
深沢村／貢租・諸懸／取立・納入

とし11月30日ひかへ］　庄屋代沢太郎
御代官所

午御年貢米一紙目録（控）
　目録午12月6日二御蔵へ上ルひかへ／虫損甚大］
　太郎・与頭藤右衛門→御代官所

午ノ御年貢米一紙目録（控）
　12月6日二上ルひかへ］

　次左衛門他1人→御代官所

申御年貢米一紙目録（控）
　7日御蔵へ上ル控］　割元格三郎兵衛
　横目吉右衛門→御代官所

申御年貢米一紙目録（控）
　12月8日蔵へ上ルひかへ／虫損大］
　右衛門→御代官所

未ノ御年貢米一紙自録（控〉
　月10日御蔵へ上ルひかへ］
　衛門・同兵助・横目吉右衛門ゆ御代官所

未ノ御年貢米一紙目録（控）
　12月9日ひかへ〕　庄屋代沢太郎
　所

酉御年貢米一紙目録（控）
　しll月24日御蔵江指上ケ候ひかへ］
　庄屋格忠右衛門ゆ御代官所

酉御年貢米一紙目録（控）
　11月24日御蔵江指上候ケ候ひかへ］
　組頭次左衛門・同兵助・

戌御年貢米一紙目録（控）
　10日御蔵江上ケ候ひかへ］
　衛門・同兵助・横目吉右衛門→御代官所

戌御年貢米一紙目録（控）
　月10日御蔵へ上ケ候ひかへ／包紙3067～3087／右列重ね
　3076～3087／3087一紙縫括］
　屋代太右衛門→御代官所

卯御年貢米一紙目録（控）
　月5日ひかへ2487－1～3紙緩括］（横）目吉右衛門、与頭次
　左衛門、（与頭）兵助、割元格三郎兵衛→御代官所

卯御年貢米一紙目録（控）
　月5日ひかへ候／2487－1～3紙繕括］

　→御代官所

○両御蔵為場合帳

午之御年貢米通取帳　九左衛門組［本大嶋

両御蔵為場合帳
　し候］

両御蔵為場合帳

両御蔵為場合帳　五郎八組九左衛門組

両御蔵為場合帳
　沢蔵納］

両御蔵為場合帳　五郎八組九左衛門組

尺太郎・組頭藤右衛門→

左衛門組［端裏書：一紙 午12月6日 竪紙　1通 2084
へ／虫損甚大］　庄屋沢

吾1鵬．［籍轟旛 午ノ12月6日 竪紙　1通 2263

肇禽線嚢萬耀躍 申12月 竪紙　1通 2585

存衛羅墾燕轟鑛 申12月 竪紙　1通 2586

羅蝶欝霧薮望 未ノ12月9日 竪紙　1通 2584

明代官所

九左衛門組E端裏書：未未ノ12月 竪紙　1通 2583
・組頭藤右衛門→御代官

鞭門灘薄鷺講 酉ll月 竪紙　1通 2579

郎八組［端裏書1酉とし酉ノll月 竪紙　1通 2580
へ］　割元格三郎兵衛・
ヲ衛門→御代官所

羅聾騰畢義難 戌12月9日 竪紙　1通 27歪1

1代官所

左衛門組［端裏書：戌12 戌12月9日 竪紙　1通 3087－6

紙3067～3087／右列重ね
庄屋格組頭忠右衛門・庄

郎八組［端裏書1卯年12卯12月5日ひかへ 竪紙　1通 2487－3

横）目吉右衛門、与頭次
郎兵衛→御代官所

左衛門組［端裏書：卯12 卯12月 竪継紙　1通 2487－2

］　忠右衛門、多右衛門

員［本大嶋・深沢蔵納〕 享保11年8月8日 横長美　1冊 661

門組［此としハ次米いた 天明2年12月12日 横長美　1冊 556

門組［前部虫損］ （天明）3年□月15日 横長美　1冊 557

門組 天明4年12月朔日 横長美　1冊 558

門組［本大嶋御蔵場・深 天明6年11月29日 横長美　1冊 559

門組 天明7年11月2日 横長美　1冊 560
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深沢村／貢租・

両御蔵為場合帳

両御蔵為場合帳

両御蔵為場合帳

両御蔵為場合帳

両御蔵為場合帳
　組

諸懸／取立

　　・岸新田等よりの納米覚］

（御蔵役高写し）［五郎八組・九左衛門組・茂兵衛組・鍛冶
　新田・原新田・親沢村・沢新田・下条村・佐次兵衛組／
　酉年御片書］　兵介出ル

割元通請払　五郎八・九左衛門組［御蔵場・割元通・市郎1

　左衛門場］

寅御年貢米納通　割元格三郎右衛門（印）

（御蔵場帳内訳覚）［九左衛門組・五郎八組］

（割元通請払）　御蔵場五郎八組・割元通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茂兵衛

　　・納入

五郎八組九左衛門組

五郎八組九左衛門組

五郎八組九左衛門組

五郎八組九左衛門組

五郎八組九左衛門組［綴挟史料：

○深沢御蔵組場指引帳

深沢御蔵組場指引帳・［五郎八組・九左衛門組
　組・鍛冶新田村・親沢村・沢新田村・

深沢御蔵組場指引帳　　［五郎八組・
　組・鍛冶新田村・親沢村・沢新田村・

深沢御蔵組場指引帳　　［五郎八組・
　組・鍛冶新田村・親沢村・沢新田村・

深沢御蔵組場指曳帳　御蔵組村々
　組・茂兵衛組・鍛冶新田村・親沢村
　の分］

深沢御蔵組場指引帳　御蔵組村々
　組・茂兵衛組・鍛冶新田村・親沢村
　の分］

酉年深沢御蔵万米指引帳　御蔵組

深沢御蔵万米場指曳帳　御蔵組村々

　　　　　　茂兵衛
下条村の分］

九左衛門組・茂兵衛
下条村の分］

九左衛門組・茂兵衛『
下条村の分］

［五郎八組・九左衛門
　沢新田村・下条村

［五郎八組・

　沢新田村
九左衛門
　下条村

○未進

巳年過下本米井午年利足付ケ帳　五郎八・九左衛門組

巳年過下り本米井午年利足付ケ帳　五郎八組・九左衛門
　組

○廻米・次米

次米帳　両組

寅年次米帳　五郎八組・九左衛門組

卯年次米帳　五郎八組・九左衛門組［石田勘兵衛ト当村佐
　久二次米取、割元通・万通含む］　勘兵衛・佐久次→高
　頭三郎兵衛様

辰年次米帳　五郎八・九左衛門組

i天明8年朗由 横長美　1冊 56唾

寛政5年12月6日 横長美　1冊 562

寛政ll年12月9日 横長美　1冊 563

寛政12年12月6日 横長美　1偲 564

寛政12年12月6日 横長美・横切紙 565
ll冊通

文化8年11月5日 横長美　仮1冊 1504

天保12年3月 横長美　1冊 1469

天保14年卯6月 横長美　仮1冊 3509

（寅4月） 横切継紙　1通 3180

横長美　仮1冊 3498

明和8年12月12日 横長美　1冊 592

安永2年12月8日 横長美　1冊 593

安永3年12月14日 横長美　1冊 594

安永3年12月14日 横長美　1冊 595

安永5年12月12日 横長美　1冊 596

安永6年12月 横長美　1冊 597

安永9年12月12日 横長美　1冊 598

天明6年6月ll日 横長美　1冊 696

天明7年6月2日 横長美　1冊 697

天明元年ll月 横長美　1冊 779

天明元年11月日 横長美　1冊 780

天明3年11月17日6 横長美　1冊 781

天明4年ll月29日 横長美　1冊 782
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深沢村／貢租・諸懸／夫人足・伝馬御用

御廻米割帳両組役人 天明7年12月朔日 横半半折 1

片貝正米次仕訳帳　五郎八組・九左衛門組 天保9年11月 横長美 1冊

米之通　　［正米／枝1・2綴紙縫結］　片見越前屋店→五郎 天保9年H月日 横美半折 1
八様組幾七殿

次米之通　　［枝1・2綴紙縫結］　片貝池田屋店ゆ深沢五郎 天保9年11月吉日 横美半折 1
八組御村役人衆中様

次米仮目録　（片員村）伊丹屋店→（深沢村）役人衆中様 天保9年ll月 横長半 1冊

正米次仕訳帳　五郎八組 万延元年11月 横長美 1冊

酉年正米割　五郎八組 文久元年10月 横長美 1冊

米之通　池田屋（片貝大塚店）→五郎八組御役人衆中 明治元年10月 横美半折

米御通　片貝相模屋店→五郎八組御役人衆中様 明治元年ll月吉祥日 横美半折

（諸入用覚　廻米等）［新潟下し米二付大嶋村忠左衛門宿
　泊人足・箱館御廻米上乗割・三組物入用割・納米一件入

横長美 仮

用など／暮割物帳出し割ル］

（相模屋出し・池田屋出し・五郎八組正米伊丹屋出し 横長美 仮

覚）

夫人足・伝馬御用

1冊

1冊

1冊

　1冊

　1冊

仮1冊

仮1冊

671

777

1479－1

1479－2

1662

778

1211

1780

1781

1503

3492

○宛人与荷米井人足歩相割帳

辰与荷米割帳　九左衛門与 寛延元年4月 横長美 1冊

寅宛人与荷米井人足歩相割帳 五郎八組・九左衛門組 天明2年5月24日 横長美 1欄

卯之宛人与荷米井人足歩相割帳 五郎八組・九左衛門組 天明3年5月14日 横長美 珊

辰之宛人与荷米井人足歩相割帳 五郎八組・九左衛門組 天明4年5月11日 横長美 1欄

午ノ宛人与荷井人足歩相割帳 五郎八組・九左衛門組 天明4年5月11日 横長美 珊

巳宛人与荷井人足歩相割帳 五郎八・九左衛門組 天明5年6月9日 横長美 1欄

未宛人与荷米井人足歩合割帳 九左衛門組 天明7年5月朔日 横長美 珊

未宛人与荷米井人足歩合割帳 五郎八組 天明7年5月朔日 横長美 1f

申宛人与荷米人足歩相割帳 五郎八組 天明8年5月朔日 横長美 厭

申充人与荷人足歩相割帳 九左衛門組 天明8年5月10日 横長美 1冊

充人共与荷人足歩相共二割帳 九左衛門組 寛政4年6月6日 横長美 1研

充人共与荷人足歩相共二割帳 五郎八組 寛政4年6月6日 横長美 1｛

充人与荷人足歩相共二割帳 五郎八組 寛政5年5月23日 横長美 1撮

寅年充人与荷人足歩相相割帳 五郎八組 寛政6年5月27日 横長美 11

充人与荷井人足歩合割帳 五郎八組 寛政7年5月28日 横長美 1田

充人与荷井人足歩相割帳 九左衛門組 寛政8年5月 横長美 1棚

充人与荷井人足歩相割帳 五郎八組 寛政8年5月 横長美 1禰

充人共与荷人足歩合割帳 九左衛門組 寛政12年5月7日 横長美 1棚

充人共与荷井人足歩合割帳 五郎八組 寛政12年5月8日 横長美 1相

冊
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冊
冊
冊
冊
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深沢村／貢租・諸懸／夫人足・伝馬御用

充人与荷井人足歩合割帳　五郎八組 享和元年5月22日 横長美　1冊 649

充人与荷米井人足歩相割帳　五郎八組 文化4年5月22日 横長美　1冊 65肇

充人共与荷米井人足歩相割帳　九左衛門組 文化4年5月23日 横長美　1冊 650

人足歩相割御充人与荷割帳　五郎八組・九左衛門組 文政12年6月 横長美　1冊 652

人足寄相御宛人与荷割帳　九左衛門組組頭戸右衛門外
　（連判）

文政13年6月8日 横長美　1冊 85

（御宛金割）（条右衛門期）
横長半　仮1冊 1549

○跡作米割帳

午之年跡作米割帳　九左衛門組 享保11年6月 横長美　1冊 653

酉跡作米割帳　五郎八組 寛保元年6月 横長美　1冊 654

卯跡作米割帳　五郎八組［増人相頼二付、村上織右衛門様
　等宛人配当の組内割］

延享4年5月 横長美　1冊 655

卯跡作米割帳　九左衛門組腕人不足二付増給］ 延享4年5月 横長美　1冊 656

跡作米割帳　九左衛門組 寛延4年5月 横長美　1冊 657

跡作米割帳五郎八組 寛延4年5月 横長美　1冊 658

跡作米割帳　五郎八組［与荷米割、増与荷米］ 寛延4年5月 横長美　1冊 659

O通行伝馬

高田様三国通御通行之由申来上除村御昼之図宿扱入用
　帳　五郎八組役人［三組長へ出ス分有之］

文政2年6月 横長美　1冊 980

繋灘嚇灘盤灘讐 文政3年7月 竪継紙1包（2通） 2589

有栖川宮御内佐賀刑部様御通行一巻　　［御尋二付有体
　御達上／御蔵差出拍／紙縫留文書一通：片貝村間屋急用

文政11年6月24日 横長美　1冊 958

状（黄紙・青紙）］　深沢村→割元所

脚代官所御出役諸入用帳　深沢村 文政ll年7月28日 横長美　1冊 1532

卸代官所御出役諸入用帳　　［布施孫三郎様御通行二付／
　上ル控］　深沢村→割元所

文政11年7月28日 横長美　1冊 1862

卸出役御賄入用帳　深沢村［御蔵え出ス控ひ／公儀役人
　様通行二付御宿三郎兵衛／綴結文書一通］　深沢村役人
→割元所

文政12年12月 横長美　1冊 956

御代官所御出役入用指出し）　深沢村［御救可被下
候／脇野町御代官助郷人足村請］　深沢村→割元所

文政12年12月 横長美　仮1冊 957

⊃夫人足

ヂ人足通写し　五郎八組［綴結文書一通］ 嘉永5年2月 横長美　1冊 1213

宛人蒸蔵博爽致候二付代り者之与荷米取計方頼状）
［宛書．要用］　川嶋織右衛門→西組→深沢村役人中

6月21日 糊封・横切継紙
1封（1通）

3337

夫銀代付覚）［綴紙繕結枝1・2］
横長美　仮1冊 1507－1

大豆抗取両替覚）［綴紙縫緒枝1・2コ （条右衛門期） 横長美　仮1冊 1507－2

一104一



深沢村／嶋地／願書

切継紙　1通 3290

切継紙　1通 333葉

切継紙　1通 3410

切継紙　1通 3411

横長美　1枚 3535

横長美　仮1冊
　　！

3570

横長美　1冊 3710

（陣屋差立江戸表へ差越候人足覚）

（人足賃覚）［鼠損ひどく不開〕

（用状　武山政之丞様外5名与荷米割付状）［紙面に青線
　あり］

（用状　人足賃五郎八組・九左衛門組分割付）［紙面に
　青線あり］

（人足賃銭書上）［断簡］

（人足賃銭書上）［断簡］

（人足役高割覚）、

嶋地

書願

窪暦10年辰8月 竪継紙　1通 2053－1

寛政12年10月8日写ス 横長美　仮1冊 1864

文化2年正月10日 横長半　1冊 886

文化12年亥2月 包紙・竪継紙　1 2060
包（1通）

文政3辰年4月 竪継紙　1通 2008

（万延元年）申4月 横半半折　仮1冊 871

安政期 包紙・横切継紙等 3149
1括

□月22日 横切継紙2通 3114

横半半折　仮1冊 870

竪継紙・横切紙 3壌46
1括

安永元年12月17日 竪紙　1通 2279

○貢租・諸懸

乍恐口上書を以奉願上候（境嶋当年不残切起二付地方≦

欝鷺蝶讐藩塑懲繍発篠鷲難難
　衛・組頭甚右衛門次左衛門元助溝兵衛・横目嘉右衛門清
　左衛門（連印）→御代官所

覚（三嶋年季皆無書上、御免下・諸役御免願）　深沢3
村五郎八組（印）／深沢村九左衛門組（印）

嶋地諸役御免高井免米取米取立長　両組三郎兵衛役人共〕
　［願書付ル入用二付仕出シ候］

乍駕縛㍊襯悔黙雛輔篭欝魏騰〕
　延引二付　2月17日二御蔵6引取申候分］　割元格三郎兵

衛・組頭兵助次左衛門・横目吉左衛門（連印）→御代官
所

兵助新田内熟一札之事（兵助新田と古田嶋境相狂二付⊃
名持新田を割地二相成候儀難ケ敷）〔朱書：兵助一
巻／端裏書：御元〆様吉田七郎左衛門様・桜井嘉左衛門
様御理解二付内熟仕候一札控／虫損甚大］　兵助外数名

（下川原前嶋本高嘉永三戌年御免帳より安政二年まで（
御免帳写、御免改願）　五郎八組

（嶋地・年貢割付・山関係、願書等一括）［水引で包紙葦
　を一括／虫損多く数量一括］

（麺沢何右衛門様・高頭仲右衛門様・深沢庄屋中宛割i〔
兀用状）［此状深沢嶋地御改二付大急用／一通断片宿紙］i

（境嶋・向川原・五反嶋・兵助起・小右衛門起・古田i
近藤ふんこ・下川原嶋・さ・ら嶋・掻散嶋、高反別1
皆無願書）　五郎八組

（境嶋・向川原・五反嶋等嶋地皆無高覚書等）［覚書等1
　を巻込み／断片多く数量一括］

○普請

乍恐口上書を以奉願候御事（飯塚用水出入入用取立二蒙
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深沢村鵡地礒纏

　付、下書）［2271～2295は紙繕括］
　門・甚右衛門他6人→御代官所

覚（九左衛門支配次郎丸水道御仕替願）［端裏書
　衛門組次郎丸水道願　御蔵へ上ケ候控／2053－1～8紙繕
　括／虫損ひどく不開コ

乍恐書付を以奉願候御事（向川原用水路江筋明ケ用水
　引入のため新江堀人足願）［2053－1～8紙繕括］
　五左衛門・庄屋代与三次・組頭甚右衛門次左衛門忠右衛
　門清兵衛・横目清左衛門吉右衛門→御代官所

生衛門・次左衛

［端裏書：九左 安永5申年9月 竪継紙　1通 2053－5

2053－1～8紙繕

江筋明ケ用水 安永6年酉4月 竪継紙　1通 2053－3

氏繕括］　庄屋
欠左衛門忠右衛
所

土地

○嶋地町反別

嶋地歩数仕出し　五郎八組役人［嶋々地割反別含む］ 万延元年4月 横長美　2冊 1481

境嶋（皆無町反改指出）　九左衛門組［枝1・2紙繕結］ 未8月 横半半　仮1冊 693－1

境嶋（皆無町反改指出）　五郎八組［枝1・2紙繕結］ 未8月 横半半　仮1冊 693－2

（嶋地番付書） 横切紙　1通 3237

（嶋々軒前所持ノ分不残書出覚）揃後欠］ 横長美　1冊 3588

○地割

（河内地割方覚　本途古新田分松右衛門） 戌12月 横長美　仮1冊 1501

（地割軒割覚） 横長美　仮1冊 1502

（畑割替覚　一番割より七番割） 横長美　仮1冊 1525

（古田嶋・かきちらし嶋・さ・ら嶋・境嶋之の高覚・
地割人数）

横切継紙　1通 3265－2

（境嶋地割反別覚）［宿紙］ 横切継紙　1通 3459

（境嶋・向川原・さ・ら嶋・掻敵・下川原・芝野地割
反別覚）［宿紙］

横切継紙　1通 3460

（境嶋地割）
横長美　仮1冊 3508

（地割軒割覚） 横長美　仮1冊 3510

（境嶋・三嶋・向川原地割高反別書） 横長美　仮1冊 3519

（近藤嶋新田嶋地割）［前欠コ 横長美　1枚 3576

貢租

○高目録・高寄帳

（三嶋郡上屋庄稲出郷北方郷共有
　［上屋は紙屋、北方は渋海川左岸深沢村含む／本途777石
　余／枝2に密着］

古損地高反別取調へ長　両組　　［包書＝
　改　古ル損地取調へ　五郎八組／包を紙帯括］

川原惣本高寄帳　五郎八組

（鷲蕎蹟鷺写鳩魏灘覧善確翻穐魔齪
　出し端書］

新田高目録〉 （享保期頃か） 横長美　1枚 1485－1

む／本途777石

護政五丑年五月 寛政5丑年5月 包紙・横切継紙 3177
刮 1包（1通）

寛政7年12月 横長美　1冊 1

鯉、鶴齪 文化9年～12年 横切継紙　10通 3155
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深沢村／嶋地／貢租

（向川原芝野高目録）［午6月11日見せ候ひかへ］

（向川原芝野高目録）　深沢村五郎八組・九左衛門組・
　（印）

境嶋高目録（高反別書上）　五郎八組・九左衛門［上ル
　ひかへ／紙帯付］組深沢村五郎八組・九左衛門組→御
　代官所

境嶋高反別　五郎八組・九左衛門組　深沢村五郎八組・九
　左衛門組（印）→御代官所

境嶋高反別　五郎八組・九左衛門組

（嶋地　高反別．・諸割物仕出し）

○損地・毛付

（享保十四酉年さ・ら嶋畑新田・同所畑直シ新田出目
　等）

御損地内入用割帳　九左衛門組・五郎八組

損地入用銀拾立帳　立合五ケ村

宝永元申之長免より川欠仕出シ　五郎八組

近藤ふんこ古田嶋下シ米取立指引長　五郎八組

川原田新田用水江下日損高皆無当一ケ年皆無割帳（割
　元改）　九左衛門組

嶋地田新田用水江下本途高皆無当一ケ年皆無割帳　五
　郎八組［割元改］

川原諸役御免高之内二而用水江下引キ全諸役御免高同
　断免下ケ米仕出シ長　五郎八組

川原諸役御免高之内二而用水江下二引キ全ク諸役御免
　高御免下ケ米仕出シ長　九左衛門組

川原田新田入用銭御救ひ金割取り帳　九左衛門組［樋
　水戸堰所共入用被下置難有］　三郎兵衛・忠右衛門・吉
　右衛門・兵助・次左衛門

山高・漆高・草浦新田嶋地高・本途起返り・此四口本
　高割帳　九左衛門組［8年割直シ別帳剤

本途高古新田本高江去ル子年免上ケ三分九リン古ル免
　二上ケ米割直シ帳　九左衛門組

本途古新田高当酉年平シ免二仕立候二付　損ンとく米
　書出シ　五郎八組役人

享和三亥御免相帳写　寛政十二申年改よりさ・らしま
　掻散しまハ享和二戌年迄三ケ年季則享和三亥年明二
　付此御免長写ス　深沢村五郎八組

本途古新田川欠高仕出シ長　九左衛門組

天明八申年免長δ嶋地高口々上納米寛政三亥年迄嶋地
　二而納米仕出シ帳　三郎兵衛五郎八九左衛門組［寛
　政三亥年迄嶋地本商仕出シ1

本途川欠年季皆無立帰御免高　五郎八組

午6月 横長美　仮1冊 3249－2

午8月 横長美　仮1冊 3249－1

酉10月26日 横長美　仮1冊 677

酉10月 横長美　仮1冊 678

酉10月 横長美　仮1冊 679

横長美　1綴（仮9 1500
冊）

享保14年 横長美　仮！冊 1485－2

天明2年 横長美　1冊 1347

天明4年12月11日12日 横長美　1冊 1348
ばん迄

天明5年3月日 横長美　1冊 674

寛政4年12月7日 横長美　1冊 889

寛政5年11月8日 横長美　1冊 682

寛政5年11月8日 横長美　1冊 884

寛政5年11月11日より 横長美　1冊 724

寛政5年11月20日 横長美　1冊 723

寛政5年12月26日 横長美　1冊 1333

寛政7年11月 横長美　1冊 663

寛政8年11月15日 横長美　1冊 737

享和元年11月29日 横長美　1冊 1478

享和3年 美　1冊 12

文化元年ll月9日ヨリ 横長美　1冊 9
文化2年8月14日6 横長半　1冊 885

（文化3年）寅10月29日 横長美　1冊 11
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辰ノ古損地畑成り高指出シ　五郎八組［御蔵へ出スひか 文化5年正月 横長美　仮1冊2枚 675
い／紙帯付］　割元格三郎兵衛・組頭兵助次左衛門・横
目吉右衛門→御代官所

孤五六・おみ田・屋敷田・四〆地・深田本川欠年季皆 文政3年11月 横長美　1冊 10
無立帰仕出帳　五郎八組

寛政十二申6文化十二亥年迄川欠皆無立帰り御免高仕
　出帳　五郎八九左衛門組役人［川欠跡立帰り地割高仕出

弘化2年6月2日 横長美　1冊 731

也］

當亥之御改勘定帳（三嶋・下川原嶋分）　五郎八組
　　　　　　　　　　　　　　　　亀

嘉永4年 横長美　1冊 101

字三嶋名持芝野名持川欠免米割帳　五郎八組 嘉永6年・7年両年分ll
月

横長美　1冊 683

（嶋地皆無高、嶋地位付）（九左衛門組）荘左衛門 安政2年4月14日調 横半半　仮1冊 695

本途古新田山壬添高・草浦新田高・寺畑新田反高場井
　二川欠帳持局帳共　免相納帳　九左衛門組

安政2年 横長美　1冊 13

川欠立帰候二付取調心覚留書　　［市左衛門水入・山助作 安政6年10月 横半半　1冊 謹468
等］

嶋々見取米取立帳　五郎八組之分 万延元年11月 横長美　1冊 879

（慶応二寅年九月十三日6嶋々見取場所改帳） 慶応2年9月 横長美　仮1冊 1506

嶋々見取米帳　五郎八組 慶応2年12月 横長美　！冊 880

嶋々見取米割帳　五郎八組 慶応2年12月 横長美　1冊 881

（三組嶋地損地願）［口方へ遣スひかへ］　深沢村割元・ 丑8月9日 横長美　仮1冊 3516
庄屋・与頭格二人・与頭二人・よこ目二人→御代官所

さかへ嶋図帳 午5月2日 横長美　1冊 1124

（川欠高指出　雛形）［紙帯付］ 酉10月 横長美　仮1冊 680

（申年川原諸役御免高）（五郎八組） 12月12日 横長美　仮1冊 888－1

（申年継きちらし嶋本高さ・らしま本高共二川除割方
　入用局仕出し）（五郎八組）

（12月12日） 横長美　仮1冊 888－2

（嶋地皆無高） 横半半　仮王冊 694

（下川原嶋ひろい帳） 横長美　仮1冊 1492

（御免高　三嶋分）［軒割取立］ 横切継紙　1通 3276

（嶋地本途高・御免覚）［宿紙］ 横切継紙　！通 3458

（嶋地御免許高・皆無起返し高覚）［宿紙］ 構切継紙！通 3461

（嶋地御免許高・皆無起返し高覚　雛形・下書）［宿紙 横切継紙・折紙 3462－2
1通コ 3通

（嶋地皆無高）
横半半仮1冊 3500

覚（嶋地軒前指引覚） 横長美　仮1冊 3512

境嶋ひろへ 横長美　仮1冊 3521

○嶋地年明皆無小帳

島地年明二付諸役免許免下ケ米井皆無小帳割方　五郎 文化2年ll月8日δ16日 横長美　1冊 835
八組 迄
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嶋地年明二付諸役免許免下ケ米井皆無小帳割方
　衛門組

嶋地年明二付諸役免許免下ケ米井皆無小帳
　組

嶋地年明諸役免許免下ケ米皆無小帳　五郎八組

嶋地年明諸役免許免下ケ米皆無小帳　五郎八組

嶋地年明諸役免許免下ケ米皆無小帳　九左衛門組

嶋地年明諸役免許免下ケ米皆無小帳　五郎八組

嶋地年明諸役免許免下ケ米皆無小帳　九左衛門組

嶋地年明諸役免許免下ケ米皆無小帳　五郎八組

嶋地年明諸役免許免下ケ米皆無小帳　九左衛門組

嶋地年明皆無小帳勘定仕立　五郎八組［ッキ合算入相
　済］

嶋地年明年季皆無諸役免許小帳　九左衛門組

嶋地年明年季皆無諸役免許小帳之通勘定帳
　組［嘉永四亥年川欠二付御改三嶋勘定相張札二有之／裏
　表紙：小帳下帳本帳ハ荘右衛門方へ遣ス］

惣嶋地元高本途川欠年季皆無年季諸役免許改勘定帳
　九左衛門組

本途損地起返井二古新田新田高共惣嶋地元高年明御改
　小帳　九左衛門組

本途損地起返り井二古新田新田高共惣嶋地元高年明御
　改小帳　九左衛門組［三郎左衛門手控ひ］

嶋地年明諸役掛高諸役御免許高年季皆無高御改小帳
　五郎八組［此帳不用コ

（本途損地起返り井二古新田新田高共惣嶋地元高年明
　御改小帳）　九左衛門組［小帳を以勘定仕候処田地所持
　不相成、御免下ケ願］　深沢村九左衛門組（印）→御代
　官所

（本途損地起返り井二古新照新田高共惣嶋地元高年明
　御改小帳）　五郎八組［小帳を以勘定仕候処田地所持不
　相成、御免下ケ願］　深沢村五郎八組（印）一・御代官所

嶋地年明皆無小帳勘定帳　九左衛門組

○年明本高割帳

本途損地起返り井新田高共二嶋地年明本高割帳
　衛門組

本途損地起返り井新田高共二嶋地年明二付本高割帳
　五郎八組

本途損地起返り井新田高共二嶋地年明本高割帳
　衛門組

本途損地起返り井新田高共二嶋地年明本高割帳
　衛門組

本途損地起返高井新田高共二惣嶋地年明本高割帳
　郎八組

割方　九左 文化2年ll月8日615日 横長美　1冊 836
迄

史　九左衛門 文化12年ll月6日6 横長美　1冊 837

k組 文化12年11月8日6 横長美　1冊 838

㌧組 文化12年11月8日δ 横長美　1冊 839

漸門組 文政8年11月 横長美　1冊 840

㌧組 文政8年ll月 横長美　1冊 84摩

漸門組 文政13年10月 横長美　1冊 842

k組’ 文政13年10月 横長美　1冊 843

菊門組 天保6年10月 横長美　1冊 844

キ合算入相 弘化2年10月14日ヨリ 横長美　1冊 847

且 弘化2年10月 横長美　1冊 845

更　九左衛門 嘉永3年9月 横長美　1冊 85誰

し二有之／裏

午改勘定帳 安政2年11月 横長美　1冊 850

高年明御改 万延元年10月 横長美　1冊 862

元高年明御 万延元年10月 横長美　1冊 863

高御改小帳 万延元年 横長美　1冊 846

地元高年明 午年9月 横長美　仮1冊 864
癸処田地所持
（印）→御代

地元高年明 午年9月 横長美　仮1冊 865
匹田地所持不
・御代官所

横長美　1冊 848

割帳　九左 文化12年10月5日 横長美　1冊 852

寸本高割帳 文化12年10月10日 横長美　1冊 853

割帳　九左 文政3年11月5日 横長美　1冊 854

割帳　九左 文政8年ll月5日 横長美　1冊 855

葛割帳　五 文政8年11月 横長美　1冊 856
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深沢村／嶋地備蔓入用

本途損地起返高井新田高共二惣嶋地年明本高割帳 九 文政13年10月 横長美 1冊

左衛門組

本途損地起返高井新田高共二惣嶋地年明本高割帳 五 文政13年10月 横長美 1冊

郎八組

本途損地起返り高井新田高共二惣嶋地年明本高割帖 天保6年10月 横長美 1冊

九左衛門組［綴挟込文書1通：申隼仕出反別境嶋分］

本途損地起返高井新田高共惣嶋地年明本高割帖 五郎 弘化2年10月 横長美 1冊

八組

本途損地起返高井新田高共惣嶋地年明本高割帖 九左 嘉永3年10月 横長美 1冊

衛門組［裏表紙：本高帳下帳本帳ハ荘右衛門方へ遣ス］

普請

さ・ら嶋岸鐙御入用図帳　　［西組筋嶋御普請御入用図り］ 寛政12年10月8日写ス 横長美　i冊 1863
千手町久左衛門・坂之下弥七→御吟味所

境嶋堰普請帳　五郎八組 万延元年11月 横長美　1冊 1128

さ・ら嶋堰普請帳　五郎八組［下川原嶋普請末二有之］ 万延元年ll月 横長半　1冊 1132

嶋々堰普入用銀割帳　五郎八組 万延元年12月 横長美　1冊 302

境嶋堰普請帳　五郎八組 文久元年12月 横長美　1冊 1127

境嶋三嶋6上河原普請入用帳　五郎八組［枝L3一冊仕 慶応2年12月 横長美　合1冊 1143－1
立］

（嶋地・堰　普請入用割）［さ・ら堰・三嶋・掻散嶋等］ 横長美　仮1冊 1515

（堤之築立仕方図・堤箇所示し川図） 竪紙　1枚 3162

出入入用

○飯塚堰用水出入

飯塚堰用水出入入用割帳　五郎八組・九左衛門組

飯塚出入入用金請取帳　深沢組村九左衛門組・五郎八組

飯塚出入済シ残り利足仕出シ長　五郎八・九左衛門組

飯塚出入金元利受取長　両組［紙帯括］

（未ノ年書出し飯塚入用元金済者）（五郎八組・九左衛門
　組）

飯塚出入金利足帳　五郎八・九左衛門組

飯塚深沢両出入金利足取立帳　九左衛門紐［綴紙縫結仮
　一冊：飯塚出入利足割］

両出入金請取　九左衛門与

飯塚出入金利足取立帳　五郎八組・九左衛門組

（酉とし飯塚出入金壱割弐分之所壱割五分二取侯二付
　指引二〆書出シ）（五郎八組・九左衛門組）

酉年深沢出入利足滞候者書出シ　五郎八与［戌とし利足
　共二仕出シ候］

飯塚深沢出入金本済シ　五郎八与

安永3年11月25日割ル

安永3年12月18日

安永4年12月9日

安永4年閏12月15日6

未（安永4年）

安永5年12月

安永6年12月24日

安永6年12月26日

安永6年極月

酉（安永6年）

安永7年12月23日晩

安永7年12月25日

横長美

横長美

横長美

横長美

横長美

横長美

横長美
冊

横長半

横長美

横長美

　
　
　
　
冊

珊
珊
珊
珊
伍a

1冊

1冊・仮1

1冊

1冊

仮1冊

横長美　1冊

横長美　1冊

1358

1375

葉377

1379

1376

0
3

Q
り
一
／3
3

』
－
　
」
－

1366

1372

1378

1382

1381
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深沢村／嶋地／絵図

飯塚出入入用銀済シ残本金帳 五郎八組・九左衛門組 安永9年正月20日改ル 横長美 1冊 1374

飯塚出入金江被下米割帳 五郎八組・九左衛門組 天明2年12月12日 横長美 1冊 735

村出入井飯塚出入利足取立帳 五郎八組 天明2年12月23日 横長美 1冊 137歪

出入金万共二金請取帳 五郎八組 天明2年12月25日より 横長美 1冊 1368

村出入金井飯塚金共二元利取立帳 五郎八組 天明3年12月24日 横長美 1冊 1369

両出入万銀金子請取帳 五郎八組 天明3年12月26日取立 横長美 1冊 1370

両出入万銀金子請取帳 五郎八組 天明4年12月18日 横長半 1冊 1367

村新田一件二付諸入用帳 五郎八組［半七村新田一件二 文久元年12月 横長美 1冊 1475
付相談諸入用］

絵図

（さ・嶋前嶋附出損地立帰高請　絵図控）［1816と対］ （明和8年3月改） 1853×1580　1枚 1815

さ・ら嶋前嶋附出損地立帰高請（絵図控）［1815と対］ 明和8年3月改 1060×2586　1枚 1816
坂田佐右衛門・九里何右衛門・吉田珍蔵・木村民蔵・丸
田数太郎・高橋小三太・伊丹勇蔵

（深沢村さ・ら嶋付近、天明2年富岡村地境控杭紛失二 （天明2寅年） 810×780　1枚 3145
付地境取究打直絵図）［天明2年改高請地］

（さ・ら嶋・かきちらし嶋田畑　絵図控）［上ル控］ 天保6年8月4日改 549×11601枚 で817

（川欠残元地立帰り竿入改図）［條右衛門・伝之助竿入］ 元治元年10月10日 749×567　1枚 1820

（次郎丸反別分間麓絵図） （明治期） 横美半折　仮1冊 3524

深沢村下川原嶋笹良嶋掻敵嶋絵図 1051×7401枚 1810

（茂八郎田・孫平次新田百姓割地絵図）［きつね宮・… 770×557　1枚 1811
王神宮付近］

（深沢村高請場所さ・ら嶋、次郎丸、分聞歩詰下図） 915×538　1枚 1812

（小右衛門新田・親沢村地・沢新田地・古田近藤ふん 1－734×523，2一 1819
こ嶋・五反嶋　絵図）［3枚一致せず］ 266×371，3－375×

2661枚

（さ・ら嶋・かきちらし嶋、深沢村・向三ケ村地所境 工一395×280，2一唯823
堀入絵図） 395×2802枚

（深沢村佐々良嶋高請之場所分問下図）［（高合覚）1通 横切紙、1－657× 1826
付］ 933，2－430×393　2

枚・1通

（川・嶋地下図） 382×2461枚 1827

（包紙断片「田地売渡証文」、古田嶋辺り地図断片） 2枚 3403
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深沢村／戸口／宗門改帳

口戸

宗門改帳

紙書：付タリ御蔵番家内 安永7戌年3月20日 横長美　1冊 3170－1

郎八組肝煎五左衛門・組
テ門

門組［前欠・綴部鼠損欠1 （安永7）戌年3月 横長美　1冊 3170－2

同村繊多　割元善左衛 天明3隼正月 横長美　1冊 890
頭次左衛門兵助・横目吉

深沢村九左衛門組［浄 天明7年正月10日 横長美　1冊 891
村九左衛門組肝煎三郎兵

深沢村五郎八組［一 寛政3年正月 横長美　1冊 926
格三郎兵衛・組頭兵助次
郎左衛門様・萩原伊右衛

深沢村九左衛門組［一 文化2年正月10日 横長美　i冊 892
煎三郎兵衛・組頭籐右衛

深沢村五郎八組［一冊仕 文化2年正月10日 横長美鰯 893
深沢村五郎八組割元格

泪吉右衛門

深沢村五郎八組［一冊仕 文化3年正月IO日 横長美　1冊 895
郎兵衛・組頭兵助次左衛
畠島次左衛門様・九里五

帳　深沢村五郎八組［一 文化4年正月10日 横長美　1冊 897
各三郎兵衛・組頭兵助次

深沢村九左衛門組［一 文化3年正月10日 横長美　1冊 894
煎三郎兵衛・組頭籐右衛

深沢村九左衛門組［一 文化4年正月10日 横長美　1冊 896
煎三郎兵衛・組頭籐右衛

深沢村五郎八組［一冊仕 文化5年正月10日2月19 横長美　1冊 899
翼兵衛・組頭兵助次左衛 日

弓様・深沢三郎兵衛様・

深沢村九左衛門組［一 文化5年正月12日2月19 横長美　1冊 898
煎三郎兵衛・組頭籐右衛 日

兵衛様・九里五郎左衛門

欝瑠羅訪濃 文化6年正月10日 横長美　1冊 901

菊様・鬼頭六左衛門様・

深沢村九左衛門組［一 文化6年正月12日 横長美　1冊 900
兼四郎兵衛・組頭籐右衛
蔚門様・九里五郎左衛門

禅宗御改帳　深沢村五郎八組［表1
　在中／綴部鼠損欠］　深沢村五哀
　頭次左衛門甚左衛門・横目吉右衛

（真言宗御改帳）　深沢村九左衛F
　肝煎□蔵

浄土真宗御改帳　深沢村御蔵番
　門／深沢村割元格三郎兵衛・組豆
　右衛門

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳
　土真宗・禅宗一冊仕立］　深沢ネ
　衛・肝煎格組頭忠右衛門

（浄土真宗御改帳／禅宗御改帳）
　冊仕立］　深沢村五郎八組割元フ
　左衛門・横目吉右衛門→奥山七』
　門様・田中［コ右衛門様

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳
　冊仕立］　深沢村九左衛門組肝1
　門

浄ニヒ真宗御改帳／禅宗御改帳　1
　立、禅宗分では割元三郎兵衛］
　三郎兵衛・組頭兵助次左衛門・横

浄土真宗御改帳／禅宗御改帳　1
　立コ　深沢村五郎八組割元格三貞
　門・横目吉右衛門→安田杢様・宇i
　郎左衛門様

浄（土真宗御改帳）／禅宗御改
　冊仕立］　深沢村五郎八組割元7
　左衛門・横目吉右衛門

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳
　冊仕立］　深沢村九左衛門組肝〕
　門ゆ御完所

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳
　冊仕立］　深沢村九左衛門組肝煎
　門

浄土真宗御改帳／禅宗御改帳　1
　立コ　深沢村五郎八組割元格三良
　門・横目吉右衛門ゆ鬼頭六左衛ド
　九里五郎左衛門様

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳
　冊仕立］　深沢村九左衛門組肝煎
　門→鬼頭六左衛門様・深沢三郎兵
　様

浄土真宗御改帳／禅宗御改帳
　立］　深沢村五郎八組割元格四
　門・横目吉右衛門→深沢三郎兵
　九里五郎左衛門様

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳
　冊仕立］　深沢村九左衛門組肝煎
　門→深沢三郎兵衛様・鬼頭六左衛
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深沢村／戸口／宗門改帳

様／→御完所

浄土真宗御改帳／禅宗御改帳　深沢村五郎八組［一冊仕
　立］　深沢村五郎八組割元格四郎兵衛・組頭兵助次左衛
　門・横目吉右衛門

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳　深沢村九左衛門組［一
　冊仕立］　深沢村九左衛門組肝煎三郎兵衛・組頭籐右衛
　門

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳　深沢村九左衛門組［一
　冊仕立］　深沢村九左衛門組肝煎三郎兵衛・組頭籐右衛
　門

浄土真宗御改帳／禅宗御改帳　深沢村五郎八組［一冊仕
　立］　深沢村五郎八組割元格三郎兵衛・組頭兵助次左衛
　門・横目吉右衛門

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳　深沢村九左衛門組［…
　冊仕立］　深沢村九左衛門組肝煎三郎兵衛・組頭籐右衛
　門

浄土真宗御改帳／禅宗御改帳　深沢村五郎八組［一冊仕
　立］　深沢村五郎八組割元格三郎兵衛・組頭兵助次左衛
　門・横目吉右衛門ゆ御宛所

浄土真宗御改帳　深沢村御蔵番・稜多　割元条左衛門儀左、
　衛門万左衛門正右衛門／深沢村五郎八組割元格三郎兵
　衛・組頭次左衛門兵助・横目吉右衛門

文化7年正月10日

文化7年正月14日

文化8年正月10日5月19
日寺判

文化8年正月10日5月19
日寺判

文化9年正月17日

文化9年正月17日

…文化9年正月17日

浄土真宗御改帳／禅宗御改帳　深沢村五郎八組［一冊仕
　立］　深沢村五郎八組割元格三郎兵衛・組頭兵助次左衛・
　門・横目吉右衛門→御宛所

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳　深沢村九左衛門組［一1
　冊仕立］　深沢村九左衛門組肝煎三郎兵衛・組頭籐右衛
　門→御宛所

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳　深沢村九左衛門組［詞
　冊仕立］　深沢村九左衛門組肝煎三郎兵衛・組頭籐右衛
　門→御宛所

浄土真宗御改帳／禅宗御改帳　深沢村五郎八組［一冊掛
　立］　深沢村五郎八組割元格三郎兵衛・組頭兵助次左衛i
　門・横目吉右衛門峠御宛所

浄土真宗御改帳　深沢村御蔵番・繊多　割元条左衛門・醜
　兵衛・万左衛門・正左衛門／深沢村五郎八組割元格三郎i
　兵衛・組頭次左衛門兵助・横目吉右衛門

浄土真宗御改帳　深沢村御蔵番・繊多　割元条左衛門・儀i
　兵衛・万左衛門・正左衛門／深沢村五郎八組割元格三郎F
　兵衛・組頭次左衛門兵助・横目吉右衛門　　　　　　　　1

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳
　冊仕立］　深沢村九左衛門組肝煎三郎兵衛・
　→御宛所

文化11年正月日

文化11年正月日

文化12年正月

文化12年正月

文化12年正月

文化12年正月

深沢村九左衛門組［……文化13年正月2月28日
　　　　組頭市太郎i寺判

浄土真宗御改帳／禅宗御改帳　深沢村五郎八組［一冊仕文化13年正月2月28日
　立］　深沢村五郎八組割元格三郎兵衛・組頭兵助次左衛i寺判
　門・横目吉右衛門→九里磯太夫様・羽多八郎兵衛様・神i
　戸仁右衛門様／→御宛所

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳　深沢村九左衛門組［繕文化15年正月
　冊仕立／六助分新長二而書抜覚一枚紙繕結］　深沢村九i
　左衛門組肝煎三郎兵衛・組頭市太郎→御宛所　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

浄笠懸鱗撫蒲鰹経羅審蝋撫藩i文化15年正月

日 横長美 1冊 903

日 横長美 1冊 902

日5月19 横長美 1冊 904

日5月19 横長美 1冊 905

日 横長美 1冊 906．

日 横長美 1冊 908

日 横長美 1冊 909

横長美 1冊 907

横長美 1冊 910

横長美 1冊 911

横長美 1冊 912

横長美 1冊 913

横長美 1冊 913

月28日 横長美 三冊 914

月28日 横長美 1冊 915

横長美 1冊 916

横長美 1冊 917
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深沢村／戸・瑚娚憎灘

門・横目七兵衛→御宛所

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳　深沢村九左衛門組［一
　冊仕立］　深沢村九左衛門組肝煎三郎兵衛・組頭市太郎
　→御宛所

浄土真宗御改帳／（禅宗御改帳）／真書宗御改帳　深
　沢村五郎八組［一冊仕立］　深沢村五郎八組割元格三郎
　兵衛・組頭兵助次左衛門・横目七兵衛→御宛所

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳　九左衛門組肝煎三郎右
　衛門［一冊仕立］　深沢村九左衛門組肝煎三郎兵衛・組
　頭市太郎→御宛所

浄土真宗御改帳／禅宗御改帳　深沢村五郎八組［一冊仕
　立］　深沢村五郎八組割元格三郎兵衛・組頭兵助次左衛
　門・横目七兵衛ゆ御宛所

浄土真宗御改帳／真言宗御改帳　深沢村九左衛門組［一
　冊仕立］　深沢村九左衛門組肝煎三郎右衛門・組頭戸右
　衛門→御宛所

浄土真宗御改帳／禅宗御改帳　深沢村五郎八組［一冊仕
　立、紙帯括］　深沢村五郎八組割元格三郎兵衛・組頭兵
　助次左衛門・横目七兵衛→御宛所

浄土真宗御改下帳／真言宗御改下帳　深沢村九左衛門
　組［一冊仕立］　深沢村九左衛門組肝煎三郎右衛門・組
　頭戸右衛門噛御宛所

浄土真宗御改帳／禅宗御改帳　深沢村五郎八組［一冊仕
　立／四郎右衛門女房寺証文一通綴紙繕結］　深沢村五郎
　八組割元格三郎兵衛・組頭兵助次左衛門・横目次郎右衛
　門→御宛所

文政9年正月 横長美　1冊 918

文政9年正月 横長美　1冊 919

文政10年正月 横長美　1冊 920

文政10年正月 横長美　1冊 921

文政ll年正月 横長美　1冊 922

文政ll年正月 横長美　1冊 923

文政王2年正月 横長美　1冊 924

文政12年正月 横長美　1冊 925

宗門人別増減帳

寅年宗門人別増減帳 両組（五郎八組・九左衛門組）［穣 文化15年正月9日 横長美 2冊 928
多・蔵番有之〕

戌年宗門増減帳 五郎八組・九左衛門組 文政9年正月9日 横長美 1冊 929

亥年宗門増減帳 五郎八・九左衛門組 文政10年正月9日 横長美 1冊 930

子之年宗門増減帳 五郎八・九左衛門組 文政11年正月9日 横長美 1冊 931

丑之年宗門増減帳 五郎八組・九左衛門組 文政12年正月9日 横長美 1冊 932

人別送り・縁組

○人別送り・縁組一点のもの・まとまりの小さいもの

宗漿雛裂饗翻絹籔欝瀬誉瀧糀難
　寺証文／2527～2537は紙繕括］　沢村真言宗金剛光寺
　（印）ゆ長岡寺町東一向宗妙宗寺殿

証文請状之事　　［端裏書：願誓寺女房　長福寺6願誓寺］
　高田領東方村東浄土真宗長福寺（印）→長岡御領深沢村
　庄屋又蔵殿

宗門御請状之事　　［端裏書：勝兵衛女房所証文／2527～
　2537は紙緩括］　高田御領黒川村利右衛門（印）庄や九
　郎左衛門（印）与頭五兵衛（印）→長岡御領深沢村庄や
　又兵衛殿

宗門御請状之事　　［端裏書：次右衛門女房所証文／2208～

弓延宝3年4月 竪紙　1通 2535

』

］
す

貞享2年2月3日 竪紙麺 2635

）
℃
つ

貞享3年正月20日 竪紙　1通 2528

v 貞享3年2月20日 竪紙　1通 2213
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深沢村／戸口／人別送り・縁組

2214

2436

3097

2806

2827

2977

2354

2950

2956

2820

2776

2654

2916

2916－2

2218

2908

2690

製衛姦頭又

女房所証文／ 貞享3年2月20日 竪紙 1通

片貝村庄屋八
屋又兵衛殿

］　高田領来 貞享3年2月20日 竪紙 1通

司領深沢村庄

嫁に付）［端 貞享3年2月29日 竪紙 1通

印〉→長谷領

証文］　高田 貞享3年2月2□日 竪紙 1通

→長岡領深沢

］　高田領東 元禄2年2月8日 竪紙 1通

隻右衛門（印）

助四郎女房コ 元禄2年2月10日 竪紙 1通

印）与頭久左

文／括り紐・ 元禄2年2月15日 竪紙 1通

印）与頭多右
（印）横目弥

房］　沢新田 元禄2年2月19日 竪紙 1通

与頭八兵衛
衛殿

］　宮関村肝 元禄2年2月20日 竪紙 1通

与頭清右衛門

高臨大積 元禄2年 竪紙 1通

沢村庄屋又兵

証文］　高田 元禄3年正月20日 竪紙 1通

殿

三衛門寺証文］ 元禄5年2月17日 竪紙 ．1通

領深沢村庄屋

高田領東方村 元禄6年正月23日 竪紙 1通

茂兵衛殿

請］　親沢村 元禄6年正月23日 竪紙 i通

須三五右衛門
兵衛殿

所証文有之／ 元禄6年正月25日 竪紙 1通

媛与頭兵右衛

九右衛門事］ 元禄8年9月20日 竪紙 1通

与頭五兵衛

　2232は1紙緩括］　高田領来迎寺村庄屋半左1
　右衛門・親三四郎（印）→長岡領深沢村庄屋

宗門請状之事　　［端裏書：新兵衛六右衛門事
　虫損大／2208～2232は1紙繕括］　高田御領、
　兵衛・与頭平兵衛（印）→長岡御領深沢村庄

宗門御請状之事　　［端裏書：三郎女房所証文
　迎寺村庄屋大助・与頭三右衛門（印）→長1
　屋又兵衛殿

御請状之事（高田領黒川村譜代利右衛門1
　裏書：寺証文コ　高田御領赤田村東福院（1
　深沢村庄や

宗門御請状之事　　［端裏書：利左衛門女房所
　領山屋村庄や又兵へ・与頭次右衛門（印）一
　村庄屋又兵衛様

所証文之事　　［端裏書：えた長蔵女房所証文］

　宮本村庄屋茂左衛門・与頭十左衛門・与頭茂
　→長岡領深沢村庄屋又兵衛殿

所請状之事　　［端裏書：助四郎女房所請状
　喜多村庄屋次右衛門（印）与頭浅右衛門（1
　衛門（印〉外3名ゆ深沢村庄屋又兵衛殿へ

所請証文之事　　［端裏書：彦左衛門女房所証
　包紙2338～2362］　才津村庄屋利右衛門（1
　衛門（印）与頭九右衛門（印）与頭作兵衛
　右衛門（印）→深沢村庄屋又兵衛殿

所請状之事　　［端裏書：所請状　間右衛門女，

　村庄屋治郎兵衛（印）与頭孫右衛門（印）
　（印）横目多右衛門（印）→深沢村庄屋茂兵擢

所請状之事　　［端裏書：弥右衛門女房所証文
　煎庄左衛門（印）与頭七郎左衛門（印）桑
　（印）横目五右衛門（印）→深沢村又兵衛殿

所請状之事　　［端裏書二三太夫女房所証文］

　村庄屋八左衛門・与頭忠右衛門（印）→深1
　衛殿

宗旨証文之事　［端裏書：えた助次郎女房寺
　領鳥越村浄運寺（印）→長岡領深沢村正林寺

寺証文之事　　［端裏書：えた清九郎むこ仁左
　御広分出雲崎浄土真宗浄巌寺（印）→長岡1
　又兵衛殿

寺請状之事　　［端裏書：市右衛門女房寺請　i

　東浄土真宗長福寺（印）→長岡領深沢村庄屋

所請証文之事　　［端裏書：市右衛門女房所言1

兄弥右衛門（印）庄屋溝右衛門（印）与頭
（印）横目三郎右衛門（印）→深沢村庄や茂兵

宗旨所請証文之事　　［端裏書：門兵衛女房所
　2208～2232は1紙緩括］　境村庄屋作右衛門・
　門・同太左衛門他3人（印）→深沢村又兵衛殿

竪紙1通

所請証文之事　　［端裏書：□□女房所証文　九右衛門事］i元禄8年9月20日
　庄屋八郎右衛門（印）与頭久右衛門（印）与頭五兵衛，
　（印）横目十兵衛（印）→深沢村庄屋九左衛門殿

宗旨寺証文之事　［端裏書：五郎八与五左衛門女房寺証文］「元禄9年正月20日

　高田領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡領深沢村庄1
　屋九左衛門殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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深沢村／戸［コ／人別送り・縁組

『門 元禄10年2月20日 竪紙 ！通 2948
■郎

申田 元禄10年2月21日 竪紙 1通 2694

232 元禄10年2月22日 竪紙 1通 22総
庄

259 元禄10年2月22日 竪紙 1通 2245
サ）

上 元禄10年丑2月23日 竪紙 1通 1993

白
刀て 元禄10隼2月23日 竪紙 1通 3て02

／ 元禄10年2月26日’ 竪紙 1通 2395
寺

母 元禄10年2月 竪紙 1通 2963
P）

証 元禄10年閏2月20日 横切紙 1通 2254
iL・ず

大］ 元禄10年閏2月21日 竪紙 1通 2593
郎

文］i元禄10年閏2月21日 竪紙 1通 2637

661元禄10年3月21日 竪紙 1通 2391
深i

証i元禄ll年正月28日 竪紙 ！通 2346
衛
P）・

左

王1元禄12年正月22日
竪紙 1通 2829

j）1

香
、

／1元禄12年正月24日
竪紙 1通 2251

／／i元禄15年正月23日
竪紙 1通』 2529

頭1

→1

i

！

宗1元禄17年2月3日
竪紙 i通 2168

～i宝永2年正月24日
竪紙 1通 2221

寺宗旨請状之事　　［端裏書：次郎助女房寺証文　九右衛
　事］　高頭村東浄土真宗妙松寺（印）→深沢村庄屋五
　八殿

宗旨証文　　［端裏書：彦左衛門家内同人共寺証文］　神
　浄土真宗正覚寺（印）→御奉行所

寺証文之事　　［端裏書：吉右衛門女房寺証文／2208～22
　は1紙縫括］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→深沢村
　屋五郎八殿

寺証文之事　　［端裏書二庄左衛門女房寺証文／2233～22
　は1紙縫括］　東浄土真宗願誓寺（印）→当村（深沢季
　庄屋五郎八殿

寺証文之事　　［端裏書：弥右衛門女房之寺証文］　長岡
　田町西浄土真宗法宗寺（角印）→深沢村庄屋五郎八

寺証文之事　　［端裏書：三＋郎女房寺証文］　東浄土真
　深沢村願誓寺（印）→（深沢）村庄や五郎八殿

宗旨証文之事　　［端裏書：彦左衛門家内寺証文請切証文

　2366～2408は1括紐］　高田領飯塚村西浄土真宗明鏡
　（印）

宗旨請状之事　　［端裏書：次右衛門母寺証文　次右衛門
　寺証文　次右衛門女房寺証文コ　本大嶋村詫善寺（目
　→深沢村庄屋五郎八殿

宗旨請証文之事　　［端裏書：六右衛門事新五郎女房寺
　文／2233～2259は1紙繕括］　深沢村西浄土真宗正林
　（印）→深沢村庄屋五郎八殿

寺請証文之事　［端裏書：吉兵衛家内七人寺証文／破損大
　高田領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→深沢村庄屋五碧
　八殿

寺請証文之事　　［端裏書：伊左衛門家内拾壱人之寺証文
　高田領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）ゆ深沢村庄や五良
　八殿

寺証文之事　　［袖部欠損／端裏書：長蔵女房寺証文／23
　～2408は一括紐］　深沢村西浄土真宗正林寺（印）→
　沢村庄屋五郎八殿

所請証文之事　　［端裏書：六郎左衛門むこ　六郎兵衛所
　文／2333～2362は1包紙・紙繕］　下山村肝煎兄九郎兵・
　（印）組頭善兵衛（印）郷左衛門（印）横目善右衛門（日
　五人組忠右衛門（印）七兵衛（印）権兵衛（印）七郎，
　衛門（印）六郎兵衡（印）→深沢村肝煎五郎八殿

所請状之事　　［端裏書：□［コロ権左衛門女房所請状］
　番田村親長左衛門・庄屋七兵衛・組頭五郎右衛門（自
　外3名→深沢村庄屋五郎八殿

寺証文之事　　［端裏書：吉兵衛子権左衛門女房之寺証文、

　虫損大／2233～2259は1紙繕括］　高田領五わん村孫宗・
　林寺（印）→飯塚村明鏡寺

所請状之事　　［端裏書有／四郎兵衛文太郎女房所証文，
　2527～2537は1紙繕括］　冨安村庄や武右衛門（印）与i
　忠左衛門（印）よこめ兵左衛門（印）親平兵衛（印）・
　深沢村庄や五郎八殿

寺証文之事　　［端裏書：覚太夫女房寺証文］　東浄土真
　深沢村願誓寺（印）→（深沢村）庄屋五郎八殿

寺証文之事　　［端裏書：八郎女房寺証文／虫損大／2208’
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深沢村／戸口／人別送り・縁組

18日 竪紙 1通 3056

26日 竪紙 1通・ 2252

20日 竪紙 1通 2384

日 竪紙 1通 2383

21日 横切紙 1通 2258

7日 竪紙 1通 2975

26日 竪紙 1通 2970

29日 竪紙 1通 3021

29日 竪紙 1通 2777

3日 竪紙 1通 215謹

14日 竪紙 1通 2909

20日 竪紙 1通 2531

21日 竪紙 1通 2390

20日 竪紙 1通 3100

25日 竪紙 1通 2634

弓25日 竪紙 1通 2778

弓25日 竪紙 1通 2808

元禄18年8月

宝永3年正月

宝永5年正月

宝永5年4月9

宝永6年正月

宝永6年2月1

宝永8年正月

宝永8年正月

正徳2年正月

正徳2年2月3

正徳2年2月1

正徳2年3月2

正徳2年3月2

正徳3年正月

正徳3年正月

正徳3年正月

正徳3年正月

　2232は1紙縫括］　　（東浄土真宗願誓寺（印）〉ゆ同村
　（深沢村）庄屋又兵衛殿

所請状之事　　［端裏書：勘兵衛女房所請状／破損甚］、下
　條村庄や忠左衛門（印）組頭多兵衛（印）同惣右衛門
　（印）横目市郎兵衛（印）→深沢村庄屋五郎八殿

所請状之事　　［端裏書四郎右衛門弟八助女房所証吝／地
　欠／破損大／2233～2259は1紙繕括コ　福山村（庄屋・組
　頭・横目）ゆ深沢村庄屋又兵衛殿

一梨宣辮暢弊羅轟鍵押辮潔奨奪魏臆糞
　衛家内二付願誓寺6之一札／2366～2408は1括紐］　深沢
　村願誓寺（印）→本田組庄屋仁兵衛殿

宗旨証文之事（河原村五兵衛女房義に付）［天部欠損／
　端裏書：［コロ［コ女房寺証文／2366～2408は1紐］　長岡大
　工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行所

所請状之事　　［端裏書：多助女房所証文／2233～2259は1
　繕括］　富岡村庄屋兄助右衛門・与頭利左衛門・横目多
　右衛門（印）→深沢村本田組庄屋仁兵衛殿

宗旨証文之事　　［端裏書：多助女房寺切証文］　長岡大工
　町浄土真宗徳宗寺（印）→深沢村肝煎仁兵衛殿

所御請状之事　　［端裏書1□［コ町多次兵衛女房所証文〕
　上除村親尚左衛門（印）庄屋善四郎（印）組頭横め仁兵
　衛（印）→深沢村庄や仁兵衛殿

宗旨請証文之事　　［端裏書：□□□多次兵衛女房垂証文］
　下除村東浄土真宗願奥寺（印）→深沢村庄屋仁兵衛殿

所請状之事　　［端裏書：松兵衛女房所証文］　王番田村親
　佐次右衛門・庄屋弥次兵衛・与頭五郎右衛門他1人（印）
　→深沢村庄屋仁兵衛殿

宗旨証文之事　　［端裏書：一通女房寺証文］　京都酉本願
　寺下福島新田徳誓寺（印）→長岡領深沢村庄屋仁兵衛殿

所請状之事　　［端裏書：庄九郎女房所証文］　御料分岩野
　村親九郎兵衛（印）（岩野）村庄屋惣右衛門（印）（岩野）
　村組頭杢右衛門（印）ゆ深沢村庄屋仁兵衛殿

宗旨証文之事　　［端裏書：庄九郎女房寺証文／2527～2537
　は1紙縫括］　深沢村西浄土真宗正林寺（印）→宗旨御奉
　行所

宗旨証文之事　　［端裏書：市左衛門　松兵衛女房寺証文／
　2366～2408は1括紐］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→
　深沢村庄屋仁兵衛

宗旨切証文之事　　［端裏書：勘五右衛門女房寺切証文］
　鈴木八右衛門殿御代官所刈羽村真言宗金照院（印）→長
　岡領深沢村庄屋仁兵衛殿

所請状之事　　［端裏書：与右衛門女房所請状］　福田村庄
　屋庄左衛門（印）与頭市左衛門（印）与頭松右衛門（印）
　外1名→深沢村庄屋仁兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書1勘五右衛門女房寺切証文／虫
　損大］　御蔵入刈羽村真言宗金照院（印）→長岡領深沢
　村庄屋仁兵衛殿

所請状之事　　［端裏書1次左衛門女房所請状］　佐倉領来1
　迎寺村親三四郎・庄屋清右衛門・与頭十右衛門（印）→
　長岡御領深沢村庄屋仁兵衛殿
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所請状之事　　［端裏書：勘五右衛門女房所証文］　佐倉領 正徳3年正月25日 竪紙　1通 2826
三島郡大日村庄屋長右衛門・組頭市兵衛（印）→長岡領
深沢村庄屋仁兵衛殿

宗旨証文之事　　［端裏書＝与右衛門女房寺証文／2208～ 正徳3年2月20日 竪紙　1通 2229
2232は1紙緩括］　上条村東浄土真宗善行寺（印）→宗門
御奉行所

所請状之事　［端裏書：八蔵女房所証文］　親沢村庄屋杢 正徳4年正月17日 竪紙　1通 2966
兵衛（印）組頭徳右衛門（印）組頭次右衛門（印）外2名
→深沢村庄屋仁兵衛殿・組頭与右衛門殿

宗旨証文之事　　［端裏書：三蔵女房寺証文］　深沢村東浄 正徳4年正月29日 竪紙　1通 3029
土真宗願誓寺（印）→深沢村庄や仁兵衛殿

所証文之事　　［端裏書：仁左衛門女房所証文］　庄屋市郎
　左衛門（印）組頭佐五右衛門（印）横目関左衛門（印）
　→西組深沢村庄屋仁兵衛殿

正徳4年午2月3日 竪紙　王通 3478

宗旨切証文之事　　［端裏書1彦兵衛女房寺証文／2366～ 正徳5年2月6日 竪紙　1通 2379
2408は1括紐］　佐倉領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→
御奉行所

（宗旨証文之事）［前欠／助七女房寺証文］　深沢村東浄土 正徳6年2月3日 竪紙　1通 3051
真宗願誓寺（印）→庄屋仁兵衛殿

宗旨証文之事　　［端裏書：三郎兵衛女房切証文］　西浄土 正徳6年2月5日 竪紙　i通 2416
真宗大工町徳宗寺（印）→深沢村庄屋仁兵衛

所請証文之事　　［端裏書：三郎兵衛女房所請証文］　西野 正徳6年2月15日 竪紙　1通 3001
村肝煎藤右衛門（印）与頭松右衛門（印）与頭作右衛門
（印）外4名→深沢村庄屋仁兵衛殿

所請状之事　　［端裏書：月閑女房所証文］　下除村庄屋惣
　左衛門（印）組頭所右衛門（印）横目仁左衛門（印）

正徳6年2月28日 竪紙　1通 2510－1

→深沢村庄屋仁兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書：助七女房所証文］　親沢村庄屋
　杢兵衛（印）組頭次右衛門（印）組頭彦左衛門（印）外2
　名→深沢村庄屋仁兵衛殿

正徳6年2月29日 竪紙　1通 2955

所請証文之事　　［端裏書：八左衛門養子寺証文／2208～ 正徳6年2月 竪紙　1通 2212
2232は1紙繕括コ　福田村庄屋万左衛門・与頭市左衛門・
同松右衛門他1人（印）→深沢村庄屋仁兵衛殿

宗旨御請証文之　　［端裏書：八左衛門養子文太夫寺証文コ
　佐倉領東方村東浄土真宗長福寺（印）→深沢村庄屋仁兵
　衛殿

正徳6年2月 竪紙　1通 2601

切証文之事　　［端裏書：作太夫寺証文／2208～2232は1紙
　緩括］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→同村（深沢）
　庄屋孫平次殿

享保2年正月28日 竪紙　1通 2211

きり証文之事　［端裏書：清五郎弟四郎兵衛切証文］　深
沢村東浄土真宗願誓寺（印）→出？村庄屋仁兵へ殿

享保2年正月28日 竪紙　1通 2666

切証文之事　［端裏書＝与左衛門切証文］　深沢村東浄土
　真宗願誓寺（印）→（深沢）村庄や仁兵衛殿へ

享保2年2月5日 竪紙　1通 2971

宗旨御請状之事　［端裏書：八左衛門女房寺証文／虫損大］
　佐倉領東方村東浄土真宗長福寺（印）→長岡宗門御奉行
　所’・

享保2年2月 竪紙　1通 2779

宗旨請証文之事　　［端裏書1金左衛門□□□］　佐倉領白
　鳥村真言宗宝性寺（印）→長岡領深沢村庄屋仁兵衛殿

事保2年2月 竪紙　1通 2912

折請証文之事　［端裏書：八左衛門女房所請証文］　福田享保2年2月
村庄や万左衛門（印）与頭市左衛門（印）与頭松右衛門，

竪紙　1通 2973
所

一118一



深沢村／戸口／人別送り・縁維

（印）横目六兵衛（印）→深沢村庄屋仁兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：惣右衛門母祖母妹証文］　佐 享保4年正月20日 竪紙　1通 2594
倉領朝日村禅宗朝日寺（印）

所請証文之事　　［端裏書：源八女房所請証文］　親沢村庄 享保4年正月20日 竪紙　1通 2828
屋杢兵衛・組頭彦左衛門・組頭徳右衛門（印）外1名→深
沢村庄屋仁兵衛殿

寺証文之事　［端裏書二勘左衛門女房寺証文／2208～2232 享保4年正月22日 竪紙　1通 2222
は1紙繕括］　浄土真宗長岡寺町西入寺（印）→宗門御奉
行所

宗旨請証文之事　　［端裏書：源八女房寺証文2208～2232 享保4年正月22日 竪紙　1通 2231
は1紙縫括］　佐倉領東方村真言宗長福寺（印）→長岡宗
旨御奉行所

所請状之事　　［端裏書：勘左衛門女房所請証文　2233～ 享保4年正月22日 竪紙　1通 2253
2259は1紙縫括］　裏三ノ町検断宮内市左衛門・横目近藤
与兵衛（印）→西組深沢村庄屋仁兵衛殿

寺証文之事　［端裏書：徳応寺女房寺証文］　東浄土真宗 享保4年正月25日 竪紙　1通 2628
四郎丸西方寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請証文之事　　［端裏書：兵右衛門聾寺証文／2333～ 享保4年正月 竪紙　1通 2359
2362は1包紙・紙繕］　佐倉領上岩井村西照寺（印）擁深
沢村庄屋仁兵衛殿

宗旨請証文　　［端裏書：少兵衛女房寺証文］　佐倉領飯塚 享保5年2月 竪紙　1通 2961
村浄土真宗明鏡寺（印）→深沢村庄屋仁兵衛殿

所請証文之事　［端裏書：次郎右衛門女房所請証文／虫損 享保6年正月25日 竪紙　1通 2235
大／2233～2259は1紙繕括］　王番田村庄屋小兵衛・与頭
五左衛門・同伝兵衛他1人（印）→深沢村庄屋仁兵衛殿

宗旨請証文之事　［端裏書：次郎右衛門女房寺証文］　御 享保6年2月 竪紙　1通 2849
倉領東方村東浄土真宗長福寺（印）→長岡宗旨御奉行所

宗旨請証文之事　［端裏書：出来右衛門家内寺証文／2695 享保7年正月 竪紙　1通 2699
～2702は1紙縫括］　佐倉領東方村浄土真宗長福寺（印）
→長岡宗旨御奉行所

宗旨請証文事　［端裏書：文右衛門女房寺証文］　深沢村 享保7年2月8日 竪紙　1通 2475
東浄土真宗願誓寺（印）ゆ深沢村庄屋仁兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書：出来家内所請証文］　上除村庄 享保7年2月 竪紙　1通 2556
屋善四郎・与頭よこめ藤左衛門（印）→深沢村庄屋仁兵
衛殿

一札之事（岩田村多右衛門娘むめ儀、新右衛門女房に 享保8年正月 竪紙　i通 2333
内約に付）［2333～2362は1包紙・紙繕］　佐倉領岩田村
親多右衛門（印）庄屋伝左衛門（印）組頭儀右衛門（印）
組頭彦兵衛（印）→長岡領深沢村庄屋仁兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書：孫七女房所請証文／虫損大］ 享保9年正月 竪紙　1通 2773
親沢村庄屋杢兵衛・組頭彦左衛門・同徳右衛門他1人（印）
→深沢村庄屋仁兵衛殿

宗旨切証之事　［端裏書：文右衛門寺証文／2208～2232は 享保9年2月 竪紙　1通 2210
1紙縫］　深沢村西浄土真宗正林寺（印〉→宗門御奉行所

覚　　［端裏書1徳兵衛子新九郎寺証文］　長岡浄土真宗呉享保10年正月23日 竪紙　1通 2965
服町西願寺（印）ゆ宗旨御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：催兵衛女房所証文／虫損］　親 享保10年巳正月25日 竪紙　1通 1991
沢村庄屋杢兵衛・組頭彦左衛門茂左衛門・横目源十郎
（連印）→深沢村庄屋三郎兵衛殿

所請証文之事　［端裏書：奥右衛門女房□［コ／2333～2362 享保10年正月25日、 竪紙　1通 2343
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は1包紙・紙繕］　親沢村庄屋杢兵衛（印）組頭彦左衛門
（印）組頭茂左衛門（印）横目源十郎（印）→深沢村庄屋
三郎兵衛殿

宗旨証文之事　［端裏書：催兵衛女房寺証文］　淀領飯塚
　村西浄土真宗明鏡寺（印）→深沢村庄屋三郎兵衛殿

享保10年巳正月 竪紙　1通 1992

宗旨証文之事　［端裏書1奥右衛門女房寺証文］　□□新 享保10年正月 竪紙　1通 3028
田村真言宗金剛光寺（印）ゆ深沢村庄屋〔コロロロ殿

中年証文事　　［端裏書：長右衛門妹中年証文］　本大嶋村
　割元孫右衛門、組頭安兵衛、横目勘四郎→深沢村庄屋三

享保ll年正月25日 竪紙　1通 2485

郎兵衛殿

所請状之事　　［端裏書：新助女房所証文／2366～2408は1
　括紐］　町代谷小左衛門（印）検断菊間茂左衛門（印）

享保11年正月 竪紙　1通 2388

ゆ西組深沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨証文之事　［端裏・書：新助女房宗旨証文］　西浄土真 享保ll年正月 竪紙　1通 2655
宗寺町西入寺（印）→宗門御奉行所

中年証文之事　［端裏書：助四郎娘中年証文］　才津村庄 享保ll年午正月 竪紙　1通 3088
屋利右衛門（印）与頭六右衛門衛（印）与頭五郎兵衛
（印）横目弥右衛門（印）ゆ深沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨証文之事　　［端裏書：新助女虜宗旨証文／2333～2362
　は1包紙・紙繕］　上組中沢村東浄土真宗専行寺（印）→

享保11年2月7日 竪紙　1通 2357

宗門御奉行所

宗旨請証文之事（深沢村長右衛門妹しなに付）　下除
　村東浄土真宗願興寺（印）→宗門御奉行所

享保ll年2月 竪紙　玉通 2636

宗旨証文之事（深沢村助四郎娘に付）　西組下除村東 享保II年2月 竪紙　1通 3027
浄土真宗願奥寺（印）→宗門御奉行所

所請状之事　［端裏書：権八女房所請証文］　荻野村庄屋
　多之助（印）与頭次右衛門（印〉→深沢村庄屋三郎兵衛

享保ll年12月15日 竪紙　1通 2668

殿

宗旨請証文之事　［端裏書：権八女房寺証文／本文には権
　助と記載あり］　長岡寺町東浄土真宗妙宗寺（印）→宗

享保12年正月11日 竪紙　1通 3030

門御奉行所

宗旨請証文之事　　［端裏書：左兵衛女房寺証文／2333～
　2362は1包紙・紙緩／開封途中］　瀧谷村西浄土真宗了明F

i享保12年正月25日 竪紙　1通 2337

寺（印〉→宗門御奉行所
…

宗旨請証文之事　　［端裏書：九左衛門組八助女房寺証文／
　2333～2362は1包紙・紙繕］　才津村東浄土真宗円超寺i
　（印）→宗門御奉行所 ξ

r

享保12年正月29日 竪紙　1通 2356

所請証文之事　　［端裏書：九左衛門所請証文］　才津村庄i享保12年正月29日

　屋八四郎（印）与頭長兵衛（印）与頭五兵衛（印）横目
　与兵衛（印）

竪紙　1通 2964

宗旨切証文之事　［端裏書：金兵衛女房切証文／虫損、破 享保14年正月
　損、湿害大／2233～2259は王紙繕括］　親沢村真言宗龍蔵
　寺（印）→深沢村庄屋三郎兵衛殿

竪紙　1通 2247

所請証文之事　　［端裏書：達山女房所請証文］　下除村庄
　屋惣左衛門・与頭所右衛門・横目六左衛門（印）ゆ深沢

享保15年正月 竪紙　1通 2834

村庄屋三郎兵衛殿

宗旨証文之事　　［端裏書：藤助女房寺証文］　上組村松村
　禅宗洞照寺（印）→宗門御奉行所

享保16年亥正月 竪紙　1通 3091

所請証文之事　［端裏書：藤助養子所証文／2366～2408は
　1括紐］　上組高山村庄屋四郎左衛門（印）組頭善兵衛
　（印）組頭佐平次（印）横目市十郎（印）→西組深沢村庄

享保16年2月 竪紙　1通 2385
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