
高頭家／家産・経営／頼母子

発起頼母子刎金割勘定長　高頭三郎右衛門

頼母子刎金割井諸入用覚帳　高頭三郎右衛門

午之年金寄帳　　（高頭）

茂兵衛組発起頼母子勘定帳　高頭三郎右衛門

未之年金寄帳　　（高頭）

酉之金寄帳　　（高頭）

（嘉永二年酉十月刎金割帳）

（嘉永三年戌十月刎金割帳）［1644と綴紙繕結］

（嘉永四年亥十月刎金割帳）［1643と綴紙繕結］

嘉永五子年刎金割帳　高頭三郎右衛門

嘉永六丑年刎金割帳　高頭三郎右衛門［綴挟文書2枚：頼
　母子大親利刎金割］

寅之金寄帳　　（高頭）

嘉永七寅年利刎金割帳　　［綴紙繕結仮1冊：割金勘定覚］

安政二卯年利刎金割帳　　［綴結文書1通］

安政三辰年利刎金割帳

頼母子掛金勘定簿　発起人石橋市＋郎

（金銀指引帳）

覚（頼母子割返し勘定二付）［宛書：要用］　能登屋八
　十吉→深沢高頭三郎右衛門様

（頼母子金請取二付書状）腕書：返事］　仁兵衛→三郎
　左衛門様

（市郎右衛門頼母子懸ケ金請取二付書状）　頭仁兵衛→
　高三郎右衛門様

（頼母子親沢村丑兵衛取当之証文写二付書状）　仁兵
　衛→三郎左衛門様

（頼母子金御預り二付書状）　九郎右衛門→高頭三郎右
　衛門様

（頼母子興行の案内状）　長谷川村E］→高頭三郎右衛門様

（頼母子興行二付書状）［宛書：御報］　中沢屋伝之丞→
　高頭三郎右衛門様

口上（頼母子勘定二付）　仁八郎→高頭三郎右衛門様

（酉之刎金・申年くじ之分酉ノ年付開人別覚）［筆頭：
　発起三郎兵衛・高頭仁兵衛外］

（三郎右衛門発起頼母子之事、田地之事など覚）

（有金・出資金・貸金利子・預金井集金帳）

天保15年辰ll月12日仕 横長美　1冊 3717
出候

天保15年11月15日 横長美　1冊 1641

弘化2年10月26日 横長美　1冊 1795

弘化2年11月 横長美　1冊 1796

弘化4年10月26日 横長美　1冊 1797

嘉永2年10月26日 横長美　1冊 1792

嘉永2年10月 横長半　仮1冊 1642

嘉永3年11月 横長半　仮1冊 1643

嘉永4年10月 横長半　仮1冊 1644

嘉永5年 横長半　1冊 1645

嘉永6年10月26日年 横長半　1冊 1646

嘉永7年10月26日 横長美　1冊 1793

嘉永7年 横長半　綴紙繕結 1647
’（1冊・仮1冊）

安政2年 横長半　1冊 1648

安政3年 横長半　1冊 1649

大正6年4月（～昭和14 横長半　1冊 1640
年度）

（大正期） 横長美　1冊 3668

2月12日改 横切継紙　2通 3398

4月24日 横切継紙　1通 3439

5月2日 横切継紙　1通 3436

5月12日 横切継紙　1通 3438

5月14日 横切継紙　1通 3433

10月22日 横切継紙　王通 3159

10月22日 横切継紙　1通 3463

11月16日 横切継紙・横切紙 3429
2通

横長美　仮1冊 774

横切継紙　1通 3379

横長美　1冊 3682
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高頭家／家政／家向立直

家政

家向立直

（家事向相談帳）　　（高頭三郎右衛門）［1733－1～4綴紙纏

　で一括］

（庄屋地・百姓地惣下し米〆・水入帳〆地作共、借金
　仕出、かし方、諸品買入　覚）　三郎右衛門

（天保九戌年二月年中暮方図立）　三郎右衛門［裏表紙
　書：入用帳面也］

（貸借米金・入用米・暮し方　覚）（三郎右衛門）

家事相談帳　　（高頭三郎右衛門）［本文黒皮漉込紙］

仮議定書之事（私家相続之件、親類立逢内熟対談相整
　二付）　三郎右衛門・勝蔵・徳宗寺・次左衛門・仲右衛
　門・定吉・忠右衛門・九郎右衛門

惣借金井二百姓地五郎八組庄屋地九左衛門組庄屋地
　取調帳　高頭三郎右衛門

惣借金道附…巻帳　高頭三三郎右衛門［返済之場覚金277両
　余］

惣借金道附一巻帳　高頭三郎右衛門［諸事倹約二付一日
　飯米等々記、万端無油断相慎守事肝要／借金1600両余／
　綴紙繕結仮1冊：（返済金記）］

本途田地嶋地共売払高仕出し帳　高頭三郎右衛門・勘定，
　人次郎右衛門［市郎右衛門・又左衛門外7名作地］

借禽方指向井二売払田地場所附留書帳高頭三郎右衛i

九左衛門組庄屋地高分ケ金主前江田地売払仕出下勘定
　調帳　高頭三郎右衛門・勘定人次郎右衛門

弐百俵差引勘定　三郎右衛門控也［借金返済口々］

雑穀蔵巻帳　高頭三郎右衛門

諸事覚帳　　（高頭）［頼母子・貸借金等］

諸事留書覚帳　高頭三郎右衛門［九左衛門組庄屋地之内三
　郎右衛門所持地高覚、一件入用金・頼母子金等二付書留］・

（諸事留書覚帳）（高頭）［表紙裏共切取／村方取替場・穀’
物一巻場等］

惣田地井二借金仕出改革仕方相談帳　　［安政4年9月高
頭三郎左衛門水入帳井詰帳6取調］

三郎左衛門燕行諸雑用覚書帳　　［10月23日出宅27日燕出
、立・与板泊り28日長岡泊り大風滞留11月朔日帰宅／11月6
　日以降日記コ

御改三郎左衛門手帳　書出し共五九割〆書出し　三郎
左衛門［諸入用割覚］

家事向相談帳　三郎左衛門

家事向七ケ年取締取続仕方相談帳　　（商頭三郎右衛門）

（天保9年力） 横長美　仮1冊 1733－1

酉7月28日 横長美　仮1冊 1733－2

天保9年2月 横長美　仮1冊 1733－3

（天保9年力） 横長美　仮1冊 1733－4

天保9年3月6日 横長美　1冊 1731

嘉永元年ll月9日 竪継紙　1通 2902

嘉永簿4月 横長美　1冊 1597

嘉永3年10月6 横長半　1冊 で595

嘉永3年10月6 横長半綴紙緩結 1596
（1冊・仮珊）

嘉永3年ll月 横長半　1冊 1609

嘉永3年 横長半　1冊 1598

嘉永3年ヨリ 横長美　1冊 1610

戌年より（嘉永3年） 横長半　1冊 1661

嘉永4年ll月 横長美　1冊 1097

（嘉永4年力） 横長美　1冊 1798

嘉永6年正月 横長美　1冊 1537

丑年（嘉永6年） 横美列　1冊 1806

安政4年8月 横長半　1冊 1599

安政5年10月 横長半　1冊 1755

安政6年3月 横長美　1冊 1517

安政6年3月 横長美　1冊 1734

安政6年4月 横長半　1冊 1730
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高頭家／家彰購御用役向

借金方江指向ケ田地覚長
　河内へ認メ指金候1

家事取締図立帳

諸品売払代金覚

指引勘定帳

（田地売払分書抜）

（借金差引井利足覚）

（借金差引覚）

日記

日々日記留書帳

日記　　（高頭三郎右衛門）

日記　高顕三郎左衛門［～万延元年まで］

日記　高頭三郎左衛門

日記　高頭三郎平

（万日記）　町高頭［表紙虫損］

　郎右衛門）

（正月13日より19日
　門）

（日記覚書）（三郎右衛門）

殿様御用

殿様御成二付諸事覚帳　高頭三郎兵衛［裏表紙：御入当
　ノ人足等ハ不残り三組屋掛ケ長へ付込申候　12月13日三
　組役人］

殿様被為遊御入候一巻留帳　高頭三郎兵衛［9月ll日御
　成有之覚也］

役向

F中暮方書立帳　高頭条右衛門手払へ 文久元年7月 横長半　1冊 1611

召書帳條右衛門 文久2年12月 横長美　1冊 1735

井金子請取覚） 文久元年 横長美　1冊 3719

司ケ田地覚長　　［五郎八組地之内庄屋、此通 横長半　1冊 1600
指金候］

五帳　　（高頭三郎右衛門） 横長美　1冊 1732

帳）（高頭三郎右衛門） 横長美　仮1冊 1751

設覚　（高頭） 横長美　仮1冊 1791

（高頭） 横長美　1冊 唾800

家筋享保年中より相続仕候共旧縁之田畑 竪継紙　1通 3473－8

拠なく家屋売払度願書、下書）［3473－1～
義帯付］（三郎右衛門）

田地高合・下し米覚） 横長美　1冊 3690

書抜） 横長美　1冊 3694

利足覚） 横長美　1冊 3695

横長美　1冊 3720

郎右衛門） 安政3年正月 横長半 1冊 1657

安政4年正月ヨリ 横長半半 1冊 1759

行延元年まで］ 安政6年正月 横長半半 1冊 1760

安政6年6月4ヨリ日 横長半折 1冊 1762

明治16年9月7日 横長半 1冊 1761

良損］ （明治25年） 横美半折 1冊 1805

おまつ心得方など記す］ （高頭三 横半半折 1枚 3156

己・年頭諸品配覚） （三郎右衛 横切継紙 1通 3375

横長美 1冊 3692

文政5年8月

文政5年8月

横長美　i冊

横長美　1冊

172ア

1728

（高頭三郎左衛門宛、包紙〉［鼠損ひどく不開］ゆ高頭三
　郎左衛門殿

（安政6年）9月29日 2031－1～5は1包紙
（5通）　包紙／1
枚

2031－0
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高頭家／家政／相続・縁組

上候所、忌掛りない旨の仰付の件）［鼠損大］
左衛門

i郎左衛門→割元所

［紙面に青線あり／鼠損大］

条右衛門→御両人様

衛門妻死去二付忌中御達申上）［鼠損大］
横目次郎右衛門・組頭仮役兵助
→御代官所

己弟妻死去二付忌掛り御達申
の仰付の件）［鼠損大］　三郎

（安政6年）9月29日
横切継紙2通 2031－1

兄弟妻死去二付忌掛り御達申
D仰付の件）［鼠損ひどく不開］

（安政6年）9月29日 横切継紙　2通 2031－2

無之二付御用向差支無く） （安政6年）9月28日 横切継紙　1通 2031－3
割元→条右衛門殿

共条右衛門持病二付願認め、 （安政6年）9月28日夜 横切継紙　1通 2031－4
急キ／鼠損大］　三郎左衛門・

（条右衛門母方之大日村市右

i鵠編黙課衛讃翻
安政6未年9月27日 竪紙　1通 2031－5

相続・縁組　　分家市郎左衛門にっいては村一村ぞ隻人をみょ

お里乃嫁入入用帳　高頭五左衛門［年2i］

日溝江おさん嫁入之覚帳　高頭三郎兵衛

松之丞婚礼取整帳　高頭三郎兵衛［年18才、三郎兵衛年1文化10年2月29日
　63才］

結納…巻覚書帳　高頭三郎右衛門

雄次郎縁附一巻留帳　高頭三郎右衛門［樋口家へ婿入］

雄次郎縁附一巻留帳　高頭三郎右衛門

（雄次郎婚礼覚井雄次郎心得之事）

雄次郎引越諸事留書入用帳　高頭三郎右衛門

雄次郎表向引越諸入用帳　高頭三郎右衛門

お起し縁付諸品調入用帳　高頭三郎右衛門

結納聾入引越一巻覚帳　高頭三郎右衛門［聾池田能之助］

別口諸品調覚帳　高頭三郎右衛門［おきみ縁付諸入用］

おきみ与板縁付相談二付茶貰候帳　高頭三郎右衛門［縁
　付先、与板町勘七殿］

おきみ縁付諸入用覚帳　高頭三郎右衛門

仮引越一巻覚帳　高頭三郎右衛門

（仮引越覚帳）

おきみ結納一巻留帳　高頭三郎右衛門

仮引越一巻帳　高頭三郎右衛門［枝1・2綴紙繕結］

おきみ仮引越諸事覚帳　高頭三郎右衛門

結納一巻覚書　高頭三郎右衛門［枝1・2綴紙縫結］

おきみ引越婚礼一巻覚帳　高頭三郎右衛門

婚礼一巻入用帳　高頭三郎右衛門

ξ障永8年5月吉日
横長半　1冊 1663

旨

l
l

瑚4年2月3日 横長半　1冊 1664

年1文化10年2月29日
　l

　i
　…

　1天保6年ll月
　l

　I
　i天保7年正月

横長半　1冊

横長半　1冊

横長半　1冊

1665

1666

1667

i天保7年正月 横長半　1冊 1668

（天保7年） 横長美　1枚 3698

i天保8年4月8日 横長美　1冊 1669

…天保8年4月

i
l天保10年6
r

横長半　1冊

横長半　1冊

1670

1671

］灰保11年4月 横長半　1冊 1672

天保13年正月 横長美　1冊 1742

隊 天保13年霜月10日 横長半　1冊 1673

天保14年2月より 横長半　1冊 1675

天保14年4月25日 横長半　1冊 1674

（天保14年）4月25日 横長美　1冊 3701

弘化2年12月16日 横長半　1冊 1677－2

弘化3年5月19日 横長半　i冊 1676－1

弘化3年5月26日 横長半　1冊 1677－1

弘化3年 横長半　1冊 1676－2

弘化4年2月8日 横長半　1冊 1678

弘化4年2月 横長半　1冊 1680
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高頭家／家政／相続・縁組

甕入一巻覚帳　高頭三郎右衛門

丈之助縁付茶貰請一巻帖

丈之助結納一巻帳

丈之助縁付一巻諸入用帳　高頭三郎右衛門

おしま仮引越一巻帳
　おしま14－才］

おしま堀金江縁付結納井二引越シー巻帳
　衛門

お離縁談一巻書杯入≦袋入一括）

　兵衛書状／高頭様宛与板屋喜右衛門
　具類送状／長持・箪笥図、等］

おつま縁付諸品調留書帳

於津満戸頭江縁付一巻覚帳　高頭三郎右衛門

近藤平次郎殿餐入一巻帳
　門

おまつ結納整一巻帳

おまつ結納整一巻帳
　［綴結文書1通コ

条右衛門妻縁談一巻留書帖
　2綴紙蹉結］

　［枝1・2綴紙縫結］

結納響入一巻留書帳

縁談取整諸事留書帳

（献立覚）

おまつ佐藤文太夫殿江縁組茶貰請候一巻留帖
　郎右衛門［63才］

妹おゑし縁談入用帳

おいし縁付一巻　高頭條右衛門

一件日記　高頭勘之助

縁談一巻　高頭倉吉

祝儀物受納帳　高顕倉吉

妻嬰候二付諸事覚帳
　平娘貰受］

長女濱子縁付二付一巻覚

　カツ氏は明治35年4月生］
　弥生（印）→新潟県高頭カッ

衛門 弘化4年9月9日 横長半　1冊 1681

高頭三郎右衛門 嘉永元年5月14日 横長半　1冊 1682

郎右衛門［53才］ 嘉永元年6月 横長半　1冊 1683

高頭三郎右衛門 嘉永元年9月 横長半　1冊 1684

須三郎右衛門［54才・妻46才・ 嘉永2年6月26日 横長半　1冊 1685

二引越シー巻帳　高頭三郎右 嘉永4年11月4日結納9 横長半　1冊 1686
日引越

袋入一括）　高頭三郎右衛 嘉永5年2月19日6 横長美・横切紙 1691

三郎左衛門親類附帳／高頭三郎 1袋（2冊・14通）

段へ渡候控）／三郎右衛門宛仁
董喜右衛門・升屋吉兵衛嫁入道
等］

高頭三郎右衛門 嘉永5年2月6 横長半　1冊 1689

長　高頭三郎右衛門 嘉永5年2月 横長半　1冊 1690

高頭三郎右衛門・高頭条右衛 嘉永5年閏2月9日 横長半　1冊 1692

頁三郎右衛門・高頭条右衛門 嘉永5年9月23日 横長美　1冊 1693

頭三郎右衛門・高頭条右衛門 嘉永5年9月23日 横長半　1冊 1694

占　　（高頭三郎右衛門）［枝1・ 嘉永6年4月 横長半　1冊 1695－1

諸品調留）（高頭三郎右衛前） 嘉永6年4月 横長半　仮1冊 1695－2

頁条右衛門． 安政2年6月9日 横長美　1冊 1696

頁三郎右衛門 安政3年2月 横長半　1冊 1697・1

（安政3年2月） 横長半　1冊 1697－2

ヨ・当日人数打ち合せ井三郎 （安政3年2月） 横長半　1冊 1697－3

組茶貰請候一巻留帖　高頭三 安政5年12月朔日 横長半　1冊 1698

質條右衛門 文久2年3月 横美半半　1冊 1699

衛門 （文久2年） 横美半半　1冊 1700

明治5年4月3日 横美半折　1冊 1766

明治19年10月 横長半　1箭 葉701

明治21年5月6日 横長半　1冊 1702

頭倉吉［後妻二上田尻村山田修 明治26年10月 横長半　1尉 1703

高頭倉吉［藁半紙］ 大正7年4月 横長半　1冊 1704

井卒業試験合格二付）［高頭 大正14年11月3日 竪紙　1通 2517
東京女子医学専門学校長吉岡

ウツ
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胃 昭和2年4月 横長　1冊 1705

ll月15日 横長美　1冊 3655

横切継紙　1通 3252

横長美　1枚 3578

横長美　1冊 3649

横長美　1冊 3650

横長美　1冊 3651

横長美　1冊 3652

横長美　1冊 3653

横長美　1冊 3654

横長美　1冊 3657

地一件もみよ

侍 天保4巳年4月23日 包紙・竪継紙　1 2035
腎 包（1通）

） 天保4年4月23日 折封・竪継紙　1 2539
・
よ
、
局

折（1通）

畿 天保9戌年10月13日 横長美　仮1冊 3491

私 天保9戌年10月 20244～6は1包紙 2024－0

茎
　
　
9
髄

包紙／1枚

（天保9年）10月24日 横切継紙　1通 2024－1

B（天保9年10月）24日 横切継紙　1通 2024－2

（天保9年） 横切継紙　1通 2024－3

［
工
虹

天保9戌年10月 竪継紙　1通 2024－4

［ 天保9戌年10月 竪継紙　！通 2024－5
一

ヒ
鉱 天保9戌年IO月 竪継紙　1通 2024－6
一
」

斤天保9戌年11月1日 包紙・竪継紙　1 2032－1
広 包（1通）

口（天保9年）11月1日 横切継紙　1通 2032－2

高頭家／家政／相続・縁組

卓次縁談壱巻帳　高頭倉吉
　入／藁半紙］

（料理献立）

（料理献立）

（献立）［断簡］

（婚礼整覚帳）

（結納整覚帳）

忠右衛門婚礼取立写

覚（祝儀引出物覚帳）

（結納整覚帳）

結納之部（慶斗・料理目録）

（婚礼取整帳）

高頭倉吉［停刈羽郡柏崎町三井田氏二女

→深沢村一土地一争論一西方寺〇九郎左衛門借金一条

為取交書之事（九郎左衛門借金道付方二付）［包書：為
　取交書］　高頭仲右衛門・高頭仁兵衛→山田清左衛門
　殿・長谷川村之助殿他5名

為取替書之事（進退向井九郎左衛門借金一件二付）
　［封書：九郎左衛門一条二而仁兵衛殿仲右衛門殿へ分家よ
　り入ル書付下書］　高頭三郎右衛門・高頭又左衛門・濤
　頭七蔵他4名→高頭仲右衛門殿・高頭仁兵衛殿

親覚（九郎左衛門売高訳目録）　田地売主九郎左衛門
　類請人此右衛門（印）→下条村佐之七殿

（包紙）九郎左衛門指上田地　下条村佐之七殿　　［包
　書：天保9戌年10月田地目録相渡し　証文別段不遣覚也／
　紙背文書：御公儀へ差上ケ田地証文、深沢村五郎八組田
　地指上ヶ主九郎左衛門・横目次郎右衛門・組頭次左衛
　門・組頭兵助・割元格三郎右衛門ゆ御代官所宛（抹消）］

仁兵衛→三郎

覚（高訳目録）［宿紙］仁兵衛→兵助様

（親類請人名前此右衛門の旨書状）
右衛門

（取曖人此右衛門地所覚）

売渡し申田地証文之事　　［202446は痘
郎八組田地売主九郎左衛門・親類請人此孟
請人4名吟佐之七殿

［202446は紙繕一括］五
親類請人此右衛門（印）他

売渡し申田地証文之事　　［佐之七方江遣ス控、河内江
遣ス分］　五郎八組田地売主九郎左衛門・親類請人此右
衛門（印）他請人4名→佐之七殿

売渡し申田地証文之事　　［九左衛門田地佐之七方江売
ル控］　五郎八組田地売主九郎左衛門・親類請人此右衛
門（印）他請人4名→佐之七殿

預り申田地之事　　［包書あり］　五郎八組田地預主鍛冶新
　田仁兵衛・深沢横目次郎右衛門・組頭次左衛門・組頭兵
　助・割元格三郎右衛門→佐次兵衛組佐之七殿

（九郎左衛門佐之七一条二付別紙田地預り証文二御加
　印願書状）　仁兵衛→三郎右衛門様
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高頭家／家政／相続・縁組

○荘右衛門一件

荘右衛門婚礼取整一巻覚帳　高頭三郎右衛門［52才〕

婿入一巻入（荘右衛門婿入諸道具類整え二付送状・書
状類）［袋に挟み込み、書状類紙縫括］　高頭三郎右衛門

荘右衛門分家諸入用帳　高頭三郎右衛門　1

荘右衛門分諸入用帳　高頭三郎右衛門［綴留文書1通：町1
高頭様宛書付］

荘右衛門江譲田地高分帳　高頭三郎右衛門［此分戌ノ十
二月廿一日取済河内旦那江帳面上ル］　三郎右衛門→荘
右衛門殿

（荘右衛門江譲田地高分帳）　高頭三郎右衛門　三郎右
衛門→荘右衛門殿

荘右衛門家作普請頼人面付帳　高頭三郎右衛門［56才］1

荘右衛門引移二付家財諸晶送附立長　高頭三郎右衛門・
［56才／配分家財帳河内江預ケ置候取寄可申事］

荘右衛門引移二付家財諸品送附立長　高頭三郎右衛門　i

荘右衛門婚礼整一巻帳　高頭三郎右衛門

荘右衛門婚礼整一巻帳　高頭三郎右衛門

乍恐以口上書御達申上候（米一件之儀村之助委敷承知…
二付弥五郎庄七等引逢仕落着之旨三郎右衛門熟談致
さず事）［紙面に青線ありコ　九左衛門組庄屋市郎左衛
門→御代官所

（荘右衛門一件茜心配二付書状）［宛書：口上要刷　　伸5月4日
右衛門→高頭三郎右衛門様

口上（荘右衛門一条御示談申上之旨曳証拠の諸書付先5月27日
方へ不相渡事二付書状）’［宛書：内用コ　頭仁兵衛→高
三郎右衛門様

（用状　仙台米一条之義場仕二付）［宛書：御用　村次／、6月3日
紙面に青線あり］　割元ゆ高頭三郎右衛門殿

（割元まで差出候願書二付書状）［宿紙］　村之助→三郎 6月3日
右衛門様

（御尋二付庄屋組頭役場へ呼出状）［村次／紙面に青線あ 6月3日
り］　割元→五郎八組庄屋中　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　（俸荘右衛門相談之大鉢二付書状）［宛書：要用／宿紙］16月9日

三郎右衛門→堺や津右衛門様　　　　　　　　　　　　　1

（金子之義二付書状）［役所二而／紙面に青線あり］　遠 6月10日

藤義右衛門→高頭市郎左衛門様　　　　　　　　　　　　

（手紙之趣委細承知二付書状）　長谷川村之助→三郎右 6月27日

衛門殿　　　　　　　　
（長岡二出、一件書類不残持参申旨之書状）［宛書：急 6月27日

要用］　村之助→三郎右衛門様・市郎左衛門様

（三郎右衛門、俸荘右衛門懸り一件二付覚書）［宿紙］　 6月29日

（荘右衛門拘り合米一件二付落着之趣有難、申2月6河16月29日
内旦那様御引請之事など覚書）［宿紙］　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

弘化4年2月 横長半　圭冊 1679

弘化4未年9月9日 袋・横切継紙　1 3153
袋（10通）

嘉永3年ll月12日ヨリ 横長美　1冊 1737

嘉永3年11月 横長美　1冊 1736

嘉永4年正月 横長美　1冊 窪601

嘉永4年正月 横長美　1冊 3598

嘉永4年3月 横長美　1冊 1738

嘉永4年7月2叩 横長美　1冊 1740

嘉永4年7月29日 横長美　1冊 1739

嘉永4年12月 横長半　1冊 1687

嘉永4年12月 横長半　珊 1688

酉6月29日 横切継紙　1通 3367

5月4日 横切継紙　1通 3405

5月27日 横切継紙　1通 3353

6月3日 横切継紙　1通 3362

6月3日 横切継紙　1通 3366

6月3日 横切継紙　1通 3368

6月9日 横切継紙　王通 3229

6月10日 横切継紙　1通 3369

6月27日 横切継紙　1通 3370

6月27日 横切継紙　1通 3373

6月29日 横切継紙　1通 337謹

6月29日 横切継紙　1通 3372

一267一



高頭家／家政／家財

乍恐口上之覚（重俸荘有衛門一件二付御憐欄之御評議
　願）［紙背文書，
　妙誓尼天明8年8月26日］（三郎右衛門）

（口上拝見、元律荘右衛門拘合米一件二付承知致し此
　上申入無之様書状）腕書：
　模様入・本紙黄色紙1
　→高頭三郎右衛門様

（御土産御礼井荘右衛門一件二付書状）
　→高頭三郎右衛門様

（用状
　気二而も呼出状）［紙面に青線あり］

　頭三郎右衛門様

乍恐以口上書御達申上候（分家市郎左衛門御郡所へ某
　名代として差出候節、仙台様御用達よりの元俸荘右
響騰蕊鰭件書鰭蘇事仕兼之旨御免願）［紙

　→御代官所

覚（荘右衛門一件二付経緯書井仙台様御家中松木様御
　越二付書留）

（荘右衛門一件二付根岸様へ内分二而上ル控）［枝12
　の包紙］（三郎右衛門）

○沢次右衛門一件

万覚帳　高頭沢次右衛門

沢次右衛門一件二付心覚書

沢次右衛門一件二付日記帳

（沢次右衛門二組頭申付之義二付書状）［宿紙］
　百右衛門→條右衛門殿

一件二付御憐欄之御評議 7月1日 横長美　仮1冊 3457－1

月4日五十廻御法事一巻帳
右衛門）

昏米一件二付承知致し此 文月1日 封筒・横切継紙 3457－2

欝調書？離講 1封（1通）

一付書状）　堀半五右衛門 9月2日 横切継紙　1通 3422

ヨ衛門と五本柳久次郎病 横切継紙　1通 3352
線あり］　郡方ゆ西御蔵高

家市郎左衛門御郡所へ某
蒙御用達よりの元俸荘右
事仕兼之旨御免願）［紙

横切継紙　1通 3365

五郎八組割元格三郎右衛門

浄仙台様御家中松木様御 横切継紙　2通 3431

璽分二而上ル控）［枝1・2 包紙　1枚 3457－0

文久3年正月吉日 横美半折　1冊 180噂

（高頭氏力） 明治4年 横美半折　1冊 1764

（高頭氏力） 明治4年 横美半折　1冊 1765

＿付書状）［宿紙］　井上 9月2日 糊封・横切継紙 3165
1封（1通）

家財

め当戌年書印置］

家財道具譲帳

箪笥半蓋衣類覚書
　つ半蓋等々の品］

箪笥半蓋衣類覚書
　藤の丸等コ

女共衣類覚書帳

衣類諸品留書帳

（衣類諸品留書帳）

（衣類諸晶留書帳）

覚書帳）（高頭三郎右衛門）［おきし病中二付片
々覚／嘉永三戌年八月盗賊二合、以来心得之た
書印置］

嘉永3年 横長美　仮1冊 1747

々有之候品々　衣類覚書帳）（高頭三郎右衛
月可改事／枝1・2綴紙緩結］

（嘉永3年） 横長美　仮1冊 1748－1

々有之候品々　衣類覚書帳）（高頭三郎右衛
目可改事／綴紙繕結］

（嘉永3年） 横長美　仮1冊 1748－2

嚢帳　三郎右衛門［桐箪笥・桐長持から包丁等／
両家入用之節貸借致度］

嘉永4年7月 横長美　1冊 1745

友類覚書　高頭三郎右衛門［おしま箪笥・おま
々の品］

嘉永7年7月 横長美　1冊 1744

友類覚書　高頭三郎右衛門［縮緬縫紋綿入紋所
コ

嘉永7年 横長美　1冊 1743

毛書帳　高頭三郎右衛門 嘉永7年 横長美　1冊 1746

召書帳　高頭三郎左衛門［諸入用・万日記留］ 安政6年5月2日6 横長美　1冊 1749

留書帳）
横長美　仮1冊 1752

留書帳）
横長美　仮1冊 1753
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高頭家／家政爆儀：纏旅行’湯治

（衣類諸品留書帳）

（衣類諸品留書帳　前欠）

出産・病気

妻産屋見舞受納帳
　生順四郎］

痘瘡見舞受納帳

痘瘡見舞受納帳
　し／医者小林文仲’。栄葡

七日町姉安産見舞受納帳

おきみ安産見舞受納帳
　18才男子出生／裏表紙書：

孫祝一巻覚帳

孫祝一巻覚帳　高頭三郎右衛門

姉安産見舞受納帳

孫祝餅配覚留書帳

’産屋見廻受納

新潟パーム讐療養諸入費留書帳

旅行・湯治

横長美　仮1冊

横長美　1冊

1754

3581

、郎兵衛・高頭鉄五郎［男子出 文政2年9月17日 横長美　1冊 て706

右衛門［おきみ女］ 天保4年9月 横長美　1冊 17葉6

右衛門［おしま・おつま・おゑ 天保4年9月 横長美　1滞 1717

高頭三郎右衛門 天保12年5月23日［出 横長美　1冊 1707
生恭蔵］

着頭三郎右衛門［52才／おきみ 弘化4年5月10日 横長美　1冊 1708
弘化4年3月24日地震被災記事］

蔚門［5月10日生、熊太］ 弘化4年6月7日 横長美　1冊 1709

詩門 未7月7日（弘化4年） 横長美　1冊 1713

郎右衛門 安政5年10月14日出生 横長美　1冊 1710

郎右衛門［年63才］ 安政5年ll月 横長美　1冊 ｛711

元治元年11月 横長半　1冊 17壌2

書帳 明治16年8月25日ヨリ 横長半　1冊 1801

万手帳　高頭三郎兵衛・供　多助［三条・脇の町等への旅
　入用コ

文化10年9月24日26日
返ル

横長美半　三冊 1757

入場二付土産物配分帳　高頭三郎右衛門［枝1・2綴紙縫
　結］

弘化2年10月朔日帰宅 横長美　1冊 1714－1

誰霧縣響舞受納之覚帳高頭三郎右衛門［枝 弘化2年IO月朔日帰宅 横長美　1冊 1714－2

葬儀・法事

父死去二付香典見舞受納帳　高頭倉吉［法名：釈宗元］ 明治16年10月20日 横長半　1冊 1722

祖父二十七回忌姉二十七回忌法会寺詣執行帳　高頭倉
　士　口

明治20年6月2日 横長半　1冊 1720－1

亡父拾七回忌・亡兄三拾三回忌・亡妻七回忌　法事帳
　高頭倉吉

明治32年5月11日 横長美　1冊 1720－2

父三郎平弐拾七回忌・妻チヨ拾七回忌・長男隆一壱回
　忌・娘政子壱回忌　法事執行帳　高頭倉吉

明治42年5月4日 横長半　1冊 1ア21

母死去二付香典見舞受納帳　高頭倉吉［法名釈尼智貞、
　俗名美代・行年73歳］

大正2年5月6日 横長美　1冊 1723

（六百回忌献立、亡妻七回忌・おかく七回忌法会帳）
　（商頭家）

横長美　仮1冊 1497－1

（葬儀諸掛り覚〉
横切紙　1通 1750

（香典見舞控）（高頭倉吉） （高頭倉吉期） 横長美　1冊 3707
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高頭家／家政爆饗人交際

仰信

讐糟i難蒲魏藻隷難瀞礫辮譜蚕縫天明5年8月29日6（～
文政13年）

横長美　1冊 1650

共二］

代替湯立井御堂造営・御入神渡間世入用付込帳　高頭 文政2年8月29日 横長美　1冊 1651
三郎兵衛24

正…位稲荷大明神安鎮一巻帳　高頭三郎右衛門［紙緩括］ 文政10年5月27日． 横長半　1冊 1652

徳宗寺奉加一巻留書帳　高頭三郎右衛門 文政13隼9月6（～弘 横長半　1冊 1654
化2年）

前御宮御堂西向引移地祭一巻帳　高頭三郎右衛門［妻鏡 天保7年7月27日 横長半　1冊 1655
壱面寄進］

前御宮氏子面付帳　高頭三郎兵衛・高頭鉄五郎 卯6月3日 横長美　1冊 1653

稲荷社御祈祷之札　本宮祠官　祓川佐渡守 横長美　1枚 3712

交際

門）

村専之助不幸二付見舞帳　高頭三郎兵衛 文政2年2月 横長美　1冊 1724

家内請待一巻帳　高頭三郎右衛門［樋口多七殿御 天保10年4月29日5月3 横長美　1冊 1726
次郎殿おしけ殿／諸入用共］ 出立日

宅献立之覚　　［金寄帳あり］ 弘化3午年12月13日 横長美　仮1冊 3504

五左衛門殿一統諸入用覚帳　高頭三郎右衛門［外 弘化4年8月25日ヨリ27 横長美　1冊 1729
ナ殿・多作殿・おせん殿］ 日迄

管帳　高頭三郎右衛門 嘉永3年正月 横長美　1冊 1718

舞受納帳　高頭三郎右衛門 嘉永4年4月 横長美　！冊 1719

卸見舞・贈答物控）（高頭三郎右衛門）［葬儀・法 （嘉永7年～） 横長美　仮1冊 1725
不事・定式物等］

納長井払共　高頭三郎兵衛 明治7年12月 横長美　1冊 1715

者品配覚）［3375を巻込み、前欠／宿紙1（三郎右衛 横切継紙　1通 3374

奉公人

卯年給米渡し帳 高頭三郎兵衛［裏表紙朱書：高頭鉄五郎 文政2年正月 横長半 1冊 1614
年三ツ］

家来給米渡帳 高頭三郎兵衛 文政3年正月7月朔日渡
ス

横長半 1冊 1615

巳年家来給米渡帳 高頭三郎兵衛 文政4年正月6月6日渡
ス

横長半 1冊 1616

男女給米渡帳 高頭三郎兵衛 文政7年正月 横長半 1冊 窪617

酉年給米渡帳 高頭三郎兵衛 文政8年正月7月朔日皆 横長半 1冊 16葉8
済

戌年給米渡帳 高頭三郎兵衛［才津通り給米男3俵3斗女2文政9年正月 横長半 1冊 1619
俵］

亥年給米渡帳 高頭三郎右衛門［表紙：相場書3 文政10年正月 横長半 1冊 1620
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高頭家／家政僑鋲普請

子年家来給米渡帳　高頭三郎右衛門　　　　　　　　丁

丑年家来給米渡帳　高頭三郎右衛門

家来給米渡帳　高頭三郎右衛門［才津通り給米男4俵女2俵
5斗1

卯之家来給米渡帳　高頭三郎右衛門

辰年男女給米渡帳　高頭三郎右衛門

未之男女給米指引帳　高頭三郎右衛門［田中園左衛門r
答：才津通り給米男4俵1斗女2俵1斗コ

酉年男女給米渡帳　高頭三郎右衛門

子之年給米渡帳　高頭三郎右衛門

寅之年男女給米渡帳　高頭三郎右衛門［給米相場書男女］一

男女給米渡帳　高頭三郎右衛門

丑之年男女給米渡し帳　高頭三郎右衛門

丑之年男女給米渡し帳　高頭三郎右衛門

家作普請

、家作普請入用帳　高頭三郎兵衛［綴結文書1通〕

大工木引作軒渡し帳　高頭三郎兵衛［棟上6月19日］

水屋造替入用附込帳　高頭三郎兵衛・高頭亮右衛門

南前蔵土台取替井敷板張り直シ入用帳　高頭三郎兵
　衛・高頭松之丞とし12才［此蔵58年二而修復］

（座敷・物置等手間覚）

普請入用帳　仮亭主高頭勘太郎

三階土蔵大工手間控　高頭倉吉

酒蔵二付相談諸道具入用帳　酒蔵相談之上図り帳
　［九郎左衛門与助相談之上取究メ］

（葺籠とり人足）

（屋根葺・釘代覚）

文政11年正月 横長半 1冊 1621

文政12年正月 横長半 1冊 1622

文政13年正月 横長半 1冊 1623

天保元年12月 横長半 1冊 1624

天保3年正月 横長半 1冊 1625

天保6年正月 横長半 1冊 1626

天保8年正月 横長半 1冊 1627

天保11年 横長半 1冊 1629

天保12年12月 横長半 1冊 1630

嘉永5年 横長半 1冊 1631

嘉永6年7月7日 横長半 王冊 1632－1

嘉永6年7月7日 横長半 1冊 1632－2

寛保2年正月 横長美 1尉 1634

寛保2年2月21日 横長半 1冊 1633

寛政7年8月26日6 横長半 1冊 1635

文化4年9月12日6始メ 横長美 1冊 1636
10月29日迄

（天保9～12年） 横長美 1冊 3700

月治5年4月16日ヨリ 横長半 1冊 1756

月治37年5月 横半半 1冊 1638

横長半 1冊 1637

横長美 1冊 3705

横長美 1冊 3714

犬書

○用状

（損地年々皆無等の地所改二付自今割元杖庄屋見分致
　す書付を達、大廻り廻状）［虫損大］　割元

丑10月30日 横切継紙　i通 2059－8

（廻状　本大嶋村より村次、書付雛形）［前・後欠／宿
　紙］　割元→本大嶋村より村々

辰年9月晦日 横切継紙　1通 3476．

（御才覚二付書状）　長正右衛門→高三郎兵衛様 3月3日 横切紙　1通 2673

（割元用状　川欠願二付）［紙面に青線あり］　園右衛門 3月20日 横切紙　1通 3263
→高頭三郎右衛門様

（用状　御郡所井山岸八郎兵衛様へ罷出／三郎兵衛郡
席へ呼出差紙）［急用村継／紙面に茶線あり］　割元→

3月23日 横切紙・横切継紙
2通

2674
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4月10日 横切継紙　1通 3147－1

5月15日 糊封・横切継紙 3147－2

1封（1通）

4月6日 横切継紙　1通 3147－3

4月16日 糊封・横切継紙 3133
1封（1通）

4月19日 横切継紙　！通 3462－1

4月21日 横切継紙　1通 2059－5

5月13日 横切継紙　1通 3435

6月13日 横切継紙　1通 3210－4

6月17日 横切紙　1通 2006

8月16日 横切継紙　1通 3287

9月15日 横切継紙　1通 3297

9月21日 横切継紙　1通 3154

9月23日 横切紙　1通 2839

10月3日 横切継紙　1通 3390

10月7日 横切継紙　1通 3163

10月8日 横切継紙　2通 3340

12月29日 横切継紙　1通 3377

26日 横切継紙　1通 2758

包紙・横切継紙 2499－1

1包紙（5通〉

包紙・横切紙・折 2499－2

紙　1包紙（5通）

横切継紙　1通 3”7

糊封・横切紙　1 3123
封（1通）
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高頭家／家政／書状

連左衛門→高頭三郎右衛門様

（仮引越大悦仕旨之書状）［紙帯…括：3188～3215］　池i2月26日
田連左衛門→高頭三郎右衛門様

（金子証文古証文との取替之義忘失二付書状）腕書：12月29日
要用］　遠藤義右衛門→高頭三郎右衛門様

（座熱癬纏傭撫葬霧凝輔董閑契磐2月
御役付の事二付書状）　江戸芝金杉二丁目沢次右衛
門・市郎左衛門→高頭三郎右衛門様

（使之者へめ御馳走井法会香典・年頭之祝品々御礼書 3月4日
状）［紙繕括：枝！－8、紙帯…括：3188～32！5］　願龍寺

→高頭三郎右衛門様

（御馳走御礼・おきみ病気見舞井頼母子興行之御来臨i3月7日
伺二付書状）　樋口新五右衛門・樋口雄次郎ゆ高頭三郎i
右衛門様

（御預り絵屡御返却の書状）［宛書：絵図添へ］　長谷川i3月15日
村之助ゆ局頭三郎右衛門様　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　ヒ（御馳走御礼状）　堀半五右衛門→高頭三郎右衛門様　　13月21日

（寺判二付申状、大手御門高橋園蔵名札） 横切紙　2通 3224

（庄屋・組頭の飯代・泊り代御賄金覚） 横切紙　1通 3262

〇三郎右衛門宛

覚（米代金受取）　池田屋→高頭三郎右衛門様 巳3月4日 横切継紙　1通 3283

（諸品御用被仰聞度旨書状）　臼川屋当蔵→高頭三郎右 巳3月4日 横切継紙　！通 3293
衛門様

覚（巳年買物不足金二付勘定御頼）　八百屋籐右衛門 巳7月 横切継紙　1通 3420
→高頭三郎右衛門様御内衆中

（拙寺へ御入来相成候様書状）　安沢寺→深沢高頭三郎 未5月28日 横切紙　1通 3416
右衛門様

（御買上金覚）　吉田屋善蔵→高頭三郎右衛門 未7月 横切紙　1通 3382

（受取状）［前欠〕　大森佐次兵衛→高頭三郎右衛門様 亥4月23日 横切継紙　1通 3160

（年頭挨拶状）　三国屋勘治郎ゆ高頭三郎右衛門様 正月2日 折紙　1通 3265－1

（返済日時二付今日中二御知之事書状）［宛書：要用］ 冬5日 横切継紙　1通 3253
遠藤義右衛門ゆ高頭三郎右衛門様

（品々拙店には持合無二付御報状）　中沢屋伝之丞→深 2月朔日 横切継紙　1通 3220
沢邑高頭三郎右衛門様

（縁組二付書状）　佐藤佐平次→高頭三郎右衛門様 2月11日 横切継紙　1通 3386

（寺替証文・所請証文出来兼候二付書状）　堀半五右衛 2月14日 横切継紙　1通 3312
門→高頭三郎右衛門様

（おきみ御産二付書状）　池田連左衛門→高頭三郎右衛門 2月20日 横切継紙　1通 3318・
様

（御祝の諸品二付書状）　池田連左衛門→高頭三郎右衛門 2月21日 横切継紙　！通 3401－2
様

1コ上之覚（三ッ目御祝御恵投之御礼状）［宿紙］
　宙←偽　　　　　一」L

池田・2月25日 横切継紙　1通 3314

横切継紙　i通　　3194

横切継紙　1通　　3313

糊封・横切継紙3402
1封（1通）

封筒・横切継紙3210－2
1封（1通）

横切継紙　1通　　3326

横切継紙　1通　　3175

糊封・横切継紙3250
1封（1通）
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高頭家／家政／書状

（御面談申度、屋敷迄御入来之旨書状）［宛書：槙内蔵 3月23日 糊封・横も
助内北原又右衛門］　北原又右衛門→高頭三郎右衛門様 1封（1通）

覚（諸品物書見計）　岸屋卯之吉ゆ高頭三郎右衛門様 3月25日 横切紙　雌

（御馳走御礼井品々御相談等二付書状）［紙帯一括： 3月26日 横切継紙
3188～3215］　池田連左衛門→高頭三郎右衛門様

（御機嫌伺井描家発起頼母子之事など書状）［天保7年聲 3月26日 糊封・横句
入］　樋口雄次郎→高頭三郎右衛門、御父上様 1封（1通）

（たち花実被下度旨書状）　ヲヤサワ隠居→高頭三郎右 3月晦日 横切継紙
衛門様

（丈右衛門様仕付方大切之時節二付書状）腕書：御返 4月朔日 横切継紙
事コ　祐光寺→高頭三郎右衛門様

（御念書有難、追々御相談二付書状）［紙帯一括：3188 4月2日 横切継紙
～3215］　池田連左衛門→高頭三郎右衛門様

（響入引越日限取究、手伝人数二付書状）［紙帯一括： 4月17日 横切継紙
3188～3215］　池田連左衛門→高頭三郎右衛門様

（私発起頼母子長岡肴屋籐左衛門度二而興行仕案内状）， 4月17日 横切継紙
高頭仁兵衛帥高頭三郎右衛門様

（御改内立候儀二付出勤可申様書状）［宛書：御返事］ 4月17日 横切継紙
仁兵衛ゆ三郎左衛門様

（肴屋の頼母子興行之件井荷送引越人数之荒増二付御
　報童状）「宿紙／紙帯一繕。累99～221引　　油m凍方衛

卯月18日 横切継紙

　　　　　　　　　　　　．3188～3215］　池田連左衛
　門→高頭三郎右衛門様

（薬草之御礼状）［宿紙コ　池田連左衛門→高頭三郎右衛職4月18日
　様

（婚礼打合・人数等二付書状）［紙帯一括：3188～3215］14月20日

　池田連左衛門→高頭三郎右衛門様

（明日餐入御引請二付婚礼打合書状）［紙帯一括：318864月22日
　～3215］　池田連左衛門→高頭三郎右衛門様

（おきし引越の事など二付書状）［宛書：御報］　樋口雄5月2日
　次郎→高頭三郎右衛門様

（金子入用二付御断之旨書状）［宛書：要用］　八百屋籐5月8日
　次右衛門→三郎左衛門様

（御手当願書下案考え之上、本書伊沢紙にて御認役場15月9日
へ差出旨書状）　大森佐次兵衛→高頭三郎右衛門様

（御香典・御見舞御礼状）　山田清左衛門重禎（花押）5月ll日
　→高頭三郎右衛門様

（下柳米右衛門様内方葬式二付書状）　池田連左衛門ゆ5月25日
　高頭三三郎右衛門様

（頼母子之儀二付書状）　中沢や伝兵衛→高頭三郎右衛門6月4日
　様

（見舞状）［枝2末尾巻込］　安原示［コ→高頭三郎右衛門様　7月10日

（御機嫌伺書状）［天保7年響入／図柄封筒入］　樋口雄次7月24日
　郎ゆ高頭三郎右衛門、御父上様

（久太郎書状）［宿紙］　久太郎→町高頭三郎右衛門様　　8月7日

（孫祝御案内状）　［コ山太一右衛門ゆ高頭三郎右衛門様　「8月7日

横切継紙

2通

横切継紙

1通

ユ通

2通

1通

1通

1通

1通

横切継紙　1通

横切継紙　1通

横切継紙　1通

3183

3243－1

3202

3266

3221

3361

3201

3200

3267

3427

3203

3310

3189

3188

糊封・横切継紙i3437
1封（3通）

横切継紙　1通　　3444

横切紙　1通

横切紙　1通

横切紙　王通

横切継紙　1通

横切継紙　王通

封筒・横切継紙
1釣（1通）

横切継紙　1通

横切継紙　1通

3354

3355

3407

3119

3164－1

3234

3308

3387
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高頭家／家政／書状

（さつまいも御世話被下度旨書状）［紙繕括：枝1－5・紙 8月25日 横切継紙　1通 3205－5

帯一括：3188～3215］　七郎左衛門→三郎右衛門様・七
蔵殿

（御病人様映方二付書状）　神保文哉→三郎右衛門様 9月12日 横切継紙　1通 3455

（御恵投之御礼状）　池田連左衛門→高頭三郎右衛門様 9月14日 横切継紙　1通 3296

（響入候得共不案内二付御伺状）　仁八郎→高頭三郎右 9月15日 横切継紙　1通 3298
衛門様

（御祝儀拝納御礼井仁八郎殿之事御悔之旨書状）　堀 9月17日 横切継紙　1通 328葉
半五右衛門→深沢高頭三郎右衛門様

口上（父疲伏居参上時刻二付）［波模様入青紙／紙帯… 10月4日 横切継紙　1通 3213
括：3188～3215］　定吉→三郎右衛門様

（頼母子加入二付御断書状）　小林文助→高頭三郎右衛 10月4日 横切紙　1通 3247
門様

覚（米代金）　柏崎森右衛門→高頭三郎右衛門様 10月9日 横切紙　1通 3417

覚（酒代金など）［虫損ひどく不開］　幾七→高頭三郎右 10月9日 横切継紙　1通 3419
衛門様

（御馳走之御礼井丈右衛門様之事等書状）［宛書：御返 10月12日 横切紙　1通 3254
事］　祐光寺→高頭三郎右衛門様

（頼母子興行二付書状）［宛書：御報］　中沢屋伝之丞→ 10月13日 横切継紙　1通 3345
深沢村高頭三郎右衛門様

（鱗羅饗輻矢許麟瞬鰭網椴讐 10月23日 封筒・横切継紙
1封（2通）

3381

樋口雄次郎→高頭三郎右衛門、御父上様

（菓子鉢等晶物書）［宿紙／紙帯一括：3188～3215］　忠 10月25日 横切継紙　1通 3212
平治→三郎右衛門殿

（御馳走御礼井頼母子興行二付書状）［宛書：御報／模 10月25日 封筒・横切継紙 3343
様入封筒コ　堀半五右衛門ゆ深沢高頭三郎右衛門様 1封（1通）

（兵助頼母子金二付書状）［宛書：要用／紙繕括：枝1る、 11月2日 横切紙　1通 3205－2

紙帯一括：3188～3215］　河内仲右衛門→町三郎右衛門
様

（元利共御返済願二付書状）［宛書：要用］　遠藤義右衛 霜月2日 横切継紙　樋 3316
門→高頭三郎右衛門様

（先日返済之件二付書状）［宛書：要用3　遠藤義右衛門 ll月10日 横切継紙　玉通 3317
→高頭三郎右衛門様

（村方祭礼二御来駕可被下旨書状）［紙繕括：枝1－5、紙 □月朔日 横切継紙　1通 3205－4

帯一括：3188～3215］　堀半五右衛門→深沢村高頭三郎
右衛門様

（市郎左衛門書状）［湿害により不開］　江戸芝金杉二丁 □月20日 糊封・横切継紙 3245
目市郎左衛門→高頭三郎右衛門様 i封（1通）

（仰越之墨帖二付書状）　忘示ゆ三郎右衛門様 □7日 横切紙　1通 3248

（高頭三郎右衛門様宛肴屋久太郎書状井諸品書見計・ 横切継紙・横切紙 32蓬5
品代勘定書等）［紙緩8通括／紙帯一括：3188～3215］ 1紙緩（10通）

肴屋久太郎→高頭三郎右衛門様

（入用二付書状）［後欠］　七蔵ゆ高頭三郎右衛門様 横切紙　1通 3356

〇三郎右衛門宛一与板屋差出
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高頭家／家政／書状

覚（嶋紬品書見計）　与板屋喜右衛門→高頭様

結納一巻（与板屋喜右衛門扱諸晶書見計・品代勘定書
　等）［袋入／紙帯一括：3188～3215］

　高頭三郎右衛門様

覚（京嶋等品物書見計）

覚（諸品代見計）　与板屋喜右衛門→高頭様

覚（紬諸品書見計）　与板屋喜右衛門ゆ高頭様

覚（諸品代金受取書）

（諸品代見計）［短冊状に裁断し綴］

　頭様

覚（諸品物書見計）　与板屋喜右衛門→高頭様

覚（諸反物調二付御報井品物見計）
　→高頭様

（注文品々調え二付井覚鏡4面品代）
　→高頭様

覚（諸品書見計）　与板屋喜右衛門ゆ高頭様

（宿泊・御馳走の御礼状）［紙帯一括
　板屋喜右衛門→高頭様

覚（諸晶物書見計）［紙帯…括：
　右衛門→高頭様

覚（紺布品書見計）　与板屋喜右衛門→高頭様

覚（黒羽二重等品物書見計）［紙帯一括
　与板屋喜右衛門→高頭様

覚（白縮子等御仕立物見計）［紙帯一括
　与板屋喜右衛門→高頭様

覚（しぼり4品物書見計）E紙帯一括
　板屋喜右衛門

（諸晶物之御返・見計、品不足御報）
　→高頭様

覚（諸反物仕入二付御報）

覚（櫛笄代見計）　与板屋喜右衛門→高頭様

覚（数珠諸品書見計）　与板屋喜右衛門→高頭様

覚（諸品物之御返・見計井琴之手入二付）
　右衛門→高頭様

（端午之御祝二付御礼状）

（質流之品二付御伺状）

（品物二付書状）　与板屋喜右衛門→高頭様

覚（諸品物見計）　与板屋毒右衛門→高頭様

覚（諸品物見計）　与板屋喜右衛門→高頭様

（諸晶代見計）　与板屋喜右衛門一・高頭様

覚（白晒等品物書見計）［紙帯一括：

門→高頭様 子9月15日 横切継紙　1通 3299

書見計・品代勘定書 子年 袋・横切継紙・横 3214
与板屋喜右衛門→ 切紙　1袋（8通）

右衛門→商頭様 巳2月22日 横切紙　1通 3236

→高頭様 未5月28日 横切紙　1通 3415

門ゆ高頭様 未8月11日 横切継紙　1通 3286

衛門（印）→高頭様 未9月28日 横切紙　1通 3289

与板屋喜右衛門→高 未9月28日 1綴（3枚〉 3391

門→高頭様 正月9日 横切紙　1通 3239

）　与板屋喜右衛門 2月8日 横切紙　1通 3442

）　与板屋喜右衛門 2月16日 横切継紙・横切紙 3243－2
2通

ゆ高頭様 2月18日 横切継紙　1通 3328

3188～3215］　与 2月22日 横切紙　1通 3195

8～3215］　与板屋薯 2月25日 横切紙　1通 3199

争高頭標 3月2日 横切紙　1通 3246

一括：3188～3215］ 4月9日 横切紙　2通 3192

一括：3188～3215］ 4月19日 横切継紙　1通 3190

3188～3215］　与 4月26日 横切紙　1通 3204

）　与板屋喜右衛門 4月28日 横切継紙　1通 3450

喜右衛門→高頭様 4月29日 横切紙　1通 3441

ウ高頭様 5月8日 横切継紙　1通 3448

衛門→高頭様 5月9日 横切継紙　1通 3280

尺二付）　与板屋喜 5月9日 横切継紙　1通 3447

・右衛門→高頭様 5月9日 横切継紙　1通 3449

喜右衛門→高頭様 5月10日 横切紙　1通 3336

高頭様 5月12日 横切継紙　1通 2712

・高頭様 5月19日 横切継紙　1通 3446

高頭様 5月21日 横切継紙　1通 3445

須様 5月27日 横切紙　1通 3408

3188～3215］　与板 5月28日 横切紙　1通 3193
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高頭家／家政／書状

　屋喜右衛門→高頭様

（月見之餅沢山頂戴之御礼状）
　様

覚（砥石等品物書見計）

（諸品代金見計）

覚（道具等諸晶書見計）

（羽二重・綿入等値段品書見計）［枝1－3紙縫括］
　屋喜右衛門→高頭様

（御仕立物添状等）［薬袋r日本一」2点、宿紙1通］
　板屋喜右衛門ゆ高頭様

覚（諸晶書見計）

覚（しま紬諸品代）

○高頭家宛

口上（婚礼荷送之長持・
　［2月8日婚礼、久太郎へ渡ス通也］

（久太郎書状）［宿紙］

　書：用書］　三条6多七→雄次郎殿

（献立借物書）→町高頭様

（諸晶の御礼状）［模様入紙］

覚（諸品書）［宿紙］

諸事御相談申上候口上之覚（仲人
　付）［婿入結納4月18日・
　3215］　連左衛門→高頭様

（扇子井衣類髪飾之御礼状）

覚く反物等品物書見計）［紙繧括
　3！88～3215］　岸屋卯之吉→町高頭様

紙帯一括：3188～3215］

　紙帯一キ舌：3188～3215］

覚（木綿等諸品物書見計）

（親父留守中二付書状）［前欠］

　しい旨書状）［枝1で2を包む／紙帯括
　畑太三郎→高頭倉吉殿

（品々拝納御礼書状）［紙繕括
　3215］　樋口雄次郎→御父上様

（晶物売切二付書状）

（相談之一件二付書状）

状）　与板屋喜右衛門ゆ高頭 8月15日 横切継紙　1通 3383

与板屋喜右衛門→高頭様 7月22日 横切紙　1通 3233

墜右衛門→高頭様 8月9．12日 横切紙　2通 3344

与板屋喜右衛門→高頭様 9月22日 横切継紙　1通 3304

見計）［枝1－3紙縫括］　与板 9月28日 横切継紙　3通 3176

「日本…」2点、宿紙1通］　与 10月 横切継紙・薬袋 3303
3通・2点・1枚

喜右衛門→高頭様 11月20日 横切紙　1通 3256

歴喜右衛門→高頭様 卯4月朔日 横切紙　1通 3240

笥井当日人数調物之儀相談） 正月17日 横切継紙　1通 3127
ス通也］

太郎→町高頭様 2月4日 横切継紙　1通 3319

今昧内情之件二付書状）［宛 2月6日 竪継紙　1通 3011

雄次郎殿

i
i12月12日
1

横切継紙　1通 3324

きし→町御父上様 布更着21日 横切紙　1通 3401－1

郎→町高頭様

繍全自銭講禦購廷

b月2日

i
i
i

3月

横切継紙　1通

横切継紙　1通

3315

3191

）　式部→町御両親様 i弥生9日 糊封・横切継紙 3264
王封（1通）

［紙繧括：枝1－8、紙帯一括1 i4月15日
横切継紙　1通 3210－6

→町高頭様

反物値札一枚／紙縫括：枝1－8、
岸屋卯之吉→町高頭様

ゴニ｛寸書著犬）　［紙繕括：左支1－8、

雄左衛門→高頭尊君様

4月19日

l
l4月21日
卜

横切継紙　1通・1

枚
折
封 ・竪紙　｝通

3210－7

3210－3

岸屋卯之吉→高頭様 4月22日 横切継紙　1通 3244

欠］ 4月23日 横切紙　1通 2770

、黎撫灘繭衛墜 4月25日 横切継紙　1通 3140－2

差括二枝1・8、紙帯一括：3188～・5月3日夜認 横切継紙　1通 3210－1

上様

次右衛門→高頭様御内衆中様 i
l

5月17日 横切継紙　1通 3413

E
i6月3日 横切継紙　1通 3309
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覚（諸品物書見計）　八百屋籐七郎（印）→町高頭様御 6月10日 横切継紙 1
内衆中

（御産婦御快方二付書状）［黄色紙］　玄沢→高頭様 6月14日 横切継紙 1

（御頼之事二付書状）［黄色紙］　玄沢ゆ高頭様 6月14日 横切継紙 1

口上（御年貢米納通二付不足米切入之件書状）　仁兵 6月18日 横切継紙 1
衛ゆ条右衛門様

（深沢村正林寺・深沢村高頭甚七呼出状）　高頭仁平 7月7日 封筒・横切
1封（2通）

（拙寺鎮守熊野三社神事二付御来駕被下度旨書状）［前 7月ll日 横切継紙 1
欠］

（拝借米御礼二付書状）［青紙］　定吉→町御大人様 7月25日 横切継紙 1

口上（脇さし等品々見計二付）［宿紙／紙繕括：枝1．5、 9月14日 横切継紙 ！

紙帯一括：3188～3215］　→町様

覚（黒染等諸晶物書見計）　岸屋卯之吉→町高頭様 9月14日 横切継紙 1

（毎度御無心二付書状）　河内ゆ町様 9月21日 横切継紙 1

（又々御無心二付書状）　河内ゆ町様 9月21臼 横切継紙 1

（鱒縢剛福贈繰鱗欝撫蝋窪 10月6日 横切継紙 1

31411　江畑太三郎→高頭□代様

（久太郎方へ罷出候様仰付之所家内留守二付書状）［鼠 lf月15日 横切継紙 1
損］　又右衛門→條右衛門拝

（御世話の御礼井願書落手二付書状） 12月27日 竪紙　1通

（御願申七條之事井円宗寺之事二付書状）　徳宗寺→高 膿月19日 横切紙 1通

頭一郎左衛門様

口上（菓子箱供物として御願状）　願誓寺→町高頭旦那 14日 横切紙 1通

様

（御館二御滞留致度書状）　□左衛門→高頭様 21日 竪紙　1通

乍恐口上（今晩肴屋久太郎方迄御来駕下され度き旨書
　状）

横切継紙 1

（引越之件・丈之助之事等相談書）［前欠／紙帯一括1
3188－3215］　　　　　　　　　　　　　　11

横切継紙 1

（反物等晶物書見計）［断片］［紙蹉括：枝1－8、紙帯一括1 横切紙 1枚

3188～3215］（岸屋卯之吉）→（町高頭様）

（某書状）［宿紙］
横切紙 1通

（土産御礼状）［宿紙］　小臼→町様

（徳宗寺、嘉元書状井諸入用覚）［紙継剥離・断片多く一
　括］

（竹筒二詰候品々二付覚）［断片力］

覚（諸入用〉［宿紙／虫損］

（書状）［鼠損ひどく不開］　→三輪満蔵様

（佐次兵衛茶椀調え願）

（書状断簡）［末尾宛名のみ］　→高頭様

1通

通
通
通

1
　

1
　

1

横切継紙

1通

通
通

－
　
！

通
通
通
通

l
　
l
　
l
　
l

1通

1通

1通

横切継紙　1通

横切継紙　3通

横切紙　1通

横切紙　1通

横切継紙　1通

横切紙　1通

横切紙　1枚

3238

3350

3380

3115

3178

3378

3288

3205－3

3264

3294

330窪

3440－1

3166

3094

3271

3251

3268

2157

3197

3210－8

3217

3222

3258

3272

3273

3274

3292

3346
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（御祝儀袋）［水引付］　忠右衛門 折封　1枚 3347

（米覚）［断片］ 折紙　1通 3358

（不在の御詫井小使困入候二付願書状）　丈之助→父上 横切紙　1通 3389
様

（書状）［断簡］　→高頭様 横切紙　1通 3400

（御祝儀袋）［包書：御祝儀金五拾疋］　高頭又左衛門 折封　1枚 3406

（米俵数歩合）［断簡］ 横長美　1枚 3425

（書状、断簡） 横長美　2枚 3554－2

（御機嫌伺書状）　由太郎→高頭倉吉 横長美　1枚 3681

〇三郎兵衛・三郎右衛門差出

（弘化二巳年年貢書付・毛見手帳・覚等）［袋書：弘化 弘化2巳年 袋・横美半折・横 3187
二巳年年貢書付入／紙継剥離・断片多く一括］ 切継紙・横切紙

1袋（4冊・一括）

（午年分書状・年貢関係覚等）［袋書：午之年貢仕切書付 午年（弘化3年） 袋・横切継紙・横 3185
入、袋裏：手習墨書／紙継剥離・断片多く一括］ 切紙　1袋（12枚）

（弘化三午年場仕切書付・書状・年貢関係覚等〉［袋 弘化3午年6月 袋・横切継紙・横 3186
書：弘化三午年六月場仕切書付入　高頭三郎右衛門／紙 切紙　1袋（17枚）

継剥離・断片多く一括］　高頭三郎右衛門

（婚礼調方二付伺状）　三郎右衛門→久太郎様 正月18日 横切継紙　1通 3334

（結納二付御立越頼入候書状）　三郎右衛門→堀半五右 正月29日返書 横切継紙　1通 3231

衛門様

（才覚金之件取立二付書状）［端裏書：二月廿八日遣し候 2月28日 竪継紙　1通 3039
ひかい］　高三郎兵衛→長谷川御老人様・正右衛門様

（雄左衛門殿申越之縁談二付書状）［宛書：要用／宿紙］ 4月20日 横切継紙　1通 3223
高頭三郎右衛門→堀半五右衛門様

（頼母子御断二付書状）［前欠］（高頭三郎右衛門力） 6月3日 横切継紙　1通 3307

口上（結納之義二付相談申上）　三郎右衛門→忠左衛門 6月9日 横切継紙　1通 3227
殿

口上（結納之義二付相談申上）［3227と同文／紙縫付／ 6月9日 横切継紙　1通 3228
宿紙］　三郎右衛門→忠左衛門殿

（祝儀之品々御返却被下度候書状）腕書1要用］　深沢 6月9日 横切継紙　1通 3230
高頭三郎右衛門→出雲崎佐野雄左衛門様

（詔騨駅轄㌍毎幣鵡醜讐評運二終 6月29日 横切継紙　1通 3376

覚（馬代・船賃等諸掛り）　三郎右衛門→次郎右衛門様 9月6日 横切継紙　王通 3302

（子丈之助身持不取締勘当申付二付書状）［端裏書：市 10月 横切継紙　2通 3359
郎左衛門6申越之趣意習ひ認候御加筆奉希上候／付、勘
当者と認候二付］　高頭三郎右衛門→稲葉左衛門様御用
人衆中様

（婚礼二付書状下書）　　（高頭三郎右衛門） 横切継紙　1通 3152

（高頭三郎右衛門関係書状・用状等）［紙継剥離多く一 横切紙・横切継紙 3269
括／紙縫括］ 23通
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高頭家／家政／記録

　括／紙縫括］

（高頭三郎右衛門書状控）

（高頭三郎右衛門関係書状）［虫損多く一括］

　等）［袋でまとめて包む／紙継剥離　虫損多く一括］

（高頭三郎右衛門関係覚書・用状
金受取等）［袋でまとめて包む／紙継剥離
括3

等）［紙帯でまとめて包む／紙継剥離　虫損多く一括］

　とめて巻込み／紙継剥離・

（書状）［宛書：要用／後欠／宿紙］

　半五右衛門様

一括］

［包紙で一括、包書：
文／紙継剥離多く一一括］

　多く一括］

（高頭三郎右衛門関係書状・用状
　で一括／紙継剥離多く一括］

紙継剥離多く一括］

金受取等）［紙帯でまとめて包む／紙継剥離多く一括］

○高頭家差出・他家宛

（縁談之事等二付書状）［文末　此通り為認／三郎右衛門
　書状案文］

（婚礼之義二付書状）

（書状）［封紙裁断］

（お出まし願状）［宛書1要用］

○断片・白紙

（紙）［r兵

（高頭三郎右衛門）［前欠、裏表紙のみ〕

記録

経験千方

秘伝抜書

起・用状等）［紙継剥離多く一 l
l
I

横切紙・横切継紙 3284
23通

）［虫損多く一括］ I
i

横切継紙　1通

横切紙・横切継紙

3285

3295
3通

・書状・品代覚・代金受取i
横切紙・横切継紙 3329

紙継剥離・虫損多く…括］ 33通

・用状・書状・品代覚・代 横切紙・横切継紙 3330
ぐ包む／紙継剥離・虫損多く一 22通

・書状・品代覚・代金受取 横切紙・横切継紙 3348
／紙継剥離・虫損多く一括］ 22通

・品代覚・代金受取等）［ま 横切紙・横切継紙 3357
虫損多く一括〕 5通

／宿紙］　高頭三郎右衛門ゆ堀 横切紙　1通 3385

下書）［紙繕括／紙継剥離多く 横切紙・横切継紙 3386
9通

、覚書・書状・諸晶代金等） 横切紙・横切継紙 3388
11年4月九左衛門田地受取証 13通

，溜蕃咲書灘繍麟 横切紙・横切継紙
10通

3404

・用状・諸品代金等）［紙繕 横切紙横切継紙 3418
8通

代金受取等）［紙縫で一括／ 横切紙・横切継紙 3451
5通

・書状・用状・品代覚・代
て包む／紙継剥離多く一括］

横切紙・横切継
紙・横長美　仮1

3456－0

冊・ll通

末：此通り為認／三郎右衛門 4月何日 横切継紙　1通 3430
ゆ出雲崎雄左衛門様

ゆ姉□ 19日 横切継紙　1通 3338

吉→高頭仁兵衛様 封紙　1枚 3184

封　丈右衛門ゆ城→長助様 糊封・横切紙　1 3255
封（1通）

黒皮漉紙、紙帯括共紙］ 2枚 3351

護表紙のみ〕 横長美　1枚 3552

［朱書：高頭氏亭用］

（高頭三郎右衛門）［味噌・万漬物・酒之造等

文政14年12月 折本・版本

横美半折

　1冊

1冊

3173

1851
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高頭家燦韓徽用覚帳通帳

の製法］

（手習折本） ［断片］ 折本 1冊 250葉

（手習折本） ［前後欠］ 折本 1冊 2522

他家分一長谷川文吉

年中諸入費日記 長谷川文吉 明治19年2月ヨリ 横長美 1冊 1833

年中諸入費日記 長谷川文吉 明治23年2月 横長美 1冊 1834

年中諸入費附込日記 長谷川文吉 明治24年正月 横長美 1冊 1835

申年諸入費日記 長谷川文吉 明治29年2月 横長美 1冊 1836

おその川口村中村氏江縁付ケ諸控 （長谷川氏力） 明治33年8月12日 横長美 1冊 1837

計家

年中入用覚帳

年中入用覚帳　高頭三郎右衛門

年中入用覚帳　高頭三郎右衛門

年中諸入用帳　高頭三郎右衛門

（年中入用覚）

（年中入用覚帳）

（年中諸入用帳）番｛前後欠］

（年中入用覚）

（年中入用覚）

（年中入用覚）

（年中入用覚）

弘化2年正月 横長美　1冊 1044

弘化4年正月 横長美　1冊 1045

嘉永4年正月 横長美　1冊 1046

安政7年 横長美　1冊 3677

慶応2寅正月12日6 横長美　1冊 3699

横長美　1冊 3586

横長美　1冊 3669

横長美　1冊 3670

横長美　1枚 3671

横長美　1冊 3679

通帳

酢醤油之通　質あら［コさ店→深沢　町様 文久2年正月 横美半折　1冊 1767

御通　　1手拭等］　能とや甲右衛門ゆ深沢村高頭三郎左衛文久2年正月吉日 横美半折　1冊 1770
門様

御買物之通　　［紬嶋・縮緬等］　与板屋喜右衛門（長岡） 文久2年正月吉日3月 横美半折　1冊 1771
→高頭三郎右衛門様

方々通　町高頭条右衛門［紅屋・肴屋・堺屋等］ 文久2年正月 横美半折　1冊 1786

御買物之通　　［肉桂・丁子・竜脳等］　小村屋太郎兵衛 文久2年3月 横美半折　1冊 1769
（長岡）→深沢町高頭条右衛門様

宿料御通　宿渡部甚右衛門→深沢高頭旦那様 明治6年9月改メ 横美半折　1冊 1768

御買物之通　　［小袖等3　与板屋呉服店（長岡）→町高頭明治7年正月吉祥日 横美半折　1冊 1773
様

御買物之通　　［竜脳・伽羅等コ　小林屋吉蔵（長岡）→深
　沢高頭条左衛門様

明治7年正月吉祥日 横美半折　1冊 1774
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高頭家／家計備繹，受囎

御買物之通　　［綿・縮緬等コ　三嶋屋瀧蔵→深沢町旦那様 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1775

御買物之通　　［白砂糖・蓮根等］　八百屋忠七（長岡柳原） 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1776
→町高頭様御家来中様

御染物之通　　［本文白紙］　紺屋籐蔵→町高頭様 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1777

御染物之通　とんや伊八→深沢村高頭三郎平様衆中様 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1778

御染物之通　千手町こんや留太郎（長岡）→深沢村町高頭 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1779
三郎平様

酒之通　大沢屋清八→高頭三郎平様御使中 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1782

水油之通　臼屋半十郎（長岡佐藤）→町高頭三郎平様 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1783

肴御通　肴屋久太郎（長岡）→町高頭様 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1784

酢醤油御通　三井や店→深沢村町高頭様 明治7年正月吉日 横美半折　i冊 1785

紙之通　小村屋平吉→町高頭様 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1787

御菓子万通　片貝三嶋屋→深沢駅高頭三郎兵衛様 明治7年正月吉祥日 横美半折　1冊 1788

明治廿一年御通　八百屋（長岡柳原）→町高頭様御家来衆
　中

明治21年 横美半折　1冊 1789

運賃帳　佐藤熊吉［柳行季・葛籠類商、長岡市裏一ノ町／ 明治39年9月 横美列　1冊 1849
青インク］

（買物覚）（高頭） （明治期） 横美半折　1冊 1807

（買物帳）（高頭家） 横長美　仮1冊 1496

諸入用

三郎平新潟江出療留守諸事覚書 留守居人 明治16年8月 横長半 1冊 1741

学資金出入日記 （高頭） 明治40年12月 横長美 1冊 1799

（金銭書上）［断片］ （明治期） 横長美 仮1冊 3569

手控帳諸入用等拍 （高頭氏力） 横長美 1冊 歪758

（家諸品代金覚帳） 横長美 1冊 3656

（諸入用帳） 横長美 1冊 3689

勘定書・受取書

覚（ろうそく品代） 小千や柏屋久蔵→高東様 子9月22日 横切継紙 1通 3300

覚（大坂傘等代金） 八百屋籐次郎→高頭様 辰霜月4日 横切紙 1通 3397

覚（魚代金）［宿紙］ 久蔵ゆ町高頭様 巳5月4日 横切継紙 1通 3306

覚（入糀代等代金） 此右衛門→高頭様 巳6月25日 横切継紙 1通 3394

覚（諸品物代金） ［コロや平五郎痴町高頭様御家来中 巳12月 横切継紙 1通 3384

覚（諸品代金） 小村や平兵衛→高頭三郎右衛門様 未2月12日 横切継紙 1通 3323

覚（諸品代見計） いたや彦右衛門→高頭様 未8月22日 横切紙 1通 3393

覚（大豆代金） ［宿紙］　伊八→深沢町旦那様 未正月17日 横切紙 1通 3428

一282一



高頭家／家計／勘定書・受取書

（小刀・たばこ盆等代金書見計）　吉田屋善蔵ゆ高頭三
　郎右衛門様

覚（代金受取状）［宿紙］　新町籐八→町高頭旦那様

覚（小国紙品代受取書）　能登屋八十右衛門（印）→町
　高頭様

覚（諸品代金）　山屋（印：越後長岡）「→高頭様

（諸晶代金覚）［宿紙］　肴や→町高頭様

（魚代金覚）［宿紙］　肴や→町高頭様

（諸品代金覚）［宿紙］　肴や→町高頭様

（御払二付御窺状井覚午12月御買物代金）　吉田屋善蔵
　→高頭三郎右衛門様

覚（諸晶代）　□や門七→深沢内

覚（小杉紙・栃尾小紙等諸品代受取書）　能登屋八＋
　右衛門（印）→町高頭様

覚（大全・集大成等本代金）［宿紙］　中村屋→三郎右
　衛門様

覚（かつぶし等代金）［宿紙コ　助松→旦那様

覚（諸入用）［紙繕括：枝！－5、紙帯一括：3188～3215］
　助松→東旦那様

（諸品代金覚）　八百屋籐次左衛門→町高頭様御内元中

（縮・木綿値段品書）　えびすや→深沢町様

（産着など諸晶代見計）　えびすや（小千谷）→高頭様

覚（品代）［宿紙］倉原＋助酔高頭旦那様

覚（五経十一巻代金見計）　中村屋作平→高頭三郎右衛
　門様

覚（墨等代金）　小村屋→商頭様

覚（諸品代金）［宿紙］　山や市兵衛→町高頭様

覚（刷毛・朱墨等代金受取）　小村屋太兵衛→高頭様

覚（足袋等諸晶代）　中沢屋伝之丞→高頭旦那様

覚（品代受取書）　長岡五郎兵衛→深沢村小屋次三郎平
　様

覚（氷さとう）［宿細

覚（諸品代）［1通宿紙］ゆ高頭様、町御勘定場様

覚（返金分）

覚（とうふ代金）

覚（使い人代金）［宿紙］　七兵衛→御町

（諸代金・米覚）［枝1．8紙繕括コ

（深沢辺女中着丈ケ大体左之通）

酉12月 横切継紙　1通 3181

亥7月 横切継紙　1通 3164－2＊

正月3日 横切紙　1通 3242

2月17日 横切紙　1通 3321

2月18日 横切紙　2通 3325

2月19日 横切継紙　1通 3322

2月23日 横切紙　1通 3327

3月朔日 横切継紙　1通 3311

3月12日 横切継紙　1通 3235

4月5日 横切紙　1通 324｛

5月2日 横切継紙　！通 3216

5月3日 横切紙　1通 3443

5月4日 横切紙　1通 3205－1

5月26日 横切継紙　工通 3333

6月7日 横切継紙　1通 3172

6月13日 横切紙　1通 3409

6月， 横切紙　1通 3225

8月6日 横切継紙　1通 3421

8月22日 横切紙　1通 3392

10月20日 横切紙　1通 3342

10月晦日 横切継紙　1通 3399

11月朔日 横切継紙　1通 3260

コ月23日 横切紙　1通 3226

横切紙　1通 3218

横切継紙・横切紙 3232
4通

横切紙　1通 3320

横切紙　1通 3339

横切継紙　1通 3423

横切紙　2通 3473－5

横長美　1枚 3579
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高頭家／家計／勘定書・受取書

（儒・梗米受取帳）［鉛筆書］

（花火玉代金覚力）

（肴屋久太郎分井牛乳代なと諸晶代）

婁］

横美半折 1冊 3683

横長美 1冊 3704

ど諸晶代） 横長美 1冊 3708
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