付）［包書：新所寺
　共所請証文、市郎左衛門／2297－5』ア・イは1包］　深沢村東

天保9年正月 2297－5一ア・イは1包

（2通）　包紙・竪

2297－5一ア

浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所 紙／1通

所請証文之事（沢次右衛門女房に付）　長岡町町年寄 天保9年4月 竪紙　1通 2297－5イ
宮下新左衛門・町代桑山治右衛門（印）→西組深沢村五
郎八組高頭三郎右衛門殿

宗旨切証文之事（三四郎女房に付）　飯塚村西浄土真 天保10隼正月 竪紙　1通 2297－6
宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（文左衛門養子に付、雛形）　何村何
　宗何寺→宗門御奉行所

年号日　（天保年中） 竪紙　1通 2753－3

○
（袋）［袋上書：新証文、弘化5申年正月、五郎八・九左衛門（弘化4年） 2419～2432は1袋 2419－0

組／2419～2432は1袋］ （17通）　袋／1枚

宗旨請寺替証文之事（荘右衛門妻に付）［包書：寺替証
　文／2419－1～一4は1紙帯］　与板町浄土真宗蓮正寺（印）
　→長岡宗門御奉行所

弘化4年2月 2419－1～4は1紙帯
（4通）　竪紙／1
通

2419一歪

・所請証文之事（荘右衛門女房に付）　与板領日野浦
村割元格平沢儀左衛門・組頭勘次郎・横目太次右衛門

弘化4年2月 竪紙　1通 2419－2

（印）→深沢村割元格高頭三郎右衛門殿

・一札之事（荘右衛門女房に付）　与板領日野浦村割元、弘化4年2月
格平沢儀左衛門・同村親類半左衛門（印）→深沢村高頭、
三郎右衛門殿

竪紙　1通 2419－3

・所請証文之事（荘右衛門女房わかに付）［包書：所請1
証文］　与板領日野浦村割元格平沢儀左衛門・組頭勘次…
郎・横目太次右衛門（印）→深沢村割元格高頭三郎右衛E

i

1弘化4年2月 包紙・竪紙　1包
（1通）

2419－4

門殿

宗旨切証文之事　［端裏書：五郎八組（九左衛門組）＋太
　夫女房離縁寺証文コ　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→

弘化5年正月 竪紙・紙緩付　1
通

2420

宗門御奉行所

宗旨請切証文之事（五郎八組半左衛門女房に付）　西
　組才津村東浄土真宗円超寺（印）→宗門御奉行所

弘化5年正月 竪継紙　1通 2421

所請証文之事（半左衛門女房に付）　福田村肝煎小林
　忠之丞・組頭沖右衛門・仁左衛門他1名（印）→深沢村五
　郎八組割元格高頭三郎右衛門殿

弘化5年正月 竪紙　1通 2422

宗旨請切証文之事（下書）［端裏書：半左衛門女房寺コ
　何村何宗何寺ゆ宗門御奉行所

弘化5年正月 竪紙　1通 2423

所請証文之事（下書）［端裏書：半左衛門女房所］　何村 年号月 竪紙　1通 2424所
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