
1．下今井村／1－3．戸口／1－3－1．宗門改

郡下今井村名主茂右衛門、組頭重郎右衛門・同新右衛
門・同式左衛門、百姓代五郎左衛門・同弥右衛門→長谷
川是非之助殿、神尾喜作殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜
一郎殿　安養寺・正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　筑摩 弘化3年3月 半・1 20
郡下今井村名主茂右衛門、与頭重郎右衛門・同新右衛
門・同式左衛門、百姓代五郎左衛門・同弥右衛門→長谷
川是非之助殿、神尾喜作殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜
一郎殿　宝輪寺・古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内四）　筑摩 弘化3年3月 半・1 21

郡下今井村名主茂右衛門、組頭重郎右衛門・同新右衛
門・同式左衛門、百姓代五郎左衛門・同弥右衛門→長谷
川是非之助殿、神尾喜作殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜
一一郎殿　無極寺・真光寺・正覚院分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内弐）　筑摩 弘化4年3月 半・1 23
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭式左衛
門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右衛門→長谷川
是非之助殿、神尾喜作殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜一
郎殿　安養寺・正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　筑摩 弘化4年3月 半・1 24
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭式左衛
門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右衛門→長谷川
是非之助殿、神尾喜作殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜一
郎殿　宝輪寺・古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内四）　筑摩 弘化4年3月 半・1 25
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭式左衛
門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右衛門→長谷川
是非之助殿、神尾喜作殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜一
郎殿　無極寺・真光寺・正覚院分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内壱）　筑摩 弘化5年3月 半・1 27
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、神尾喜作殿、根岸弥治右衛門
殿、真木喜一郎殿　長興寺・松岳寺・興龍寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内四）　筑摩 弘化5年3月 半・1 28
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
日日　　闇十テゴ倍；日日　　‡距±f篠日日　　旧舌自配fゴ催日日　　々　’古奪去篠門・同式左衛門・新右衛門・同重郎右衛門、名王茂右衛
門→長谷川是非之助殿、神尾喜作殿、根岸弥次右衛門殿、
真木喜一郎殿　無極寺・真光寺・正覚院分

覚出生人死失人等之覚 弘化5年

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内壱）　筑摩嘉永2年3月
　郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
　門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
　衛門→長谷川是非之助殿、根岸弥次右衛門殿、真木喜一
　郎殿、細見甚右衛門殿　長興寺・松岳寺・興龍寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内弐）　筑摩嘉永2年3月
　郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
　門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
　衛門→長谷川是非之助殿、根岸弥次右衛門殿、真木喜一
　郎殿、細見甚右衛門殿　安養寺・正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　筑摩嘉永2年3月
　郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
　門・同式左衛門・同新右衛門・同十郎右衛門、名主茂右
　衛門→長谷川是非之助殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜一
　郎殿、細見甚右衛門殿　宝輪寺・古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四珊之内四）　筑摩嘉永2年3月
　郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－1．宗門改

門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜一
郎殿、細見甚右衛門殿　無極寺・真光寺・正覚院分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内壱）　筑摩 嘉永3年3月 半・1 35
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜一
郎殿、細見甚右衛門殿　長興寺・松岳寺・興龍寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内弐）　筑摩 嘉永3年3月 半・1 36
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜一
郎殿、細見甚右衛門殿　安養寺・正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　筑摩 嘉永3年3月 半・1 37
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同十郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜一
郎殿、細見甚右衛門殿　宝輪寺・古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内四）　筑摩 嘉永3年3月 半・1 38
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、与頭重左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜一
郎殿、細見甚右衛門殿　無極寺・真光寺・正覚院分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内壱）　筑摩 嘉永4年3月 半・1 40
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、真木喜一郎殿、細見甚右衛門
殿、岡無理弥殿　長興寺・松岳寺・興龍寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四珊之内弐）　筑摩 嘉永4年3月 半・1 41

郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、真木喜一郎殿、細見甚右衛門
殿、岡無理弥殿　安養寺・正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　筑摩 嘉永4年3月 半・1 42
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、真木喜一郎殿、細見甚右衛門
殿、岡無理弥殿　宝輪寺・古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内四）　筑摩 嘉永4年3月 半・1 43
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、真木喜一郎殿、細見甚右衛門
殿、岡無理弥殿　無極寺・真光寺・正覚院分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内壱）　筑摩
　郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛

嘉永5年3月 半・1 45

門・同式左衛門・同新右衛門・同十郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、真木喜一郎殿、細見甚右衛門
殿、岡無理弥殿　長興寺・松岳寺・興龍寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内弐）　筑摩 嘉永5年3月 半・1 46
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭十左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同十郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、真木喜一郎殿、細見甚右衛門
殿、岡無理弥殿　安養寺・正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　筑摩 嘉永5年3月 半・1 47
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭十左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同十郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、真木喜一郎殿、細見甚右衛門
殿、岡無理弥殿　宝輪寺・古川寺分
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1．下今井村／1－3．戸口／1 31．宗門改

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内壱）　筑摩 嘉永6年3月 半・1 49
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、与頭重左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、真木喜一郎殿、細見甚右衛門
殿、岡無理弥殿　長興寺・松岳寺・興龍寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内弐）　筑摩 嘉永6年3月 半・1 50
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、組頭重左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、真木喜一郎殿、細見甚右衛門
殿、岡無理弥殿　安養寺・正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　筑摩 嘉永6年3月 半・1 51

郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、与頭重左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、真木喜一郎殿、細見甚右衛門
殿、岡無理弥殿　宝輪寺・古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内四）　筑摩 嘉永6年3月 半・1 52
郡下今井村百姓代弥右衛門・同五郎左衛門、与頭重左衛
門・同式左衛門・同新右衛門・同重郎右衛門、名主茂右
衛門→長谷川是非之助殿、真木喜一郎殿、細見甚右衛門
殿、岡無理弥殿　無極寺・真光寺・正覚院分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内壱）　筑摩 安政3年3月 半・1 54
郡下今井村百姓代五郎左衛門、与頭伝七・同重左衛門・
同雌』七篠閏　旧舌煎亡篠開　夕’蓄士㌫閣　且公旧旦北非
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55半・1

56半・1

57半・1

59半大・1

60半・1

61半・1

62半・1

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内弐）　筑摩安政3年3月
　郡下今井村百姓代五郎左衛門、組頭伝七・同重左衛門・
　同式左衛門・同重郎右衛門、名主茂右衛門→長谷川是非
　之助殿、細見甚右衛門殿、岡無理弥殿、渡辺幸右衛門殿
　安養寺・正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　筑摩安政3年3月
　郡下今井村百姓代五郎左衛門、与頭伝七・同重左衛門・
　同式左衛門・同重郎右衛門、名主茂右衛門→長谷川是非
　之助殿、細見甚右衛門殿、岡無理弥殿、渡辺幸右衛門殿
　宝輪寺・古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四珊之内四）　筑摩安政3年3月
　郡下今井村百姓代五郎左衛門、与頭伝七・同重左衛門・
　同式左衛門・同重郎右衛門、名主茂右衛門→長谷川是非
　之助殿、細見甚右衛門殿、岡無理弥殿、渡辺幸右衛門殿
　無極寺・真光寺・正覚院分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　筑摩安政4年3月
　郡下今井村百姓代五郎左衛門、組頭伝七・同重左衛門・
　同式左衛門・同重郎右衛門、名主茂右衛門→長谷川是非
　之助殿、細見甚右衛門殿、岡無理弥殿、渡辺幸右衛門殿
　宝輪寺・古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内壱）　筑摩安政5年3月
　郡下今井村百姓代寿太治・同重左衛門、与頭伝七・同式
　左衛門・同重郎右衛門、名主茂右衛門→長谷川是非之助
　殿、細見甚右衛門殿、渡辺幸右衛門殿、公保小兵衛殿
　長興寺・松岳寺・興龍寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四珊之内弐）　筑摩安政5年3月
　郡下今井村百姓代寿太次・同重左衛門、組頭伝七・同式
　左衛門・同重郎右衛門、名主茂右衛門→長谷川是非之助
　殿、細見甚右衛門殿、渡辺幸右衛門殿、公保小兵衛殿
　安養寺・正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　筑摩安政5年3月
　郡下今井村百姓代寿太次・同重左衛門、組頭伝七・同式
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－1．宗門改

　左衛門・同重郎右衛門、名主茂右衛門→長谷川是非之助
　殿、細見甚右衛門殿、渡辺幸右衛門殿、公保小兵衛殿
　宝輪寺・古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内四）　筑摩
　郡下今井村百姓代寿太次・同重左衛門、組頭伝七・同式
　左衛門・同重郎右衛門、名主茂右衛門→長谷川是非之助
　殿、細見甚右衛門殿、渡辺幸右衛門殿、公保小兵衛殿
　無極寺・真光寺・正覚院分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内壱）　筑摩
　郡下今井村百姓代寿太治・同重左衛門、与頭倉次郎・同
　伝七・同重郎右衛門、名主彦三郎→長谷川是非之助殿、
　細見甚右衛門殿、渡辺幸右衛門殿、公保小兵衛殿　長興
　寺・松岳寺・興龍寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内弐）　筑摩
　郡下今井村百姓代寿太次・同重左衛門、与頭倉次郎・同
　伝七・同重郎右衛門、名主彦三郎→長谷川是非之助殿、
　細見甚右衛門殿、渡辺幸右衛門殿、公保小兵衛殿　安養
　寺・正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　筑摩
　郡下今井村百姓代寿太次・同重左衛門、与頭倉次郎・同
　伝七・同重郎右衛門、名主彦三郎→長谷川是非之助殿、
　細見甚右衛門殿、渡辺幸右衛門殿、公保小兵衛殿　宝輪
　寺・古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内四）　筑摩
　郡下今井村百姓代寿太次・同重左衛門、組頭倉次郎・同
　伝七・同重郎右衛門、名主彦三郎→長谷川是非之助殿、
　細見甚右衛門殿、渡辺幸右衛門殿、公保小兵衛殿　無極
　寺・真光寺・正覚院分

宗門人別増減帳　下今井村　筑摩郡下今井村百姓代寿太
　次・同重左衛門、与頭倉次郎・同伝七・同重郎右衛門、
　名主彦三郎→松本御役所　　「下今井村馬数歳毛御改帳」
　「神葬祭人別書上帳」ともに合綴

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之内壱）　筑摩
　郡下今井村百姓代寿太次・同重左衛門、与頭倉治郎・同
　伝七・同重郎右衛門、名主彦三郎→長谷川是非之助殿、
　渡辺幸右衛門殿、公保小兵衛殿　長興寺・松岳寺・興龍
　寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之内弐）　筑摩
　郡下今井村百姓代寿太治・同重左衛門、与頭倉治郎・同
　伝七・同重郎右衛門、名主彦三郎→長谷川是非之助殿、
　渡辺幸右衛門殿、公保小兵衛殿　安養寺・正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之内三）　筑摩
　郡下今井村百姓代寿太次・同重左衛門、与頭倉治郎・同
　伝七・同重郎右衛門、名主彦三郎→長谷川是非之助殿、
　渡辺幸右衛門殿、公保小兵衛殿　宝輪寺・古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之内五）　筑摩
　郡下今井村百姓代寿太次・同重左衛門、与頭倉次郎・同
　伝七・同重郎右衛門、名主彦三郎→長谷川是非之助殿、
　渡辺幸右衛門殿、公保小兵衛殿　無極寺・真光寺・正覚
　院

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之内壱）　筑摩
　郡下今井村百姓代久右衛門（判）・同寿太治（判）、与頭
　伝七（判）・同重郎右衛門（判）、名主重左衛門（判）→
　公保小兵衛殿、野未三十郎殿　長興寺・松岳寺・興龍
　寺・正麟寺分　袋あり、以下整理番号80番までを本袋に
　収める　袋表紙「文久三癸亥年、宗門帳五冊、増減帳壱
　冊、五人組帳壱冊、鉄砲帳壱冊、三月下今井役元」とす
　るも、五人組帳、及び鉄砲帳は見あたらず　袋紙に紙背
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・3月 美・1 76

一3月 美・1 77

3月 美・1 78

3月 美・1 79

文久3年

文久3年

文久3年

文久3年

81美・1文久4年3月

82美・1文久4年3月

83美・1文久4年3月

84美・1文久4年3月

85美・1文久4年3月

90美・1慶応2年3月

91美・1慶応2年3月

　文書あり

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之内弐）　筑摩
　郡下今井村百姓代久右衛門・同寿太治、組頭伝七・同重
　郎右衛門、名主重左衛門→公保小兵衛殿、野未三十郎殿
　安養寺・正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之内三）　筑摩
　郡下今井村百姓代久右衛門・同寿太治、組頭伝七・同重
　郎右衛門、名主重左衛門→公保小兵衛殿、野未三十郎殿
　宝輪寺・古川寺分

筑摩郡下今井村神葬祭人別御改帳（五冊之内四）　筑
　摩郡下今井村百姓代久右衛門・同寿太治、与頭伝七・同
　重郎右衛門、名主重左衛門→公保小兵衛殿、野未三十郎
　殿

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之内五）　筑摩
　郡下今井村百姓代久右衛門・同寿太治、組頭伝七・同重
　郎右衛門、名主重左衛門→公保小兵衛殿、野未三十郎殿
　無極寺・真光寺・正覚院分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之壱）　筑摩郡
　下今井村百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、与頭治
　左衛門・同重郎右衛門（判）、名主重左衛門（判）→増田
　万右衛門殿、公保小兵衛殿、野未三十郎殿、井上六之丞
　殿長興寺・松岳寺・興龍寺・正麟寺分袋あり、以下
　整理番号89番までを本袋に収める　袋表紙「文久四甲子
　年五冊、宗門帳五冊、増減帳壱冊、三月、下今井村役元」
　袋紙に紙背文書あり

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之弐）　筑摩郡
　下今井村百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、組頭治
　左衛門・同重郎右衛門（判）、名主重左衛門（判）→増田
　万右衛門殿、公保小兵衛殿、野未三十郎殿、井上六之丞
　殿　安養寺・正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之三）　筑摩郡
　下今井村百姓代久右衛門・同寿太次、組頭治左衛門・同
　重郎右衛門、名主重左衛門→増田万右衛門殿、公保小兵
　衛殿、野未三十郎殿、井上六之丞殿　宝輪寺・古川寺分

筑摩郡下今井村神葬祭人別御改帳（五冊之四）　筑摩
　郡下今井村百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、与頭
　治左衛門・同重郎右衛門（判）、名主重左衛門（判）→増
　田万右衛門殿、公保小兵衛殿、野未三十郎殿、井上六之
　丞殿

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之五）　筑摩郡
　下今井村百姓代久右衛門・同寿太次、組頭治左衛門・同
　重郎右衛門・名主重左衛門→増田万右衛門殿、公保小兵
　衛殿・野未三十郎殿、井上六之丞殿　無極寺・真光寺・
　正覚院分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之壱）　筑摩郡
　下今井村百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、与頭治

左衛門（判）・同重郎右衛門（判）、名主桃井重左衛門
　（判）→増田万右衛門殿、公保小兵衛殿、野未三十郎殿、
　井上六之丞殿、根岸庄左衛門殿　長興寺・興龍寺・正麟
　寺分　袋あり、以下整理番号98番までを本袋に納める
　袋表紙「慶慮寅年二年、宗門帳五冊、増減帳壱冊、馬帳

壱冊・鉄砲帳壱冊、五人組帳壱冊、〆九冊入」　袋紙に
紙背文書あり

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之弐）　筑摩郡
下今井村百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、組頭治
左衛門（判）・同重郎右衛門（判）、名主桃井重左衛門

　（判）→増田万右衛門殿、公保小兵衛殿、野未三十郎殿、
井上六之丞殿、根岸庄左衛門殿　安養寺・正行寺分
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筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之三）　筑摩郡
　下今井村百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、組頭治
　左衛門（判）・同重郎右衛門（判）、名主桃井重左衛門
　（判）→増田万右衛門殿、公保小兵衛殿、野未三十郎殿、
　井上六之丞殿、根岸庄左衛門殿　宝輪寺・古川寺分

慶応2年3月 美・1 92

筑摩郡下今井村神葬祭人別御改帳（五冊之四）　筑摩
　郡下今井村百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、組頭
　治左衛門（判）・同重郎右衛門（判）、名主桃井重左衛門
　（判）→増田万右衛門殿、公保小兵衛殿、野未三十郎殿、

慶応2年3月 美・1 93

井上六之丞殿、根岸庄左衛門殿

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之五）　筑摩郡
　下今井村百姓代久右衛門・同寿太次、組頭治左衛門・同
　重郎右衛門、名主桃井重左衛門→増田万右衛門殿、公保
　小兵衛殿、野未三十郎殿、井上六之丞殿、根岸庄左衛門

慶応2年3月 美・1 94

殿　無極寺・真光寺・正覚院分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之壱）　筑摩郡
　下今井村百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、組頭治
　左衛門（判）・同重郎右衛門（判）、名主桃井重左衛門
　（判）→増田万右衛門殿、公保小兵衛殿、野未三十郎殿、
　井上六之丞殿、根岸庄左衛門殿　長興寺・興龍寺・正麟
　寺分　包紙あり、以下整理番号104番までを本包紙に納め
　る　袋表紙「慶慮三卯年、宗門帳五冊、増減帳壱冊」

慶応3年3月 美・1 99

包紙に紙背文書あり

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之弐）　筑摩郡
　下今井村百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、組頭治
　左衛門（判）・同重郎右衛門（判）、名主桃井重左衛門
　（判）→増田万右衛門殿、公保小兵衛殿、野き三十郎殿、
　井上六之丞殿、根岸庄左衛門殿　安養寺・正行寺分

慶応3年3月 美・1 100

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之三）　筑摩郡
　下今井村百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、組頭治
　左衛門（判）・同重郎右衛門（判）、名主桃井重左衛門
　（判）→増田万右衛門殿、公保小兵衛殿、野未三十郎殿、
　井上六之丞殿、根岸庄左衛門殿　宝輪寺・古川寺分

慶応3年3月 美・1 101

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之四）　筑摩郡
　下今井村百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、組頭治
　左衛門（判）・同重郎右衛門（判）、名主桃井重左衛門
　（判）→増田万右衛門殿、公保小兵衛殿、野未三十郎殿、
　井上六之丞殿、根岸庄左衛門殿　表紙にて「宗門人別五
　改帳」とするも、内容は「神葬祭人別書上帳」である

慶応3年3月 美・1 102

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之五）　筑摩郡
　下今井村百姓代久右衛門・同寿太次、組頭治左衛門・同
　重郎右衛門、名主桃井重左衛門→増田万右衛門殿、公保
　小兵衛殿、野未三十郎殿、井上六之丞殿・根岸庄左衛門

慶応3年3月 美・1 103

殿　無極寺・真光寺・正覚院分

信州筑摩都下今井村宗門人馴御改帳（五冊之壱）　筑
　摩郡下今井村百姓代久右衛門・同寿太次、組頭治左衛
　門・同重郎右衛門、名主桃井重左衛門→白井逸蔵殿　長
　興寺・興龍寺・正麟寺分　包紙あり、以下整理番号104番
　までを本包紙に収める　袋表紙「慶四年、辰人別改帳、

慶応4年3月 美・1 105

馬帳、役元」　包紙に紙背文書あり

信州筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之弐）　筑
　摩郡下今井村百姓代久右衛門・同寿太次・組頭治左衛
　門・同重郎右衛門、名主桃井重左衛門→白井逸蔵殿　安

慶応4年3月 美・1 106

養寺・正行寺分

信州筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之三）　筑
　摩郡下今井村百姓代久右衛門・同寿太次、組頭治左衛
　門・同重郎右衛門、名主桃井重左衛門→白井逸蔵殿　宝

慶応4年3月 美・1 107

輪寺・古川寺分
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信州筑摩郡下今井村神葬祭人別御改帳（五冊之四）
　筑摩郡下今井村百姓代久右衛門・同寿太次、組頭治左衛

慶応4年3月 美・1 108

門・同重郎右衛門、名主桃井重左衛門→白井逸蔵殿

信州筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（五冊之五）　筑
　摩郡下今井村百姓代久右衛門・百姓代寿太次、組頭治左
　衛門・同重郎右衛門、名主桃井重左衛門→白井逸蔵殿
　無極寺・真光寺・正覚院分

慶応4年3月 美・1 109

御書下ケ写宗門雛形井五人組帳　→（塩尻御取締役所）
　信州筑摩郡下今井村控

慶応4年3月 半・1 117

神葬祭人別改帳・宗門人別改帳　　伊那縣ヨリ雛形
　→（塩尻御取締御役所）　信州筑摩郡下今井村役元控
　帳間文書あり　法輪寺・古川寺より白井逸蔵殿宛「右雛
　方宝輪寺より差送り候処最早宗門認後二而古見町（村ヵ）
　分辰年旧支配江書上之通二致」

明治2年2月 半大・1 博18

113美・1

5401美（罫紙）

112

795

半・1

小切継紙・1

信州筑摩郡下今井村宗門人別御改帳　信州筑摩郡下今明治2年3月
　井村百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、組頭重郎右
　衛門（判）・同治左衛門（判）、名主重左衛門（判）→伊
　那縣塩尻御役所　長興寺・興龍寺・正麟寺・安養寺・正
　行寺・古川寺・宝輪寺・無極寺・真光寺・正覚院分　包
　紙あ勉、以下整理番号119番までを本包紙に納める　袋表
　紙「信州筑摩郡下今井村宗門人別御改帳、巳宗門人別改
　帳壱冊、増減帳壱冊、鉄砲帳壱冊、明治二年」　包紙に
　紙背文書あり

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳　信州筑摩郡下今井村百明治4年3月
　姓代桜井久内（判）・同桜井寿太治（判）・与頭古田治
　平（判）・同村山七郎・名主桃井重九郎（判）→伊那縣
　塩尻御出張所

差上申一札之事　宗門人別御改帳雛型　　　　　　　　4月

宗門覚　死去、出生、不縁戻り、等書留書

1－3－1－1．五人組

下今井村五人組名前帳 役元 表紙「先帳ヲ以写之」 慶応3年1月 横長半・1 i577

1－3－2．宗門送り

1－3－2－1．受取状

宗門送り一札之事　高遠領小曽部村名主浅右衛門（判）
　→松本御預リ所下今井村百姓代五郎左衛門殿、与頭新右
　衛門殿　禅宗興龍寺（判）より寺送り文付、小曽部村段
　兵衛娘

天保14年1月 横切紙・1 686－002

宗門送り一札之事　尾張領入山村名主宇右衛門（判）、組
　頭源四郎（判）→松本御預リ所下今井村百姓代五郎左衛
　門殿、与頭式右衛門殿　禅宗安楽寺（判）より寺送り文
　付、入山村長左衛門弟長右衛門

天保14年2月 横切紙・1 686－003

宗門送り一札之事　松本御預所下今井村名主茂右衛門
　（判）、組頭式右衛門（判）→松本御領吉田村庄屋溝七殿、
　組頭三左衛門殿　真言宗宝輪寺（判）より寺送り文付、
　下今井村助四郎俸定吉

天保15年1月 横切紙・1 686－004

宗門送り一札之事　松本御領上野組氷室村組頭吉太郎
　（判）、同庸蔵（判）、庄屋治兵衛（判）→松本御預リ所下
　今井村名主茂右衛門殿、組頭新右衛門殿　氷室村平太郎
　娘いく

天保15年1月 横切紙・1 686－005

宗門送り一札之事　高遠領小曽部村名主平右衛門（判） 天保15年1月 横切紙・1 686－007
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1．下今井村／1－3，戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－1．受取状

右衛門殿

（判）→ 天保15年1月 横切紙・1 686－008
自衛門殿
太郎娠と

多右衛門 天保15年1月 横切紙・1 686－009
真言宗

みわ

判）→松 天保15年1月 横切紙・1 686－010

右衛門殿
娘しん

1）、与頭 天保15年1月 横切紙・1 691－03

郎右衛門

御預所下 天保15年2月 横切紙・1 686－006

五右衛門 天保15年2月 横切紙・1 686－011
（判）→

五郎左衛

→松本御 天保15年2月 横切紙・1 686－012

門（判）、 弘化2年1月 横切紙・1 686－013

衛殿、組
まり文付、

主善四郎 弘化2年1月 横切紙・1 686－014

与頭新右
上横川村

郎右衛門 弘化2年1月 横切紙・1 686－015

判）→神
送り文付、

村名主茂 弘化2年1月 竪切紙・1 688－02

はま（20

頭杢左衛 弘化2年1月 横切紙・1 691－04

村茂右衛
文付、下

門（判）、 弘化2年2月 横切紙・1 691－05

、与頭新

）→松本 弘化3年1月 横切紙・1 686－016

門殿　禅
弓甥源弥

門次（判） 弘化3年1月 横切紙・1 686－017

宗観音寺

助右衛門 弘化3年1月 横切紙・1 686－018
事村名主茂

→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭新右
禅宗興龍寺（判）より寺送り文付、惣太郎娘いや

宗門送り一札之事　高遠領古見村名主治左衛門（
　松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭式右
　真言宗古川寺（判）より寺送り文付、古見村七太
　わ

宗門送り一札之事　　（御預所）上今井村名主喜多
　（判）→（松本御預所）下今井村名主茂右衛門殿
　宝輪寺（判）より寺送り文付、上今井村万之助孫み

宗門送り一札之事　筑摩郡神戸村名主定三郎（…
　本御預所下今井村名主茂右衛門殿、与頭重郎7
　真言宗法船寺（判）より寺送り文付、神戸村繁吉

不縁宗門送り一札之事　小坂村名主牧右衛門（判
　惣八（判）→下今井村名主茂右衛門殿、組頭重良
　殿　下今井村村蔵娘

寺送り一札之事　上野組大久保村金松寺（判）→
　今井村御役人中　氷室村平太郎娘いく

宗門送り一札之事　松本御領分下平瀬村与頭佐
　（判）、庄屋松尾六郎兵衛（判）・同浜与五兵衛
　松本御預リ所下今井村名主茂右衛門殿、百姓代
　門殿、与頭新右衛門殿　下平瀬村清十弟兼八

寺送り一札之事　松本御領下平瀬村松蔭寺（判）
　預リ所下金井村御役人中　下平瀬村清十弟兼八

宗門送り一札之事　御預所下今井村名主茂右衛r
　組頭新右衛門（判）→御預所和田殿村名主伊兵布
　頭佐野右衛門殿　真言宗宝輪寺（判）より寺送
　下今井村九左衛門妹との

宗門送り一札之事　内藤駿河守領分上横川村名
　（判）→松本御預リ所下今井村名主茂右衛門殿、
　衛門殿　臨済宗瑞光寺（判）より寺送り文付、
　六郎右衛門妹はな

宗門送り一札之事　筑摩郡下今井村与頭重郎
　（判）・同新右衛門（判）、百姓代五郎左衛門（半1
　戸村名主定三郎殿　真言宗宝輪寺（判）より寺送
　下今井村助四郎娘ふみ

宗門送一札之事　上今井村名主文左衛門→下今井
　右衛門殿、組頭重郎右衛門殿　上今井村寅吉娘
　才）

不縁宗門送り一札之事　松本御領分下神林村与
　門（判）、庄屋六之丞（判）→松本御預所下今井
　門殿、重左衛門殿　禅宗長久寺（判）より送り
　今井村松太郎娘とめ

不縁送り一札之事　諏訪領北内田村年寄権左衛
　名主惣左衛門（判）→下今井村名主茂右衛門殿
　右衛門殿　諏訪領北内田村峯吉妹きく

宗門送り一札之事　御預所衣外村名主幸蔵（判1
　御預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭重郎右衛
　宗万年寺（判）より寺送り文付、衣外村仙右衛門

宗門贈一札之事　尾州御領蟄川宿名主今村右衛P
　→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿　真言i
　（判）より寺送り文付、賛川宿助吉弟広蔵

宗門送り一札之事　松本御領堅石町村組頭1
　（判）・庄屋三村重左衛門（判）→御預所下今井
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－1．受取状

右衛門殿、組頭重郎右衛門殿　郷福寺（判）より寺送り
文付、竪石村勘之助娘こま

宗門送り一札之事　松本領上野組氷室村組頭吉太郎（判）、
　同庸蔵（判）、庄屋治兵衛（判）→御預所下今井村名主茂

弘化3年1月 横切紙・1 686－019

右衛門殿、組頭新右衛門殿　氷室村九郎右衛門姉つな

寺送り宗門一札之事　成相組真々部村浄土真宗円通寺 弘化3年1月 横切紙・1 686－020
（判）→御預り所下今井村御役人中　氷室村九郎右衛門姉
つな

宗門送り一札之事　御預所上神林村名主佐左衛門（判）、 弘化3年1月 横切継紙・1 686－021

組頭常右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、
組頭新右衛門殿　禅宗長照寺（判）より寺送り文付、上
神林村勝右衛門娘

宗門送り一札之事　御預所小俣村組頭次郎右衛門（判）、 弘化3年1月 横切紙・1 686－022
名主五助（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭
新右衛門殿　禅宗松岳寺（判）より寺送り文付、小俣村
定次郎娘みき

宗門送一札之事　池田組池田町組頭善左衛門（判）　同甚 弘化3年1月 横切紙・1 686－023
三郎（判）、庄屋伴之丞（判）・同七左衛門（判）→御預
所下今井村名主茂右衛門殿、与頭新右衛門殿　池田町村、
忠斎弟忠保

寺送り一札　池田組北山村成就院（判）→御預所今井村法弘化3年1月
　輪寺丈宝　池田町村忠斎弟忠保

宗門送一札之事　上今井村名主文左衛門→下今井村名主茂弘化3年1月
　右衛門殿　上今井村兵左衛門娘るひ（23才）　端裏書
　「上今井村次郎左衛門娘送り」

寺送り一札之事　御預所和田町村浄土宗無極寺→下今井村弘化3年1月
　御役人中　下今井村房次郎弟繁十

宗門送り一札之事　諏訪領南内田村名主民次（判）、年寄弘化3年2月
　勘右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、与頭

新右衛門殿　真言宗法船寺（判
田村定之丞俸源吉

より寺送り文付、南内

宗門送り返シー札之事　高遠御領分洗馬村名主三右衛門弘化3年3月
　（判）、組頭藤左衛門（判）→松本御預所下今井村名主茂
　右衛門殿、組頭新右衛門殿　本洗馬村新九郎弟鉄三郎養
　子縁組不縁

請取一札之事　諏訪御領分南熊井村年寄長吉（判）、名主弘化3年10月
　茂平（判）→松本御預所下今井村組頭式右衛門殿、名主
　茂右衛門殿　下今井村奥蔵妻はつ

宗門送り一札之事　　（高遠領）小曽部村名主浅右衛門弘化4年1月
　（判）1→松本御預り所下今井村御名主茂右衛門殿、与頭十
　郎右衛門殿　禅宗興龍寺（判）より寺送り文付、小曽部，
　村林弥娘はな

宗門送り一札之事　高遠領古見村名主六郎右衛門（判）、弘化4年1月
　与頭惣左衛門（判）→松本御預所下今井村名主茂右衛門
　殿、組頭新右衛門殿　真言宗古川寺（判）より寺送り文
　付、古見村九左衛門弟吉三郎

宗門送り一札之事　諏訪領埴原村年寄九郎右衛門（判）、弘化4年1月
　名主伝五郎（判）→松本御預り所下今井村名主茂右衛門
　殿、与頭新右衛門殿　真言宗円城寺（判）より寺送り文
　付、埴原村浅左衛門俸八郎右衛門

宗門送り一札之事　松本領嶋々村庄屋弥三吉（判）・同、弘化4年1月
　権左衛門（判）、組頭作左衛門（判）→松本御預所下今井
　村名主茂右衛門殿、与頭式左衛門殿　曹洞宗金松寺（判）
　より寺送り文付、嶋々村文右衛門娘いそ

横切紙・1

竪切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

竪切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

686－024

688－03

689－01

686－025

688－04

690－01

686－026

686－027

686－028

686－029
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1．下今井村／1－3．戸ロ／1－3－2．宗門送り／1－3－2－1，受取状

宗門送り一札之事　松本領分下波田村与頭治右衛門（判）、 弘化4年1月 横切紙・1 686－031
庄屋熊太郎（判）→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、
組頭新右衛門殿　禅宗盛泉寺（判）より寺送り文付、下
波田村権之丞借家半右衛門妹おそ

宗門送り一札之事　御預領上西条村名主陣左衛門（判）、 弘化4年1月 横切紙・1 686－032
組頭源蔵（判）→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、
組頭式左衛門殿　真言宗常光寺（判）より寺送り一札付、
上西条村与三郎世俸縫次郎

宗門送り一札之事　御預所小俣村組頭次郎右衛門（判）、、 弘化4年2月 横切紙・1 686－030
名主五助（判）→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、
与頭式左衛門殿、百姓代五郎左衛門殿　禅宗長照寺（判）
より寺送り文付、小俣村弥治兵衛妹にわ

宗門送り一札之事　御預所神戸村与頭友右衛門（判）、百 弘化4年2月 横切紙・1 686－033
姓代藤三郎（判〉→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、
与頭式左衛門殿　禅宗長照寺（判）より寺送り文付、神
戸村孫左衛門娘かね

宗門送り一札之事　御預所小俣村与頭次郎右衛門（判）、 弘化4年2月 横切紙・1 686－034
名主五郎（判）→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、
与頭重郎右衛門殿　禅宗長照寺（判）より寺送り文付、
小俣村佐左衛門娘たま

宗門送り一札之事　　（松本領）下波田村組頭治右衛門 弘化5年1月 横切紙・1 686－035
（判）、庄屋熊太郎（判）→松本御預所下今井村名主茂右
衛門殿、与頭式左衛門殿　浄土宗専称寺（判）より寺送
り一札付、下波田村弥右衛門男子牧弥

宗門送り一札之事　（高遠領）岩垂村名主茂右衛門（判）、 弘化5年1月 横切紙・1 686－036
組頭折右衛門（判）→松本御預所下今井村名主茂右衛門
殿、組頭式左衛門殿　真言宗真正寺（判）より寺送り一
札付、岩垂村弥兵衛娘みな

宗門送り一札之事　高遠領岩垂村名主政三郎（判）、組頭 弘化5年1月 横切紙・1 686－038
義右衛門（判）→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、
組頭新右衛門殿　真言宗真正寺（判）より寺送り一札付、
岩垂村繁右衛門俸繁太郎

宗門送り一札之事　松本御領分東新村与頭清作（判）、庄 弘化5年1月 横切紙・1 686－039
屋田中武兵衛（判〉→松本御預所下今井村名主茂右衛門
殿、与頭重左衛門殿　浄土宗専称寺（判）より寺送り一
札付、東新村利右衛門娘いし

宗門送り一札之事　御預所衣外村名主幸蔵（判）→松本 弘化5年2月 横切紙・1 686－037
御預所下今井村名主茂右衛門殿、与頭重左衛門殿　浄土
宗無極寺（判）より寺送り一札付、衣外村勘五郎娘しつ

宗門送一札之事　松本領池田町村庄屋伴之丞（判）・同七 弘化5年2月 横切紙・1 686－040
左衛門（判）→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、与
頭式左衛門殿　池田町村弥吉娘ゆう

寺送り一札之事　池田組池田町村浄念寺（判）→松本御預 弘化5年2月 横切紙・1 686－041
所下今井村御役人中　池田町村弥吉娘ゆう

宗門送り一札之事　成相組高松村与頭嘉左衛門（判）・ 嘉永2年1月 横切継紙・1 686－042
同佐左衛門（判）、庄屋綱五郎（判）→松本御預所下今井
村名主茂右衛門殿、与頭新右衛門殿　曹洞宗真光寺（判）
より寺請一札付、高松村亀次郎妹りき

宗門送り一札之事　松本領嶋立組荒井村庄屋幸右衛門 嘉永2年1月 横切継紙・1 686－043
（判）、組頭与次郎（判）→松本御預所下今井村名主茂右
衛門殿、組頭重右衛門殿　曹洞宗正麟寺（判）より寺送
り一札付、荒井村弥惣次妹やそ

宗門寺送り一札之事　上今井村真言宗宝輪寺（判）→下 嘉永2年1月 横切紙・1 689－02
今井村御役人中　下今井村冨弥弟清次郎
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1，下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－1．受取状

宗門送り一札之事　御預所下今井村名主茂右衛門（判）、 嘉永2年2月 横切紙・1 686－044

組頭重左衛門（判）→御預所中村名主嘉左衛門殿、組頭
治兵衛殿　禅宗長興寺（判）より寺送り一札付、下今井
村儀兵衛埣伊太郎（端裏書）「宗門送り一札、下今井村、
濱右衛門養子義兵衛俸伊太郎不縁戻」

宗門送り一札之事　松本領出川町村庄屋中藤茂久右衛門 嘉永2年12月 横切紙・1 686－045－1

（判）・同中田藤右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右
衛門殿、組頭重左衛門殿　法華宗本立寺（判）より寺送
り一札付、出川町村仲右衛門娘かね

寺送り一札之事　松本仲町本立寺（判）→御預り所上今井 嘉永2年12月 横切紙・1 686－045－2

村宝輪寺　出川町村仲右衛門

宗門請合之事　松本仲町本立寺（判）→下今井村御役人中 嘉永2年12月 横切紙・1 686－045－3

出川町村仲右衛門

宗門送り一札之事　御預所堀之内村名主金左衛門（判）、 嘉永3年1月 横切紙・1 686－046

組頭為右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、
組頭新右衛門殿　禅宗西福寺（判）より寺送り一札付、
堀之内村政次郎弟重太郎

宗門送り一札之事　　（御預所）和田村名主八郎右衛門 嘉永3年1月 横切紙・1 686－047
（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、与頭新右衛門殿
浄土宗無極寺（判）より寺送り一札付、和田町村政十郎
弟文重

宗門送り一札之事　御預所上神林村名主佐左衛門（判） 嘉永3年1月 横切紙・1 686－048

→御預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭重郎右衛門殿
浄土宗専称寺（判）より寺送り一札付、上神林村民弥娘
はつ

宗門送り一札之事　御預所竹田村名五郎左衛門（判）→ 嘉永3年1月 横切紙・1 686－049

御預所下今井村名主茂右衛門殿、与頭重左衛門殿　浄土
宗見性寺（判）より寺送り一札付、竹田村牛五郎娘しも

宗門送り一札之事　御預所小坂村名主牧右衛門（判）、組 嘉永3年1月 横切紙・1 686－050

頭惣八（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭重
左衛門殿　曹洞宗宝積寺（判）より寺送り一札付、小坂
村諌右衛門孫もせ

宗門送り一札之事　高遠領岩垂村名主政三郎（判）→御 嘉永3年2月 横切紙・1 686－051

預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭新右衛門殿　真言宗
真正寺（判）より寺送り一札付、岩垂村弥曽八弟源右衛
門

宗門送り一札之事　高遠領岩垂村名主政三郎（判）→御 嘉永3年2月 横切紙・1 686－052
預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭新右衛門殿　真言宗
真正寺（判）より寺送り一札付、岩垂村元三郎妹ちよ

宗門送一札之事　高遠領岩垂村名主政三郎（判）→御預所 嘉永3年2月 横切紙・1 686－053
下今井村名主茂右衛門殿、組頭重左衛門殿　真言宗真正
寺（判）より寺送り一札付、岩垂村亀次郎姉との

宗門送一札之事　高遠領本洗馬村名主太左衛門（判）、組 嘉永4年1月 横切紙・1 686－054
頭茂右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、組
頭新右衛門殿　禅宗長興寺（判）より寺送り一札付、本

、洗馬村幸助俸寿摩太郎

宗門送り一札之事　松本領堀米村庄屋松田勘之丞 嘉永4年1月 横切紙・1 686－055
（判）・同八十次郎（判）、与頭嘉右衛門（判）→御預所
下今井村名主茂右衛門殿、与頭新右衛門殿　浄土宗浄林
寺（判）より寺送り一札付、堀米村杢弥姉ます

宗門送り一札之事　御預所上神林村名主佐左衛門（判）、 嘉永4年1月 横切紙・1 686－056

与頭恒右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、
与頭式左衛門殿　禅宗長久寺（判）より寺送り一札付、
上神林村久米次妹りん
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－1．受取状

宗門送一札之事　御預所南和田村名主喜左衛門（判）、与 嘉永4年1月 横切紙・1 686－057
頭重四郎（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、与頭
重左衛門殿　浄土真宗安養寺（判）より寺送り一札付、
南和田村与惣右衛門妹いつ

宗門送り一札之事　高遠領西洗馬村名主久左衛門（判）、 嘉永4年1月 横切紙・1 686－058
組頭新十郎（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、組
頭式左衛門殿　真言宗光輪寺（判）より寺送り一札付、
西洗馬村政吉娘こと

宗門送り一札之事　諏訪領南熊井村年寄忠右衛門（判）、 嘉永4年1月 横切紙・1 686－059
名主坂野万三（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、
組頭重郎右衛門殿　真言宗松林寺（判）より寺送り一札
付、南熊井村斧吉妹はつ

宗門送り一札之事　高遠領小曽部村名主浅右衛門（判） 嘉永4年1月 横切紙・1 686－060
→御預所下今井村御名主茂右衛門殿、組頭式左衛門殿
禅宗興龍寺（判）より寺送り一札付、小曽部村湊左衛門
娘

宗門送り一札之事　高遠領西洗馬村名主久左衛門（判）、 嘉永4年1月 横切紙・1 686－061
組頭新十郎（判）→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、
組頭式左衛門殿　禅宗長興寺（判）より寺送り一札付、
西洗馬村清四郎姪せい

宗門送り一札之事　松本領青嶋村与頭利左衛門（判）、庄 嘉永4年1月 横切紙・1 686－062－1

屋小原政次（判）・同綱五郎（判）→御預所下今井村名
主茂右衛門殿、組頭重左衛門殿　浄土宗浮林寺（判）よ
り寺送り一札付、青嶋村幸七妹はと

宗門請合一札之事　松本伊勢町浄林寺（判）→松本御預 嘉永4年1月 横切紙・1 686－062－2

所下今井村御役人中　青嶋村幸七妹はと

（不縁宗門送り請取）　御預所小俣村名主玄九郎（判）、 嘉永4年1月 小切紙・1 690－03

組頭源次郎（判〉→御預所下今井村名主茂右衛門殿、組
頭重郎右衛門殿　小俣村佐左衛門娘たま

不縁宗門送一札　松本御預所竹田村名主市左衛門（判）、 嘉永4年1月 横切紙・1 691－01

組頭儀十郎（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、組
頭式左衛門殿　竹田村右助女房ミち（31才）　包紙あり、
包紙表「不縁宗門送一札、請竹田村、佐代吉姉不縁戻リ」

宗門送り一札之事　御預所岩垂村名主茂右衛門（判）→ 嘉永5年1月 横切紙・1 686－063
御預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭重左衛門殿　真言
宗真正寺（判）より寺送り一札付、岩垂村又兵衛姉とみ

宗門送り一札之事　高遠領小曽部村名主浅右衛門（判） 嘉永5年1月 横切紙・1 686－064
→御預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭新右衛門殿　禅
宗興龍寺（判）より寺送り一札付、小曽部村小左衛門弟
徳太郎

宗門送り一札之事　御預所大池村名主平作（判）→御預 嘉永5年1月 横切紙・1 686－065
所下今井村名主茂右衛門殿、組頭新右衛門殿　曹洞宗宗
福寺（判）より寺送り一札付、大池村梅吉俸初蔵

宗門送り一札之事　諏訪御領小池村名主七郎右衛門（判）、 嘉永5年1月 横切紙・1 686－066
年寄要右衛門（判）・同善次郎（判）→御預所下今井村
名主茂右衛門殿、与頭式左衛門殿　曹洞宗泉龍寺（判）
より寺送り一札付、小池村市郎兵衛姉きん

宗門送一札之事　高遠領岩垂村名主政三郎（判）→松本御 嘉永5年2月 横切紙・1 686－067
預所下今井村名主茂右衛門殿、与頭式左衛門殿　真言宗
真正寺（判）より寺送り一札付、岩垂村八十八兄弥市

宗門送り一札之事　御預所岩垂村名主政三郎（判）→御 嘉永5年2月 横切紙・1 686－068
預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭式左衛門殿　真言宗
真正寺（判）より寺送りご札付、岩垂村仲三郎弟定七
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1．下今井村／1－3、戸口／1－3－2、宗門送り／1－3－2－1．受取状

宗門送り一札之事　松本御領野溝村組頭半之丞（判）、庄 嘉永5年2月 横切紙・1 686－069

屋九内蔵（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭
新右衛門殿　禅宗松岳寺（判）より寺送り文付、野溝村
徳三郎弟岡七妻かや

宗門送り一札之事　諏訪領南熊井村年寄伴右衛門（判）、 嘉永6年1月 横切紙・1 686－070

名主奥次郎（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、与
頭新右衛門殿　真言宗松林寺（判）より寺送り一札付、
南熊井村八百吉弟喜代蔵

宗門送り一札之事　高遠領西洗馬村名主弥治右衛門（判）、 嘉永6年1月 横切紙・1 686－071

与頭孫右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、
与頭式左衛門殿　禅宗長興寺（判）より寺請送一札付、
西洗馬村孫右衛門俸源作

宗門送一札之事　高遠領古見村名主六郎右衛門（判）、組 嘉永6年1月 横切紙・1 686－072

頭惣左衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、組
頭式左衛門殿　真言宗古川寺（判）より寺送り一札付、
古見村吉兵衛女房さの男子兼吉

宗門送り一札之事　御預所床尾村名主吉左衛門（判）、組 嘉永6年1月 横切紙・1 686－073

頭市郎左衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、
組頭重左衛門殿　禅宗長興寺（判）より寺請送一札付、
床尾村音弥姉みね

宗門送り一札之事　高遠領分小野沢村名主小…郎（判）、 嘉永6年1月 横切紙・1 686－074
組頭清兵衛（判）→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、
与頭式左衛門殿　浄土宗東漸寺（判）より寺送り一札付、
小野沢村熊三郎姉やほ

宗門送一札之事　松本領青嶋村組頭紋三郎（判）、庄屋政 嘉永6年1月 横切継紙・1 686－075
治（判）　同綱五郎（判）→御預所下今井村名主茂右衛
門殿、与頭重左衛門殿　浄土宗浄林寺（判）より寺送り
一札付、青嶋村津右衛門孫ふじ

宗門請合一札之事　松本御城下伊勢町潭林寺（判）→松 嘉永6年1月 横切継紙・1 686－076
本御預所下今井村御役人中　青嶋村津右衛門孫ふじ

不縁宗門送り受取一札　小曽部村御名主御印→下今井村 嘉永7年1月 横切紙・1 691－18

名主茂右衛門殿、組頭重郎右衛門殿　小曽部村林弥娘は
な　包紙あり、包紙表「不縁戻受取下書、下今井村一通」

宗門送り戻シー札之事　小坂村名主幸蔵（判）、組頭与三 嘉永7年9月 横切紙・1 691－06

郎（判）→下今井村名主茂右衛門殿、組頭重左衛門殿
小坂村市太郎妹はな

宗門送り戻シー札之事　小坂村名主幸蔵（判）、与頭与三 嘉永7年9月 横切紙・1 691－08

郎（判）→下今井村名主茂右衛門殿、組頭重左衛門殿
小坂村又四郎娘りつ　包紙あり、包紙表「宗門送リ戻シ
一札、小坂村」

宗門請取一札之事　御預所床尾村名主市郎左衛門（判）、 嘉永7年10月 横切紙・1 691－07

組頭斧右衛門（判）→御預所下今井村御役人中　床尾村
音弥姉みね　包紙あり、包紙表「不縁請取一札、床尾村」

宗門送り一札之事　高遠領西洗馬村名主弥治右衛門（判）、 安政2年1月 横切紙・1 686－077
組頭弥与蔵（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、与
頭伝七殿　真量宗光輪寺（判）より寺送り一札付　西洗

686－078横切紙・1

686－079横切紙・1

　　しみへ　　み　　 フズロノヲヤノしムぼり　　ペドリノ　　ひ　　ノ　ヤリむソ　　　ロロドヨヤ　よユレロト

　馬村秋太郎娘ゆみ

宗門送り一一札之事　松本領高出組高宮村組頭村治（判）、安政2年1月
　庄屋細野林右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門
　殿、組頭重左衛門殿　曹洞宗長松院（判）より寺送り 一

　札付、高宮村広右衛門妹とせ

宗門送り一札之事　御預所二子村名主又右衛門（判）→安政2年1月
　御預所下今井村名主茂右衛門殿、与頭重左衛門殿　浄土
　宗慶林寺（判）より寺送り一札付、二子村松弥娘いの
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1、下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－1．受取状

宗門送一札之事　松本御領小柴村与頭小兵衛（判）、庄屋 安政2年1月 横切紙・1 686－080
庄右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、与頭
重左衛門殿　曹洞宗東龍寺（判）より寺送り一札付、小
柴村与頭小兵衛娘あき

宗門送り返侯　北小野村名主佐左衛門（判）→下今井村名 安政2年1月 小切紙・1 691－09

主茂右衛門殿、組頭重左衛門殿　小野村勝弥妹ミや

宗門送り一札之事　諏訪御分知竹淵村年寄御子柴喜太右 安政2年2月 横切紙・1 686－081
衛門（判）、名主竹淵喜左衛門（判）→御預所下今井村名
主茂右衛門殿、与頭式左衛門殿　曹洞宗生連寺（判）よ
り寺送り一札付、竹淵村与五兵衛埣今朝十

宗門送一札之事　御預所岩垂村名主政三郎（判）→御預所 安政2年2月 横切紙・1 686－082
下今井村名主茂右衛門殿、組頭式左衛門殿　真言宗真正
寺（判）より寺送り一札付、岩垂村彦吉女房きく・俸松
太郎・俸竹次郎

宗門送り一札之事　松本御預所上西条村名主伝左衛門 安政3年1月 横切紙・1 686－083
（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、与頭式左衛門殿
真言宗常光寺（判）より寺送り一札付、上西条村勇次郎
弟代五郎

宗門送り一札之事　松本領下波田村庄屋六之丞（判）、組 安政3年1月 横切紙・1 686－084
頭治右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、与
頭重左衛門殿　曹洞宗盛泉寺（判）より寺送り一札付、
下波田村末次郎姪りと

宗門送り一札之事　松本御領下長尾村与頭平七（判）、庄 安政3年1月 横切継紙・1 686－085
屋松岡治郎右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門
殿、組頭重左衛門殿　浄土宗浄心寺（判）より寺請一札
張継、下長尾村与惣右衛門娘さつ

宗門送り一札之事　御預所筑摩郡七嵐村名主清兵衛（判）、 安政3年1月 横切継紙・1 686－086
組頭源右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、
与頭重左衛門殿　禅宗保福寺（判）より寺送り一札張継、
七嵐村民左衛門俸庄五郎

宗門送り一札之事　諏訪領北熊井村名主市右衛門（判）、 安政3年1月 横切紙・1 686－087
年寄広右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、
与頭式左衛門殿　真言宗常光寺（判）より寺送り一札付、
北熊井村善右衛門娘きせ

宗門送り一札之事　嶋立組荒井村組頭与次郎（判）、庄屋 安政3年1月 横切継紙・1 686－088
幸左衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、与頭
重左衛門殿　曹洞宗正麟寺（判）より寺送り一札継、荒
井村裕蔵娘りん

宗門送り一札之事　諏訪御分知白川村名主百瀬善兵衛 安政3年1月 横切紙・1 686－089
（判）、年寄市郎右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右
衛門殿、同与頭重左衛門殿　臨済宗現林院（判）より寺
送り一札付、白川村瀧次郎娘きミ

宗門送り一札之事　松本御領所南和田村名主喜左衛門 安政4年1月 横切紙・1 686－090
（判）、与頭幸四郎（判）→御預所下今井村名主茂右衛門
殿、与頭伝七殿　浄土宗真光寺（判）より寺送り一札付、
南和田村倉太郎弟兼吉

宗門送り一札之事　松本領成相組小宮村組頭八百右衛門 安政4年1月 横切継紙・1 686－091
（判）、庄屋村治（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、
与頭重左衛門殿　浄土宗高松寺（判）より寺送り一札継、
小宮村零之助娘いち

宗門送り一札之事　高遠領岩垂村名主政三郎（判）→御 安政4年1月 横切紙・1 686－092
預所下今井村名主茂右衛門殿、与頭重郎右衛門殿　真言
宗真正寺（判）より寺送り一札付、岩垂村郡左衛門弟一
郎右衛門

宗門送り一札之事　松本和泉町名主土橋佐助（判）→松 安政4年1月 横切紙・1 688－05
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本御預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭重郎右衛門殿　松本
和泉町豊吉妹いく　（27才）

宗門送り一札之事　松本御城下下横田町名主市川八＋右 安政4年2月 横切紙・1 686－093
衛門（判）→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、御百
姓代式左衛門殿　浄土真宗正行寺（判）より寺送り一札
付、下横田町玄正寺住持天端姉ちの

宗門送一札之事　高遠領本洗馬村名主太郎左衛門（判）、 安政5年1月 横切紙・1 686－094
組頭孫十（判）→御預所下今井村御名主茂右衛門殿、組
頭重左衛門殿　浄土宗東漸寺（判）より寺送り一札付、
本洗馬村又兵衛娘きみ

宗門送り一札之事　高遠領岩垂村名主政三郎（判）→松 安政5年1月 横切紙・1 686－095
本御預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭式左衛門殿　真
言宗真正寺（判）より寺送り一札付、岩垂村留次郎仲弟
伊三郎

宗門送り一札之事　御預所上神林村名主上条佐五郎（判）、 安政5年1月 横切紙・1 686－096
与頭吉次郎（判）→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、
与頭式左衛門殿　浄土宗専福寺（判）より寺送り一札付、
上神林村松三郎娘じゃう

宗門送り一札之事　御預所竹田村名主市左衛門（判）、与 安政5年1月 横切紙・1 686－097
頭儀十郎（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、組頭
式左衛門殿　浄土宗見性寺（判）より寺送り一札付、竹
田村左兵衛弟留次郎

宗門送り一札之事　松本御預所二子村名主又右衛門（判） 安政5年1月 横切紙・1 686－098
→松本御預所下今井村名主茂右衛門殿、百姓代重左衛門
殿　浄土宗慶林寺（判）より寺送り一札付、二子村重左
衛門養女たみ

宗門送り一札之事　高出組高宮村組頭村治（判）、庄屋細 安政5年1月 横切紙・1 686－099
野林右衛門（判）→御預所下今井村名主茂右衛門殿、百
姓代重左衛門殿　浄土真宗極楽寺（判）より寺送り一札
付、高宮村四五右衛門俸末治

宗門送一札之事　松本御預所南和田村名主喜左衛門（判） 安政5年1月 横切紙・1 686－100
→御預所下今井村名主茂右衛門殿、百姓代重左衛門殿
浄土宗萬年寺真光寺（判）より寺送り一札付、南和田村
嘉右衛門娘しめ

宗門送り一札之事　御預所小坂村名主幸蔵（判）→同御 安政5年1月 横切継紙・1 686－101
領預下今井村名主茂右衛門殿、組頭伝七殿　禅宗宝積寺
（判）より寺送り一札付、小坂村喜右衛門娘ちよ

宗門送り之事　上今井村名主品之丞（判）→下今井村御名 安政5年1月 横切紙・1 688－06

主茂右衛門殿　上今井村久左衛門娘きし（23才）

宗門送り之事　上今井村名主品之丞（判）→下今井村御名 安政5年1月 横切紙・1 688－07

主茂右衛門殿　上今井村文左衛門弟藤太（18才）

宗門送り一札之事　高遠領岩垂村名主政三郎（判）→松 安政5年2月 横切紙・1 686－102
本御預所下今井村名主茂右衛門殿、百姓代重左衛門殿
真言宗真正寺（判）より寺送り一札付、岩垂村弥兵衛姉
そで

宗門送り一札之事　松本御領野溝村組頭半之丞（判）、庄 安政6年1月 横切紙・1 686－103
屋丸内蔵（判）→御預所下今井村名主彦三郎殿、与頭伝
七殿　曹洞宗松岳寺（判）より寺送り一札付、野溝村八
郎治組合佐一郎

宗門送り一札之事　松本御領下波田村与頭治右衛門、庄 安政6年1月 横切紙・1 686－105
屋六之丞（判）→御預所下今井村名主彦三郎殿、与頭倉
次郎殿　真言宗若沢寺（判）より寺送り一札付、下波田
村冨吉娘わさ

宗門送り一札之事　御預所上神林村名主上条佐五郎（判）、 安政6年！月 横切紙・1 686－106
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与頭吉次郎（判）→御預所下今井村名主彦三郎殿、与頭
伝七殿　禅宗長久寺（判）より寺送り一札付、上神林村
喜代蔵娘いと

宗門送り一札之事　同御領吉田村組頭倍蔵（判）、庄屋清 安政6年1月 横切紙・1 686－107
七（判）→御預所下今井村名主彦三郎殿、与頭倉次郎殿
真言宗牛伏寺（判）より寺送り一札付、吉田村覚左衛門
娘きん

宗門送り一札之事　高遠領古見村名主六郎右衛門（判）、 安政6年1月 横切紙・1 686－108
与頭惣左衛門（判）→御預所下今井村御名主彦三郎殿、
御与頭重郎右衛門殿　真言宗古川寺（判）より寺送り一
札付、古見村喜源次娘さい

宗門送り一札之事　信州筑摩郡木曽荻曽村庄屋奥原助之 安政6年1月 横切継紙・1 686－109－1

丞（判）→松本御預所下今井村御名主彦三郎殿、御組頭
倉次郎殿　木曽荻曽村平左衛門俸辰之助

宗門寺送一札之事　筑摩郡木曽荻曽村極楽寺（判）→松 安政6年1月 横切紙・1 686－109－3

本御領上今井村宝輪寺　平左衛門停辰之助

宗門送り一札之事　高遠領岩垂村名主政三郎→松本御預 安政6年2月 横切紙・1 686－104
所下今井村名主彦三郎殿、与頭倉次郎殿　真言宗真正寺
（判）より寺送り一札付、岩垂村源右衛門弟庄三郎

宗門地請状一札之事　松本御預所何郡何村名主誰印、組 （安政6年） 横切紙・1 686－109－2

頭誰印→尾張様御領方信州筑摩郡木曽荻曽村庄屋奥原助
之丞殿　雛型

宗門送り一札之事　松本御領上波田村庄屋百瀬善五郎 安政7年1月 横切紙・1 686－110
（判）・同織右衛門（判）、与頭良左衛門（判）・同九郎
兵衛（判）→松本御預所下今井村名主彦三郎殿、与頭倉
次郎殿　禅宗盛泉寺（判）より寺請一札付、上波田村勘
次郎姪こと

宗門送り一札之事　松本領郷原町村庄屋徳右衛門（判）、 安政7年1月 横切紙・1 686－111
与頭忠右衛門（判）→松本御預所下今井村庄屋彦三郎殿、
与頭倉次郎殿　真言宗郷福寺（判）より寺送り一札付、
郷原村所左衛門妹すえ

宗門送り一札之事　諏訪領北熊井村名主小松伝八（判）、 安政7年1月 横切継紙・1 686－112
年寄彦右衛門（判）→松本御預り所下今井村名主彦三郎
殿、組頭重郎右衛門殿　真言宗常光寺（判）より寺送り
一札付、北熊井村仲右衛門妹きと「人別請取一札之事」
寄文付

宗門送り一札之事　御預所衣外村名主虎右衛門（判）、与 安政7年1月 横切紙・1 686－113
頭伝五右衛門（判）→御預所下今井村名主彦三郎殿、与
頭伝七殿　浄土真宗無極寺（判）より寺送り一札付、衣
外村虎右衛門弟九一

宗門送り一・札之事　松本御領成相組小宮村与頭八百右衛 安政7年1月 横切継紙・1 686－114
門（判）、庄屋村治（判）→松本御預所下今井村名主彦三
郎殿、与頭倉次郎殿　曹洞宗真光寺（判）より寺送り一
札付、与頭八百右衛門はな

宗門送り一札之事　高遠領針尾村名主平治（判）・同断 安政7年1月 横切継紙・1 686－115
万三右衛門、組頭十兵衛（判）→松本御預所下今井村御
名主彦三郎殿、組頭兼百姓代重左衛門殿　真言宗古川寺
（判）より寺送り一札付、針尾村新右衛門娘りき

宗門送り一札之事　御預所洗馬宿名主志村勘之丞（判） 安政7年1月 横切紙・1 686－116
→御預所下今井村名主彦三郎殿、与頭兼百姓代重左衛門
殿　禅宗長興寺（判）より寺送り一札付、洗馬宿仁左衛
門養女この

宗門送一札之事　御預所下今井村名主彦三郎（判）、与頭 文久2年1月 横切紙・1 686－117
重郎右衛門（判）→松本御預所長畝村名主惣右衛門殿
浄土宗無極寺（判）より寺送り一札付、下今井村幸蔵娘
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686－118

686－119

ふミ

宗門送り一札之事　高遠領針尾村名主平治（判）、組頭＋ 文久2年1月 横切紙・1
兵衛（判）→御預所下今井村名主彦三郎殿、組頭伝七殿
禅宗長興寺（判）より寺送り一札付、針尾村勢左衛門娘
はま

宗門送り一札之事　御領分嶋立組下波田村庄屋上条四郎 文久2年1月 横切紙・1
五郎（判）、与頭治左衛門（判）→御預所下今井村名主彦
三郎殿、与頭重郎右衛門殿　禅宗盛泉寺（判）より寺送
り一札付、下波田村梅吉弟勇四郎

人別送り一札之事　松本領嶋立組下新村与頭沖次郎（判）、 文久2年1月 横切紙・1 ∈

庄屋忠兵衛（判）　同庄右衛門→御預所下今井村名主彦
三郎殿、与頭重郎右衛門殿　浄土宗専称寺（判）より寺
送り一札付、下新村民次郎従弟とわ

宗門送り一札之事　上今井村百姓代文左衛門（判）→下 文久2年2月 横切紙・1 6
今井村御役人中　上今井村音蔵俸喜重郎（23才）

宗門送り一札之事　御預所下今井村名主重左衛門（判）、 文久3年1月 横切紙・1 6
与頭伝七（判）→高遠領小曽部村名主平右衛門殿　浄土
宗正覚院（判）より寺送り一札付、下今井村吉三郎俸平
治郎

宗門送一札之事　松本御預所和田町村名主八郎右衛門 文久3年1月 横切継紙・1 6
（判）、組頭政吉（判）→同御支配所下今井村名主重左衛
門殿、組頭重郎右衛門殿　浄土宗無極寺（判）より寺送
り一札付、和田町村伝兵衛借地金蔵従妹きつ

宗門送り一札之事　松本御領荒井村庄屋腰与市右衛門 文久3年1月 横切紙・1 6
（判）・与頭与次郎（判）→同御預所下今井村名主重左衛
門殿、組頭重郎右衛門殿　曹洞宗正麟寺（判）より寺送
り一札付、荒井村政之助娘いそ

宗門送り一札之事　御預所竹田村名主五郎左衛門（判） 文久3年1月 横切紙・1 6
→御預所下今井村名主重左衛門殿、組頭伝七殿　浄土宗
見性寺（判）より寺送り一札付、竹田村又左衛門娘ちか

宗門送り一札之事　高遠領針尾村名主平治（判）、代判留
　左衛門（判）、組頭市五郎（判）→御預所今井村御名主重

文久3年1月 横切継紙・1 6
左衛門殿、組頭伝七殿　真言宗古川寺く判）より寺送り

686－120

688－08

686－121

686－122

686－123

686－124

686－125

686－126横切紙・1

686－127横切紙・1

686－128横切紙・1

689－04

688－09

686－129

横切紙・1

横切紙・1

横切継紙・1

　一札付、針尾村弥源次俸常次

宗門送一札之事（案文）　松本御預所下今井村名主重左文久3年1月
　衛門（判）、与頭重郎右衛門（判）※ただし、両判形部墨
　引。→松本御領宮渕村御役人中　禅宗瑞松寺（判）より
　寺送り一札付、下今井村新助家内入重助・同人母とみ

宗門送り一札之事　松本領真々部村与頭力之助（判）・文久3年1月
　同仁左衛門（判）、庄屋平左衛門（判）→松本御預所下今
　井村名主重左衛門殿、与頭伝七殿　曹洞宗金松寺（判）
　より寺送り一札付、真々部村定兵衛後家むら弟弥助

宗門送り一札之事　御預所下今井村名主重左衛門（判）、文久3年1月
　組頭重郎右衛門（判）→高遠領岩垂村名主平八殿　浄土
　宗正覚院（判）より寺送り一札付、下今井村利喜太郎姉
　りつ

宗門送り一札之事　松本御領野溝村松岳寺（判）→御預1文久3年1月
　所下今井村重左衛門殿　松岳寺旦那

宗門送り之覚　上今井村名主登兵衛→下今井村名主重左衛文久3年2月
　門殿　上今井村重郎次娘なよ（16才）

宗門送り一札之事　松本御預所洗馬宿名主志村勘之丞1文久4年1月
　（判）→松本御預所下今井村名主重左衛門殿、与頭重郎右
　衛門殿　曹洞宗長興寺（判）より寺送り一札付、洗馬宿
　八十郎家内入やつ
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－1，受取状

宗門送り一札之事　松本御預所床尾村名主吉左衛門（判）、
　与頭斧右衛門（判）→預所下今井村名主重左衛門殿・与
　頭重郎右衛門殿　曹洞宗長興寺（判）より寺送り一札付、

文久4年1月 横切紙・1 686－130

床尾村房右衛門妹きね

宗門送り一札之事　松平丹波守御預所今村名主甚兵衛
　（判）、与頭宇源太（判）→同御預所下今井村名主重左衛
　門殿、組頭重郎右衛門殿　真言宗牛伏寺（判）より寺送

文久4年1月 横切紙・1 686－131

り一札付、今村八代吉娘かね

宗門送り一札之事　御預所上神林村名主上条佐五郎（判）、
　与頭直十郎（判）→松本御預所下今井村名主重左衛門殿、
　与頭治左衛門殿　浄土宗専称寺（判）より寺送り一札付、

文久4年1月 横切紙・1 686－132

上神林村積次郎娘よし

宗門送一札之事　諏訪領北熊井村名主逸蔵（判）、年寄六
　之丞（判）→御預所下今井村名主重左衛門殿、与頭治左
　衛門殿　真言宗常光寺（判）より寺送り一札付、北熊井

文久4年1月 横切紙・1 686－133

村作右衛門妹はい

宗門送り一札之事　御預所二子村名主又右衛門（判）、年
　寄市郎右衛門（判）→御預所下今井村名主重左衛門殿、
　組頭治左衛門殿　禅宗長照寺（判）より寺送り一札付、

文久4年1月 横切紙・1 686－134

二子村重太郎娘つや

宗門送り一札之事　御預所平出村名主滋右衛門（判）、組
　頭甚兵衛（判）→御預所下今井村名主重左衛門殿、組頭
　治左衛門殿　禅宗西福寺（判）より寺送り一札付、平出

文久4年1月 横切紙・1 686－135

村友次郎娘しけ

宗門送り一札之事　松本領村井町村与頭林左衛閉（判）、
　庄屋中村定兵衛（判）→松本御預所下今井村名王重左衛
　門殿、組頭治左衛門殿　曹洞宗泉龍寺（判）より寺送り

文久4年1月 横切紙・1 686－136

一札付、村井町村伝之助妹わき

宗門請合一札之事　松本伊勢町浮林寺（判）→御預所下
　今井村御役人中　松本本町清左衛門娘とみ

文久4年1月 竪切紙・1 689－05

不縁宗門送戻し一札之事　御預所大門村百姓代庄右衛門
　（判）→下今井村下名主重左衛門殿、与頭重郎右衛門量
　大門村喜右衛門妻てい　包紙あり、包紙表「不縁宗門戻

文久4年1月 横切紙・1 691－10

し一札、大門村」

宗門送り一札之事　高遠領本洗馬村名主伊兵衛（判）→
　松本御預所下今井村名主重左衛門殿、組頭重郎右衛門殿
　曹洞宗長興寺（判）より寺送り一札付、本洗馬村平七娘

元治2年1月 横切紙・1 686－137

ぢつ

宗門送り一札之事　御預所竹田村名主兵右衛門（判）→
　松本御預所下今井村名主重左衛門殿・百姓代久右衛門慶
　浄土宗見性寺（判）より寺送り一札付、竹田村孫左右衛

元治2年1月 横切紙・1 686－138

門娘かわ

宗門送り一札之事　松本御預所洗馬宿名主志村勘之丞
　（判）→松本御預所下今井村御名主重左衛門殿、御百姓代
　久右衛門殿　曹洞宗新福寺（判）より寺送り一札付、洗

元治2年1月 横切紙・1 686－139

馬宿佐右衛門妹ミち

宗門送り一札之事　松本御預所小坂村名主幾蔵（判）→
　松本御預所下今井村名主重左衛門殿、組頭重郎右衛門殿
　浄土宗見性寺（判）より寺送り一札付、小坂村九右衛門

元治2年1月 横切紙・1 686－140

俸孫右衛門

離縁寺送一札　松本本所浄土真宗極楽寺（判）→下今井村
　御役人中　北内田村種弥後家ひさ　包紙あり・以下小枝
　番文書を包む　包紙表「寺送、極楽寺」

元治2年1月 竪切紙・1 691－11－01

離縁寺送一札　松本本所浄土真宗極楽寺（判）→下今井村 元治2年1月 竪切紙・1 691－11－02
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2一璽．受取状

正覚院　北内田村種弥後家ひさ

不縁宗門送り一札之事　高嶋御領北内田村年寄岡右衛門 元治2年1月 横切紙・1 691－12
（判）、名主酒井権之丞（判）→松本御預所下今井村名主
重左衛門殿、百姓代久右衛門殿　浄土真宗極楽寺（判）
より寺送り一札付、北内田村利助娘ひさ　包紙あり、包
紙表「不縁宗門送り一札、北内田村」

宗門送り一札之事　松本御領鎌田村庄屋池田勝＋郎（判）、 慶応2年1月 横切紙・1 686一葉41
与頭善太郎（判）→御預所下今井村名主桃井重左衛門殿、
与頭治左衛門殿　真言宗正福寺（判）より寺送り一札付、
鎌田村吉兵衛娘たひ

宗門送一札之事　松本御預所下今井村名主重左衛門（判）、 慶応2年1月 横切継紙・1 686－142
組頭重郎右衛門（判）→松本御領青嶋村庄屋綱五郎殿・
同覚之助殿、組頭紋三郎殿　真言宗宝輪寺（判）より寺
送り一札付、下今井村富次郎娘しん

686－143横切紙・1

686－144横切紙・1

686－145横切紙・1

686－146横切紙・1

686－147竪切継紙・1

686－148横切紙・1

686－149横切紙・1

686－150横切紙・1

686－151横切紙・1

686－152

686－153

横切紙・1

横切紙・1

宗門送一札之事　松本御領並柳村与頭勘五郎（判）、庄屋慶応2年1月
　庄右衛門（判）→御預所下今井村名主重左衛門殿、与頭、
　治左衛門殿　浄土真宗極楽寺（判）より寺送り一札付、
　並柳村喜十娘くみ

宗門送一札之事　御預所殿村名主八郎右衛門（判）、組頭慶応2年1月
　佐乃右衛門（判）→御預所下今井村名主重左衛門殿、与
　頭治左衛門殿　禅宗萬年寺（判）より寺送り一札付、殿
　村重吉弟留次郎

宗門送り一札之事　松本領堅石町村与頭善兵衛（判）、庄慶応2年1月
　屋三村市左衛門（判）→松本御預所下今井村名主重左衛
　門殿、与頭重郎右衛門殿　曹洞宗泉龍寺（判）より寺送
　り一札付、堅石町村式太郎俸菊弥

宗門送り一札之事　松本御領上波田村与頭九郎兵衛（判）、慶応2年1月
　庄屋平林織右衛門（判）→御預所下今井村名主重左衛門
　殿、与頭重郎右衛門殿　曹洞宗若沢寺（判）より寺送り
　一札付、上波田村栄次郎娘ミわ

宗門送り一札之事　松本領下波田村庄屋上条四郎五郎慶応2年1月
　（判）・与頭治左衛門（判）→御預所下今井村名主桃井重
　左衛門殿、与頭十郎右衛門殿　浄土宗専称寺（判）より
　寺送り一札付、下波田村弥右衛門弟留弥

宗門送り一札之事　松本領堅石町村与頭善兵衛（判）、庄慶応2年1月
　屋三村市左衛門（判）→松本御預所下今井村名主桃井重
　左衛門殿、与頭重郎右衛門殿　曹洞宗泉龍寺（判）より
　寺送り一札付、堅石町村太兵衛妹ふん

宗門送一札之事　御預所南和田村萩原九左衛門（判）→御慶応2年1月
　預所下今井村名主重左衛門殿、組頭治左衛門殿　浄土宗
　真光寺（判）より寺送り一札付、南和田村丈右衛門家内
　入儀兵衛後家娘ミす

宗門送一札之事　高遠領本洗馬村名主太次兵衛（判）、与慶応2年2月
　頭孫十（判）→松本御預所下今井村名主重左衛門殿、組
　頭重郎右衛門殿　禅宗長興寺（判）より寺送り一札付、
　本洗馬村萬平妹すみ

宗門送一札之事　松本領庄内組小嶋村組頭忠兵衛（判）、慶応2年2月
　庄屋横山伝三（判）→御預所下今井村名主重左衛門殿、
　与頭重郎右衛門殿　小嶋村安次郎娘なほ

寺送り一札之事　松本宮村町瑞松寺（判）→御預所下今井慶応2年2月
　村御役人中　小嶋村安次郎妹なほ

宗門送り一札之事　松本領野沢村組頭幸右衛門（判）、庄慶応2年2月
　屋務台与一右衛門（判）→松本御預所下今井村名主桃井
　重左衛門殿、組頭重郎右衛門殿　曹洞宗金松寺（判）よ
　り寺送り一札付、野沢村務台久左衛門娘さき
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－1．受取状

奪御預所本山宿名主花村駅助（判）、 慶応2年2月 横切紙・1 686－154

→同御預所下今井村名主重左衛門
曹洞宗長久寺（判）より寺送り

良あき

本御預所下今井村名桃井重左衛門 慶応3年1月 横切紙・1 686－155

（判）→高遠領針尾村名主高橋慶
争土州無極寺（判）下今井村久右

本御預所下今井村名主桃井重左衛 慶応3年1月 横切紙・1 686－156

門（判）→松本領堅石町村庄屋三
宝輪寺（判）より寺送り一札付、

本御預所平出村名主滋右衛門（判） 慶応3年1月 横切紙・1 686－157

名主桃井重左衛門殿、組頭重郎右
判）より寺送り一札付、平出村只

田村名主中村平作（判）、組頭文五 慶応3年1月 横切紙・1 686－158

預所下今井村名主桃井重左衛門殿、
土宗見性寺（判）より寺送り一札
・ち

本御預所上今井村名主今井忠左衛 慶応3年1月 横切紙・1 686－159

主桃井重左衛門殿、与頭重郎右衛
判）より寺送り一札付、上今井村

公本御領上波田村与頭藤沢助三郎 慶応3年1月 横切紙・1 686－160

兵衛（判）、庄屋平林織右衛門
（判）→御預所下今井村名主桃井重
門殿　浄土宗専称寺（判）より寺
彦三郎娘こう

松本御預所）上今井村名主今井忠 慶応3年1月 横切紙・1 686－161

御預所）下今井村名主桃井重左衛
判）より寺送り一札付、上今井村

葛遠領岩垂村名主岩垂政三郎（判） 慶応3年1月 横切紙・1 686－162

御名主桃井重左衛門殿、組頭重郎
寺（判）より寺送り一札付、岩垂

領北熊井村名主赤羽松之進（判）、 慶応3年1月 横切紙・1 686－163

夢松本御預所下今井村名主桃井重左
穿門殿　真言宗常光寺（判）より寺
金助娘きち

F村平右衛門御預所小野村名主小野 慶応3年1月 横切紙・1 686－164

ド御預所下今井村名主桃井重左衛門
曹洞宗祭林寺（判）より寺送り一
娘たま

本御預所上神林村与頭猶十郎（判）、 慶応3年2月 竪切紙・1 691－14

→松本御預所下今井村名主桃井重
衛門殿　上神林村民弥娘はつ

L　諏訪御領南百瀬村名主百瀬重左 慶応3年3月 横切紙・1 691－15

郎（判）→松本御預所下今井村名主
薯寿太次殿　甫百瀬村万次郎伯母な
　「不縁宗門請取一札、従南百瀬村」

高遠領小曽部村名主新倉増蔵（判） 慶応4年1月 横切紙・1 686－165

す御名主桃井重左衛門殿　禅宗興龍
札付、小曽部村三蔵娘やつ

宗門送り一札之事　松本そ
　組頭左一右衛門（判）→
　殿、組頭重郎右衛門殿
　一札付、本山宿長四郎娘1

宗門送り一札之事　松】
　（判）、組頭重郎右衛門
　八殿、組頭重兵衛殿　1
　衛門姉けさの

宗門送り一札之事　松；
　門（判）、与頭重郎右衛
　村市左衛門殿　真言宗
　下今井村亀松妹みき
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宗門送り一札之事　松
　門（判）→下今井村名
　門殿　真言宗宝輪寺（
　竹重弟平重

宗門送り一札之事　松二
　（判）・同松田九郎兵
　（判）・同百瀬善五郎（斗
　左衛門殿、組頭次左衛ド1
　送り一札付、上波田村彦

宗門送り一札之事　　（
　左衛門（判）→（松本
　門殿　浄土宗正行寺（
　皆十姉ふき

宗門送り一札之事　高
　→松本御預所下今井村／
　右衛門殿　真言宗真正
　村金三郎娘かね

宗門送一札之事　諏訪
　年寄跡治（判）　　→
　衛門殿、組頭重郎右衛
　送り一札付、北熊井村≦

宗門送り一札之事　千
　八左衛門（判）→松本
　殿、与頭治左衛門殿
　札付、小野村伊右衛門1

不縁宗門一札之事　松
　名主上条佐五郎（判）
　左衛門殿、与頭重郎右

不縁宗門送り請取一札
　衛門（判）、年寄万次良1
　桃井重左衛門殿、年寄
　か　包紙あり、包紙表

宗門送り一札之事　“
　→松本御預所下今井ネ・
　寺（判）より寺送り一
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