
深沢村／戸口／人別送り・縁組

御料所大日村庄屋堀半五衛門・組頭文蔵・百姓代三郎左
衛門（連印）→長岡御領西組深沢村五郎八組割元格高頭
三郎兵衛殿

一札之事（三郎兵衛女房縁与に付）［2448～2473は1包紙］
　御料所大日村半五右衛門・親類請惣左衛門（印）→深沢
　村割元格三郎兵衛殿

文化15年正月 枝一1～4は1紙緩括

竪紙／1通
245胴

・乍恐璽上書を以奉願上候（御料所大日村半五右衛門
娘儀二郎兵衛へ縁組願）［2448～2473は1包紙コ　西組
深沢村割元格三郎兵衛（印）→御代官所

文化15年正月 竪紙　1通 2451－2

・中年所請証文之事（三郎兵衛後妻に付）［2448～2473
は1包紙］　本与板組芹川村庄屋金山兵左衛門・組頭六左
衛門・横目次右衛門（印）艶深沢村割元格高頭三郎兵衛
殿

文化15年正月 竪紙　1通 2451－3

中年所請証文之事（兵左衛門後妻に付、雛形）
［2448～2473は1包紙］　本与板組何村庄屋名子誰・組頭
誰・横目誰→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

文化15年正月 竪紙　1通 2451－4

宗旨請証文之事　［包書：文化＋五寅年正月親沢村6九左
　衛門組引越参寺替之所証文二通／包紙ア・イ入］　西組親
　沢村真書宗龍蔵寺（印）→宗門御奉行所

文化15年正月 包紙・竪継紙
1包（1通）

2665－2一ア

・所請証文之事（親沢村より六内他5名九左衛門組に
引越に付）オ親沢村肝煎高頭兵右衛門（印）組顕助七
（印）横目九右衛門（印）→深沢村九左衛門組庄屋高頭三
郎兵衛殿

文化15年正月 竪継紙　1通 2665－2一イ

宗旨切証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組七左衛門郵孫
　助寺証文／2448～2473は1包紙］　親沢村真言宗龍蔵寺
　（印）→長岡宗門御奉行所

文政2年正月 竪紙　1通 2452

請合申ご札之事（養玄女房に付）　五郎八組養玄甥八左
　衛門・見瑞・惣［コロロ（印）→五郎八組御役人中様

文政2年正月 竪紙　1通 2825

所請証文之事　　［端裏書：捨六沢七かたへ参候所証文也
　辰正月十四日杉右衛門渡候ひかへ］　西組深沢村五郎八
　組割元格高頭三郎兵衛・組頭兵助・組頭治左衛門外1名→
　上組千手町村割元格吉沢孫七殿

文政3年正月 竪紙　1通 2824

宗旨切証文之事　　［端裏書：九左衛門組兵太郎女房寺証
　文／2448～2473は1包紙］　長岡大工町法花宗本妙寺（印）

文政4年正月 竪紙　1通 2448－1

→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（深沢村九左衛門組助八女房に付）
　［2448～2463は1紙繕括］　飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）
　→長岡宗門御奉行所

文政4年正月 竪紙　1通 2455

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組羽右衛門聾寺証文／

2448～2463は1紙繕括］　飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）
文政4年正月 竪紙　1通 2457

→長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事（九左衛門組幾七女房付）［2448～2463
　は1紙緩括］　飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門
御奉行所

文政4年正月 竪紙　1通 2458

芸旨切証文之事（五郎八組与助女房に付）［2448～2463
は1紙繕括］　飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門
御奉行所

文政4年正月 竪紙。1通 2459

舜請証文之事（権左衛門後妻に付）［端裏書：深沢村五
郎八組権左衛門所証文／梗ユ・2は1紙帯括］　鍛治新田庄
屋代卯八（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

文政5年 2754－1・2は1紙帯
括　竪紙／1通

2754－1

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組権左衛門
女房寺証文］　西組深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗
門御奉行所

文政5年正月 竪紙　1通 2754－2
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文政5年正月 竪紙　1通 2755

文政5年正月 竪紙　1通 2823

文政6年正月 竪紙　1通 2650

文政6年正月 枝1～3は1袋（3通） 2686－1

竪紙／1通

文政6年正月 竪紙　1通 2686－2

文政6年正月 竪紙　1通 2686－3

文政6年正月 竪紙　1通 2802－1

文政6年正月 竪紙　1通 2802－2

文政6年正月 竪紙　1通 3003

文政8年正月 袋　1袋 3104

文政10年正月 竪紙　1通 2460

文政10年正月 竪紙　1通 2462

文政IO年 竪紙　1通 2463

文政13年正月21日 包紙　1枚 3103

文政13寅年正月 袋・竪紙　1袋く4 3513
通）

天保3年正月 竪継紙　1通 2781

天保5年 枝1・2は1袋（2通） 2433－0

袋／1枚

天保5年正月 竪紙　1通 2433一摩

天保5年正月 竪紙　1包（1通） 2433－2

天保14年正月 2623－1・2は1包紙 2623－1

（2通）　竪紙／1

所請証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組久八女房所証文］
　上組宮原村肝煎河島六郎右衛門・組頭三太左衛門（印）
　→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

宗旨請切証文之事　　［端裏書：（深沢村五郎八組久八）
　女房寺証文］　蔵王領摂対屋村西浄土真宗光福寺（印）
　→長岡宗門御奉行所

宗旨切証文之事（雛形）　何組何村何宗何寺→長岡宗門
　御奉行所

宗旨切証文之事　　［袋上書：文政六年未正月　彦蔵女房寺
　証文　新証文入袋　五郎八組／包書：上　朝鷺寺／2686－1
　～3は一袋入）］　深沢村西浄土真宗正林寺→宗門御奉行
　所

・宗旨切証文之事　　［端裏書：文政六未年彦兵衛女房寺
　証文］　東浄土真宗寺町妙宗寺（印）ゆ宗門御奉行所

・宗旨切証文之事（五郎八組六八女房に付）　深沢村
　西浄土真宗正林寺（印〉→宗門御奉行所

所請証文之事（沢新田村市兵衛女房に付）　深沢縫五
　郎八組割元格高頭三郎兵衛・組頭兵助次左衛門外1名→沢
　新田村肝煎高頭仁兵衛殿

・宗旨切証文之事（西組深沢村五郎八組彦兵衛女房に
　付）　長岡寺町東浄土真宗何寺→宗門御奉行所

所請証文之事（五郎八組三六女房に付、下書）　何村
　横目たれ・組頭たれ・肝煎苗字→深沢村五郎八組割元格
　高頭三郎兵衛殿

（袋）［袋上書：文政八酉年正月　新証文　五郎八・九左衛
　門組／袋裏書：甚右衛門所寺・四郎左衛門寺・助七寺・
　助右衛門寺・茂右衛門宗旨証文］

宗旨切証文之事（深沢村九之助女房に付、雛形）［端
　裏書：九之助／2448～2463は王紙緩括］　何村何宗何寺→
　宗門御奉行所

宗旨切証文之事（雛形）［端裏書：卯平次寺証文／2448～
　2463は1紙縫括］　何村何宗何寺→宗門御奉行所

所請証文之事（次郎兵衛女房に付、雛形）［2448～2463
　は1紙繕括］　何村肝煎誰組頭誰横目誰→肝煎高頭又次右
　衛門

（包紙）［包書：文政十三年正月廿一日　新証文］

（袋）［袋上書：新証文入袋　五郎八組・九左衛門組／宗旨
　証文4通在中］

宗旨請切証文之事（万蔵女房に付）　西浄土真宗徳宗
　寺（印）→宗門御奉行所

（袋）［袋上書：天保5午年新証文入袋（五郎八組・九左衛門
　組）］

　宗旨請切証文之事　　［端裏書：杢右衛門鐸寺証文］
　西組飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所

・宗旨請切証文之事　　［包書：宗旨請切証文　徳蔵養女
　切証文／虫損大］　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）
　一・宗門御奉行所

所請証文之事　　［包書：天保十四卯年正月＋二日九左衛門
　組森蔵女房寺証文所請証文／枝4・2は1包紙］　上ノ山領
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衛門（印）組頭市六（印）→ 通

斬門維肝煎高頭三郎右衛門殿

九左衛門組森蔵女房に付） 天保14年正月 竪継紙　1通 2623－2

与（印）→長岡宗門御奉行所

天保十四卯二月廿二日五郎 天保14年正月 包紙・竪紙　1包 2657
6二月廿二日朝漸々参候事済 （1通）

宗朝日寺（印）→長岡宗門御

衛門娘みわに付）［包書：正 天保14年［コ月26日 枝1・2は1包（2通） 2862－1

弐通］　新潟湊町老北村又左 包紙・竪継紙／1
t格高頭三郎右衛門殿 通

組深沢村正林寺坊守に付） 天保14年正月 竪紙　1通 2862－2

幽長岡宗門御奉行所

娘、西組深沢村仁三次女房 嘉永4年正月 2488－1・2は1包紙 2488－1

証文・寺証文案書、五郎八組 （2通）　包紙・竪
欝何寺→宗門御奉行所 紙／1通

村仁コ次女房に付　下壼） 薫永4年TF月 堅糾　1’甫 つ4RRつ

王番田村弥兵衛組庄屋粂右
長岡御領分西組深沢村九右布

宗旨請寺替証文之事（プ1
御料脇野町東浄土真宗浄福寺

宗旨請切証文之事　　［包書
　八組文蔵女房寺証文朝日寺・
　と相成候］　西組朝日村禅ラ
　奉行所

所請状之事（新潟湊町堅左
　林寺坊守　所請状・切証文
　衛門（印）→西組深沢村割ラ

・宗旨請切証文之事（西組
新潟町浄土宗善導寺（印）→1

宗旨請切証文之事（何村誰
　に付、下書）［包紙：所請
　仁三次女虜］　何領何村何麦

竪紙　1通　　　　2488－2

2503－1・2は1包紙2503－1
包紙・竪紙／1通

所請証文之事（西組深沢村仁三次女房に付、下書）嘉永4年正月
何村横目誰、組頭誰、肝煎何之誰→深沢村五郎八組三郎F
右衛門

2503－21通

竪紙　1通！2507

紙
　
　
紙

包
　
　
　
包

2511竪紙1通

包紙12557・0

2557－1

2557－2

1包（2通）

1枚

竪紙　1通

竪紙　1通

26701通

27741通

紙
　
　
紙

竪
　
　
竪

2859竪紙1通

2858竪紙1通

2853－1竪紙1通

2853－2竪紙1通

宗旨請切証文之事（何村械多誰子、西組深沢村稼多此・嘉永4年正月
　助婿に付、下書）［包紙：所請証文・寺証文案書、椴多i
　此助婿］　何領何村何宗何寺→宗門御奉行所

・所請証文之事（薇多此助婿に付、下書）　何村横劇嘉永4年正月
　誰組頭誰肝煎何之誰→深沢村三郎右衛門

宗旨請切証文之事　　［包紙：宗旨請切証文　五郎八組力…嘉永4年歪月
　蔵女房　正月十六日取　九郎兵衛俸也　一通］　深沢村
　東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請切証文（深沢村市左衛門子政吉同村十兵衛婿に嘉永4年正月
　付）　西組飯塚西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所

（包紙）［包書：上、北組栖吉村普済寺／2557～2560は1包］嘉永4年正月
　北組栖吉村禅宗普済寺（印）→宗門御奉行所

・宗旨切証文之事（此助聾に付）　北組栖吉村禅宗普済、嘉永4年正月
　寺（印）→宗門御奉行所

・所請証文之事（此助響に付）　北組栖吉村割元格勇吉一嘉永4年正月
　弟徳兵衛・組頭安兵衛・横目次兵衛（印）→深沢村高頭
　三郎右衛門殿

宗旨請切証文之事（深沢村兵次右衛門女房に付）　朝嘉永4年正月
　日村禅宗朝日寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請切証文之事（兵右衛門女房に付）　深沢村西浄’嘉永4年正月
　土真宗正林寺（印）→宗門御奉行所

一札之事　　［端裏書：忠左衛門女房合証文］　淀領飯塚村’嘉永4年5月

　親市左衛門（印）親預請与三右衛門（印）→長岡御料深
　沢村茜左衛門与門助殿

一札之事（長岡御料西組深沢村五郎八組孫太郎女房縁嘉永4年9月
　組に付）　御料所片貝村平吉（印）→長岡御料西組深沢
　村五郎八組弥五右衛門殿

所請証文之事（深沢村与太郎女房きのに付）［枝2を1で安政2年正月
　包］　富岡村割元見習田中弥市郎（印）組頭小四郎（印）F
　横目為七（印）→深沢村五郎八組割元格商頭三郎兵衛殿　i

・宗旨請切証文之事（深沢村与太郎女房きのに付）安政2年正月
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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（与太郎女房誰に付、雛形）　何村肝煎 安政2年正月 竪紙　1通 2854
何ノ誰・組頭誰・横目誰→深沢村五郎八組割元准座高頭
条右衛門

宗旨請切証文之事（深沢村与太郎女房誰に付、雛形） 安政2年正月 竪紙　1通 2855
何村何宗何寺→宗門御奉行所

一札（桑名領刈羽郡上田尻村太左衛門娘みよ儀高頭三 安政4年2月 1・2は1包　包 2434－1

郎右衛門方へ養子に付）［包書：一札／24341・2は紙 紙・竪継紙／1通

繕括付1包］　高田町浄土真宗浄興寺代判柏崎町専念寺
（印）→深沢村庄屋高頭三郎右衛門殿

相渡申所請一札之事（多左衛門娘みよ高頭三郎右衛
門方へ養子に付〉　桑名領刈羽郡上田尻村庄屋前沢勇

安政4年2月 竪継紙　1通 2434－2

助・組頭助右衛門（印）→深沢村庄屋高頭三郎左衛門殿

宗旨切証文之事　［包書1明治3午年組頭助左衛門後妻所 明治3年正月 竪紙　1通 2544－1

寺証文／2544－1・2は1包］　長岡町西浄土真宗西入寺（印）
→深沢村五郎八組庄屋三郎兵衛殿

・所請証文之事（助左衛門後妻に付）　飯島村東組庄 明治3年正月 竪紙　1通 2544－2

屋金安勇助・組頭十左衛門（印）→深沢村五郎八組庄屋
高頭三郎兵衛殿

（兵太夫跡式に付）［宗門帳断片／破損甚／1紙縫・包紙 酉2月 横長美　2枚 2349
2333～2362］　深沢五郎八組庄屋三郎兵衛・与頭甚右衛
門・与頭十兵衛・横目嘉右衛門

□□証文之事　　［端裏書：五郎八組弥兵衛女房所証文／天 （年欠）正月 竪紙　1通 2249
欠破損／2233～2259は1紙磋括］　下条村庄屋伊左衛門・
組頭多郎右衛門・横目半兵衛（印）→深沢村庄屋三郎兵
衛殿

所請証文之事　［端裏書：深沢村五左衛門女房所証文／虫 竪紙　1通 1994
損］　高田領飯塚村庄屋清兵衛・組頭平八加兵衛新左衛
門次兵衛（連印）ゆ長岡領深沢村庄屋久左衛門殿

宗旨請証文之事　　［端裏書：太郎兵衛餐三太夫宗旨請証 竪紙　1通 2335
文／括り紐・包紙2338～2362／開封途中1

（宗旨証文）［括り紐・包紙2333～2362／未開封］ 竪紙　1通 2336

宗旨切証文之事　　［端裏書：本田組新左衛門女房寺証文／ 竪紙　1通 2341
1紙緩・包紙2333～2362／開封途中コ

宗旨切証文之事　［端裏書：本田組新左衛門女房寺証文／ 竪紙　1通 2342
1紙緩・包紙2333～2362／天部欠損／未開封］

宗旨請状之事　　［端裏書：□口□寺証文／1紙縫・包紙 竪紙　1通 2344
2333～2362／未開封］

（宗旨証文）［1紙瑳紐・包紙2333～2362／未開封］ 竪紙　1通 2345

（宗旨証文）［1紙縫・包紙2333～2362／端部欠損／未開封］ 竪紙　1通 2348

（宗旨証文）［1紙縫・包紙2333～2362／未開封］ 竪紙　1通 2352

（宗旨証文）［1紙繕・包紙2333～2362／未開封］ 竪紙　1通 2358

宗旨請証文之事　　［端裏書：穣多仁左衛門餐寺証文／1紙 竪紙　1通 2360
縫・包紙2333～2362／開封途中］

宗旨切証文之事（西組深沢村九左衛門組郷助に付）［1 竪紙　1通 2361
紙繕・包紙2333～2362／開封途中］

（宗旨証文〉［2366～2408は1紙繕／未開封］ 竪紙　1通 2378
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所請証文之事　　［端裏書：五郎八組惣助女房所請証文／ 竪紙　王通 2382
2366～2408は1紙縫／開封途中］

宗旨所請証文之事　　［端裏書：九兵衛餐□［コ寺証文／ 竪紙　1通 2394
2366～2408は1紙緩］　佐倉領飯塚村西浄土真宗明鏡寺
（印）ゆ長岡御領深沢村庄屋仁兵衛殿

□□□文之事（宗旨切証文）［天部欠損／端裏書：五郎 竪紙　1通 2406
八与儀兵衛女房寺証文／2366～2408は1紙緩］　深沢村東
浄土真宗願誓寺（印）→口口［コ奉行所

宗旨切証文之事（深沢村九左衛門組兵太郎女房に付、 年号月日 竪紙　1通 2456
雛形）［2448～2463はi紙縫括］　何村何宗何寺→長岡宗
門御奉行所

宗旨切証文之事（本文白紙）［2448～2463は1紙繕括／ 竪紙／一1・2は1括 2461－1

2461－1・2は1括］ 1通

宗旨切証文之事（本文白紙）［2448～2463は1紙縫括］ 竪紙　1通 2461－2

宗旨切証文之事（雛形）　何領何村何宗何寺→長岡宗門 竪紙　1通 2651
御奉行所

（才兵衛女房宗旨証文など村方取置分之覚） 紙片　1 2904

宗旨切証文之事（西組深沢村五郎八組次郎八女房に付） 年号月日 竪紙　1通 2915
何組何村何宗何寺→宗門御奉行所

所請証文之事（吉松女房に付）→北組栖吉村割元格佐々 竪紙　1通 2952
木兼吉殿

所請証文之事（権七後妻に付、下書）　何領何村庄屋 竪紙　1通 3035
たれ組頭たれ横目たれ→長岡御領深沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：西方寺四郎兵衛女房［ 竪紙　1通 3050
］、／破損ひどく未開封］

（包紙）［包書：九左衛門組文助女房　寺証文所証文　二通］ 包紙　1通 3064

（袋）［袋表書二新証文入袋　五郎八組・九左衛門組／袋裏 袋・竪紙　1袋（9 3502
書：西本願寺直参正林寺顔月宗旨証文9通在中］ 通）

○人別送り・縁組一一括形態のもの

○
（
宗
旨
証
文
　 一括）［2695～2702紙緩括／2695．1～24紙繕

　括］
（延宝元年～享保17年） 1紙維（24通） 2695－0

所請状之事　　［端裏書：孫平次引取証文／破損虫損大］ 正徳4年3月12日 竪紙　1通 2695一蓬

安田村肝煎善七・組頭多郎兵衛・横目多左衛門他1人（印）
→深沢村新内殿・同村横目松右衛門殿

宗門御請状之事　　［端裏書：松右衛門所証文／虫損大］ 貞享3年2月20日 竪紙　1通 2695－2

安西六郎右衛門領分高町村庄屋伝兵衛・与頭次郎左衛
門・横目吉介（印）→長岡御領深沢村庄屋九左衛門殿

寺証文之事　［端裏書：三太郎女房寺証文］　下除村東浄 元禄7年2月3日 竪紙　1通 2695－3
土真宗願興寺（印）→深沢村庄屋九左衛門殿

宗門御請状之事　［端裏書：長右衛門女房所証文／虫損大］ 貞享3年2月20日 竪紙　1通 2695－4
高田領岩田村庄屋与三左衛門・与頭彦兵衛（印）→長岡
御領深沢村庄屋九左衛門殿

宗門御請状之事　［端裏書二松右衛門女房寺証文／破損大］ 延宝元年4月20日 竪紙　1通 2695－5
高田領刈羽郡大塚村真言宗十楽寺（印）→長岡領親沢村
龍蔵寺参
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鉦享保14年2月 竪紙　1通 2695－6

よ享保14年正月20日 竪紙　1通 2695－7

家 享保3年7月20日 竪紙　i通 2695－8

く

婦 貞享5年2月25日 竪紙　亙通 2695－9

原

養 元禄2年2月25日 竪紙　1通 2695－10
ミ

ナ貞享5年3月6日 竪紙　1通 2695－1謹

元禄5年正月 竪紙　1通 2695－12

深沢村／戸口／人別送り・縁組

宗旨御請状之事　［端裏書：孫平次女房宗旨請証文］　憂
　組上除村東浄土真宗浄円寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書二孫平次女房所請証文］　上除ホ
　庄屋茂左衛門・組頭与助（印）→深沢村三郎兵衛殿

寺証文之事　　［端裏書：万之助女房寺証文］　佐倉領飯塚
　村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡御領深沢村庄屋孫兵次
　殿

宗門御請状之事　　［端裏書：太郎兵衛母三五右衛門女房所
　証文］　丹後様領岩田村庄屋伝左衛門・与頭彦兵衛・源
　兵衛（印）→深沢村庄屋九左衛門殿

所証文請状之事　　［端裏書＝七兵衛女房所証文］　西下条
　村庄屋忠右衛門・与頭善兵衛・横目久兵衛（印）→深沢
　村庄屋九左衛門殿

月宗旨御請状之事　［端裏書：三五右衛門女房寺証文コ
　後様御領飯塚村明鏡寺（印）→深沢村庄屋九左衛門殿

宗旨御請状之事　　［端裏書：下新田七兵衛女房共二弐人之
　寺証文］　御蔵入井岡村浄土真宗願浄寺（印）→長圃御
　領深沢村願誓寺殿

2695－13竪紙1通

2695－14竪紙　1通

2695－15竪紙1通

2695－16竪紙1通

2695－17竪紙1通

2695－18竪紙　1通

2695－19竪紙1通

2695－20竪紙1通

2695－21竪紙1通

2695－22竪紙1通

2695－23竪紙1通

2695－24竪紙1通

差美ケ申一札之事（世俸次助帳面付落につき帳付連判享保7年2月8日
　証文）［端裏書：五右衛門願証文］　九左衛門組村中名子
　親五右衛門・同組同断加判人万之介・同組百姓同断長右
　衛門他6人（印）→庄屋仁兵衛殿

宗旨請証文之事　　［端裏書：孫平次と女房寺証文］　長岡宝永6年正月23日
　大工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行所

所受証文之事　　［端裏書：三右衛門女房所証文〕　下条村戌正月24日
　親善兵衛・庄屋九郎兵衛・与頭仁左衛門他1人（印）→深
　沢村庄屋九左衛門殿

所証文之事　　［端裏書：万之助女房所証文］　佐倉領不動享保3隼7月20日
　沢村庄屋三左衛門・与頭市郎□□門（印）→長岡御領深1
　沢村庄屋孫兵次殿

宗門御請状之事　　［端裏書：五郎八女房寺証文］　高田領元禄3年正月27日
　朝日村朝1ヨ寺（印）→長岡領深沢村九左衛門殿

宗門御請状之事　　［端裏書：五郎八女房所証文］　高田領元禄3年正月27日
　朝日村庄屋市郎兵衛・与頭源左衛門・同喜兵衛他1人（印）
　→深沢村九左衛門殿

所請証文之事　　［端裏書：九左衛門組六助女房所請証文］享保6年正月21日
　下条村庄屋伝左衛門・組頭惣右衛門・同多左衛門他1人、
　（印）→深沢村庄屋仁兵衛殿

寺証文之事　　［端裏書：九左衛門組六助女房寺証文／虫損享保6年2月3日
　大］　浄土真宗深沢村願誓寺（印）→深沢村庄屋仁兵衛
　殿

一札之事（六郎兵衛子又右衛門女房に付）［端裏書：八享保8年3月
　助女房一札之事］　佐倉領不動沢村親平左衛門・庄屋三
　左衛門・与頭市郎右衛門（印）→長岡領深沢村庄屋仁兵
　衛殿

所驚縫善兵騰頭調鶏纏翻潴蔀ll享保1嘲・2日
　→深沢村庄屋三郎兵衛殿

寺証文之事　　［端裏書：九左衛門与八助女房寺証文］　東享保17年2月13日
　浄土真宗願誓寺（印）ゆ宗門御奉行所

所□請状□□［コ（善九郎女房子共4人御請状に付）［破元禄5年正月
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○

損大］　五日市村庄屋伊右衛門・与頭権左衛門・横目半
左衛門（印）→長岡御領深沢村庄屋九左衛門殿

（宗旨証文　一括）［27031～14紙繕括］

宗旨請証文之事　　［端裏書：深沢村九左衛門組徳左衛門寺
　証文］　西組王番田村東浄土真宗浄願寺（印）ゆ宗門御
　奉行所

所請証文之事　　［端裏書1九左衛門組徳左衛門所証文］
　本与板組大荒戸村庄屋市郎兵衛・与頭八右衛門・同彦左
　衛門他1人（印）→西組深沢村庄屋三郎兵衛殿

切証文之事　　［端裏書：九左衛門与長右衛門宗旨切証文］
　淀領東方村浄土真宗長福寺（印）→長岡宗門御奉行所

宗旨請証文之事　　［端裏書：徳左衛門女房寺請証文］　親
　沢村真言宗龍蔵寺（印）→宗門御奉行所

宗旨証文之事　　［端裏書：徳左衛門女房寺証文］　東浄土
　真宗村松村本覚寺（印）ゆ宗門御奉行所

所証文之事　　［端裏書：徳左衛門女房所証文］　上組横枕
　村庄屋儀左衛門・与頭九左衛門・横目茂左衛門（印〉→
　西御組深沢村庄屋孫平次殿

所請証文之事　　［端裏書：徳左衛門女房所証文］　下上
　（条）村庄屋九右衛門・与頭善兵衛・親左兵衛他2人（印）
　→深沢村庄屋九左衛門殿

所請証文之事　　［端裏書：八右衛門女房所請状］　下上
　（条）村庄屋弥二兵衛・与頭善兵衛・兄六郎兵衛他2人
　（印）→深沢村庄屋五郎八殿

所請証文之事　　［端裏書：九左衛門組長右衛門所請証文］
　淀領岩田村庄屋太右衛門・同伝之助・与頭久兵衛（印）
　→長岡御領深沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨請証文　　［端裏書九左衛門組長右衛門宗旨請証文］
　淀領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）ゆ長岡領深沢村庄屋
　三郎兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書：兵助女房所請状］　親沢村庄屋
　杢兵衛・組頭徳右衛門・同彦左衛門他2人（印）→深沢村
　庄屋五郎八殿・組頭忠兵衛殿

宗門御請状之事　［端裏書：兵助女房寺請状］　親沢村真
　言宗龍蔵寺（印）→深沢村庄屋五郎八殿　　　’

所請証文之事　［端裏書：九左衛門組市太夫女房所請証文］
　下条村庄屋伊左衛門・組頭太郎右衛門・横目吉兵衛（印）
　→深沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：九左衛門組甚五右衛門女房宗
　旨切証文／破損大］　東浄土真宗寺町善行寺（印）→宗
　門御奉行所

○

（宗旨証文　一括）［包紙3067～3087／但、3087－4，6他の編
　成に入る］

宗旨切証文之事　　［端裏書二太助女房寺証文／包紙に転用
　5枚の内／包紙3067～3087］　沢新田村真言宗金剛光寺
　（印）→深沢村庄屋仁兵衛殿

（貞享3年～寛保4年） 1紙縫（14通） 2703－0

元文4年正月 竪紙　1通 2703－1

元文4年正月 竪紙　1通 2703－2

寛保4年正月25日 竪紙　1通 2703－3

享保4年2月11日 竪紙　1通 2703－4

享保4年正月22日 竪紙　1通 2703－5

享保4年正月21日 竪紙　1通 2703－6

貞享3年3月7日 竪紙　1通 2703－7

宝永5年正月20日 竪紙　1通 2703－8

享保15年3月 竪紙　1通 2703－9

享保15年3月 竪紙　1通 2703－10

宝永5年正月8日 竪紙　1通 2703－11

宝永5年正月8日 竪紙　1通 2703－12

寛保4年正月 竪紙　1通 2703－13

寛保4年正月 竪紙　1通 2703－14

（元禄元年～天保14年） 3067～3087は1包 3067－0－1

（34通）包紙／1枚

宝永7年丑正月28日 竪紙　1通 3067－0－1
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宗旨証券之事　［端裏書：藤助養子太郎右衛門寺証文／包
　紙に転用5枚の内／包紙3067～3087］　上組村松村禅宗洞
　照寺（印）→深沢村庄屋仁兵衛殿

享保16年亥正月 竪紙　1通 3067－0－2

宗旨証券之事　　［端裏書：五郎八組次郎助女房宗旨切証
　文／包紙に転用5枚の内／包紙3067～3087］　淀領飯塚村
　西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所

寛保4年子正月 竪紙　1通 3067－0－3

宗旨切証文之事（西組深沢村久四郎女房に付）［包紙
　に転用5枚の内／包紙3067～3087］　西浄土真宗千手長恩
　寺（印）→宗門御奉行所

宝暦3年酉正月 竪紙　1通 3067－0－4

宗旨切証文之事（西組深沢村又助女房に付）［包紙に転
　用5枚の内／包紙3067～3087］　西組浦村浄土真宗長永寺
　（印）→宗門御奉行所

天保14年卯正月 竪紙　1通 3067－0－5

宗旨切証文之事（深沢村五郎八組三郎兵衛響久右衛門
　に付）［包紙3067～3087／左列重ね3067～3075］　西野村
　庄屋藤左衛門（印）組頭彦兵衛（印）組頭金左衛門（印）
　横目作左衛門（印）→深沢村庄屋三郎兵衛殿

寛延2年巳正月 竪紙　1通 3067－1

宗旨証文之事　　［端裏書二清四郎女房宗旨証文／地部欠損
　有／包紙3067～3087／左列重ね3067～3075コ　王番田村
　東浄土真宗浄願寺（印）→宗門御奉行所

享保17年子正月 竪紙　1通 3068

宗屋羅藷議謝曝辮懸騰灘難讐
　3075］　西組商瀬村東浄土真宗妙楽寺（印）ゆ宗門御奉
　行所

明和4亥年正月 竪紙　1通 3069

宗旨請切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組松右衛門
　女房寺証文／包紙3067～3087／左列重ね3067～30751
　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）一ゆ宗門御奉行所

明和6年丑正月 竪紙　1通 3070

寺替証文之事　　［袖部破れ有／端裏書：深沢村五郎八組利

　七寺証文／包紙3067～3087／左列重ね3067～3075］　深
　沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

明和5年子正月 竪紙　1通 3071

宗旨切証文之事　　［袖部破れ有／端裏書：深沢村五郎八組
　太郎七女房寺証文／包紙3067～3087／左列重ね3067～
　3075コ　神田正覚寺（印）→宗門御奉行所

明和5年子正月 竪紙　1通 3072

所請証文之事　　［端裏書：源助引越証文　文政十亥年十二

　月廿四日証文控へ／包紙3067～3087／左列重ね3067～
　3075］　五郎八組割元格高頭三郎右衛門・組頭兵助・組
　頭次左衛門・横目七兵衛→茂兵衛組肝煎高頭仁兵衛殿

文政11子年正月 竪紙　1通 3073

折請状之事　　［端裏書：伝兵衛女房所証文／包紙3067～
　3087／左列重ね3067～3075］　高田領来迎寺村庄屋大助
　（印）与頭十右衛門（印）兄弟平左衛門（印）→長岡領深
沢村庄屋又兵衛殿

元禄元年辰2月15日 竪紙　1通 3074

弄請状之事　　［端裏書：九兵衛女房所証文／包紙3067～
3087／左列重ね3067～3075］　才津村庄屋六之丞（印）
与頭長兵衛∫印）与頭五左衛門（印）横目与兵衛（印）
地親匁郎右衛門（印）→深沢村庄屋五郎八殿

元禄16年未2月1日 竪紙　1通 3075

芸旨請切証文之事（西組深沢村五郎八組又助女房に付）
　［包紙3067～3087／右列重ね3076～3087コ　西組深沢村東
浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

文政2年卯正月 竪紙　1通 3076

芸旨切証文之事（西組深沢村五郎八組惣太郎女房に付）
　［包紙3067～3087／右列重ね3076～3087］　椎谷領北野村
浄土真宗光徳寺（印）→長岡宗門御奉行所

文政2年卯正月 竪紙　1通 3077

芸旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組寅七女房寺証文／包

紙3067～3087／右列重ね3076～3087］　深沢村西浄土真
宗正林寺（印）→宗門御奉行所

天明7年未正月 竪紙　1通 3078

所

所

宗

宗

宗
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郎八組仙太郎女 天明8年申正月 竪紙　1通 3079
76～3087］　御
門御奉行所

郎八組伝蔵女房 天明8年申正月 竪紙　1通 3080
～3087］　御料
門御奉行所

衛門組六蔵所証 天明8年申正月 竪紙　1通 3081
87］　西組下除
門（印）横目七
三郎兵衛殿

左衛門組多兵衛 天明8年申正月 竪紙　1通 3082
～3087］　西組
行所

郎八組文右衛門 天明8年申正月 竪紙　1通 3083
ね3076～3087］
御奉行所

咀彦助女房寺証 天明7年未正月 竪紙　1通 3084
7］　西組上除

房所請状／包紙 天明7年未正月 竪紙　1通 3085
地村庄屋木村喜
衛（印）→深沢

左衛門女房寺証 天明7年未正月 竪紙　1通 3086
7］　深沢村西

垂八縁組に付） 寛保4年子正月 竪紙　1通 3087－1

0874～11は1紙
弓（印）→長岡

所請証文／包紙 元文3年午正月 竪紙　1通 3087－2

安村庄屋忠左衛
郎兵衛殿

地中徳応寺後 明和3戌年2月 竪紙　1通 3087－3

la3076～3087／
手（印）→西組

脂裏書：一通所 正徳2年辰2月3日 竪紙　1通 308アー5

087］　新発田
之丞（印）与頭

組仁大夫女房寺 明和6年丑正月 竪紙　1通 3087－7

087］　才津村

九之助に付） 寛保3年亥正月 竪紙　1通 3087－8

東浄土真宗長

ね宗旨切証文／ 延享4年卯正月13日 竪紙　1通 3087－9

深沢村東浄土

主衛門女に付） 宝暦7年丑正月 竪紙　1通 3087－10
御領地片貝村

所

宗旨切証文之事　　［端裏書貼紙：深沢村五1
　房寺証文／包紙3067～3087／右列重ね307
　料飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗

宗旨切証文之事　　［端裏書貼紙：深沢村五
　寺証文／包紙3067～3087／右列重ね3076’
　所飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗

所請証文之事　　［端裏書貼紙：深沢村九左
　文／包紙3067～3087／右列重ね3076～30を
　村東組庄屋小山安四郎（印）組頭此右衛1
　兵衛（印）→西組深沢村五郎八組庄屋高頭

宗旨切証文之事　［端裏書貼紙：深沢村九
　寺証文／包紙3067～3087／右列重ね3076’
　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉

宗旨切証文之事　　［端裏書貼紙：深沢村五，

　女房寺証文／包紙3067～3087／右列重オ
　西組親沢村真書宗龍蔵寺（印）→畏岡宗門

宗旨請切証文之事　［端裏書：五郎八組
　文／包紙3067～3087／右列重ね3076～308’
　村東浄土真宗浄円寺（印）ゆ宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：五郎八組彦助女
　3067～3087／右列重ね3076～3087コ　宝
　右衛門（印）与頭宇兵衛（印）横目又兵
　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：五郎八組九郎
　文／包紙3067～3087／右列重ね3076～3α
　浄土真宗正林寺（印）→宗門御奉行所

一札之事（清右衛門娘と杢右衛門子息甚
　［包紙3067～3087／右列重ね3076～3087／30
　縫括／袖部欠損有］　淀領飯塚村清右衛門
　御領深沢村杢右衛門殿

所請証文之事　　［端裏書：市郎右衛門女房
　3067～3087／右列重ね3076～3087］　富…
　門（印）与頭平兵衛（印）→深沢村庄屋三

所請井宗旨証文之事（西組深沢村願誓寺
　住諦応に付）［包紙3067～3087／右列重才
　地部欠損有］　長岡寺町東浄土真宗妙宗≒
　深沢村五郎八組庄屋五左衛門殿

所請状之事（深沢村一通女房所証文）［端
　請状／包紙3067～3087／右列重ね3076～30
　領大面組福島新田親徳誓寺（印）名主新之
　源右衛門（印）→深沢村庄屋仁兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組
　証文／包紙3067～3087／右列重ね3076～301
　東浄土真宗円超寺（印）ゆ宗門御奉行所

切証文之事（西組深沢村九右衛門養子
　［包紙3067～3087／右列重ね3076～3087］
　岡妙宗寺（印）→宗門御奉行所

旦那切証文之事　　［端裏書：兵右衛門娘こ著
　包紙3067～3087／右列重ね3076～3087］
　真宗願誓寺（印）擁宗門御奉行所

宗旨切証文之事（西組深沢村五郎八組羽右
　［包紙3067～3087／右列重ね3076～3087］
　東浄土真宗浄照寺（印）→長岡宗門御奉行矧
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切証文之事　　［端裏書：六左衛門むこ六郎兵衛寺証文／包 元禄10年寅正月28日 竪紙　1通 3087一”
紙3067～3087／右列重ね3076～3087／下部欠損有・奥部

　欠］　栖吉村善照寺（印）

O
（
宗
旨
証
文
　 一括）［2603～2619は1包紙・紙繕括／包書： （元禄3年～宝暦3年） 2603～2619は1包 2603
いた所請状寺之証文］ （21通）　包紙1枚

宗旨証文之事　［端裏書二いた新蔵女房寺証文］　御領出 宝永7年正月25日 竪紙　1通 2603
雲崎徳正寺ゆ長岡領次吉村正林寺殿

所請状之事　［端裏書：いた助次郎女房所証文］　高田領 元禄3年正月20日 竪紙　1通 2604
宮本村庄屋勘右衛門（印）与頭半兵衛（印）与頭市左衛
門（印）親九右衛門（印）→長岡御領深沢村庄屋九左衛
門殿

一札之事（松兵衛娘弥五右衛門女房に縁付に付）　淀 宝暦3年3月 竪紙　i通 2605
領塚野山村松兵衛（印）→長岡領深沢村弥五右衛門殿

所証文之事　　［端裏書：多次兵衛婚三太夫所請証文］　長 寛保3年正月 竪紙　1通 2606
岡諏訪別当普賢寺→組深沢村庄や三郎兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書：溝四郎女房所請証文］　上除村 享保17年2月8日 竪紙　1通 2607
庄屋茂左衛門（印）組頭与助（印）→深沢村庄や三兵衛
殿

切証文之事　　［端裏書：月閑坊守切証文］　下除村東浄土 正徳6年2月28日 竪紙　玉通 2608
真宗願興寺（印）→深沢村庄屋仁兵衛殿

乍恐書付を以奉願候御事（淀領東谷村牛左衛門弟九太
　夫を響に貰に付）　願主甚右衛門（印）［奥書：庄屋三

延享元年12月4日 竪紙　1通 2609

郎兵衛（印）与頭十兵衛（印）横目吉右衛門（印）→御
代官所］

所請証文之事　　［端裏書：いた源七女房証文／枝一1・2は1 寛保2年2月27日 枝一1・2は1紙繕 2610－1
紙緩括］　与板町代彦兵衛（印）町代仁兵衛（印）町代
九左衛門（印）→長岡御領深沢村庄屋三郎兵衛殿

竪紙／1通

・宗旨請切証文之事　　［端裏書：いた源七女房証文］ 寛保2年2月 竪紙　1通 2610－2
長岡御領所出雲崎村浄土宗徳正寺（印）→長岡宗門御奉
行所

所請証文之事　　［端裏書：いた長兵衛女房所請状／枝一1・ 享保18年2月 枝一1・2は1紙縫 2611－1

2は1紙緩括］　椎谷領五日市村庄屋津右衛門（印）組頭 竪紙／1通
利左衛門（印）→長岡領深沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：いた長兵衛宗旨切証文］ 享保18年2月 竪紙　1通 2611－2
御広分井岡村願浄寺（印）→宗門御奉行所

所請状之事　　［端裏書1いた久七女房所証文／枝一1・2は1i 宝永7年正月29日 枝一1・2は1紙繕 2612－1
紙緩括］　魚沼郡川口組和南津村庄屋新九郎（印）組頭
忠右衛門（印）→長岡御領深沢村庄屋仁兵衛殿

竪紙／1通

・宗旨証文之事　　［端裏書：いた久七女房寺証文］　御料1

　魚沼郡堀之内村西浄土真宗願念寺（印）→長岡御領深沢1
村正林寺殿　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
所請証文之事　　［端裏書：御蔵番権左衛門蛋請証文／枝ヨ
　1・2は1紙縫括コ　長岡神田町横目次郎右衛門（印）→組1
　深沢村仁兵衛殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

宝永7年正月29日

享保2年2月

竪紙　1通

枝一1・2は1紙繕

竪紙／1通

2612－2

2613－1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝・切証文之事　　［端裏書二御蔵番権左衛門切証文］　深潤
　村東浄土真宗願誓寺（印）→（深沢）村庄屋仁兵衛殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
宗旨請証文之事（九左衛門組惣兵衛妹しもに付）　深1
　沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

享保2年正月28日

寛保2年2月20日

竪紙　1通

竪紙　1通

2613－2

2614
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宝永7年2月25日 竪紙　1通 2615

宝永7年正月29日 竪紙　1通 2616

享保15年2月 竪紙　1通 2617

享保16年2月 竪紙　1通 2618

享保15年3月 竪紙　1通 2619

（元禄3年～寛政9年） 2233－1～19は1紙 2233－0

緩（19通）

享保16年2月 竪紙　1通 2233－1

寛態年2月 竪紙　1通 2233－2

享保15年正月 竪紙　1通 2233－3

元禄3年2月17日 竪紙　1通 2233－4

安永3年正月 竪紙　1通 2233－5

天明6年正月 竪紙　1通 2233－6一ア

天明6年正月 竪紙　1通 2233－6イ

寛政9年正月 竪紙　1通 2233－7一ア

寛政9年正月 竪紙　1通 2233－7イ

寛政5年10月 竪紙　1通 2233－8一ア

寛政5年 竪紙　1通 2233－8一イ

寛政6年正月 竪紙　1通 2233－9一ア

所請証文之事　　［端裏書：太助女房所請状］　沢新田村庄1
　屋次郎兵衛（印）与頭長右衛門（印）与頭作右衛門（印）
　外1名ゆ深沢村庄屋仁兵衛殿

所請状之事　　［端裏書：いた新蔵女房所証文］　新発田領1
　今町吉田新五兵衛（印）笠原文四郎→長岡御領深沢村庄
　屋仁兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書：いた忠九郎女房所請証文］　御1
　料所小千谷村庄屋藤五郎（印）組頭吉右衛門（印）同徳
　右衛門（印）→長岡領深沢村庄屋三郎兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書：多左衛門女房所請証文］　北組1
　栖吉村肝煎甚五右衛門（印）肝煎七右衛門（印）与頭儀
　兵衛（印）外3名　西組→深沢村肝煎三郎兵衛殿

宗旨請証文之事　　［端裏書1いた忠九郎女房寺証文］　御・
　広分小千谷村浄土真宗願正寺（印）ゆ長岡領深沢村庄や
　三郎兵衛殿

○

一括）［2233～2259紙縫括／2233．1～19紙繕文証旨
］

宗
括

（

所請証文之事　　［端裏書：本田与仲右衛門女房所請証文］
　与板領千谷沢村庄屋銀右衛門・組頭平太夫・同利兵衛
　（印）→長岡領深沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨切証文之事（深沢村仁兵衛後妻に付）［虫損大］
　与板領三仏生村東浄土真宗遍了寺（印）→長岡宗門御奉
　行所

宗旨請証文之事　　［端裏書1達山女房寺証文］　下除村東
　浄土真宗願興寺（印）→宗門御奉行所

所請状之事　　［端裏書：所請状、市郎左衛門女房］　親沢
　村庄屋清右衛門・与頭次郎右衛門（印）→鍛治新田村仁
　右衛門殿

所請証文之事　　［端裏付箋書：深沢村五郎八組式部卿所証
　文／湿害、虫損大］　長岡寺町善行寺（印）→西組深沢
　村五郎八組高頭五左衛門殿

切証文之事　　［端裏書：五郎八組願誓寺坊守寺証文／
　2233－6ヲ・イは1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　　［端裏書：五郎八組願誓寺坊守所証文］
　淀領東方村庄屋九郎右衛門・組頭庄九郎・同弥右衛門
　（印）→長岡御領西組深沢村割元格高頭三郎兵衛

所請証文之事　　［端裏書：五郎八組正林寺後住翫月所請証
　文／2233－7一ア・イは王紙繕括］　長岡大工町西浄土真宗徳宗

　寺（印）→西組深沢村割元格高頭三郎兵衛殿

・宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組正林寺後住翫月
　寺証文］　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）→長岡宗
　門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組作助養子寺証文／
　2233．8一ア・イは1紙繕括］　与板領与板町西浄土真宗明元寺
　（印）ゆ長岡宗門御奉行所

・所請証文之事　　［端裏書：五郎八組作助養子金四郎所証
　文］　御料所日野浦村庄屋儀右衛門・組頭佐兵衛（印）
　→長岡領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：深沢村正林寺後住円海所証文／
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一ア・イは1紙縫括］　御料大面町村庄屋弥十郎・同断
テ門（印）→長岡御領西組深沢村割元格高頭三郎兵

切証文之事　　［端裏書：深沢村正林寺後住円海寺 寛政6年正月日 竪紙　1通 2233－9イ
御料大面町村西浄土真宗長念寺（印）→長岡宗

行所

正文之事　　［端裏書：九左衛門組惣七女房寺証文］ 寛政6年正月 竪紙　1通 2233－10
叉塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所

正文之事　　［端裏書：五郎八組金四郎女房寺証文］ 寛政6年正月 竪紙　1通 2233－11
工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行所

正文之事　［端裏書：五郎八組六左衛門聲五太夫寺 寛政6年正月 竪紙　1通 2233－12
飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所

之事　　［端裏書：深沢村願誓寺寺中法鎧女房寺証 寛政6年正月 竪紙　1通 2233－13
損大コ　御料所東方村東浄土真宗長福寺（印）ゆ
門御奉行所

正文之事　［端裏書＝五郎八組助六女房寺証文／虫 寛政6年正月 竪紙　1通 2233－14
西組深沢村西浄土真宗正林寺（印）→宗門御奉

之之事　　［端裏書：五郎八組多六女房所証文／虫損

御料所雲出村兼帯庄屋武藤与三郎・組頭半左衛
寛政5年12月 竪紙　1通 2233－15

庄九郎他1人（印）→長岡御領西組深沢村割元格高
兵衛殿

匿文之事　　［端裏書：五郎八組多六女房寺証文／虫 寛政5年12月 竪紙　1通 2233・16
御料所下除村東浄土真宗願興寺（印）→長岡宗

行所

正文之事　　［端裏書：五郎八組三七女房寺証文］ 寛政6年正月 竪紙　1通 2233－17
西浄土真宗正林寺（印）→長岡宗門御奉行所

と之事　［端裏書：五郎八組三七女房所証文］　鍛
村割元高頭仁兵衛（印）→深沢村五郎八組割元格
郎兵衛殿

寛政6年正月 竪紙　1通 2233－18

正文之事　［端裏書：五郎八組玄瑞女房寺証文／虫 寛政6年正月 竪紙　1通 2233－19
長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）ゆ宗門御奉

係一括）［枝1－25は1紙繕括］ （元禄3～宝暦12年） 2047一枝1－25は1紙 2047－0
緩括（25通〉

E文之事（深沢村新右衛門女房に付）［枝1・2は
刮　　佐倉領飯塚村西一向宗明鏡寺（印）→長岡領
庄屋仁兵衛殿

享保8年卯正月 枝1・2は1紙繕括

竪紙／1通
2047－1

ζ之事　　［端裏書：六左衛門家内新右衛門所請状］

岩田村庄屋伝左衛門・組頭儀右衛門・彦兵衛（連
長岡領深沢村庄屋仁兵衛殿

享保8年卯正月 竪紙　1通 2047－2

之事　　［端裏書：利左衛門女房所請証文］　淀領

庄屋甚左衛門・庄屋間右衛門・組頭利右衛門（連
寛保4年子正月 竪紙　1通 2047－3

長岡御領深沢村庄屋三郎兵衛殿

文之事　［端裏書二孫七女房寺証文］　親沢村真
蔵寺（印）→御奉行所

享保9年辰正月 竪紙　1通 2047－4

之事　　［端裏書：五郎八組甚七女所請証文］　本
可根川村庄屋四郎兵衛・与頭佐兵衛・横目庄右衛
P）→西組深沢村庄屋三郎兵衛殿

寛保4年子正月 竪紙　1通 2047－5

◎
衛

33

左
殿

22

津
衛

宗旨切
証文］

門御奉　

宗旨切証
　西組飯考

宗旨切証
　長岡大二

宗旨切証
　証文］

切証文之
　文／虫才

　長岡宗P

宗旨切証
　損大］

　行所

所請証文
　大］

　門・同1
　頭三郎」

宗旨切証
　損大］

　門御奉／

宗旨切i

　深沢ネ1

文
田
融

証
新
頭

請
治
高

所

宗旨切証
　損大］

　行所

継
購

○
　
（
　
　
宗

所請証文
　佐倉領1
　印）ゆ」

所請証文
　岩田村1
　印）→1

証
新

請
宗

旨
言

宗

所請証文
　与坂組I
　門（連匠
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宗旨請証文之事　　［端裏書二五郎八組九右衛門宗旨証文］ 寛保4年子2月 竪紙　1通 2047－6

東浄土真宗寺町妙宗寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　［端裏書：＋次郎女房先寺切証文］　淀 元文3年午正月 竪紙　1通 2047－7

領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（角印）峠長岡御領御奉行所

宗旨請証文之事　［端裏書：＋次郎女房寺証文コ　深沢村 享保17年2月 竪紙　1通 2047－8

東浄土真宗願誓寺（印）ゆ当村庄屋三郎兵衛殿

宗旨請切証文之事　　［端裏書：本田＋次郎女房宗旨切証 享保19年寅2月6日 竪紙　1通 2047－9

文］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：徳応寺女房所請証文／虫損大］ 享保4年亥正月24日 竪紙　1通 2047－10
富田村庄屋助右衛門・与頭横目（印）→深沢村庄屋仁兵
衛殿

切証文之事　　［端裏書：四郎左衛門女房宗旨切証文］　淀 享保17年子2月 竪紙　1通 2047－11

領東方村東浄土真宗長福寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請証文之事　［端裏書：五郎八組松兵衛女房寺証文］ 元文6年酉正月23日 竪紙　1通 2047－12
西浄土真宗上田町唯敬寺（角印）→宗門御奉行所

宗旨請証文之事（五郎八組彦兵衛聾彦治右衛門）［地 宝暦3酉正月 竪紙　1通 2047－13
部湿害大］　深沢村西浄土真宗正林寺→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：本田組籐左衛門女房所請証文］ 元文2年巳正月 枝14・15は1紙繕 2047－14
高瀬村庄屋小八・組頭五左衛門・組頭佐太衛門・横目七 括　竪紙／1通
左衛門（印）帥深沢村庄屋三郎兵衛殿

・宗旨請切証文之事　　［端裏書：本田組籐左衛門女房寺 元文2年巳正月 竪紙　1通 2047－15
切証文］　深沢村東浄土真宗願誓寺→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　［端裏書：清四郎女房宗旨切証文］　西 延享4年卯正月 竪紙　1通 2047－16
組高瀬村東浄土真宗妙楽寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（五郎八組次郎助女房に付）　下條村 宝暦12年午2月 竪紙　1通 2047－17
東浄土真宗願興寺（印）→宗門御奉行所

宗旨御請証文之事　　［端裏書1寺証文市郎左衛門女房］ 元禄3年午2月 竪紙　1通 2047－18
高田領飯塚村浄土真宗明鏡寺（印）→御奉行所

宗旨切証文之事（五郎八組清左衛門弟惣助女房に付） 宝暦7年丑正月 竪紙　1通 2047－19
［破損大］　上組東浄土真宗本覚寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事（羽右衛門後妻に付）　淀領片貝村庄屋 宝暦7年丑 竪紙　1通 2047－20
茂三郎・組頭伊右衛門（連印）→長岡御領深沢村庄屋三
郎兵衛殿

宗旨切証文之事（五郎八組善次郎女房に付）　淀領何 年月日 竪紙　1通 2047－21
村何宗何寺帥長岡宗門御奉行所

所請証文之事（新左衛門養子次郎吉に付）　福山村庄 延享5年辰正月 竪紙　1通 2047－22
屋喜平次・組頭□四兵衛（連印）→深沢村五郎八組庄屋
三郎兵衛殿

所請証文之事（善九郎養子市蔵女房に付）［虫損ひどく 枝23・24は1紙縫 2047－23
不開］ 括　竪紙／1通

事

・宗旨切証文之事（善九郎養子市蔵女房に付）［虫損 竪紙　1通 2047－24
ひどく不開］

所証文之事　　［端裏書：＋次郎女房所請証文］　才津村左 享保17年子正月 竪紙　1通 2047－25
兵衛組庄屋利右衛門・与頭三五右衛門・横目角兵衛（印）
→深沢村本田組庄屋三郎兵衛殿

○
（
宗 旨証文　一括）［枝．1～17は1紙繕括〕 （元禄5年～宝暦5年） 2787－1～i7は1紙 2ア87－0

緩括（18通）
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深沢村五郎八与甚右衛門後妻 寛延2年正月 竪紙　1通 2787一，

凸東浄土真宗善照寺（印）→宗

裏書：沢右衛門女房寺証文］ 享保20年正月 竪紙　1通 2787－2
寺（印）→宗門御奉行所

衛外二四人寺証文］　神田浄土
所

元禄10年2月21日 竪紙　！通 2787－3

弓娘に付）［端裏書：半左衛門 宝永4年2月29日 竪紙　1通 2787－4
神田正覚寺（印）→御奉行所

菰郎八組又六女房に付）［湿 宝暦4年2月 竪紙　1通 2787－5
ヒ野村東浄土真宗光徳寺（印）

どく不開］　上組平嶋村庄屋茂 享保20年2月 竪紙　1通 2787－6
門（印）横目利兵衛（印）→

誓寺寺中徳応寺住持専空餐 宝暦12年正月 竪紙　1通 2787－7
町村割元大塚甚左衛門（印）組
衛門（印）外1名→西組深沢村

五郎八組八郎次寺証文／虫 宝暦7年正月29日 竪紙　1通 2787－8
浄土真宗徳宗寺（印）→宗門

蓼次右衛門に付）　小沢村庄 宝暦3年正月 竪紙　工通 2787－9
右衛門（印）→深沢村庄屋三

松兵衛女房寺切証文］　稲葉 正徳2年2月3日 竪紙　1通 2787－10
）→長岡領深沢村庄屋仁兵衛

右衛門子三太郎女房所請証文］ 享保3年10月 2787－11一ア・イは1 2787－11一ア
左衛門（印）組頭八兵衛（印） 紙緩括　竪紙／1
衛殿 通

書：吉右衛門子三太郎女房寺 享保3年10月 竪紙　1通 2787－11イ
真宗長福寺（印）→長岡宗旨

新左衛門養子治郎吉に付） 延享5年正月29日 竪紙　1通 2787－12
P）→宗門御奉行所

兵衛響権七に付）　深沢村 寛延4年2月 竪紙　1通 2787－13
宗門御奉行所

く夫女房所証文］　与板領灰下 正徳3年正月27日 竪紙　1通 2787－14
衛門（印）与頭次左衛門（印）
仁兵衛殿

多清九郎聲仁左衛門所証文］ 元禄5年正月10日 竪紙　1通 2787－15
ヒ（印）庄屋甚五左衛門（印）
岡領深沢村庄屋又兵衛殿

に付）［後欠］
竪紙　1通 2787－16

跡へ後家入の六太夫に付、
→検断格猪俣仁右衛門町代渡

宝暦5年正月 竪紙　1通 2787－17

宗旨切証文之事　　［端裏書
　宗旨切証文コ　北組栖吉桐
　門御奉行所

宗旨請切証文之事　　［端
　北組栖吉村東浄土真宗善照・

宗旨証文　［端裏書：彦兵循
　真宗正覚寺（印）→御奉行1

寺替証文（深沢村弥左衛F甚
　女房寺切証文］　浄土真宗1

宗旨請証文之事（深沢村呈
　害ひどく不開］　椎谷領讃
　→長岡宗門御奉行所

（宗旨証文）［前欠、鼠損ひと

　左衛門（印）組頭市郎右衛
　西組深沢村庄屋三郎兵衛殿

所藩鑑謝五蟹鞭
　頭伊左衛門（印）組頭弥右
　五郎八組庄屋五左衛門殿

書
西

裏
町

端
工

［
大

　
岡

事
長

之文
幻
訴

諦
霧

言
・
奉

旨
損
御

宗

所請証文之事（彦兵衛聾彦
　や作五右衛門（印〉与頭甚
　郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：

　丹後守領雲出村香林寺（印
　殿

所請証文之事　［端裏書二吉、
　佐倉領駒村新田村庄屋三郎2
　→長岡御領深沢村庄屋仁兵額

・宗旨請証文之事　　［端裏
　証文〕　佐倉領東方村浄土
　御奉行所

旦那切証文之事（深沢村葉
　深沢村東浄土真宗願誓寺（匠

宗旨請証文之事（深沢村少兵
　西浄土真宗正林寺（印）→宗F…

所請状之事　　［端裏書：利太夫
　村親安兵衛（印）庄屋惣右衛P
　外1名→長岡御領深沢村庄屋仁、

所請状之事　　［端裏書：薇
高田領三島郡石地村庄屋多・
与頭清兵衛（印）他3名→長

所請証文之事（九兵衛女房1

所請証文之事（渡り町市助
　雛形）　西組深沢村誰誰誰
　部与惣兵衛

○
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深沢村／戸口／人別送り・縁組

（宗旨証文　一括）［2979～2995は1紙繕括］ （元禄9年～寛保2年） 2979～2995は1紙 2979
緩括（17通）

所請証文之事　［端裏書：五郎八与与四太夫女房所請証文］ 寛保2年正月 竪紙　1通 2979
親沢村庄屋清右衛門（印）組頭茂左衛門（印）組頭七郎
右衛門（印）横目助左衛門（印）→深沢村庄屋三郎兵衛
殿

宗旨切証文之事（深沢村与四太夫養子次郎助に付） 寛保2年正月 竪紙　！通 2980
［端裏書：［］証文］　親沢村真言宗龍蔵寺（印）→宗
門御奉行所

宗旨寺証文之事　　［端裏書：五郎八与義左衛門寺証文／端 元文6年2月 竪紙　1通 2981
裏付箋二五郎八与与四太夫養子次郎助所証文］　西浄土
真宗長岡神田正覚寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請証文之事　　［端裏書：本同組願誓寺月閑餐露月］ 享保21年正月 竪紙　1通 2982
高瀬村東浄土真宗妙楽寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事（深沢村太郎右衛門女房に付）　深沢 享保21年2月 竪紙　1通 2983
村西浄土真宗正林寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請証文之事　　［端裏書：五郎八与儀左衛門寺証文］ 元文6年2月 竪紙　1通 2984
長岡寺町西浄土真宗西入寺（印）ゆ宗門御奉行所

宗旨証文之事　　［端裏書：長八親子寺証文コ　御領分小千 正徳6年2月 竪紙　1通 2985
谷町東浄土真宗専正寺（印）→長岡領深沢村庄屋仁兵衛

所請証文之事　［端裏書：正林寺響所請証文］　与板領阿 享保4年正月25日 竪紙　1通 2986
弥陀瀬村兄金右衛門（印）（阿弥陀瀬）村組頭角兵衛（印）
（阿弥陀瀬）庄屋金左衛門（印）→長岡御領深沢村庄屋仁
兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書：正林寺当住証海女房所請証文］
　卓捧派田ム胃止幡石去十々　’ソト自に±f倍一目日　イ‘日、　イ重P双ロコ、　か百　r　r卜繍召、

享保9年正月19日 竪紙　1通 2987請証文之事　　［端裏書：正林寺当住証海女房所請証文］
新発田領庄瀬村名主次郎右衛門（印）（新発田）領（庄瀬）
村（名主）兵助（印）（新発田）領（庄瀬）村組頭伝之助
（印）（新発田）頽（庄瀬）村六右衛門（印）→長岡領深
沢村庄屋仁［］

29881通

29891通

紙
　
　
紙

竪
　
　
　
竪

2990竪紙1通

29911通

2992

2993

通
　
　
　
通

王
　
　
　
　
　
　
　
　
－

紙
　
　
紙
　
　
紙

竪
　
　
　
竪
　
　
竪

2994

2995

通
　
　
　
通

1
　
　
　
　
　
　
　
1

紙
　
　
紙

竪
　
　
　
竪

宗旨請証文之事　　［端裏書●正林寺餐寺証文］　与板領晩享保4年正月
　弥陀瀬村西浄土真宗浄元寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：長八親子所請証文］　与板領市海徳6年2月

　宮村兄与惣兵衛（印）新保村伯父与惣右衛門（印）一ノ
　宮村従弟助左衛門（印）外2名→長岡領深沢村庄屋仁兵衛i
　殿

所請状之事　　［端裏書：左兵衛女房所証文　藤之事］　富1元禄9年□月23日

　岡村庄や武右衛門（印）与頭忠左衛門（印）横目兵左衛1
　門（印）→深沢村九左衛門殿　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
寺礁縄光轟器書：深沢村通海女房寺証文御座候］i元禄9年2月’8日

切証文之事　　［端裏書：□伝女房寺切証文］　東浄土真宗i元禄17年2月3日
　深沢村願誓寺（印）→（深沢）村庄や五郎八殿　　　　　1

所請状之事　　［端裏書：正林寺女房所証文］　四郎丸村肝 元禄9年2月2日
　煎奥右衛門（印）与頭新左衛門（印）横目久左衛門（印）
　帰深沢村庄屋九左衛門殿

宗旨請証文之事　　［端裏書1正林寺当住証海女房寺証文］淳保9年正月19日
　新発田領庄瀬村東浄土真宗正願寺（印）→宗門御奉行所

宗量請証文之事（長岡領西組高瀬村妙楽寺養子露月寺i享保20年2月3日
　証文）　高田領柏崎町東浄土真宗専福寺（印）→宗門榔
　奉行所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○
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深沢村／戸口／人別送り・縁組

（元禄10年～宝暦12年） 2208－1～18は1紙 2208－0

繕括（18通）

享保20年3月 竪紙　1通 2208－1

享保20年2月10日 竪紙　1通 2208－2

宝暦12年正月 竪紙　1通 2208－3

享保4年正月22日 竪紙　1通 2208－4

延享4年正月 竪紙　1通 2208－5

享保2年正月28日 竪紙　1通 2208－6

宝暦3年正月 竪紙　1通 2208－7

正徳2年2月2日 竪紙　1通 2208－8

享保4年正月25日 竪紙　1通 2208－9

正徳3年正月 竪紙　1通 2208一喋0

正徳2年2月3日 竪紙　1通 2208一肩

元禄IO年閏2月22日 竪紙　1通 2208－12

元文3年正月 竪紙　1通 2208－13

元禄10年2月22日 竪紙　1通 2208－14

竪紙　1通 2208．15

享保19年正月 竪紙　1通 2208－16

享保21年正月 竪紙　1通 2208－17

享保20年正月 竪紙　1通 2208－18

（元禄10年～宝暦5年） 2209－1～13は1紙 2209－0

（宗旨証文　一括）［2208～2232は1紙緩括／2208、1～18は1
　紙繕括］

所請証文之事　［端裏書：惣右衛門女房所請証文／虫損大］
　上組長倉村庄屋藤左衛門・与頭市左衛門・同小左衛門他1
　人（印）→西組深沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨請証文之事　　［端裏書1本田分六太夫宗旨証文］　深
　沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事（忠右衛門女房に付）　本与板組三之宮
　村庄屋十左衛門・与頭市郎左衛門・横目重右衛門（印）
　→西組深沢村庄屋五左衛門殿

所請証文之事　　［端裏書：森右衛門響所請証文］　与板組
　新保村庄屋彦右衛門・組頭喜右衛門・横目八兵衛（印）
　→長岡領深沢村庄屋仁兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：六郎次女房宗旨切証文］　淀
　領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門御奉行所

所請状之事　　［端裏書：金左衛門女房所請証文］　番田村
　庄屋小兵衛・与頭五左衛門・同伝兵衛他1人（印）→深沢
　村本田組庄屋仁兵衛殿

切証文之事（深沢村五郎八組新八後家井娘寺証文に付）
　淀領東方村東浄土真宗長福寺（印）ゆ長岡宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書二松兵衛女房所証文］　才津善助
　組親市左衛門・庄屋弥左衛門・与頭市兵衛他！人（印）→
　本田組庄屋仁兵衛殿

宗旨請証文之事　　［端裏書：森右衛門餐寺証文］　親沢村
　真言宗龍蔵寺（印〉→深沢村仁兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：治左衛門女房寺切証文］　三
　島郡佐倉領来迎寺村安浄寺（印）→長岡領深沢村庄屋仁
　兵衛殿

所請状之事　　［端裏書：穣多仁左衛門鐸所講状］　御領小
　千谷町庄屋清兵衛・組頭七郎右衛門・同藤五郎他1人（印）
　→長岡領深沢村庄屋仁兵衛殿

宗旨請状之事　［端裏書：三太夫女房寺証文］　長岡町西
　浄土真宗西福寺（印）→深沢村庄屋五郎八殿

切証文之事　　［端裏書二九右衛門養子九之助先寺切証文］
　西浄土真宗大工町徳宗寺（印）→宗門御奉行所

寺証文之事　　［端裏書：六右衛門女房寺証文］　願誓寺
　（印）→深沢村庄屋五郎八殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組七之助女房切証文／
　開披不能］

宗旨切証文之事　　［端裏書：本田組善七女房先寺切証文3
　巻島村東浄土真宗敬光寺（印）→宗門御奉行所

切証文之事　　［端裏書：本田組穣多清六女房宗旨切証文］
　栃尾町東浄土真宗西厳寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：沢右衛門女房所請状］　本大島
　村庄屋孫右衛門・組頭安兵衛・同次助他2人（印）→深沢
　村本田組庄屋三郎兵衛殿

○

…括）［2208～2232紙繕括／22094～13は1紙（宗旨証文
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繕括（13通）

こ暦5年正月 竪紙　1通 2209－1

翼保19年正月 竪紙　1通 2209－2

蓑暦3年2月 竪紙　1通 2209－3

竪紙　1通 2209－4

竪紙　1通 2209－5

驚文3年正月 竪紙　1通 2209－6

壼禄10年閏2月20日 竪紙　1通 2209－7

竪紙　1通 2209－8

芝保14年正月 竪紙　1通 2209－9

1保6年2月13日 竪紙　1通 2209－10

ロ文3年正月22日 竪紙　1通 2209一判

保7年正月11日 竪紙　1通 2209－12

暦2年正月 竪紙　1通 2209一響3

宝永6年～宝暦12年） 218L1～3は1紙緩 2嘆81－0

括（3通）

暦12年2月 竪紙　1通 218嘆一1

文5年正月日 竪紙　1通 2181－2

永6年正月29日 竪紙一1通 218哩一3

亟享1・2年） 2241－1～3は1紙緩 2241－0
括（3通）

享2年正月 1通 2241－1

　繕括］

宗旨切証文之事（五郎八組幾之丞女房に付）　長岡寺宝
　領東浄土真宗妙宗寺吟宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：本田喜八所請証文］　下条村庄享
　屋伊左衛門・与頭多郎右衛門・横目伊兵衛（印〉→深沢1
　村庄屋三郎兵衛殿

証文之事（娘縁付寺替に付）［添書：願誓寺／裏書：雨宝
　宮新兵衛・真木三左衛門］　深沢村九左衛門与有兵衛→
　正林寺様

宗旨請証文之事（西組深沢村市右衛門儀に付）［開披
　不可能］

（宗旨証文）［開披不可能］

切証文之事　　［端裏書：六平女房先寺切証文／破損大］ 元
　淀領東方村浄土真宗長福寺（印）→長岡宗門御奉行所

宗旨請証文之事　　［端裏書：利左衛門女房寺証文］　深沢元
　村西浄土真宗正林寺（印）→同村（深沢）庄屋九左衛門
　殿

所請証文之事　　［端裏書：五郎八紐儀左衛門家内所証文／
　開披不可能］

所請証文之事　　［端裏書：金兵衛女房所請証文］　親沢村享
　庄屋杢兵衛・組頭彦左衛門・同茂左衛門他1人（印）→深，
　沢村庄屋三郎兵衛殿

寺証文之事　　［端裏書：久右衛門女房寺証文］　深沢村東享
　浄土真宗願誓寺（印）→同村（深沢）庄屋仁兵衛殿

元

享

宝

（宝

宝

元
　
　
宝

（延

延

宗旨請切証文之事　　［端裏書：六太夫先寺切証文］
　（深沢村）願誓寺（印）ゆ宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：文右衛門女房所請証文］　上館
　村親与四兵衛・庄屋茂左衛門・与頭与助（印〉→深沢村
　庄屋仁兵衛殿

所請証文之事（円達女房に付）　喜田村割元格伝次右衛
　門・組頭儀右衛門・同茂左衛門他2人（印）→深沢村五郎
　八組庄屋三郎兵衛殿

○

（宗旨証文　一括）［2173～2204は1紙繕括／2181．1～3は1
　紙繕括］

所請証文之事（惣四郎女房に付）［虫損大］・本与板組
　片端村庄屋源内・組頭与惣右衛門（印）→西組深沢村庄
　屋五左衛門殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：本田組利七女房／虫損大］
　親沢村真言宗龍蔵寺（印）→宗門御奉行所

切証文之事　　［端裏書：三左衛門女房切証文］　東浄土真
　宗深沢村願誓寺（印）→（深沢村）庄屋仁兵衛殿

○

（宗旨証文　一括）［2233～2259は1紙繕括／2241、1～3は1
　紙縫括コ

寺替証文之事　　［端裏書：新八女房切証文］　長岡四郎丸
　西方寺（印）→宗門御奉行所
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所請証文之事　　［端裏書
　2241－2一ア・イは1紙縫括1

　屋三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書
　長岡寺町長永寺（印）→宗門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書
　損大、／224i－3一ア・イは！紙緩括］

　方寺（印）→宗門御奉行所

○

り／虫損大］

衛門 （印）→長岡領深沢村庄屋三郎兵衛殿

（宗旨証文　一括）

宗旨請切証文之事
　文／虫損大］
　奉行所

所請証文之事（門助女房に付）独損大コ
　屋雲八・組頭伝兵衛・
　三郎兵衛殿

宗旨請切証文之事
　証文／虫損大／2775－3一ア

　土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏付箋書
　虫損大］　富安村庄屋忠左衛門
　沢村庄屋三郎兵衛殿

宗旨請証文之事　［端裏付箋書
　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　［端裏付箋書
　上除村庄屋源八・
　兵衛殿

○

（宗旨切証文

淀領来迎寺村安浄寺（印）→長岡宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：

　請証文］　淀領□村庄屋善兵衛
　（連印）→長岡御領深沢村庄屋三郎兵衛殿

○

七合力約諾に付縁組願）［端裏書
へ］

頭次左衛門兵助・

に付縁組願）［端裏書
願主松兵衛・
庄屋代久太郎・庄屋格忠右衛門
目吉右衛門（連印）→御代官所

蓼：彦八女房所証文／虫損大／ 延享2年2月 2241－2一ア・イは1紙 2241－2一ア

藤野竺元（印）→西組深沢村庄 繕括　竪紙／1通

墜書：彦八女房切証文／破損大］ 延享2年2月4日 竪紙　1通 2241－2イ
長門御奉行所

書：甚右衛門響九太夫切証文／虫 延享元年11月 竪紙／2241－3一ア・ 2241－3一ア

差括］　白川領北条村浄土真宗西
舜

イは1紙繕括　1通

弓鐸九太夫所証文）［端裏書あ 延享元年11月 竪紙　i通 2241－3イ
村庄屋市郎右衛門・組頭三郎左
村庄屋三郎兵衛殿

775－1～4は1紙繕括］ （延享3年） 27754～4は1紙維
括

2775－0

裏書：五郎八組九十郎女房寺証 延享3年正月 竪紙　1通 2775－1

浄土真宗浄円寺（印）→宗門御．

夢に付）［虫損大コ　王番田村庄 延享3年正月 竪紙　！通 2775－2

五郎助他1人（印）→深沢村庄屋

裏付箋書二五郎八組又市女房寺 延享3年正月28日 2775－3一ア・イ・ウは 2775－3一ア

・イ・ウは1紙繕括］　深沢村東浄 1紙繕括（3通）
門御奉行所 竪紙／1通

箋書：五郎八組伴七女房所証文／ 延享3年正月 竪紙　1通 2775－3イ
左衛門・組頭午兵衛（印）→深

箋書：五郎八組伴七女房寺証文］ 延享3年2月1日 竪紙　1通 2775－3一ウ

（印）→宗門御奉行所

書：五郎八与九十郎女房所証文］ 延享3年正月 竪紙　1通 2775－4

左衛門（印）→深沢村庄屋三郎

55－1～5は1紙繕括］ （延享3年～天明5年） 2055－1～5は1紙緩 2055－0

括（5通）

～組三六女房に付）［虫損大］ 明和3年戌2月 竪紙　1通 2055－1

→長岡宗門御奉行所

：五郎八組甚右衛門響今右衛門所 延事3年寅7月 竪紙　1通 2055－2

堅善兵衛・与頭惣左衛門伊兵衛
庄屋三郎兵衛殿

（淀御領宮本村源七娘と俸寅 天明元年丑12月 竪紙　1通 2055－3
）［端裏書：寅七縁組付願書ひか

姓九兵衛／割元格三郎兵衛・組
右衛門→御代官所

（淀領飯塚村勘助弟三六儀裡 天明5年巳正月 竪継紙　1通 2055－4

弟四郎右衛門女房に取請仕度
巳年正月20日御蔵へ上ル控］

衛（連印）／割元格三郎兵衛・
右衛門・組頭次左衛門兵助・横
代官所
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1年） 2693－1～5は1紙縫 2693－0

括（6通）

竪紙　1包（1通） 2693－1

竪紙　1通 2693－2

竪紙　1通 2693－3

竪紙　1通 2693－4

竪紙　1通 2693－5一ア

竪紙　1通 2693－5イ

2622－1～8は1紙繕 2622一葉一ア

括（9通）／2622一
王ア・イは1紙緩括
（2通）　竪紙／1
通

竪紙　1通 2622－1一イ

竪紙　1通 2622－2

竪紙　1通 2622－3

竪紙　1通 2622－4

竪紙　1通 2622－5

竪紙　1通 2622－6

竪紙　1通 2622－7

竪紙　1通 2622－8

27624～2762－11 2762－0

（延享4年～寛政11

寛政11年正月

寛政11年正月

寛政11年正月

延享4年正月

寛政11年正月

寛政ll年正月

宝暦2年正月13日

宝暦2年正月

宝暦2年正月

宝暦2年正月

宝暦2年正月13日

宝暦2年正月

宝暦2年正月

宝暦2年2月

宝暦2年正月

宝暦5年

一括）［2693．1～5は1紙繕括コ（宗旨証文

差越申一札之事　　［包書：寛政＋一未年正月廿六日所請状
　円納女房所請状一通ほか］　御勘定所附支配所出雲崎町
　名主橘新左衛門（印）ゆ牧野備前守□領分深沢村五郎八
　組高頭三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村願誓寺寺中円覚寺後住
　円納坊守寺証文］　御料所出雲崎町東浄土真宗善乗寺
　（印）→長岡宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：深沢村願誓寺寺中円覚寺後住円
　納坊守所証文］　御料所出雲崎町名主橘新左衛門（印）
　→長岡御領西組深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿

宗旨請証文之事　　［端裏書：願誓寺葺持住宗旨請証文］
　淀領東方村東浄土真宗長福寺（印）一》長岡→宗門御奉行
　所

所請証文之事　　［端裏書：深沢村願誓寺後住式部卿坊守所
　証文／2693－5一ア・イ紙繕括］　御料所出雲崎町東浄土真宗
　善乗寺（印）→長岡御領西組深沢村五郎八組割元格高頭
　三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村願誓寺後住式部卿坊守
　寺証文／2693－5一ア・イ紙繕括］　御料所出雲崎町東浄土真
　宗善乗寺（印）→長岡宗門御奉行所

○

旦那切証文之事　　［26231～8は1紙縫括／2622－1一ア・イは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：五郎八組　藤四郎女房所証文］
　安田村庄屋貞左衛門（印）組頭彦兵衛（印）組頭惣八外1
　名→深沢村五郎八組庄屋三郎兵衛殿

宗旨切証文之事　［端裏書：五郎八組三五兵衛後妻切証文］
　西組沢新田村真言宗金剛光寺（印）→宗門御奉行所

宗齪幣之翻騰辮灘欝畢橘燦鵜茎
　宗門御奉行所

宗旨切証文之事　［端裏書：久左衛門組善九郎女房寺証文］
　西組才津村東浄土真宗円超寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事　　［端裏書：久左衛門組善九郎女房所請状］
　才津村与右衛門組庄屋弥右衛門（印）庄屋格与兵衛（印）
　組頭長兵衛（印）外1名ゆ深沢村庄屋三郎兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書：五郎八組三五兵衛後妻所証文］
　沢新田村庄屋助次郎（印）組頭五兵衛（印）組頭六右衛
　門（印）外1名→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：九左衛門組惣八女房切証
　文］　西組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（九左衛門組太郎右衛門娘に付）　西
　組親沢村真言宗龍蔵寺（印）→宗門御奉行所

○

一括）［2762－1～2762－Hは1紙繕括］（宗旨証文
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は1紙繕括（11通）

九左衛門組幾七女房寺証文／ 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－1

（印）ゆ長岡宗門御奉行所

九左衛門組甚五右衛門女房所証 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－2

右衛門組庄屋弥右衛門・庄屋格
（印）→深沢村庄屋三郎兵衛殿

甚五右衛門女房寺証文］ 才 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－3

P）→宗門御奉行所

九左衛門組門助寺証文／虫損 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－4
（印）→宗門御奉行所

婁：五郎八組作太夫女房寺証文］ 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－5

竃寺（印）→長岡宗門御奉行所

組作太夫女房寺証文）［端裏 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－6

寺証文］　西組高瀬村東浄土真
鷺行所

麓’五郎八組幾之丞女房寺証文］ 宝暦5年2月 竪紙 1通 2762－7
門御奉行所

五郎八組善次郎女房寺証文／ 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－8

争土真宗明鏡寺（印）→長岡宗

：五郎八組伝兵衛女房寺証文／ 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－9

争土真宗明鏡寺（印）→長岡宗

箋書：深沢村機多久七女房寺証 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－10
争土真宗長福寺（印）ゆ長岡宗

多久七女房に付）［虫損大］ 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－11
信衛門・組頭普左衛門・横目又
三郎兵衛殿

2は1紙緩括］ （宝暦13年～明和3年） 2046－1～22は1紙 2046－0

緩括 （22通） 1
通

女房）［枝4・2は1紙縫〕 淀 宝暦14年申2月 枝4 ・2は王紙縫 2046－1

司伝八・組頭久次右衛門・ 横目 竪紙／1通
卸領深沢村五郎八組庄屋五左衛i

三左衛門女房に付）［虫損ひどP 竪紙 1通 2046－2

：醗沢村五郎八組才兵衛女房寺1宝暦14申年2月
藝ホ妙宗寺（印）→宗門御奉行1

竪紙 1通 2046－3

藷：九左衛門組姉郎魑寺i宝暦・3年未正月
願興寺（印）→宗門御奉行所　i

竪紙 1通 2046－4

市太夫女房に付） 　　　　1
深沢村東1宝暦14年申正月9日 竪紙 1通 2046－5

門御奉行所

l
i門女房に付）　淀領岩田村四 宝暦14年申正月 竪紙 1通 2046－6

三衛門（印）→長岡御領深沢村1

宗旨切証文之事　　［端裏書
　虫損大］　与板領浄覚寺（

所請証文之事　　［端裏書：

　文／虫損大］　才津村与
　与兵衛・組頭長兵衛他1人

宗旨切証文之事　　［端裏書
　津村東浄土真宗円超寺（印

宗旨切証文之事　　［端裏書
　大］　長岡大工町徳宗寺（

宗旨切証文之事　　［端裏書
　淀領飯塚村西浄土真宗明鏡

宗旨切証文之事（五郎八組
　書：五郎八組作太夫女房寺蓑
　宗妙楽寺（印）→宗門御奉循

宗旨切証文之事　　［端裏書
　長岡寺町妙宗寺（印）→宗

宗旨切証文之事　　［端裏書
　虫損大］　淀領飯塚村西ll
　門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏書
　虫損大］　淀領飯塚村西ll
　門御奉行所

宗旨切証文之事　　［端裏付
　文］　三根山領福井村東蓉
　門御奉行所

所請証文之事（深沢村概｛
　三根山領福井村庄屋九郎右
　左衛門（印）→深沢村庄屋三

○

（宗旨関係一括）［2046－1～2

所請証文之事（甚左衛門
　領岩田村庄屋要右衛門・
　小左衛門（連印）→長町
　門殿

寺替証文之事（五郎八組三
　く不開］

宗旨切証文之事　　［端裏書
　証文］　長園寺州東浄土真
　所

宗旨請切証文之事　　［端裏
　証文］　下条村東浄土真宗房

中年証文之事（五郎八組市
　浄土真宗願誓寺（印）唖宗F

一札之事（娘きの甚左衛ド
　郎左衛門・同村親類七郎左
　甚右衛門殿
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