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屋三郎兵衛殿

所請証文之事　［端裏書：藤助女房所請証文］　上組高山 享保16年2月 竪紙　i通 2705
村庄屋四郎左衛門・組頭善兵衛・同佐平次他1人（印）一・
西組深沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：太左衛門女房宗旨切証文］ 享保16年2月 竪紙　1通 2807
栖吉村禅宗普済寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文　　［端裏書：惣八宗旨切証文］　深沢村西浄土 享保16年2月 竪紙　1通 3012
真宗正林寺（印）→宗門御奉行所

寺証文御請状之事　　［端裏書：六右衛門女房寺証文／ 享保17年正月 竪紙　1通 2217
2208～2232は1紙繕括］　東浄土真宗本大島村宅善寺（印）
→宗旨御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：次郎八女房宗旨切証文／虫損 享保17年2月 竪紙　1通 2265
大］　淀領東方村東浄土真宗長福寺（印）→宗門御奉行
所

宗旨請証文　　［端裏書：又三郎女房寺証文／2333～2362は 享保17年2月 竪紙　1通 2334－1

1包紙・紙繕／枝1・2は1紙縫、1は上側、2は下側］　淀
領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所

・宗旨請証文之事　　［端裏書：又三郎女房所請証文／ 享保17年正月 竪紙　1通 2334－2

2333～2362は1包紙・紙縫／開封途中］　親沢村庄屋清右
衛門（印）組頭彦右衛門（印）□□茂左衛門（印）他→
深沢村仁兵衛殿

所請証文之事（七兵衛女房に付）［2366～2408は1括紐3 享保17年2月 竪紙　1通 2380
淀領飯塚村庄屋平八（印）組頭次兵衛（印）組頭新左衛
門（印）組頭安右衛門（印）組頭次郎右衛門（印）→長
岡御領深沢村庄屋三郎兵衛殿

所請証文之事　［端裏書：四郎左衛門女房所請証文］　一村 享保17年2月 竪紙　1通 2524
割元喜右衛門（印）与頭儀右衛門（印）（与頭）茂左衛
門・横目勘左衛門（横目）勘兵衛（印）→深沢村庄屋三
郎兵衛殿

宗旨切証文之事　［端裏書：新九郎女房宗旨切証文］　淀 享保17年2月 竪紙　1通 3057
領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：本田与善七女房所請証文］　本 享保19年正月 竪継紙　1通 2170
与板組大荒戸村庄屋与右衛門・与頭八右衛門・横目五郎
右衛門他1人（印〉→西組深沢村庄屋三郎兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書：本田市蔵女房所請証文／2233～ 享保19年正月 横切紙　1通 2259－1

2259は1紙繕括／枝一1・一2は1紙縫括］　親沢村庄屋清右衛
門・与頭彦左衛門・横目牛兵衛他1人（印）→深沢村庄屋
三郎兵衛殿

・宗旨切証文之事　　［端裏書：本田市蔵切証文／2233～ 享保19年正月 横切紙　1通 2259－2

2259は1紙繕括〕　親沢村真言宗龍蔵寺（印）ゆ深沢村三
郎兵衛殿

宗旨請証文之事　［地部欠損／端裏書：本田喜八女房寺証 享保19年正月 竪紙　1通 2386
文／2366～2408は一括紐］→宗門御奉行所

切証文之事　［端裏書：本田才兵衛女房切証文／枝1・2は 享保19年正月 竪紙　1通 2621－1

1紙繕括］　淀領東方村浄土真宗長福寺（印）→長岡宗門
御奉行所

・所請証文之事　　［端裏書：本田才兵衛女房所請証文］ 享保19年正月 竪紙　1通 2621－2

喜多村割元喜右衛門（印）与頭儀右衛門（印）与頭茂右
衛門（印）外2名ゆ深沢村庄屋三郎兵衛殿

切証文之事　　［端裏書：本田佐平次女房けい寺切証文］ 享保19年2月朔日 竪紙　1通 2169
長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行所
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所請証文之事　　［端裏書：下田組六太夫所請証文／破損虫 享保20年正月9日 竪紙　1通 2698
損大／2695～2702は1紙繕括］　沢新田村庄屋善兵衛・与
頭五兵衛・同長右衛門他1人（印）→深沢村庄屋三郎兵衛
殿

宗旨証文（之事）［端裏書：太次郎聾三太夫宗旨切証文／ 享保20年正月 竪紙　1通 2822
地欠］　西浄土（真宗）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書1彦兵衛女房所請証文］　下山村
　庄屋弥次右衛門（印）与頭善兵衛（印）与頭利兵衛（印）
　横目小左衛門（印）→深沢村庄屋三郎兵衛殿

享保20年正月 竪紙　1通 2974

切証文之事　［端裏書：清四郎女房切証曳］　王番田村東 享保20年2月4日 竪紙　1通 2626
浄土真宗浄願寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請切証文之事　　［端裏書：彦兵衛女房宗旨切証文］
　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）ゆ宗門御奉行所

享保20年2月11日 横切紙　1通 2554

宗旨切証文之事　　［端裏書：惣右衛門女房宗旨切証文］
　上組長倉村東浄土真宗了元寺（印）→宗門御奉行所

享保20年2月 竪紙　1通 2830

□□□証文之事　［端裏書：本百姓太治兵衛婿三太夫宗旨 享保21年正月22日 竪紙　1通 2509
切□□（証文力）］　西浄土真宗大工町徳宗寺（印）ゆ宗
門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：稜多清六女房所請証文］　栃尾
　浦村庄屋惣兵衛（印）栃尾町年寄富川吉右衛門（印）→
　西組深沢村庄屋三郎兵衛殿

享保21年正月 竪継紙　1通 2632

宗旨切証文之事　　［端裏書：本田与太郎女房せん寺切証
　文／括り紐・包紙2338～2362］　深沢村西浄土真宗正林
　寺（印）→宗門御奉行所

元文2年正月 竪紙　1通 2340

所請証文之事　［端裏書：本田組六右衛門女房所請証文／ 元文2年正月 竪紙　1通 2532
2527～2537は1紙繕括］　上条村庄屋九郎左衛門（印）与
頭善兵衛（印）→深沢本田組庄屋三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：本田組九兵衛女房宗旨切証
　文］　淀領朝日村禅宗朝日寺（印）ゆ長岡宗門御奉行所

元文2年正月 竪紙　1通 2564

宗旨切証文之事　　［端裏書：本百姓六右衛門女房宗旨切証
　文／地部鼠損欠］→宗門御奉行所

元文2年正月 竪紙　1通 3169

宗旨切証文之事　　［端裏書：市郎右衛門女房先寺切証文〕
　上除村東浄土真宗浄円寺（印）→宗門御奉行所

元文3年正月 竪紙　1通 2232

宗旨切証文之事　　［端裏書：善七女房先寺切証文］　深沢
　村西浄土真宗正林寺（印）→宗門御奉行所

元文3年2月 竪紙　1通 2911

所請証文之事（本田組新左衛門女房に付）［虫損大］
　下条村庄屋伊左衛門・与頭多郎右衛門・横目半右衛門
　（印）→深沢村庄屋三郎兵衛殿

元文4年正月20日 竪紙　1通 2763

宗旨請証文之事　　［端裏書：本田組藤助養子娘宗旨請証
　文／2233～2259は1紙繕括］　上組高山村西浄土真宗正楽

元文4年正月 竪紙　1通 2239

寺（印）→宗門御奉行所

訴請証文之事　　［端裏書：本田組藤助養子娘所請証文］
　上与高山村庄屋四郎左衛門・組頭忠右衛門・組頭作兵衛
　（印）外1名→西組深沢組庄屋三郎兵衛殿

元文4年正月 竪紙　1通 2810

折請証文之事　［端裏書1所請証文本田組利七女房］　親
沢村庄屋清右衛門（印）与頭茂左衛門（印）与頭七右衛

　門外1名→深沢村庄屋三郎兵衛殿

元文5年正月 竪紙　1通 2687

コロ［コ御請証文之事（西組深沢村善七女房に付）　本
与板組河根川村庄屋四郎兵衛（印）組頭佐兵衛（印）横

　目庄右衛門（印〉→西組深沢村庄屋三郎兵衛殿

元文5年正月 竪紙　1通 3108

所

所

□
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所請証文之事　　［端裏書二所請証文本田組伝兵衛女房／ 元文5年2月 竪紙　1通 2393
2366～2408は1括紐］　富岡村庄屋助左衛門（印）組頭伝
右衛門（印）横目利左衛門（印）→深沢村本田組庄屋三
郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：宗旨切証文本田組善七女房］ 元文5年2月 竪紙　1通 2691
西組高瀬村東浄土真宗妙楽寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請切証文之事　　［端裏書：宗旨切証文　本田組九郎 元文5年2月 竪紙　1通 3107
兵衛女房］　西組深沢村東浄ニヒ真宗願誓寺（印）→宗門
御奉行所

一札之事（俸平吉を深沢村九右衛門姪婿へ縁付に付） 元文5年10月 竪紙　1通 2490
淀領鳥越村座頭佐野一（印）→長岡御領深沢村九右衛門
殿

所請証文之事　　［端裏書：徳応寺所証文／2208～2232は1元文6年正月 竪紙　1通 2225
紙蹉括］　淀領飯塚村庄屋平八・組頭次兵衛・同安右衛
門他2人（印）→長岡御領深沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組三五兵衛切証文／破 元文6年正月 竪紙　1通 2246
損大／2233～2259は1紙縫括］　西浄土真宗大工町徳宗寺
（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　［端裏書：五郎八与次郎助寺証文／2233 元文6年正月 横切紙　1通 2256
～2259は1紙縫括］　淀領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：正林寺女房宗旨切証文］　淀 寛保2年正月28日 竪紙　1通 2656
領来迎寺村東浄土真宗安浄寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　［端裏書：正林寺女房所請証文コ　淀領来 寛保2年正月 竪紙　1通 2629
迎寺村庄屋清右衛門（印）与頭勘右衛門（印）与頭四右
衛門（印）→長岡御領深沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨請証文之事　［端裏書1九左衛門組甚五右衛門女房宗 寛保2年正月 竪紙　1通 2978
旨切証文］　寺町善行寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：九左衛門与甚五右衛門女房所請 寛保2年正月 竪紙　1通 3053
証文］　町代谷六郎右衛門（印）権断尊間茂右衛門（印）
→西組深沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨請証文之事（西組深沢村九左衛門与忠兵衛家内り 寛保2年2月 竪紙　1通 2362
の儀に付）［2333～2362は1包紙・紙維］　上組中沢村東
浄土真宗専行寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：〔■コ新左衛門女房所請証文／ 寛保3年正月 竪紙　1通 2347
2333～2362は1包紙・紙縫］　福山村庄屋喜平次（印）与
頭与次兵衛（印）→深沢村五郎八庄屋三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八与多助女房先寺切証 寛保3年正月 竪紙　1通 2396
文／2366～2408は1括紐］　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺
（印）→宗門御奉行所

宗旨講切証文之事　　［端裏書：五郎八与次郎助寺証文／ 寛保3年正月 竪紙　1通 2435－1

枝一1・一2は1紙縫括］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→
宗門御奉行所

・所請証文之事　　［端裏書五郎八与伝七女房所請証文］ 寛保3年正月 竪紙　1通 2435－2

親沢村庄屋清右衛門・組頭七郎右衛門・茂左衛門他1名
（印）→深沢村五郎八組庄屋三郎兵衛殿

宗旨請切証文之事　　［端裏書：九左衛門与甚五右衛門宗 寛保3年2月4日 竪紙　1通 2638
旨切証文］　　（深沢）村東浄土真宗願誓寺（印）ゆ宗門
御奉行所

申年所請証文之事　　［端裏書：五郎八与門助申年所請証 寛保4年正月 竪紙　1通 2230
文／2208～2232は1紙繕括］　上組草生津村庄屋伝兵衛・
組頭喜右衛門・同又左衛門他1人（印）→西組深沢村庄屋
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五郎八組四郎兵衛女房宗旨切 寛保4年正月 竪紙　1通 2237
舌］　淀領飯塚村西浄土真宗明

こ付）［2233～2259は1紙緩括］ 寛保4年正月 竪紙　1通 2243
→長岡御領深沢村利左衛門殿

㍗’五郎八与甚七女房宗旨切証 寛保4年正月 竪紙　1通 2381
東浄土真宗深沢村願誓寺（印）

五郎八与新八所請証文／枝一1・ 寛保4年正月 竪紙　1通 2633－1

万左衛門（印）組頭松右衛門
外1名→深沢村五郎八組庄屋三

書：五郎八与新八宗旨請証文〕 寛保4年正月 竪紙　1通 2633－2
（印）→長岡宗門御奉行所

九左衛門組市太夫女房宗旨請 寛保4年正月 竪紙　1通 2652
剛光寺（印）→宗門御奉行所

五郎八与利左衛門女房宗旨切 寛保4年正月 竪紙　1通 2772
蔵院（印）→宗門御奉行所

五郎八与甚八女房所請証文／ 寛保4年正月 竪紙　1通 3058－1

坂塚村庄屋平八（印）組頭次兵
同次郎右衛門（印）同新左衛
屋三郎兵衛殿

書二五郎八与甚八女房宗旨切 寛保4年正月 竪紙　1通 3058－2
真宗明鏡寺（印）→宗門御奉

五郎八組才九郎女房宗旨切証 寛保4年2月 竪紙　1通 2620
村西浄土真宗正林寺（印）→

門助宗旨請証文］　長岡寺町
折

寛保4年2月 竪紙　1通 2627

五郎八組九右衛門中年証文］ 寛保4年2月 竪紙　1通 2819
俣善治右衛門（印）→西組深

衛門殿へ鐸入に付〉　淀領 延享元年11月 竪紙　1通 2863
司領深沢村甚右衛門殿

村門助女房に付）　長岡呉 延享3年正月 竪紙　1通 2953
口）→宗門御奉行所

藍之助家内所請証文／虫損大／ 延享3年7月 竪紙　1通 2242
領駒村新田村庄屋浅右衛門・
眞深沢村庄屋三郎兵衛殿

す権之助井女房俸多三郎に 延享3年7月 竪紙　1通 2805
麺方村東浄土真宗長福寺（印）

右衛門女房儀に付）［端裏 延享4年正月 竪紙　1通 2351
紐・包紙2338～2362］　西組
1）ゆ宗門御奉行所

助女房に付）［端裏書：□〔コ 延享4年正月 竪紙　1通 2389
08は一括紐］　淀領飯塚村西
司宗門御奉行所
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　三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：

　証文／2233～2259は1紙縫括
　鏡寺（印）→宗門御奉行所

一札之事（娘つよ嫁入り1
　淀領岩田村吉右衛門（印）

宗旨切証文之事　　［端裏書
　文／2366～2408はi括紐］
　→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書巧
　2は1紙縫括］　福田村庄屋
　（印）組頭三左衛門（印）夕
　郎兵衛殿

・宗旨請証文之事　　［端裏
　淀領東方村浄土真宗長福寺

宗旨請証文之事　　［端裏書1
　証文］　沢新田村真言宗金岡

宗旨切証文之事　　［端裏書
　証文］　淀領岩田村禅宗地羅

所請証文之事　　［端裏書：
　枝一1・2は1紙繕括］　淀領劃
　衛（印）同安右衛門（印）
　門（印）→長岡領深沢村庄差

・宗旨切証文之事　　［端裏
　証文］　淀領飯塚村西浄土
　行所

宗旨切証文之事　［端裏書：
　文／紙縫括／紙片］　深沢
　宗門御奉行所

宗旨請証文之事　　［端裏書：

　西福寺（印）→宗門御奉行所

中年証文之事　　［端裏書：
　町代渡部六兵衛・町年寄猪
　沢村庄屋三良兵衛殿

一札之事（弟九太夫儀甚右
　東善村平左衛門（印）ゆ長挿

宗旨切証文之事（西組深沢
　服町高田浄土真宗西願寺（匠

所請証文之事　　［端裏書：権

　2233～2259は1紙縫括］　淀ご
　組頭五兵衛（印）→長岡御領

（宗旨請証文）之事（深沢村
　付）［袖部破れ大］　淀領東’

　→長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事（深沢村問
　書：□口宗旨切証文／括り糸
　馬瀬村東浄土真宗妙末寺（町

宗旨切証文之事（深沢村三
　女房宗旨切証文／2366～24
　浄土真宗明鏡寺（印）ゆ長E
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所請証文之事　　［端裏書：六郎治女房所請証文／2527～ 延享4年正月 竪紙　i通　、 2527
2537は1紙繕括］　親沢村庄屋杢兵衛（印）組頭七郎右衛
門（印）（組頭）茂左衛門（印）横目次左衛門（印）→深
沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：九左衛門与市太夫女房宗旨切 延享4年正月 竪紙　1通 2530－1
証文／2527～2537は1紙繕括／枝0－1』2は1紙繕括］　沢
新田村真言宗金剛光寺（印〉→宗門御奉行所

・宗旨切証文之事　　［端裏書：九左衛門与徳左衛門子直 延享4年 竪紙　1通 2530－2
次郎宗旨切証文／2527～2537は紙繕括］　王番田村東浄
土真宗浄願寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：金助宗旨切証文／破損大］ 延享4年正月 竪紙　1通 2704
淀領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（五郎八与入聾兵助に付）［虫損大／ 延享5年正月 竪紙　1通 2240
2233～2259は1紙繕括］　淀領飯塚村西浄土真宗明鏡寺
（印）ゆ宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書1深沢村五郎八組松兵衛後妻宗寛延2年正月17日 竪紙　1通 2659
旨切証文］　長岡上田町西浄土真宗唯敬寺（印）→宗門
御奉行所

所請証文之事　［端裏書：深沢村五郎八与甚右衛門後妻所
　請証文／2233～2259は1紙繕括］　北組栖吉村肝煎多右衛

寛延2年正月 竪紙　1通 2236

門・組頭与兵衛・横目茂右衛門（印）→西組深沢村肝煎
三郎兵衛

宗旨切証文之事　［端裏書：深沢村五郎八与権兵衛聾弥惣
　右衛門宗旨切証文／枝4～3は1紙縫括］　西浄土真宗長岡

寛延2年正月 2947－1～3は1紙繕
括　竪紙／1通

2947－1

大工町徳宗寺（印）→宗門御奉行所

・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八与入餐九右
衛門宗旨切証文〕　深沢村西浄土真宗正林寺（印）→宗

寛延2年正月 竪紙　1通 2947－2

門御奉行所

・所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八与文右衛門鐸善

八所御証文］　親沢村庄屋仁兵衛（印）組頭茂左衛門
（印）組頭七郎右衛門（印）横目九左衛門（印）→深沢村
庄屋三郎兵衛殿

寛延2年正月 竪紙　1通 2947－3一ア

・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八与文右衛門
餐善八宗旨切証文／枝一3イは一3一アに巻込み］　西組親沢村
真言宗龍蔵寺（印）→宗門御奉行所

寛延2年正月 竪紙　1通 2947－3イ

宗旨切証文之事　　〔端裏付箋：深沢五郎八組才兵衛女房先

　寺切証文］　淀領飯塚村明鏡寺（印）ゆ長岡宗門御奉行
寛延4年正月 竪紙　1通 3033

所

宗旨切証文之事　［端裏付箋二深沢五郎八組次郎助女房先
　寺切証文］　淀領飯塚村明鏡寺（印）ゆ長岡宗門御奉行

寛延4年2月10日 竪紙　1通 2968

所

所請証文之事　［端裏付箋1深沢五郎八組仁兵衛女房所請
　状／枝一1～3は1紙繕括］　与板領三仏生村庄屋六郎右衛門
　（印）組頭七左衛門（印）横目四郎左衛門（印）ゆ長岡御
　領深沢村庄屋三郎兵衛殿

寛延4隼2月 2905－1～3は1紙繕
括　竪紙／1通

2905－1

・所請証文之事　　［端裏付箋＝五郎八組杉右衛門女房所請
状］　下橋村庄屋与市郎（印）組頭六郎兵衛（印）→深
沢村五郎八組庄屋三郎兵衛殿

寛延4年2月 竪紙1通 2905－2一ア

・宗旨切証文之事　　［端裏付箋：五郎八組杉右衛門女房
兄寺切証文／梗2イは2一アに巻込］　東浄土真宗上組中沢村

寛延4年2月 竪紙　1通 2905－2一イ

専行寺（印）→宗門御奉行所

・所請証文之事　　［端裏書：五郎八組権七所証文］　鍛冶
新田村割元格仁兵衛（印）一夢深沢村庄屋三郎兵衛殿

寛延4年2月 竪紙　1通 2905－3
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k組藤四郎女房寺証文］ 寛延4年3月20日 竪紙　1通 3034
→長岡宗門御奉行所

に付）［2366～2408は 宝暦3年正月 竪紙　1通 2377
衛門（印）同小頭竹田
組庄屋三郎兵衛殿

八組清左衛門弟惣助 宝暦3年正月 竪紙　1通 2491
姦門御奉行所

門後妻に付）　淀領 宝暦3年正月 竪紙　1通 2658
岡宗門御奉行所

正文、雛形）［湿害・ 宝暦3年3月 横切紙　1通 2257
領何村何宗何寺→長岡

五右衛門女房に付） 宝暦3年3月 竪紙　1通 2946
→長岡宗門御奉行所

付）　淀領塚野山村 宝暦3年3月 竪紙　1通 2967
弓（印）与頭三右衛門
ぎ殿

～与次郎松女房寺請証 宝暦4年正月 竪紙　1通 2339
封途中］　淀領飯塚村
御奉行所

テ後妻に付）［2233～ 宝暦5年正月 横切紙　1通 2255
ヒ真宗明鏡寺（印）→

33～2362は1包紙・紙 宝暦5年正月 竪継紙　1通 2353
生衛門（印）組頭文太
隻作右衛門（印）　貼

久七後妻に付）　何 宝暦5年正月 竪紙　1通 2602

衛門女房付、下書） 宝暦5年正月 竪紙　1通 2697
す何宗何寺→長岡宗門

夫後妻に付、下書） 宝暦5年正月 竪紙　1通 2701
家村西浄土真宗何寺→

テ門組義七女房に付、 宝暦5年正月 竪紙　1通 3109
芸門御奉行所

組仁八寺証文］　西真 宝暦6年正月 竪紙　1通 3036

女房に付）　長岡御 宝暦7年正月10日 竪紙　1通 3031
司御領深沢村双右衛門

郎次寺証文／破損大／ 宝暦7年正月 横切紙　1通 2223
ヒ村東浄土真宗善照寺

岐損・湿害大／2233～ 宝暦7年正月 竪紙　1通 2238
土真宗願浄寺（印）→

組市蔵に付）［破損 宝暦7年正月 竪紙　1通 2244
才津村東浄土真宗

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八
　淀領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）・

所請証文之事（深沢村久四郎女房
　1括紐］　御同心方組目付永相忠右1
　曽左衛門（印）→西組深沢村五郎八

宗旨切証文之事（西組深沢村五郎ノ
　に付）　長岡寺町妙宗寺（印）→宗

宗旨切証文之事（五郎八組藤左衛
　飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長

（宗旨切証文、弥五右衛門女房寺証
　破損／2233～2259は紙緩括］　何領
　宗門御奉行所

宗旨切証文之事（長岡領深沢村弥
　白川領北条村浄土真宗西方寺（印）

所請証文之事（弥五右衛門女房に・
　庄屋市郎右衛門（印）与頭牛左衛門
　（印）→長岡御領深沢村庄屋三郎兵衛

宗旨切証文之事　［端裏書：五郎ハ
　文／2333～2362は1包紙・紙繕／開圭
　西浄土真宗明鏡寺（印）一・長岡宗門1

宗旨切証文之事（五郎八組伝兵衛
　2259は1紙繕括］　淀領飯塚村西浄二1
　長岡宗門御奉行所

中年証□□（市左衛門に付）［2331
　縫／端部欠損］　千手町村横目長左
　夫（印）組頭次郎右衛門（印）肝煎
　紙1御充所宜御書入可被下候

宗旨切証文之事（西組深沢村穣多
　領何村何宗何寺→長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事（九左衛門組甚右
　［2695～2702は1紙繕括］　何組何季
　御奉行所

宗旨切証文之事（五郎八組作太夫
　［2695～2702は1紙繕括］　淀領飯塚1
　長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事（西組深沢村九左衛
　下書）　何領何村何宗何寺→長岡宗

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八
　言宗大工町徳宗寺→宗門御奉行所

一札之事（長岡領深沢村双右衛門
　領地三嶋郡片貝村五助（印）ゆ長1
　殿

寺証文之事　　［端裏書：五郎八組八良

　2208～2232は1紙繕括］　北組栖吉
　（印）→宗門御奉行所

（呉服町六右衛門娘に付）［前欠／破
　2259は1紙繕括］　長岡上田町東浄土
　宗門御奉行所

宗旨切証文之事（深沢村九左衛門
　虫損湿害大／2233～2259は1紙縫括］
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叢暦7年正月 竪紙 1通 2268

宝暦7年正月 竪紙 1通 2484

宝暦7年正月 竪紙 1通 2ア02

宝暦7年正月 竪紙 1通 2821

宝暦7年正月 竪紙 1通 2945

宝暦7年正月 竪紙 1通 2962

宝暦7年2月 竪継紙 1通 2788

宝暦8年正月 横切紙 1通 2227

宝暦9年2月 竪紙 1通 2667

宝暦10年正月19日 竪紙 1通 2692

宝暦！0年正月20日 竪紙 1通 3059

宝暦10年正月 竪紙 1通 2215

宝暦10年正月 竪紙 1通 2387

室暦10年正月 竪紙 1通 2976

宝暦ll年2月 竪紙 1通 2248

豊暦ll年2月 竪紙 。！通 2700

豊暦H年正月 竪紙 1通 2350

芸暦ll年2月 竪紙 1通 2486

　円超寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：五郎八組八郎次所証文／湿害、三
　破損、虫損大］　上組西野村庄屋藤右衛門・組頭彦兵衛
　（印）→西組深沢村庄屋三郎兵衛殿

（助七後妻儀呉服町六右衛門娘に付）［前欠コ　長岡町！
　代原勘左衛門（印）、町年寄三輪九郎兵衛（印）→深沢村
　五郎八組庄屋三郎兵衛殿

所請証文之事（七之助女房に付）［2695～2702は1紙繕括］！
　淀領飯塚村庄屋平八・組頭安右衛門・同次郎右衛門他2人
　（印）→長岡御領深沢村五郎八組庄屋三郎兵衛殿

宗旨切証文之事（西組深沢村助七女房に付）　西浄土匡
　真宗大工町徳宗寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：［コ〔コロ組八郎治所証［コ］　本大三

　嶋割元孫七（印）与頭助左衛門（印）横目藤右衛門（印）
　→深沢村五郎八組庄や三郎兵衛殿

一札之事（淀領飯塚村喜右衛門妹、長岡御領深沢村七
　之助女房に付）　淀領飯塚村喜右衛門（印）→長岡御
　領深沢村七之助殿

所請証文之事（加右衛門響子之次郎に付）　淀領駒村擁
藻即蕪鷲讐煕譜五兵衛（印）→長岡御領…

［2208～1鎧

（印）→1
宗旨請証文之事（五郎八組次郎太女房に付）
　2232は1紙縫括］　淀領飯塚村西浄土真宗明鏡寺
　長岡宗門御奉行所

宗旨請切証文之事（深沢村五郎八組次郎助女房に付）筒
　深沢村西浄土真宗正林寺（印）→宗門御奉行所　　　　　i

宗旨請証文之事　［端裏書1五郎八組善次郎女房所証文］旨
　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所　　　　　r
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！
寺替証文之事　　［端裏書：五郎八墾森右衛門女房切証文］b

　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）一・宗門御奉行所　　　　　i

所請証文之事（善次郎女房に付）［2208～2232は1紙繕括］，猛
　富岡村庄屋松兵衛・組頭伝右衛門・横目孫次右衛門（印）
　→深沢村五郎八組庄屋五左衛門殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組兵助女房切証文／塩
　2366～2408は1括紐］　淀領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：五郎八組六左衛門女房切証文］宝
　淀領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門御奉行所

（宗旨証文）［前欠／虫損、破損、湿害大／2233～2259は1宝
　紙縫括］　淀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（仁左衛門女房に付）［2695～2702は1紙繕壕
　括］　上除村割元格島宗茂左衛門・組頭与助（印）→深
　沢村五郎八組庄屋五左衛門殿

寺替証文之事（深沢村五郎八組三左衛門女房に付） 宝
　［2333～2362は1包紙・紙縫］　深沢村東浄土真宗願誓寺
　（印）→宗門御奉行所

切証文之事（深沢村茂兵衛組平兵衛妹、西組深沢村五宝
　郎八与正林寺弟市山女房に付）　淀領東方村東浄土真
　宗長福寺（印）→長岡宗門御奉行所
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住笹丸に付）　淀領東方村庄 宝暦11年2月 竪紙　1通 2949
テ門（印）組頭［］（印）→長岡
菱

久八に付）［2208～2232は1紙繕宝暦12年正月 横切紙　1通 2224
1誓寺（印）→宗門御奉行所

三野宮村十左衛門娘、西組深 宝暦12年正月 竪紙　1通 2482
淀領脇野町東浄土真宗長照

二所

九左衛門組惣四郎女房に付） 宝暦12年正月 竪紙　1通 28響8
（印）→宗門御奉行所

に付）　北山村庄屋八右衛門 宝暦12年正月 竪紙　1通 3060
横目十兵衛（印）→深沢村五郎

良にイ寸）［2233～2259は1紙繕括］ 宝暦12年2月 竪紙　1通 2234
（印）→宗門御奉行所

女房に付）［2233～2259は1紙繕宝暦12年2月 竪紙　1通 2250
九郎・組頭安右衛門（印）→長
目殿

娘に付）［2333～2362は1包紙・ 宝暦12年2月 竪紙　1通 2338
甫村庄屋山本松右衛門（印）庄

マ村五郎八組仁左衛門女房義 宝暦12年2月 竪紙　1通 2392
端裏書：2366～2408は1括紐］
竜寺（印）→長岡宗門御奉行所

沢村五郎八組仁右衛門房義に 宝暦12年2月 竪紙　1通 2407
淀領飯塚村西浄土真宗明鏡

テ所

沢村五郎八組願誓寺中徳応寺 宝暦12年2月 竪紙　1通 2675
上組村松村東浄土真宗勝覚寺

妻に付）　親沢村庄屋代八郎治 宝暦12年2月 竪紙　1通 2944
組頭七郎右衛門（印）横目喜兵
鼠庄屋五左衛門殿

村五郎八組太郎助女房に付） 宝暦12年2月 竪紙　1通 3032
蒙寺（印）→長岡宗門御奉行所

六右衛門娘西組深沢村五郎八 宝暦12年午正月 竪紙　1通 2533
／2527～2537は1紙蹉括］　東
（印）→宗門御奉行所

杉右衛門女房に付）　淀領来 宝暦13年2月 竪紙　1通 2907
組頭惣代佐右衛門（印）組頭
御領深沢村庄屋五左衛門殿

五郎八組杉右衛門女房に付） 宝暦13年2月 竪紙　王通 2972
安浄寺（印）→長岡宗門御奉行

一23621ま1包紙・紙縫／2355壱ま1 （明和1・2年） 2338～2362は1包 2355－0

紙・紙緩（4通）

支1～4は1紙縫］ 竪紙　1通 2355－1

渠沢村五郎八組久作聾八郎兵 明和2年正月 竪紙　1通 2355－2

よ1包紙・紙繕］　長岡大工町西
門御奉行所

所請証文之事（願誓寺後1
　屋［］（印）組頭九郎左衛
　御領深沢村庄屋五左衛門殿

寺替証文之事（五郎八組久
　括］　深沢村東浄土真宗願1

宗旨請証文之事（与板組三
　沢村忠右衛門女房に付）
　寺（印）→長岡宗門御奉翁

宗旨請証文之事（深沢村：
　深沢村東浄土真宗願誓寺

所請証文之事（金六女房
　（印）組頭仁右衛門（印）
　八与五左衛門殿

宗旨請証文之事（甚七養娘
　深沢村西浄土真宗正林寺（1

所請証文之事（仁左衛門女
　括］　淀領飯塚村庄屋平九
　岡御領深沢村庄屋五左衛門彦

所請証文之事（甚七養子
　紙縫／開封途中］　淀領
　屋与右衛門（印）他

宗旨請証文之事（西組深弱：
　に付）［袖・地部欠損／重
　淀領飯塚村西浄土真宗明鏡

宗旨請証文之事（西組深1
　付）［2366～2408は1括紐
　寺（印）→長岡宗門御奉孝二

宗旨切証文之事（西組深1
　住持専空聾円明に付）
　（印）→宗門御奉行所

所請証文之事（松兵衛後…
　（印）組頭茂右衛門（印）
　衛（印）→深沢村五郎八麹

宗旨請証文之事（西組深沢
　淀領飯塚村西浄土真宗明鏡

宗旨切証文之事（北山村六署
　組金六女房に付）［天欠／
　浄土真宗長岡御領西方寺（日

所請証文之事（五郎八組彪
　迎寺村庄屋加右衛門（印）
　惣代勘右衛門（印）→長岡1

宗旨切証文之事（深沢村王
　淀領来迎寺村東浄土真宗安
　所

（宗旨証文　一括）［2338～
　紙縫］

・（宗旨証文）［未開封／枝

蕎灘幣誌灘漆
浄土真宗徳宗寺（印）→宗1
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亙郎八組次郎八女房切証 明和元年正月 竪紙　1通 2355－3

上組瀧谷村西浄土真宗

房義に付）［2338～2362 竪紙　1通 2355－4

行郎右衛門女房に付） 明和2年正月 竪紙　1通 2653
東浄土真宗浄照寺（印）

～2232は1紙繕括］　淀明和3年正月 竪紙　1通 2228
ゆ長岡宗門御奉行所

日村久米之助妹に付） 明和3年正月 竪紙　1通 2403
日村庄屋久米之助（印）
口）→長岡領西組深沢村

神田正覚寺（印）ゆ 明和3年正月 竪紙　1通 2706

親沢村庄屋仁兵衛・与 明和3年正月 竪紙　1通 2780
（印）→深沢村五郎八組

衛組平兵衛所証文］　下 明和3年2月 2526－1～4は1紙繕 2526－1

（印）横目伝之助（印） 括　竪紙／1通

〔衛組喜三次女房所証文］ 明和3年2月 竪紙　1通 2526－2

董）利右衛門（印）組頭
衛組庄屋伸右衛門殿

茂兵衛組喜三次女房寺 明和3年2月 竪紙　1通 2526－3

（印）→長岡御領宗門御

麩：茂兵衛組平兵衛寺証 明和3年2月 竪紙　1通 2526－4

印〉ゆ宗門御奉行所

桀沢村五郎八組六内女房 明和4年正月 竪紙　1通 2367
建領飯塚村西浄土真宗明

豊三左衛門養子次之助 明和4年正月 竪紙　1通 2370
親沢村真言宗龍蔵寺

ヨ組伝兵衛聾徳右衛門 明和4年正月 竪紙　1通 2399
［2366～2408は1括紐］
→長岡宗門御奉行所

弓義淀領浦村七之助弟 明和4年正月 竪紙　1通 2404
淀領浦村庄屋与右衛門
（印）組頭治兵衛（印）

丘衛（印）組頭藤左衛門
五左衛門殿

雪衛門義西組深沢村本 明和4年正月 竪紙　1通 2405
～2408は1括紐］　淀領
（印）→深沢村本田組

重五郎八組彦右衛所請証
〃ごr持士障筏　　〆【二　、　ヒ

明和4年正月 竪紙　1通 3014

宗旨切証文之事　　［端裏書：五
文／2338～2362は1包紙・紙繕］
万明寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事（市郎右衛門女房
は1包紙・紙繕］

宗旨切証文之事（西組深沢村肩
　［端裏書：所宗門］　上組町田村
　→宗門御奉行所

（宗旨証文）［前欠／破損大／2208
　領東片村東浄土真宗長福寺（印）・

所請証文之事（清六女房儀淀領朝
　［2366～2408は1括紐］　淀領朝
　庄屋利右衛門（印）与頭小八（日
　五郎八組庄屋五左衛門殿

宗旨切証文之事（源七女房に付）
　宗門御奉行所

所請証文之事（三六女房に付）
　頭茂右衛門・同七郎右衛門他1人
　庄屋五左衛門殿

所請証文之事　　［端裏付箋：茂兵ぞ

　除村庄屋忠右衛門（印）組頭猶七
　→深沢村茂兵衛組庄屋仲右衛門殿

所請証文之事　［端裏付箋1茂兵衛
淀領朝日村庄屋粂之助（印）（庄屋）
小八（印）→長岡御領深沢村茂兵衛勇

宗旨切証文之事　　［端裏付箋
証文］　淀領朝日村禅宗朝日寺
奉行所

宗旨請切証文之事　　［端裏付箋
文］　沢新田村真言宗金剛光寺（匠

宗旨切証文之事　　［端裏書貼紙：深
　寺証文／2366～2408は1括紐］　淀
　鏡寺（印）→長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事（深沢村五郎八組
　義に付）［2366～2408は1括紐1
　（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（西組深沢村本田
　義、淀領浦村七之助弟に付）
　淀領浦村東浄土真宗慈光寺（印）一

所請証文之事（伝兵衛響徳右衛Pl
　に付）［2366～2408は1括紐］
　（印）庄屋平四郎（印）庄屋勘蔵
　組頭弥次右衛門（印）組頭市郎兵
　（印）→長岡御領深沢村本田組庄屋

一札之事（淀領浦村七之助弟徳右1
　田組伝兵衛へ鐸入に付）［2366～
　浦村七之助（印）親類請平右衛門
　伝兵衛殿

所請証文之事　　［端裏付箋：深沢村五郎八組彦右衛所請証
　文］　本与板与大荒戸村割元格長谷川市兵衛（印）与頭
　彦左衛門（印）与頭佐五右衛門（印）横目五郎右衛門
　（印）→西組深沢村五郎八与庄屋五左衛門殿
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所請証文之事（三左衛門養子次郎助に付）

横目喜兵衛（印）→深沢村万郎八組庄屋五左衛門殿

所請証文之事　　［端裏書：
　文／2366～2408は1括紐］
　甚右衛門（印）ゆ深沢村五郎八組庄屋高頭五左衛門殿

宗旨請切証文之事　　［端裏書
　寺証文／2366～2408は1括紐1
　（印）→宗門御奉行所

～2408は1括紐］

組深沢村五郎八組庄屋高頭五左衛門殿

三嶋谷村六兵衛妹に付）［2366～2408は1括紐］
上岩井村浄土真宗西照寺（印）ゆ長岡宗門御奉行所

イ寸）　［2366～2408は1手舌紐］

沢村本田組庄屋五左衛門殿

宗旨請切証文之事　　［端裏書
　寺証文］

　所

所請証文之事　　［端裏書：
　証文］

　→高頭五左衛門殿

淀領朝日村禅宗朝日寺（印）→長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書
　寺証文］　西入寺（印）→宗門御奉行所

紐／呼出し状　高頭仁兵衛
通有り］　本与板組大荒茸村西浄土真宗浄秀寺（印）→
宗門御奉行所

養子次郎助に付）　親沢村庄 明和4年正月 竪紙　1通 3018
街（印）組頭七郎右衛門（印）
五郎八組庄屋五左衛門殿

深沢村五郎八組久左衛門所証 明和5年正月 竪紙　1通 2372
小沢村庄屋佐兵衛（印）組顕

郎八組庄屋高頭五左衛門殿

渓書：深沢村五郎八組久左衛門 明和5年正月 竪紙　1通 2374
田　　宮関村西浄土真宗雲外寺

へ後家入利七義に付）［2366 明和5年正月 竪紙　1通 2375
黄目喜兵衛（印）組頭七郎右衛
庄屋高頭伸右衛門（印）→西
五左衛門殿

く村本田組市大夫女房義淀領 明和5年正月 竪紙　1通 2400
［2366～2408は1括紐］　淀領
印）ゆ長岡宗門御奉行所

鼠義淀領三嶋谷村安兵衛妹に 明和5年正月 竪紙　1通 2401
］　淀領三三嶋谷村庄屋清兵衛
頭勘右衛門（印）→長岡御領深

婆書：深沢村五郎八組玄久女房 明和5年正月 竪紙　1通 3020
無宗願奥寺（印）→宗門御奉行

桀沢村五郎八組松右衛門女房所 明和6年正月 竪紙　1通 3013
原六（印）組頭四郎兵衛（印）

ミ区八組四郎右衛門女房に付） 明和6年正月 竪紙　！通 3041
）→長岡宗門御奉行所

。深沢村五郎八組太右衛門女虜 明和6年2月 竪紙　1通 3015
宗門御奉行所

マ村五郎八与甚七養娘義、本 明和7年正月 竪紙・横切紙　2 2402
弓娘に付）［2366～2408は1括 通

　願誓式部卿→仲右衛門様　1
』k卜軽杯’畠Lレ『唐雌・’皇L禾ヒ　イ‘日、

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八与市兵衛女房寺i明和8年正月
　証文／2366～2408は1括紐コ　西組高瀬村東浄土真宗妙楽1
　寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（西組深沢村五郎八組九之助女房儀に
　付）［2366～2408は1括紐］　西与深沢村西浄土真宗正林
　寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事（市兵衛女房儀東浄土真宗高瀬村妙楽寺
　代々旦那に付）［端裏書貼紙：深沢村五郎八与市兵衛女
　房　所証文／2366～2408は1括紐］　本与板組河根川村横
　目与惣右衛門（印）横目源左衛門（印）組頭六之助（印）
　組頭兵右衛門（印）庄屋山田佐多郎（印）→西組深沢村，
　五郎八組庄屋高頭五左衛門殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八与与平次女房寺・
　証文／2366～2408は1括紐コ　西組下除村東浄土真宗願興i
　寺（印）→宗門御奉行所

明和8年正月

明和8年正月

’
明
和 8年正月

礪羅翻護騰欄瀦繍懸謄騙義乙
　左衛門与助太郎女房寺証文、貼紙2深沢村九左衛門与助太
　郎女房所請証文／2366～2408は1括紐］　上組上条村東浄・

明和8年正月

竪紙1通

竪紙1通

竪紙1通

竪紙1通

竪紙1通

2366

2368

2371

2373

2397
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・
、
尉
す

明和8年正月 竪紙　1通 2398

妥

圭 明和9年正月12日 竪紙　1通 2688

） 明和9年正月 2369－1・2は1紐括 2369－1
ヱ
、 竪紙／1通
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土真宗善行寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事（助太郎女房義、富岡村庄右衛門娘に付）
　［端裏書貼紙欠、端裏書貼紙は2397の貼紙2深沢村九左衛
　門与助太郎女房所請証文／2366～2408は！括紐］　富岡村
　横目総次右衛門（印）組頭伝右衛門（印）庄屋田中松兵
　衛（印）ゆ深沢村九左衛門組庄屋高頭五左衛門殿

西慰寺替証文之事（深沢村五郎八組甚内女房に付）
　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事（五郎八組惣左衛門女房に付）［2366～
　2408は1括紐］　南新保村組頭斧右衛門（印）庄屋関市兵
　衛（印）→深沢村五郎八組庄屋高頭五左衛門殿

宗旨切証文之事（五郎八組惣左衛門女房儀に付）
［2366～2408は1括紐／裏に端裏書貼紙2枚付着「五郎八組
惣左衛門所請証文」「五郎八組惣左衛門寺証文」］　西組
福道村東浄土真宗光伝寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事（五郎八組金蔵養娘義に付）［2366～2408
　は1括紐］　小沢村組頭甚右衛門（印）庄屋松木作兵衛
　（印）→深沢村五郎八組庄屋高頭五左衛門殿

宗旨切証文之事（深沢村五郎八組金蔵養娘義に付）
［2366～2408は1括紐］　宮関村西浄土真宗雲外寺（印）
一・宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢御蔵番甚内女房寺証文／
　2366～2408は1括紐］　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（九兵衛女房に付）［付札：抜書帳二者弥
　五太夫妹と有之］　福田村庄屋小林万左衛門（印）組頭
　松右衛門（印）組頭次左衛門（印）横目六兵衛（印〉→
　深沢村五郎八組庄屋高頭五左衛門殿

宗旨切証文之事（西組深沢村五郎八与九郎兵衛女房1（
　付）　西組下除村東浄土真宗願奥寺（印）→宗門御奉ぞ
　所

（所請一札　常州極楽寺姉ほの）［端裏書：正林寺坊守所
　証文／枝一1・2は1紙繕括］　名主升屋吉兵衛（印）組頭藤
　田屋庄次郎（印）組頭□□屋八左衛門（印）組頭升屋多
　左衛門（印）→長岡御領深沢村庄屋中

椎宗旨請証文之事　　［端裏書：正林寺坊守寺証文］
谷領浜津田村相辱緬専超寺（印）ゆ深沢村庄屋御中

切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組羽右衛門女房先寺
　切証文／2173～2204は1紙繕括］　淀領東方村東浄土真宗
　長福寺（印）→長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組三五兵衛女房
　先寺切証文／2173～2204は1紙繕括］　西組深沢村西浄ゴニ
　真宗正林寺（印）ゆ宗門御奉行所

宗旨証文之事　　［端裏書：深沢村九左衛門組有兵衛聾権七
　寺証文／2173～2204は1紙繕括］　淀領脇野町東浄土真宗
　長照寺（印）→長岡宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：深沢村九左衛門組有兵衛貿権七
　所請状／2173～2204は1紙繕括］　巻島村庄屋志賀常七・
　組頭五右衛門・横目久右衛門（印）→深沢村九左衛門組
　庄屋南藤蔵殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：九左衛門組忠左衛門女房寺証
　文］　淀領飯塚村浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門御奉
　行所
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所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組孫太郎女房所証 安永4年9月 竪紙　1通 2200
文／2173～2204は1紙縫括］　御料所片貝村庄屋大塚伝右
衛門・組頭徳右衛門（印）→長岡御領西組→深沢村五郎
八組高頭五左衛門殿

寺替証文之事（深沢村五郎八組孫太郎女房に付） 安永4年9月 竪紙　1通 2201
［2173～2204は紙蹉括］　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：九左衛門組忠左衛門女房所請状］ 安永4年 竪継紙　1通 2861
淀領飯塚村庄屋定右衛門（印）与頭次郎右衛門（印）与
頭新左衛門外2名→長岡料酉組深沢村九左衛門与庄屋高頭
五左衛門殿

宗旨請証文之事　　［端裏書：五郎八組藤内女房寺証文／ 安永5年正月 竪紙　1通 2173
2！73～2204は1紙繕括］　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　　［端裏書：五郎八組藤内女房所証文／2173 安永5年正月 竪紙　1通 2174
～2204は1紙繕括］　槙山村所右衛門組庄屋中村所兵衛・
組顕杢兵衛・横目佐右衛門（印）→深沢村五郎八組庄屋
高頭五左衛門殿

所請証文之事　　［端裏書：五郎八組＋助女房所請状／2173 安永5年正月 竪紙　1通 2185
～2204は1紙縫括］　親沢村高頭仲右衛門・横目喜兵衛・
組頭七郎右衛門他1人（印）→深沢村五郎八組高頭五左衛
門殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組＋助女房寺証文／ 安永5年正月 竪紙　1通 2186
2173～2204は紙縫括］　親沢村真言宗龍蔵寺（印）→宗
門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：五郎八組九右衛門女房所請状／ 安永5年正月 竪紙　1通 2187
2173～2204は1紙縫括］　下条村庄屋中村忠右衛門・組頭
太郎右衛門・横目伝之助（印）→深沢村五郎八組庄屋高
頭五左衛門殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組九右衛門女房寺証 安永5年正月 竪紙　1通 2188
文／2173～2204は1紙縫括］　長岡寺町西浄土真宗西福寺
（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：五郎八組市郎右衛門後妻所請 安永5年正月 竪紙　1通 2189
状／2173～2204は1紙緩括コ　上組曲方村肝煎川上源右衛
門・組頭権右衛門・横目伝左衛門（印）→西組深沢村五
郎八組肝煎高頭五左衛門殿

宗旨切証文之事　［端裏書二五郎八組市郎右衛門女房寺証 安永5年正月 竪紙　1通 2190
文／2173～2204は1紙繕括］　上組町田村東浄土真宗浄照
寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組勘左衛門女房寺証 安永5年正月 竪紙　1通 219謹
文／2！73～2204は1紙縫括コ　親沢村真言宗龍蔵寺（印）
→御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：五郎八組勘左衛門女房所証文／ 安永5年正月 竪紙　1通 2192
2173～2204は1紙瑳括］　親沢村庄屋高頭伸右衛門・組頭
七郎右衛門・横目喜兵衛他1人（印）→深沢村五郎八組庄
屋高頭五左衛門殿

寺替証文事　　［端裏書：九左衛門組甚五右衛門後家養子甚
　五右衛門寺証文／2173～2204は1紙緩括］　深沢村東浄土
　真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

安永5年正月 竪紙　1通 2193

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組弥＋郎女房寺証文／ 安永5年正月 竪紙　1通 2194
2173～2204は1紙繕括］　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：深沢村五郎八組太右衛門寺証 安永6年正月 2182－1～2は1紙繕 2182－1
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文／2173～2204は1紙繕括コ　福道村東浄土真宗光伝寺 括　竪紙／｝通

（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　［端裏書二深沢村五郎八組太右衛門所請 安永6年正月 竪紙　1通 2182－2

状／2173～2204は1紙繕括］　小沢村庄屋松木佐兵衛・組
頭甚右衛門（印）ゆ深沢村五郎八組庄屋高頭五左衛門殿

宗旨請切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組吉右衛門 安永6年正月 2196－1～2は1紙繕 2196－1

女房寺証文／2173～2204は1紙縫括］　上組上条村東浄土 括　竪紙／1通
真宗善行寺（印）→宗門御奉行所

・所請証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組吉右衛門女房 安永6年正月 竪紙　1通 2196－2

所請状／2173～2204は1紙繕括］　富岡村庄屋田中松兵
衛・組頭伝右衛門・庄屋格孫次右衛門（印）ゆ深沢村五
郎八組高頭五左衛門殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村九左衛門組森右衛門寺 安永6年正月 竪紙　1通 2197
証文／付札あり／2173～2204は1紙瑳括］　深沢村西浄土
真宗正林寺（印）→宗門御奉行所

乍恐口上書を以奉願上候御事（次左衛門家内寺証文願、 安永7年2月 竪紙　横切継紙 2710
下書）［端裏書：次左衛門上ケ候書付／役人添状1通共］ 2通

深沢村五郎八与与頭次左衛門→御代官所

宗旨切証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組三左衛門女房 安永8年正月 2199－1～8は1紙縫 2199－1

寺証文／2173～2204は1紙緩括］　西組高瀬村東浄土真宗 括（8通）　竪
妙楽寺（印）→長岡宗門御奉行所 紙／1通

所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組三左衛門女房 安永8年正月 竪紙　1通 2199－2

所証文／2王73～2204は1紙縫括］　本与板組河根川村庄屋
吉川清左衛門・与頭忠右衛門・同横右衛門他2人（印）ゆ
深沢村五郎八組庄屋高頭五左衛門殿

・寺替証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組金蔵女房寺証 安永8年正月 竪紙　1通 2199－3

文／2173～2204は1紙繕括コ　深沢村東浄土真宗願誓寺
（印）→宗門御奉行所

・寺替証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組半左衛門女房 安永8年正月 竪紙　1通 2199－4

寺証文／2173～2204は1紙繕括］　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：深沢村五郎八組又右衛門女房 安永8年正月 竪紙　1通 2199－5

所証文／2173～2204は1紙繕括］　富安村庄屋外川源六・
組頭四郎兵衛（印）ゆ深沢村五郎八組庄屋高頭五左衛門
殿

宗旨請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組又右衛門 安永8年正月 竪紙　1通 2199－6

女房寺証文／2173～2204は王紙緩括］　淀領脇野村東浄土
真宗長照寺（印）→長岡宗門御奉行所

・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組三七女房 安永8年正月 竪紙　1通 2199－7

寺証文／2173～2204は1紙繕括］　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：深沢村五郎八組雪湛女房 安永8年正月 竪紙　1通 2199－8

寺証文／2173～2204は1紙緩括］　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：五郎八組藤助女房寺証文／ 安永9年正月 竪継紙　1通 2183
2173～2204は紙縫括］　淀領飯塚村浄土真宗明鏡寺（印）
→長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：九左衛門組森右衛門女房寺証 安永9年正月 竪紙　1通 2184
文／2173～2204は1紙縫括］　才津村東浄土真宗円超寺
（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組松五郎女房寺 安永10年正月 竪紙　1通 2175
証文／2173～2204は1紙縫括］　深沢村西浄土真宗正林寺
（印）→宗門御奉行所
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竪紙　i通

竪紙　1通

竪紙　1通

2176

2202

2203

安永10年正月 竪紙　1通 2204

天明4年正月 2472－1～8は1糸帯 2472－1

（8通）　竪紙／1
通

天明4年正月 竪紙　1通 2472－2

天明4年正月 竪紙　1通 2472－3

天明4年正月 竪紙　i通 2472－4

天明4年正月 竪紙　1通 2472－5

天明4年正月 竪紙　1通 2472－6

天明4隼正月 竪継紙　1通 2472・7

天明4年正月 竪紙　！通 2472－8

（天明4年～）寅8月 包紙　1枚 2448－O

天明5年正月 2473－1・2は1紙繕 2473－1

括　竪紙／1通

天明5年正月 竪継紙　1通 2473－2

天明6年正月 竪継紙　1通 2969

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村九左衛門組十太夫寺証
　文／2173～2204は1紙繕括］　長岡西浄土真宗徳宗寺（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兵衛女膓
　寺証文／2173～2204は1紙縫括］　淀領飯塚村西浄土真宗
　明鏡寺（印〉→長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村九左衛門組森右衛門女
　房寺証文／2173～2204は！紙繕括］　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　　［端裏書：深沢村五郎八与五郎右衛門寺
　証文／2173～2204は1紙繕括］　寺町妙宗寺（印）→宗門
　御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組安右衛門女房
　寺証文／2448～2473は1包，／枝一i～8は1糸帯］　西組深沢
　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：深沢村五郎八組九右衛門
女房寺証文／2448～2473は1包］　淀領飯塚村西浄土真宗
明鏡寺（印）→長岡宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組九右衛門女房
所請証文／2448～2473は！包］　淀御領片貝村庄屋喜右衛
門・組頭平兵衛（印）ゆ長岡御領深沢村割元格高頭三郎
兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組此右衛門女房
所証文／2448～2473は1包コ　本与板組芹川村庄屋金山兵
左衛門・組頭六左衛門・横目市左衛門（印）→深沢村五
郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

宗一旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組此右衛門
女房寺証文／2448～2473は1包コ　西組王番田村東浄土真
宗浄願寺（印）帰長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書1深沢村五郎八組此右衛門
女房寺証文／2448～2473は1包コ　権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　　［端裏書：五郎八組七蔵女房所請証文／

2448～2473は1包］　本大島村割元長谷川村之助・組頭助
左奮門・横目皆右衛門（印）→深沢村五郎八組割元格高
頭二郎兵衛殿

・宗旨請切証文之事　　E端裏書：五郎八紐七蔵女房寺証
　文／244§～2473は1包コ　北組栖吉村東浄土真宗善照寺
　（印）→宗門御奉行所

（包紙「寅8月」）［2448～2473の包紙／包紙裏：村役人より

　の通達／一括のまとまりが多量なので、一括形態と、で
　ないものに分けて編成した］

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組彦助女房寺証文／
　24終～2473は1包コ　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）
　→示門御奉行所

・所請証文之事　　［端裏書：五郎八組彦助女房所証文／
　2448～2473は1包］　西原幾四郎・請人林勝右衛門（印）
　→深沢村五郎八組割元格高顕三郎兵衛殿

乍恐口上書を以奉願上候（深沢村五郎八組百姓六郎兵
　衛外2名縁組許可願）［端裏書。天明六牛正月廿日御蔵
　上ルひかへ］　願主六郎兵衛・願主文左衛門（印）願主
　松套衛門、割元格三郎兵衛（印）組頭次左衛門（印）組
　頭兵助（印）横目吉右衛門（印）→御代官所
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中年所請証文之事　　［端裏書：一郎左衛門娘さく中年所
　請証文／枝一1～3は1紙縫括］　才津村善助組横目十五郎
　（印）組頭奥之丞（印）割元格与左衛門（印）→深沢村五
　郎八組割元格三郎兵衛（印）

中年宗旨切証文之事　　［端裏書：市郎左衛門娘さく中
年証文］　御料所東方村東浄土真宗長福寺（印）→宗門
御奉行所

・乍恐口上書を以奉願上候（合力証文他三通取揃置候
に付他領縁組願）［端裏審：他領縁組願　正月廿日上ル
ひかヘコ　願主今右衛門（印）横目吉右衛門組頭次左衛
門（印）割元格三郎兵衛（印）→御代官所

所請証文之事（五郎八組甚九郎女房に付）　御料所飯
　塚村与頭安右衛門（印）（与頭）次郎左衛門（印）（与頭）
　次兵衛（印）他2名→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：深沢村五郎八組甚九郎女
房寺証文］　御料所飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長
岡宗門御奉行所

・縁組一札証文之事　　［端裏書：甚九郎合力証文］　御
料所飯塚村百姓親弥兵衛（印）（飯塚）村親類喜三右衛門
（印）（飯塚）久右衛門（印
今右衛門殿

→長岡御領深沢村五郎八組

申年宗旨切証文之事　　［端裏書：寅七女房寺証文／破損
　大］　才津村東浄土真宗円超寺（印）→長岡宗門御奉行
　所

所請証文之事　　［端裏付箋書：深沢村五郎八組伝蔵女房所
　証文］　上組青嶋村庄屋穂苅和幸次・与頭太郎右衛門・
　横目武左衛門（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　　［端裏付箋書：深沢村五郎八組松太郎女
　房寺証文］　深沢村西浄土真宗正林寺（印）→長岡宗門
　御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏付箋書：深沢村九左衛門組佐右衛
　門女房寺証文］　御料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　　［端裏付箋書：深沢村九左衛門組六蔵寺
　証文］　下除村東浄土真宗願興寺（印）→長岡宗門御奉
　行所

所請証文之事　　［端裏付箋：深沢村五郎八組文右衛門所証
　文］　親沢村庄屋仁兵衛（印）与頭助次右衛門（印）与
　頭久右衛門（印）横目喜兵衛（印）→深沢村五郎八組割
　元格三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏付箋書：深沢村五郎八組万助女房
　寺証文］　御料所飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡
　宗門御奉行所

切証文之事（深沢村五郎八組伝蔵女房に付）　御料所
　東方東浄土真宗長福寺（印）→長岡宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏付札書：深沢村五郎八組市蔵女房所
　証文／2208～2232は1紙繕括］　富安村庄屋堀栄七・与頭
　仁三治（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

宗旨寺替証文之事（西組深沢村五郎八組市蔵女房に付）
　御料所脇野町東浄土真宗長照寺（印）→長岡宗門御奉石
　所

折 天明7年正月 25154～3は紙縫 2515－1
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寛政3年正月 2471－1～3は1紙帯 2471－1

竪紙／1通

寛政3年正月 竪紙　1通 2471－2

寛政3年正月 竪紙　1通 247事3

寛政4年正月 竪紙　1通 2464

寛政4年正月 竪紙　1通 2470

寛政4年正月 竪紙　1通 2996

寛政4年2月 竪紙　1通 2468

寛政5年正月 竪紙　1通 2226

寛政5年正月 竪紙　1通 2465

寛政5年正月 竪紙　1通 2466

1寛政5年正月 竪紙　1通 2467

寛政5年正月 整紙1通 2536

寛政5年12月 2625－1～3紙緩括 2625－1

竪紙／1通

寛政5年12月 竪紙　1通 2625－2

（寛政5年12月） 包紙・竪継紙　1 2625－3

包（1通）

寛政8年正月 2534－1～2は紙緩 2534－1

括　竪紙／1通

宗旨切証文之事　　［端裏書二深沢村五郎八組五郎助女房切
　証文／2448～2473は1包］　西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：深沢村五郎八組藤六女房
　寺証文／2448～2473は1包］　才津村東浄土真宗円超寺
　（印）→宗門御奉行所

　所請証文之事（深沢村五郎八組藤六女房所証文）
　［端裏書：深沢村五郎八組藤六女房所証文／2448～2473は
　1包］　福田村庄屋小林幸左衛門・組頭忠左衛門・同政右
　衛門他1名（印）→深沢村割元格高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組太助女房寺証
　文／2448～2473は1包］　西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：深沢村五郎八組先伝兵衛響伝
　兵衛寺証文／2448～2473は1包］　西組深沢村西浄土真宗
　正林寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組寅七女房
　寺証文］　長岡領上除村東浄土真宗浄圓寺（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
　文／2448～2473は1包］　上□村東庄屋遠藤平藤太・与頭
　久右衛門（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

所請証文之事（多七女房に付）［2208～2232は1紙繕括］
　長岡領深沢村割元格高頭三郎兵衛・組頭兵助・同次左衛
　門他1人（印）→蔵王御領寺宝村庄屋→長部兵左衛門殿

所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組甚右衛門鐸与左
　衛門所証文／2448～2473は1包］　才津村善助組割元格江
　口与左衛門・組頭次郎右衛門・横目重五郎（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：深沢村五郎八組甚右衛門餐与
　左衛門寺証文／湿害破損大／2448～2473は1包］　上組十
　日町村東浄土真宗専福寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：漆沢村五郎八組弥五右衛門養

　女よし寺証文／2448～2473は1包］　西組深沢村西浄土真
　宗正林寺（印〉→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（深沢村惣次衛門娘冨七女房に縁付に
　付）［2527～2537は1紙縫括］　長岡徳宗寺（印）→蔵王
　領寺宝村庄屋長部兵左衛門殿

　一札証文之事　［端裏書：五郎八与作助方へ金四郎証文］
　御料山田茂右衛門様御支配御領所日浦村善兵衛（印）親
　類加判人権兵衛（印）→西組深沢村作助殿

・一札合力証文之事　　［端裏書：五郎八与多六証文］
　御料所雲出村親藤兵衛（印）親類（雲出）村弥左衛門
　（印）（親類雲出）村久兵衛（印）→西組深沢村五郎八組
　藤助殿

轡灘嚢麟獺麟簿耀
　沢村五郎八組／虫損ひどく不開］

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組与左衛門女房
　寺証文／2527～2537は紙繕括、枝一1～2は紙縫括］　深沢
　村西浄土真宗正林寺（印）一ゆ宗門御奉行所
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宗旨切証文　　［端裏書：深沢村五郎八組猪七女房寺証 寛政8年正月 竪紙　1通 2534－2

文／下欠／2527～2537は紙磋括］　飯塚村西浄土真宗明
鏡寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組吉太郎女房所証 寛政8年12月 竪紙　1通 2644
文］　本大嶋村割元長谷川林之丞（印）組頭仲右衛門
（印）横目多左衛門（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：深沢村五郎八組吉太郎女房寺 寛政8年12月 竪紙　1通 2645
証文］　御料所雲出村香林寺（印）→長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組郡太女房寺証 寛政8年12月 竪紙　1通 2660
文］　上組下條村西浄土真宗専徳寺（印）→宗門御奉行
所

所請証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組郡太女房所証文］ 寛政8年12月 竪紙　1通 2661
来迎寺村東庄屋永井大助（印）組頭市左衛門（印）横目
儀平次（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：深沢村五郎八組初右衛門女房所 寛政8年12月 竪紙　1通 2663
証文］　来迎寺村西庄屋深井嘉左衛門（印）組頭藤三郎
（印）横目奥八（印）ゆ深沢村割元格高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組初右衛門女房 寛政8年12月 竪紙　1通 2664
寺証文］　西組浦村西浄土真宗長永寺（印）→宗門御奉
行所

所請証文之事　［包書：寛政九巳年正月＋九日取り候、片 寛政9年正月 2220－1～3は1包 2220－1

貝村市六井母此弐人之者共利左衛門名跡へ入レ申候、替 紙・紙縫括（3通）

寺所共二正月十九日二市六6村方へ取置ク、長免ヘハ普 竪紙／1通
代と付出し申候事／2208～2232は紙繕括］　御料片貝村
庄屋喜右衛門・組頭平兵衛（印）→長岡御領深沢村庄屋
三郎兵衛殿

・宗旨請証文之事（御料所片貝村市六井に母此弐人、 寛政9年正月 竪紙　1通 2220－2

深沢村五郎八組利左衛門名跡江引越に付）［2208～
2232は1紙繕括］　西組飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→
長岡宗門御奉行所

・所請証文之事（五郎八組利左衛門名跡江片貝村市六 寛政9年正月 竪紙　1通 2220－3

井母此弐人引越に付、下書）［2208～2232は1紙縫括］
何領何村庄屋誰・与頭誰・横目誰ゆ長岡領深沢村割元格
高頭三郎兵衛

宗旨切証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組久左衛門女房 寛政9年正月 竪紙　1通 2662
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

宗旨切証文之事　［端裏書1深沢村五郎八組利左衛門女房 寛政10年正月 枝一1～3紙緩括 2641－1

寺証文／枝一1～3紙縫括］　西組深沢村西浄土真宗正林寺 竪紙／1通
（印）→長岡宗門御奉行所

・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組四郎左衛 寛政10年正月 竪紙　1通 2641－2

門餐四郎左衛門寺証文］　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：深沢村五郎八組喜兵衛女 寛政10年正月 竪紙　1通 2641－3

房寺証文］　西組深沢村西浄土真宗正林寺（印）ゆ長岡
宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組惣兵衛女房所証 寛政1王年正月 竪紙　1通 2642
文］　親沢村庄屡高頭仁兵衛（印）横目彦次右衛門（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：深沢村九左衛門組有兵衛聾市 寛政ll年正月 竪紙　1通 2646
助寺証文］　大工町本妙寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組羽右衛門女房所 寛政ll年正月 竪紙　1通 2647
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弓

藍
三
、
」

寛政11年正月 竪紙　1通 2648

芋 寛政ll年正月 竪紙　1通 2649

］ 寛政13年正月 25144～4は1紙緩 2514－1

区
一
口

霞 括　竪紙／1通

　
二
　
　
ご

ゴコ

寛政13年正月 竪紙　1通 2514－2

一
…
、

寛政13年正月20日 竪継紙　1通 2514－3

一
瓢 寛政13年正月 竪紙　1通 2514－4

2 享和元酉年12月 2013－1・2は1包 2013－1

カ 紙（2通）　包
‘
　
　
　
爾

ー
「
立
ロ 紙・竪紙／1通

ト 享和元酉年12月 竪紙　1通 2013－2

（享和元年） 竪継紙　1通 2029

萄
一 3278－1～3は1紙繕 3278－1

括　横切継紙／1
通

‘ 享和2年9月 竪紙　1通 3278－2

享和2年9月 竪紙　1通 3278－3

享和3年正月 2516－1～5は1紙繕251δ1

括　竪紙／1通

享和3年正月 竪紙　1通 2516－2

享和3年正月 竪紙　1通 2516－3

享和3年正月 竪紙　1通 2516－4
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　証文］　親沢村庄屋高顕仁兵衛（印）横目彦次右衛ド
　（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：深沢村五郎八組羽右衛門女房
　寺証文］　親沢村真言宗龍蔵寺（印）→長岡宗門御奉ぞ
　所

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組惣兵衛女房寺
　証文］　親沢村真言宗龍蔵寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：五郎八組仁左衛門女房所証文1
　白川領刈羽郡長鳥村組頭善左衛門（印）庄屋見習為三三郎
　（印）庄屋弥惣兵衛（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：五郎八組仁左衛門女虜寺
証文］　白川領長鳥村禅宗能満寺（印）嘆長岡宗門御奉
行所

乍恐口上書を以奉願上候（白川領鷹野巣村与太夫娘
との縁組願）［端裏書：丙正月廿日二上ルひかへ］　願
主仁左衛門（印）横目吉右衛門（印）組頭次左衛門（印）
（同）兵助（印）割元格三三郎兵衛（印）ゆ御代官所

…札証文之事（縁組内約束に付）　白川領刈羽郡長
鳥鷹野巣村親与太夫（印）（鷹野巣村）親類藤右衛門（印）
→長岡御領深沢村五郎八組仁左衛門殿

中年所請証文之事（兵助娘罷帰に付）［包紙（枝1・2
　入）：中年所寺証文二通酉年12月23日取ル五郎八組兵助
　娘］　西組下条村組頭仁右衛門・組頭彦七・割元格阿部
　与五七（連印）→西組深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵
　衛様

西浄

燭
．
面

工
げ
ー［

・中年宗旨切証文之事（兵助娘罷帰に付寺替）
　土真宗下条村専徳寺（印）→宗門御奉行所

乍恐口上書を以奉願上候（兵助娘縁組に付出入
　裏書：兵助出入願／鼠損ひどく不開〕

（兵左衛門中年請証文・寺請証文に付先達而申諺
　之旨用状）［青色紙］　原田要之助→深沢村兵左衛

寺請証文に付先達而申談之通
原田要之助→深沢村兵左衛門殿

中年宗旨切証文之事　　［端裏付箋書：享和2戌年9月22
日兵右衛門叔父六内中年寺切証文取ル（宿紙）］　長岡大
工町法花宗本妙寺（印）→宗門御奉行所

・中年所請証文之事　　［端裏付箋書：享和2戌年9月22日
　兵右衛門叔父六内中年所請状取ル（宿紙）］　長岡買東町
　五郎七（印）・長岡神田町七蔵（印）→西組深沢村割元
　格三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組与左衛門女房
　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：深沢村五郎八組与左衛門女房

　所証文］　上除村組頭久右衛門（印）割元格遠藤源右衛
　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：深沢村五郎八組猪七女房
　寺証文］　上組中沢村東浄土真宗専行寺（印）→長岡宗
　門御奉行所

　所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組猪七女房所証
　文］　本大嶋村横目平四郎（印〉組頭仲右衛門（印）割
　元長谷川正右衛門（印）一φ深沢村五郎八組割元格高頭三
　郎兵衛殿

138一



深沢村／戸口／人別送り・縁組

・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村九左衛門組徳七女 享和3年正月 竪紙　1通 2516－5

房寺証文］　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　　泡書・宿紙：所寺証文二通寅ノ正月廿三 文化3年正月 2671－1・2は宿紙 2671－1

日二取ル　九兵衛むこ九兵衛］　御料所牛ヶ頸村庄屋高 包紙・紙繕括　竪

木彦次右衛門（印）与頭八右衛門（印）与頭甚左衛門 紙／1通

（印）外1名→長岡御領深沢村割元格高頭三郎兵衛殿

・切証文之事（五郎八組九兵衛聾九兵衛に付）　御領 文化3年正月 竪紙　1通 2671－2

所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　　［端裏書：深沢御蔵番与三郎女房所］　親 文化4年正月 2682－1～2は紙繕 2682－1

沢村庄屋高頭仁兵衛（印）組頭助七（印）横目彦次右衛 括　竪紙／1通
門（印）→割元格高頭三郎兵衛殿

・宗旨切証文之事　［端裏書：深沢御蔵番与三郎女房寺］ 文化4年正月 竪紙　1通 2682－2

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　　［端裏付箋書：深沢村正林寺後住恵海坊 文化5年正月 2756－1・2は1紙繕 2756一・1

守寺証文］　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門 括　竪紙／1通
御奉行所

・宗旨切証文之事　　［端裏付箋書：深沢村五郎八組梅松 文化5年正月 竪紙　1通 2756－2

女房寺証文コ　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　［端裏付箋書＝深沢村五郎八組三右衛門 文化5年正月 竪紙　1通 2804
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：五郎八組徳七女房寺証文コ 文化8年正月 竪紙　1通 2683
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（深沢村五郎八組喜助女房に付） 文化10年正月 竪紙　1通 2450
［2448～2473一包］　深沢村東浄土真宗願誓寺→宗門御奉
行所

所請証文之事　　［端裏書深沢村五郎八組松之丞女房所証 文化ll年正月 竪紙　1通 2449
文／2448～2473一包］　本大島村割元長谷川正右衛門・
組頭丹兵衛・横目徳兵衛（印）→深沢村割元格高頭三郎
兵衛殿

宗旨切証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組今右衛門女房 文化11年正月 2684－1～6紙縫括 2684一唖

寺証文］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行 竪紙／1通
所

・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組市内女虜 文化11年正月 竪紙　1通 2684－2

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：深沢村五郎八組市郎左衛 文化11年正月 竪紙　1通 2684－3

門養子次郎助寺証文］　長岡寺町東浄土真宗妙宗寺（印）
→宗門御奉行所

・所請証文之事　［端裏書：深沢村五郎八与市蔵女房所証 文化ll年正月 竪紙　1通 2684－4

文／2684．1～6紙縫括］　富安村割元次座堀新助（印）組
頭仁三次（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

・宗旨請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組市蔵女房 文化H年正月 竪紙　1通 2684－5

寺証文］　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　［端裏書：深沢村五郎八組弥＋郎女房所 文化11年正月 竪紙　1通 2684－6

証文］　上除村東割元格［コロ源八郎（印）組頭久兵衛
（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

所請証文之事　　［包書1文化十一戌年正月＋四日　不動沢文化H年正月 枝1・2は1包1紙繕 2803－1
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入婿寺所証文二通取ル］　御料 括（2通）　包
衛門・組頭九郎左衛門・市郎右 紙・竪紙／三通
領西組深沢村割元格高頭三郎兵

す五郎八組九兵衛聾九兵衛に 文化11年正月 竪紙　1通 2803－2
男鏡寺（印）→長岡宗門御奉行

朶沢村五郎八組甚八女房所証文］ 文化14年正月 竪紙　1通 2676
組頭助七（印）横目九右衛門

元格高頭三郎兵衛殿

：深沢村五郎八組甚八女房寺証 文化14年正月 竪紙　1通 2677
光寺（印）→宗門御奉行所

：深沢村五郎八組藤太郎女房寺 文化14年正月 竪紙　1通 2678
真宗妙宗寺（印）→宗門御奉行

ミ沢村五郎八組門助女房所証文］ 文化14年正月 竪紙　1通 2679
左衛門（印）組頭藤次右衛門
尺村九左衛門組肝煎高頭三郎兵

：深沢村九左衛門組門助女房寺 文化14年正月 竪紙　1通 2680
剛光寺（印）→宗門御奉行所

：深沢村五郎八組三五兵衛女房 文化14年正月 竪紙　1通 2681
薯宗正林寺（印）→宗門御奉行

組へ家内不残引越二付）［紙 文化工5年寅正月 2016－1～11は1紙 2016－1
越住居願主六兵衛・親類請人与 帯括（11通）　竪
親類請人彦市・親類請人喜平 継紙／1通
人組衆中

護書：五郎八組三郎兵衛女房寺 文化15寅年正月 竪紙　1通 2016－2
福寺（印）ゆ宗門御役所

蔓書：五郎八組此右衛門女房寺 文化15年寅正月 竪紙　1通 2016－3
蓑願誓寺（印）→長岡御宗門御

：九左衛門組太次兵衛女房寺証 文化15寅年正月 竪紙　1通 2016－4
箋宗明鏡寺（印）→長岡宗門御

五郎八組杢右衛門女房寺証文］
≡口）→宗門御奉行所

文化15寅年正月 竪紙　1通 2016－5

五郎八組杢右衛門女房所証文］
）→深沢村五郎八組割元格高

文化15寅年正月 竪紙　1通 2016－6

穿：五郎八組与助女房寺証文］ 文化15寅正月9日 竪紙　1通 2016－7
→長岡宗門御奉行所

五郎八組与助女房所証文］　親
頭助七・横目九右衛門（連印）

文化15寅隼正月 竪紙　1通 2016－8

頭三郎兵衛殿

五郎八組市郎左衛門養子寺証
（印）→長岡宗門御奉行所

文化15寅年正月 竪紙　1通 2016－9

五郎八組市郎左衛門女房寺証
鏡寺（印）→長岡宗門御役所

文化15年寅正月 竪紙　1通 2016－10

五郎八組三郎兵衛後妻所証文］ 文化15寅年正月 竪紙　1通 2016－11

深沢村／戸口／人別送り・縁組

　村佐七子当村　九兵衛方』
　所不動沢村庄屋高橋数右有
　衛門（印）外1名→長岡御
　衛殿

・宗旨切証文之事（深沢挙
　付）　飯塚村西浄土真宗1
　所

所請証文之事　［端裏書諺
　親沢村庄屋兵右衛門（印）
　（印）→深沢村五郎八組割う

宗旨切証文之事　　［端裏書
　文］　沢新田村真言宗金剛

宗旨切証文之事　　［端裏書
　証文］　長岡寺町東浄土真
　所

所請証文之事　［端裏書瑠
　才津村与右衛門組割元条
　（印）横目甚内（印）→深1
　衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書
　証文］　沢新田村真言宗金

宗旨切証文之事　　［端裏書
　寺証文］　深沢村西浄土真
　所

一札証文之事（九左衛門1
　帯括：枝1－11同年分］　引、
　次左衛門・親類請人門助・
　次（連印）→御役人中様五

宗旨請切証文之事［端裏書
証文］　寺町西浄土真宗西福寺

宗旨請切証文之事［端裏
証文〕　深沢村東浄土真宗
奉行所

宗旨切証文之事［端裏書
文〕　西組飯塚村西浄土真
奉所所

宗旨請証文之事［端裏書：
深沢村西浄土真宗正林寺（1

所請証文之事［端裏書：』
鍛冶新田庄屋高頭卯八（印
頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事［端裏書
親沢村真言宗龍蔵寺（印）→

所請証文之事［端裏書：」
沢村肝煎高頭兵右衛門・組
→深沢村五郎八組肝煎格高1

宗旨切証文之事［端裏書
文］　親沢村真言宗龍蔵寺

宗旨切証文之事［端裏書
文］　飯塚村西浄土真宗曝

所請証文之事［端裏書：

140一


