
1．下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3 2－1．受取状

芸門送り一札之事　松本御領野村名主平出岡右衛門（判）、 慶応4年1月 横切紙・1 686－166
組頭五左衛門（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　浄土宗善立寺（判）より寺
送り一札付、野村捨蔵娘たみ

芸門送り一札之事　松本御領荒井村名主萩原九左衛門 慶応4年1月 横切紙・1 686－167
（判）→同支配所下今井村名主桃井重左衛門殿　浄土宗忠
全寺（判）より寺送り一札付、荒井村紀太郎姉みつ

宍門送り一札之事　松本御領郷原町村庄屋赤羽佐土弥 慶応4年1月 横切紙・1 686－168
（判）、与頭忠右衛門（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　真言宗郷福寺（判）
より寺送り…札付、郷原町村覚左衛門娘つや

耗門送り一札之事　高遠領小曽部村名主新倉伝右衛門 慶応4年1月 横切紙・1 686－169
（判）→松本御預所下今井村御名主桃井重左衛門殿　禅宗
興龍寺（判）より寺送り一札付、小曽部村市郎兵衛停表1
十

宗門送り一札之事　諏訪領南百瀬村年寄萬次郎（判）、名慶応4年1月
　主百瀬金左衛門（判）→松本御預所下今井村名主桃井重
　左衛門殿　真言宗法船寺（判）より寺送り…札付、南百
　瀬村萬次郎妹いそ

宗門送り一札之事　諏訪領北熊井村名主赤羽松之進（判）
　→松本御預所下今井村名主桃井重左衛門殿　真言宗常光
　寺（判）より寺送り一札付、北熊井村藤七妹なへ

宗門送り一札之事　松本御預所荒井村名主萩原九左衛門
　（判）→同支配所下今井村名主桃井重左衛門殿　浄土宗忠
　全寺（判）より寺送り一札付、荒井村音松娘きさ

宗門送り一札之事　松本御領下神林村庄屋倉科右兵衛
　（判）→松本御預所下今井村名主桃井重左衛門殿　曹洞宗
　長久寺（判）より寺送り一札付、下神林村森右衛門娘え
　ん

慶応4年1月

慶応4年1月

慶応4年1月

宗門送り一札之事　高遠領古見村真言宗古川寺（判）→慶応4年1月
　御預所下今井村名主桃井重左衛門殿　下今井村新助母き
　ん

宗門送り一札之事　高嶋領南内田村名主横山忠之丞（判）、慶応4年2月
　年寄惣右衛門（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　真言宗牛伏寺（判）より寺
　送り一札付、南内田村久蔵妹ひこ

不縁送り一札之事　諏訪御分知竹淵村名主勝弥（判）→
　御料下今井村名主桃井重左衛門殿　竹淵村大助娘しち。
　包紙あり、包紙表「不縁に付請取一札、竹淵村」

宗門送り一札之事　松本御領南栗林村庄屋上条忠九郎
　（判）・同佐兵衛（判）、組頭勘五郎（判）→松本御預所
　下今井村名主桃井重左衛門殿、組頭治左衛門殿　浄土宗
　正行寺（判）より寺送り一札付、南栗林村和右衛門俸金
　吾

明治1年12月

明治2年1月

宗門送り一札之事　御料二子村名主平林清三郎（判）、与明治2年1月
　頭杉山儀助（判）→御料下今井村名主桃井重左衛門殿、
　与頭治左衛門殿　浄土宗慶林寺（判）より寺送り一札付、
　二子村徳右衛門家内入みよ

宗門送り一札之事　松本領上波田村組頭俊之助（判）、庄明治2年1月
　屋百瀬九左衛門（判）→御料下今井村名主桃井重左衛門
　殿禅宗盛泉寺（判）より寺送り一札付、上波田村市郎
　右衛門娘たい

宗門送り一札之事　諏訪御領分中狭村年寄藤左衛門（判）、明治2年1月
　名主中村条左衛門（判）→松本御預所下今井村名主桃井
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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
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重左衛門殿、組頭重郎右衛門殿　曹洞宗西福寺（判）よ
り寺送り一札付、中狭村猶右衛門娘きし

宗門送り一札之事　松本領野溝村組頭覚右衛門（判〉、庄
　屋加藤市郎右衛門（判）→御料御預所下今井村名主桃井

明治2年1月 横切紙・1 686一

重左衛門殿、与頭治左衛門殿　曹洞宗松岳寺（判）より
寺送り一札付、野溝村重太郎娘しゅう

宗門送り一札之事　高遠領小曽部村名主新倉伝右衛門
　（判）→松本御預所下今井村名主桃井重左衛門殿、与頭治
　左衛門殿　禅宗興龍寺（判）より寺送り一札付、小曽部

明治2年1月 横切紙・1 686一

村新右衛門娘はな

宗門送り一札之事　松本御領吉田村庄屋新五兵衛（判）、
　与頭俵蔵（判）→御領下今井村名主桃井重左衛門殿・与
　頭治左衛門殿　真言宗光明寺（判）より寺送り一札付・

明治2年1月 横切紙・1 686一

吉田村左門次娘りん

宗門送り一札之事　高遠領本洗馬村浄土宗東漸寺→御預 明治2年1月 横切紙・1 689一
所下今井村名主重左衛門殿　本洗馬村東禅寺弟子行典

宗門送り戻シ請取之事　高遠領小曽部村名主新倉伝右衛
　門（判）→御料下今井村御名主桃井重左衛門殿・組頭重
　郎右衛門殿　禅宗興龍寺（判）より寺送り文付、小曽部
　村武左衛門娘もよ　包紙あり、包紙表「送リ戻し請取一

明治2年1月 横切紙・1 691一

札、小曽部村」

宗門請合一札之事　松本本町名主猿田与五左衛門（判）
　→御料下今井村名主桃井重左衛門殿、与頭治左衛門殿

明治2年2月 横切紙・1 686一

松本本町清左衛門娘とみ

宗門送一札之事　松本伊勢町浮林寺（判）→御料下今井村 明治2年2月 横切紙・1 686一
御役人中　松本本町清左衛門娘とみ

宗門送り一札之事　高遠藩御預所本洗馬村名主伊兵衛
　（判）→伊奈県御支配下筑摩郡下今井村名主重左衛門殿、
　与頭重郎右衛門殿　浄土宗東漸寺（判）より寺送り一札

明治3年1月 横切紙・1 686一

付、本洗馬村繁吉娘きく

宗門送一札之事　筑摩郡刈谷原町村与頭杢助（判）、名主
　与次右衛門（判）→同郡下今井村名主重左衛門殿・与頭
　重郎右衛門殿　真言宗洞光寺（判）より寺送り一札付、

明治3年1月 横切紙・1 686一

刈谷原町喜左衛門娘とみ

宗門送り一札之事　松本藩支配所筑摩郡下波田村与頭与
　一左衛門（判）、名主精一郎（判）→塩尻御支配下筑摩郡
　下今井村名主重左衛門殿、与頭治左衛門殿　禅宗盛泉寺

明治3年1月 横切紙・1 686

（判）より寺送り一札付、下波田村勘蔵娘りよ

宗門送り一札之事　高遠御支配所筑摩郡岩垂村名主政三
　郎（判）→伊奈県御支配所筑摩郡下今井村御名主重左衛
　門殿、御組頭十郎左衛門殿　真言宗真正寺（判）より寺

明治3年2月 横切紙・1 686

送り一札付、岩垂村留次郎姉かね

宗門送一札之事　伊奈県御支配所大門村百姓代米久保庄右
　衛門（判）→同御支配所筑摩郡下今井村名主重左衛門殿
　禅宗西福寺（判）より寺送り一札付、大門村治左衛門娘

明治4年1月 横切紙・1 686

けさ

宗門送り一札之事　松本藩支配所筑摩郡上波田村名主松
　田九郎（判）→伊奈県塩尻御支配所今井組今井村名主桃
　井十左衛門殿　浄土真宗安養寺（判）より寺送り一札付、

明治4年1月 横切紙・1 686

上波田村百瀬喜兵衛娘いつ

宗門送り一札之事　松本藩御支配所堅石町村組頭郷原権
　右衛門（判）、名王郷原庄兵衛（判）→伊奈県塩尻御支配
　所下今井村名主桃井重左衛門殿、与頭古田治左衛門（判）
　郷福寺（判）より寺送り一札付、堅石村塩原与兵衛娘さ

明治4年1月 横切紙・1 686

い
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1，下今井村／等一3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－1．受取状

宗門送り一札之事　松本藩支配所三之宮村名主浅野萬造
　（判2→伊奈県塩尻御支配所下今井村名主桃井重左衛門殿
　真言宗神宮寺（判）より寺送り一札付、三之宮村由左衛
　門埣七之丞

明治4年1月 横切紙・1 686－191

宗門送り一札之事　名古屋藩御支配所薮原村庄屋古畑又
　左衛門（判）→伊奈県塩尻御御出張所下下今井村御名主
　桃井重左衛門殿　薮原村与惣治内茂十郎後家

明治4年1月 横切紙・1 686－192

不縁人別請取一札之事　松本御藩支配所筑摩郡荒井村名
　主塩原貢作（判）→伊奈県塩尻御支配所下今井村名主桃
　井重左衛門殿、組頭古田治左衛門殿　荒井村七兵衛娘い

明治4年1月 横切紙・1 690－04

そ

宗門寺送一札　名古屋藩御支配禅宗極楽寺（判）→伊奈県
　塩尻御出張御治下下今井村名王桃井重左衛門殿　薮原村
　与惣治家内茂十郎後家

明治4年2月 横切紙・1 686－193

691－021

693－011

紙
　
　
紙

切
　
　
　
切

横
　
　
横

691－21横切紙・1

693－02小切紙・1

不縁宗門送り一札之事　上今井村名主今井周治（判）→1明治4年2月
　下今井村桃井重九郎殿　下今井村重右衛門娘いし（25才）

人別請取一札　高嶋御支配所諏訪郡下桑原村名主宮坂左久明治4年2月
　二（判）・同断小松園右衛門（判）→伊那県御支配所筑
　摩郡下今井村名主桃井重左衛門殿　下今井村村山七郎右
　衛門娘こほ

不縁戻り一札之事　松本御領飯田村御名主御印→御預所
　下今井村名主桃井重左衛門殿　儀右衛門娘かつ

（宗門送り燧二受取申候二付）　上波田村金重郎→下今
　井村御役人様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1－3－2－2．送り状

宗門送り一札之事　筑摩郡今井村名主三右衛門（判）、組
　頭式右衛門（判）→成相組下村庄屋太忠次殿、組頭伊兵
　衛殿　今井村助四郎娘ミよ（21才）

天保12年5月 横切紙・1 688－01

宗門送り一札之事　松本御預所下今井村名主三右衛門
　（判）、組頭式右衛門（判）→松本御領平田村庄屋左門太
　殿、組頭助左衛門殿　真言宗宝輪寺（判）より寺送り文
　付、下今井村助四郎倖定吉

天保13年1月 横切紙・1 686－001

宗門送り一札之事　何村名主誰印、組頭誰印→御預所上
　神林村組頭恒右衛門殿、年寄庄次郎殿　上神林村惣兵衛
　女房へ縁付

天保14年1月 横切紙・1 687－001

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→（高遠領）
　西洗馬村名主久左衛門殿、組頭新十郎殿　西洗馬村勝右
　衛門娠

天保15年1月 横切紙・1 687－002

宗門送り一札之事　何御領何村御役人中御印→高遠領岩
　垂村名主政三郎宛・同断忠左衛門宛、組頭又右衛門宛

天保15年1月 横切紙・1 687－003

岩垂村太次兵衛妻

宗門送一札之事　何御領何村御役人御印→御預所大池村名
　主喜太右衛門殿　大池村せき養子相続

天保15年1月 横切紙・1 687－005

不縁宗門送り一札之事　何村御役人→御預所下今井村名
　主茂右衛門殿・与頭重郎右衛門殿　　（当人下今井村峰吉
　妹きく）下今井村虎吉妻離縁

天保15年2月 横切紙・1 687－007

宗門送り一札之事　同郡預所何村御役人中御印→松本御
　領分東新村庄屋武兵衛殿、与頭弥右衛門殿　東新村喜代
　太郎俸多左衛門妻

天保15年 横切紙・1 687－006

宗門送り一札之事　何御領何御村御役人中御印→松本御 横切紙・1 687－004
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1、下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－2、送り状

領分島立組下神林村庄屋百瀬六之丞殿・与頭杢左衛門殿
下神林村弁治郎妻

宗門送り一札之事　何領何村御役人中御印→松本御預所
　二子村名主又右衛門殿、年寄重郎右衛門殿　二子村弥五

弘化2年1月 横切紙・1 687－008

右衛門俸縫之助妻

宗門送り一札之事　何領何村名主誰、与頭誰印→筑摩郡 弘化2年1月 横切紙・1 687－010

神戸村名主定三郎殿　神戸村兼蔵妻

宗門送り一札之事　何領何村御名主誰御印→高遠領小曽 弘化2年1月 横切紙・1 687－012

部村名主平右衛門殿　小曽部村卯蔵妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→御預所小坂 弘化2年1月 横切紙・1 687－014
↓
＋

役人黍

小坂
門送り一札之事　何御領何ホ
村名主牧右衛門殿、与頭惣八殿

687－011横切紙・1

687－013横切紙・1

687－015横切紙・1

687－016横切紙・1

687－009横切紙・1

687－018横切継紙・1

687－019横切紙・1

687－020横切継紙・1

687－023横切紙・1

687－024横切紙・1

687－025横切紙・1

687－026横切紙・1

687－021横切紙・1

687－022

687－017

1
　
　
　
　
1

横切紙

横切紙

宗門送り一札之事　何領何村御役印→御預所和田殿村名
　主伊兵衛殿、与頭佐野右衛門殿　和田殿村藤四郎俸佐次
　兵衛妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→松本御領堅
　石町村庄屋三村重左衛門殿、組頭助右衛門殿　堅石町村
　鶴松俸岸次妻

宗門送り一札之事　何郡何村御役人御印→保高組寺所村
　庄屋岡村源市郎殿、組頭清左衛門殿・同源右衛門殿　寺
　所村三十俸冨弥妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人中御印→松本御領
　山家組南方村庄屋又三郎殿、組頭源三郎殿　甫方村新五
　右衛門停新五兵衛妻

逗留請合一札之事　何村何誰→松本御領筑摩郡村井町村弘化3年1月
　庄屋中村宮次郎殿、御子柴伝次郎殿　今度勝手に付村井
　町村林右衛門借家へ逗留

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→高遠領西洗弘化3年1月
　馬村名主弥次右衛門殿、与頭治郎兵衛殿　西洗馬村勘助

　妻

宗門送り一札之事　何村御役人御印→（御預所）竹田村弘化3年1月
　名主市左衛門殿、与頭儀十郎殿　竹田村定吉妻

宗門送り一札之事　何領何村御役人御印→御預所上神林弘化3年1月
　村名主佐左衛門殿、与頭辰次郎殿　上神林村藤右衛門諏

宗門送り一札之事　何御領何村名主誰印－御預所神戸新弘化3年1月
　田村名主定之助殿　神戸新田村与右衛門女房

宗門送り一札之事　何御領何村御役人印→御預所小坂村弘化3年1月
　名主牧右衛門殿、組頭惣八殿　小坂村治太郎諏

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→御領分島立午年1月
　組下神林村庄屋百瀬六之丞殿、与頭杢左衛門殿　下神林
　村庄左衛門停音蔵妻

宗門送り一札之事　何領何村御役人御印→御領分島立組午年1月
　下神林村庄屋百瀬六之丞殿、与頭杢左衛門殿　下神林村

　善五郎妻

宗門送一札之事　何村名主誰印印→松本御領塩尻宿名主吉弘化3年2月
　田太次右衛門殿　塩尻佐右衛門

寺送之事　何村何宗何寺→塩尻宿役人中　　　　　　　　午年2月

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→松本御領古弘化3年
　宮村庄屋源太郎殿、同柳次殿、与頭八百右衛門殿　小宮
　村北右衛門妻
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宗門送一札之事　何領何郡何村御役人御印→松本御預所筑 横切紙・1 687－027

摩郡荒井村名主長十郎殿　荒井村助作俸音松妻

宗門送り一札之事　何御領何村御名主誰御印→高遠領小 弘化4年1月 横切紙・1 687－030

曽部村名主平右衛門殿、　小曽部村宇八弟忠八女房

宗門送り一札之事　何領何村名主→御預所神戸村定三郎 弘化4年1月 横切紙・1 687－031

殿神戸村太兵衛妻

宗門送り一札之事　何村御役人→竹田村名主市左衛門殿、 弘化4年1月 横切紙・1 687－032

与頭儀十郎殿　竹田村鹿次郎女房

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→御預所岩垂 未年1月 横切紙・1 687－028

村名主茂右衛門殿、与頭折右衛門殿　岩垂村要右衛門女
一房

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→御預所小俣 弘化4年2月 横切紙・1 687－034

村名主五助殿、組頭次郎右衛門殿　小俣村清七俸春蔵女
一房

宗門送り一札之事　何御領何村名主誰御印、年寄同→諏 弘化4年2月 横切紙・1 687－035

訪領南熊井村名主和助殿、年寄利助殿　南熊井村坂野万
蔵女房

不縁宗門送り請取　御領所何村組頭、名主印→松本御領 弘化4年4月 横切紙・1 690－02

吉田村庄屋清七殿、組頭三左衛門殿

宗門送り一札之事　何領何村御役人中御印→松本御領分 弘化4年 横切紙・1 687－033

東新村庄屋茂兵衛殿、与頭清作殿　東新村利兵衛妻

宗門送り一札之事　何御領何組何村御役人中御印→松本 横切紙・1 687－029－1

御預所中村名主嘉左衛門殿、与頭治兵衛殿　中村勘之丞
養子以下枝番文書を貼継

古日同、萎h　　　オ4　づナ車　　佃御令百イ研禾十御才ル人中御E口→松太御預 横切継紙・1 687－029－2宗門送り一札之事　何御領何村御役人中御印→松本御預，
　所中村名主嘉左衛門殿、与頭治兵衛殿　中村文左衛門停
　孫右衛門妻

宗門送一札之事　何御領何村御役人御印→上今井村名主文弘化5年1月
　左衛門殿　上今井村又左衛門体浅次郎妻

宗門送り一札之事　何御領何村名主誰→御預所神戸新田弘化5年1月
　村倖三郎殿、　神戸新田村伝右衛門女房（市太郎姉いき）

宗門送り一札之事　　　、一、一御印、一、　　御印、弘化5年1月
　→松本博労町名主平田庄太郎殿　松本博労町平五兵衛妻

寺送り一札之事　何領何村何宗何寺→長尾組長尾村真言宗弘化5年1月
　平福寺　松本博労町平五兵衛妻

宗旨請合一札之事　何村何寺御印→松本博労町御役人衆弘化5年1月
　中　松本博労町平五兵衛妻

宗門送一札之事　何御領何村御役人中御印→松本領郷原町申年1月
　村庄屋赤羽太郎左衛門殿、組頭忠次郎　郷原町村元吉妻

宗門送り一札之事　何御領何村年寄誰印、名主誰印→松申年1月
　本御領野村庄屋平出岡之助殿、与頭五左衛門殿　野村良
　右衛門弟熊次郎妻

宗門送案書　何御領何村御役人御印→松本御領三溝村庄屋申年1月
　治左衛門・同亮吉、組頭伊兵衛・権之丞　三溝村組頭伊
　兵衛せがれ為次郎妻　　（付箋）「是ハ木又村より不縁ニテ
　三溝へ遣ス」（式右衛門娘うら）

宗門送り一札之事　何村御役人御印→竹田村名主市左衛申年1月
　門殿、与頭儀十郎殿　竹田村半右衛門せがれ熊次郎妻
　（嶋左衛門娘こう）

竪切紙・1

竪切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

竪切紙・1

竪切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

687－036

687－039

687－041

687－042

687－043

687－037

687－038

687－044

687－047
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弓送り一札之事　何御領何村御役人御印→高遠領古見
『名主六郎右衛門殿　古見村牛弥女房（林右衛門娘きハ）

申年 横切紙・1 687－045

弓送り一札之事　松本御預所何郡何村御役人御印→松
と御領成相組青嶋村庄屋小原惣次郎殿、組頭三左衛門
嶋村紋次郎せがれ文左衛門妻

竪切紙・1 687－040

弓送一札之事　何御領何村御役人中御印→松本領郷原町
庄屋赤羽大三郎右衛門殿　郷原町村徳次郎俸休太郎妻

横切紙・1 687－046

弓送り一札之事　何御領何村御役人御印→高遠御領本 横切紙・1 687－048
馬村名主三右衛門殿、与頭藤左衛門殿　本洗馬村亦四
妻（浅右衛門娘とみ）

爽帰り一札之事　何御領何御領何村御役人御印→御預 嘉永2年1月 竪切紙・1 687－049
大池村名主岡右衛門殿　下今井村宇太助方より大池村
右衛門方へ差戻し

送り一札之事　何御領何村御役人御印→松本御預所 嘉永2年1月 横切紙・1 687－050
池村名主喜之右衛門殿　大池村寅之助女房

送り一札之事　何領何村御役人御印→松本御預所大 嘉永2年2月 横切紙・1 687－051
村名主林之助殿　大池村佐左衛門停利兵衛妻

送り一札之事　何領何村御役人中→神戸村名主定三 嘉永3年2月 横切紙・1 687－052
殿　神戸村清三郎俸粂吉妻

送り一札之事　何御領何村御役人御印→高遠領分小 嘉永4年1月 横切紙・1 687－053
沢村名主小一郎殿、組頭清兵衛殿　小野沢村勝蔵女房

送一札之事　下今井村御役人→上今井村名主品之丞殿 嘉永4年1月 横切紙・1 687－054
今井村新六俸愈太郎女房。（端裏書）「理右衛門姉下書」

送り一札之事　何領何村御役人中御印→松本御預所 嘉永4年1月 横切紙・1 687－055
田村名主五郎左衛門殿　竹田村喜右衛門妻

送り一札之事　何領何村御役人御印→御預所下今井 嘉永4年1月 横切紙・1 687－056
名主茂右衛門殿、与頭新右衛門　下今井村鶴喜代女房

宗門送り一札之事　何御領何村御役人中御印→島立 嘉永4年2月 横切紙・1 687－057
荒井村庄屋幸左衛門殿、与頭与次郎殿　荒井村与五蔵
引取のところ不縁熟談、与五郎方へ差戻す

送り一札之事　何御領何村名主誰、組頭誰→御預所 嘉永5年1月 横切紙・1 687－058
俣村名主玄九郎殿、組頭佐次右衛門殿・同源次郎殿
俣村彦四郎俸市郎次妻

送り一札之事　何御領何村御役人御印→御預所大池 嘉永5年1月 横切紙・1 687－061
名主平作殿　大池村仙三郎俸猶右衛門妻

送り一札之事　何御領何村御役人御印→松本御預所 子年1月 横切紙・1 687－059
坂村名主幾蔵殿　小坂村長之助停筥蔵女房

送り一札之事　何御領何村御役人中御印→高遠領西 子年1月 横切紙・1 687－063
馬村名主久左衛門殿、組頭新十郎殿　西洗馬村亀吉女

送り一札之事　何御領何村御役人中御印→諏訪領北 嘉永5年2月 横切紙・1 687－060
井村名主小松祖兵衛、年寄広右衛門宛　北熊井村長七
長八女房

送り一札之事　何御領何村御役人中御印→御領分下 横切紙・1 687－062
林村庄屋百瀬六之丞殿、与頭杢左衛門殿　下神林村杢
衛門借家源兵衛俸亀吉妻

送一札之事　何領何村名主誰、与頭誰→松本預所大池 嘉永6年1月 横切紙・1 687－064
名主助七殿、組頭庄右衛門殿　大池村与一右衛門娠

送り一札之事　何御領何村御役人→松本御預所出川 丑年1月 横切紙・1 687－066
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－2．送り状

町村庄屋中田東右衛門殿・同中藤茂久右衛門殿、組頭中
藤喜代八殿・同与治右衛門殿　出川町村吉郎次せがれ末
吉妻

宗門送り一札之事　何領何村名主誰印→筑摩郡神戸村名 嘉永6年1月 横切紙・1 687－065
主定三郎殿　神戸村繁吉停与左衛門妻

宗門不縁送り一札之事　御預所今井村御役人御印→松本 横切紙・1 687－067
領出川町村御役人中　出川町村仲右衛門娘不縁差戻し

宗門送一札之事　何領何村名主御印、与頭御印→松本御預 嘉永7年1月 横切紙・1 687－068
所下今＃村鼠‡苗右衝門殿　組頭重左衛門殿　下A井村所下今井村名王茂右衛門殿、組頭重左衛門殿
藤次郎養子

宗門送り一札之事　何領何村名主御印、与頭御印→御預嘉永7年1月
　所下今井村名主茂右衛門殿、組頭重左衛門殿　下今井村
　佐右衛門せがれ代吉妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→高遠領西洗嘉永7年1月
　馬村名主弥治右衛門殿、与頭弥与蔵殿　西洗馬村末八方
　養子（娘）

宗門送戻シー札之事　何御領何村御役人御印→御預所小嘉永7年4月
　坂村名主幸蔵殿、与頭与三郎殿　小坂村諌右衛門孫もせ

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→御預所小俣安政2年1月
　村名主玄九郎殿、組頭佐治右衛門殿・同源次郎殿　小俣
　村彦三郎女房

不縁宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→御預所安政2年1月
　上西条村名主伝左衛門殿、組頭弥吉殿　上三条村勇次郎
　弟不縁差戻し

宗門送一札之事　何御領何村御役人中御印→諏訪御領北熊安政2年2月
　井村名主赤羽政右衛門、年寄逸蔵殿　北熊井村神主内蔵
　之助弟覚内女房

宗門送り一札之事　何御領何御村御役人中御印→諏訪領安政2年2月
　小池村名主六右衛門殿、年寄林左衛門殿・同断三郎次殿
　小池村善次郎俸常弥女房

宗門送り一札之事　何領何村御役人衆中御印→松本御預
　所大池村名主助七殿、組頭庄右衛門殿　大池村津祢養子
　（停〉

宗門送り一札之事　何御領何村御役人中御印→松本領下安政3年1月
　波田村庄屋六之丞殿、与頭治右衛門殿　下波田村久四郎
　俸粂蔵妻

宗門送り一札之事　何御領何村名主誰印、与頭誰印→御安政3年1月
　預所今村名主甚兵衛殿、与頭宇源太殿　今村忠左衛門弟
　銀次郎妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→高遠領針尾安政3年2月
　村名主平右衛門殿、年寄伝左衛門殿　針尾村孫左衛門女
　房

宗門送り一札之事　何組何村御役人中印→島立組中波田
　村庄屋腰六左衛門殿、与頭甚兵衛殿　中波田村彦次郎俸
’宇之助妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→松本御預所安政4年1月
　二子村名主又右衛門殿　二子村亀次郎俸儀三郎妻

宗門送り一札之事　何領何村御役人中御印→松本領北新安政4年1月
　村庄屋小文治殿・同源右衛門殿、与頭兵市殿　北新村弥
　兵衛孫養子弥十郎妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→松本御預所安政4年1月

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

687－069

687－070

691－19

687－071

687－073

687－074

687－075

687－072

687－076

687－077

687－081

687－078

687－082

687－083

横切継紙・1　　　687－084
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1．下今井村／1－3，戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－2．送り状

下今井村名主茂右衛門殿、組頭伝七殿　下今井村惣兵衛
俸政次郎妻

宗門送り一札之事　何御領何村名主誰印、組頭誰印→御
　預所上神林村名主上条佐五郎殿、与頭吉次郎殿　上神林

巳年1月 横切紙・1 687－079

村儀重娠

差出し申一札之事　下今井村当人常弥（判）、組合惣代紋
　弥（判）→当村御役人中様　宗門送り返二差滞候に付村

安政4年6月 横切紙・1 723

役を通さず直交渉詫状

人別送一札之事　何御領何村御役人中御印→諏訪御領北熊
　井村名主小松勘右衛門殿、年寄逸蔵殿　北熊井村縫左衛

横切紙・1 687－080

門女房

宗門送り一札之事　何領何村名主、組頭御印→高遠領針
　尾村名主平治殿、組頭十兵衛殿　針尾村定兵衛名跡かや

安政5年1月 横切紙・1 687－085

方養子（俸）

宗門送一札之事　松本御預所下今井村御役人御印→御預所
　竹田村名主市左衛門殿、与頭儀十郎殿　竹田村作左衛門

安政5年1月 横切紙・1 687－088

せがれ藤太妻

宗門送り一札之事　上今井村御名主御印→下今井村名主
　茂右衛門殿　下今井村源次郎体鶴喜代妻

安政5年1月 横切紙・1 687－091

宗門送一札之事　何御領何村御役人御印→松本領三溝村庄 午年1月 横切紙・1 687－089
屋九兵衛殿・同治左衛門殿、組頭品次殿　三溝村丈右衛
門弟友蔵妻

宗門送一札之事　何所何村御役人御印→松本領小柴村庄屋
　庄右衛門殿、与頭小兵衛殿　小柴村佐市甥佐右衛門妻

午年1月 横切紙・1 687－090

宗門送り一札之事　何領何村御役人御印→諏訪領埴原村
　名主仙石牛鹿宛、百瀬半左衛門宛　埴原村百瀬五郎左衛

安政5年2月 横切紙・1 687－092

門二男松十郎女房

宗門送一札之事　何御領何村御役人御印→松本領南栗林村 横切紙・1 687－086
庄屋茂左衛門殿・同忠九郎殿、与頭初五郎殿　南栗林村
彦之丞妻

宗門送一札之事　何領何村御役人中御印→松本御領鎌田村 横切紙・1 687－087
庄屋権右衛門殿、組頭市兵衛殿　鎌田村嘉門次妻

宗門送一札之事　何領何村御役人→洗馬宿名主志村源五左 安政6年1月 横切継紙・1 687－093
衛門宛　洗馬宿幸左衛門女房

宗門送り一札之事　何御領分何村御役人御印→高遠領小 安政6年1月 横切紙・1 687－094
野沢村名主小一郎殿、組頭清兵衛殿　小野沢村種蔵妻

宗門送り一札之事　何組何村御役人→島立組上波田村庄 安政6年1月 横切紙・1 687－095
屋百瀬善五郎殿、与頭良左衛門殿　上波田村彦三郎俸忠
右衛門妻

宗門送り一札之事　何領何村御役人中御印→松本領梶海 安政6年1月 横切紙・1 687－096
渡村庄屋小文治殿、与頭半右衛門殿　梶海渡村又次郎俸
浪蔵妻

宗門送り一札之事　何領何村御役人中御印→松本領梶海 安政6年1月 横切紙・1 687－097
渡村庄屋小文治殿、与頭半右衛門殿　梶海渡村伝兵衛俸
多市妻

宗門送一札之事　何御領何村御役人中御印→松本御預所和 安政7年1月 横切紙・1 687－098
田殿村名主八郎右衛門、与頭東一郎殿　和田殿村弥次兵
衛俸八百次郎妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→松本領堅石 安政7年1月 横切紙・1 687－099
町村庄屋三村市左衛門殿、与頭助右衛門殿　堅石町村左
兵衛妻
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－2．送り状

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→御預所下和 安政7年1月 横切紙・1 687－100

田村名主幸左衛門殿　下和田村国太郎弟金右衛門女房

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→松本御預所 安政7年1月 横切紙・1 687－102

大池村名主平作殿　大池村菊之丞せがれ峯吉女房

人別送一札之事　何御領何村御役人中御印→諏訪御領北熊 横切紙・1 687－101

井村名主小松伝八殿、年寄彦右衛門殿　北熊井村与惣兵
衛弟佐野右衛門女房

宗門送り一札之事・何領何村名主御印、組頭御印→御預 万延2年1月 横切紙・1 687－103

所下今井村名主彦三郎殿、組頭伝七殿　下今井村重右衛
門養子

村送一札之事　御預所下今井村御役人御印→松本御領野村 文久1年6月 横切紙・1 687－104

庄屋岡右衛門殿、組頭十七蔵殿・同五左衛門殿　野村正
覚院弟子を野村善立寺住持に遣わす

一札之事　下今井村正覚院→松本御領野村御役人庄屋岡右 文久1年6月 横切紙・1 687－105

衛門殿、組頭十七蔵殿・同五左衛門殿　野村正覚院弟子
を善立寺住持へ遣わす

宗門送り一札之事　誰何領何村名主誰→高遠領小曽部村 文久2年1月 横切紙・1 687－106

名主平右衛門殿　小曽部村折右衛門女房

宗門送り一札之事　何領何村役名誰→諏訪御領北内田村 文久2年1月 横切紙・1 687－107

名主新八殿、年寄源兵衛殿　北内田村種弥女房

宗門送一札之事　松本御預所何村御役人誰御印→御預所大 文久2年1月 横切紙・1 687－108

門村百姓代庄右衛門殿　大門村栄市妻

宗門送り一札之事　何郡何村庄屋印、与頭印→松本領高 戌年1月 横切紙・1 687－170

出組吉田村庄屋清七殿、与頭三左衛門殿　吉田村虎次郎
俸子之蔵妻

寺送一札之事　島立組北新村浄土宗専称寺（判）→島立組 文久2年1月 横切紙・1 689－03

三溝村安養寺　下新村民次郎徒弟とわ（16才）

宗門送一札之事　何御領何村御役人中御印→諏訪御分知白 文久3年1月 横切紙・1 687－109

川村名主百瀬善兵衛殿、年寄又左衛門殿・同九郎兵衛殿
白川村吉之丞妻

宗門送一札之事　何御領何村名主誰御印→高遠領小曽部村 文久3年1月 横切紙・1 687－110

名主平右衛門殿　小曽部村筆弥養子

宗門送り一札之事　松本御預所今井村御役人御印→高島 文久3年2月 横切継紙・1 687－114

領南内田村名主書左衛門殿、年寄市之右衛門殿　南内田
村介太女房

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→御預所二子 亥年 横切紙・1 687－171

村名主又右衛門殿、年寄市郎右衛門殿　二子村重太郎俸
助十郎妻

687－112横切紙・1

687－114横切紙・1

687－115横切紙・1

687－116横切紙・圭

687－117横切紙・1

宗門送り一札之事　何御領何御村御役人御印→松本御預文久4年1月
　所大池村名主勘左衛門殿　大池村勘右衛門妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→松本御預所文久4年1月
　大池村名主平作殿　大池村梅吉甥養子縁組離縁二付引取

宗門送り一札之事　何御領何村御役人中御印→松本御預文久4年1月
　所南和田村名主萩原九左衛門宛、組頭幸四郎宛　南和田
　村鶴蔵弟芳蔵妻

宗門送一札之事　何御領何村名主誰御印、組頭誰御印→高文久4年1月
　遠領西洗馬村名主勘右衛門殿、組頭助三郎殿　西洗馬村
　治郎兵衛俸仁右衛門女房

宗門送り一札之事　何御領何村名主誰御印→御預所大門文久4年1月
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－2．送り状

村百姓代庄右衛門殿　大門村千吉女房

宗門送一札之事　何御領何村名主誰御印、組頭誰御印→高 文久4年1月 横切紙・1 687－118
遠領西洗馬村名主勘右衛門殿、組頭仲太郎殿　西洗馬村
市左衛門俸慶治郎女房

宗門送り一一札之事　何御領何村御役人御印→御預所下今 文久4年1月 横切紙・1 687－119
井村名主重左衛門宛、与頭重郎右衛門宛　下今井村忠治
郎停造酒蔵妻

宗門請取一札之事　何御領何村御役人中御印→諏訪御領 竪切継紙・1 687－113
北熊井村名主逸蔵殿、年寄六之丞殿　北熊井村作右衛門
妹縁付参る

宗門送り一札之事　何領何村御名主御印、組頭御印→筑 元治2年1月 横切紙・1 687－120
摩郡神戸村名主昌三郎殿、組頭友右衛門殿　神戸村亮左
衛門妻

宗門送り一札之事　御預り所何村御名主衆中御印→松本 元治2年1月 横切紙・1 687－121
領筑摩郡兎川寺村庄屋源内殿、組頭政之丞殿　兎川寺村
与曽右衛門養子縁組差遣（俸）

寺送り一札　何御領何村何寺御印→諏訪領赤木村年寄市郎 元治2年1月 横切紙・1 687－122
左衛門・同断権左衛門、名主重郎治　赤木村角兵衛女房

宗門送り一札之事　何御領何村与頭誰殿御印、名主誰御 元治2年1月 横切紙・1 687－123
印→諏訪領赤木村名主重郎治殿、年寄権左衛門殿・同市
郎左衛門殿　赤木村角兵衛女房

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→松本領堅石 丑年1月 横切紙・1 687－125
町村庄屋三村市左衛門殿、与頭助右衛門殿　堅石町村吉
五郎養子

宗門送り一札之事　何村御役人中御印→松本本町名主村 慶応1年5月 竪切紙・1 691－13

治郎兵衛殿・同猿田与五左衛門殿　包紙あり、包紙表
「不縁送リー札下書、松本本町」

由緒請合一札之事　何村由緒惣代誰印→松本領兎川寺村 横切紙・1 687－124
御役人中　兎川寺村与曽右衛門養子

宗門送一札之事　何御領何村御役人御印→松本領青嶋村庄 横切紙・1 687－126
屋綱五郎殿・同覚之助殿、組頭紋三郎殿　青嶋村紋左衛
門俸槌弥妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→高遠領針尾 慶応2年1月 横切紙・1 687－131
村名主慶八殿、与頭重兵衛殿　針尾村蒔治郎妻

人別送り一札　何御領何村名主御印→御預所平出村名主清 慶応2年1月 横切紙・1 687－132
右衛門殿　平出村民右衛門娠

宗門送一札之事　何御領何村御役人御印→御料殿村名主八 慶応2年1月 横切紙・1 687－134
郎右衛門殿　殿村浜八妻

宗門送り一札之事　何御領分何村御役人御印→松本御領 寅年1月 横切紙・1 687－128
分上波田村庄屋平林織右衛門殿、与頭九郎兵衛殿　上波
田村久蔵停与一郎妻

宗門送り一札之事　何御領何村名主御印、組頭御印→松 寅年1月 横切紙・1 687－158
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　下今井村奥右衛門弟良之助女房

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→高遠領分西 慶応2年2月 横切紙・1 687－130
洗馬村名主勘右衛門殿、与頭谷右衛門殿　西洗馬村玉三
郎養子

宗門送り一札之事　何御領何村御役人中御印→松本領村 寅年2月 横切紙・1 687－127
井町村庄屋中村定兵衛殿、組頭次郎右衛門殿　村井町村
吉之助養子
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－2．送り状

卸役人中御印→諏訪領南 横切紙・1 687－129

睾万次郎殿　南百瀬村才

卸役人御印→高遠領針尾 横切継紙・1 687－188

尾村佐治兵衛妻

卸役人御印→松本御預所 慶応3年1月 横切紙・1 687－135

郎妻

卸役人御印→高遠領岩垂 慶応3年1月 横切紙・1 687－136
妻

郵役人御印→松本領野村 慶応3年1月 横切紙・1 687－137
一房

脚役人御印→松本御預所 慶応3年1月 横切紙・1 687－138

戸新田村徳右衛門女房

卸役人御印→高遠御領古 慶応3年1月 横切紙・1 687－139

九平治宛　古見村弥五四

御役人御印→松本領堅石 卯年1月 横切紙・1 687－169

村村蔵妻

御役人御印→松本御預所 戌年1月 横切紙・1 687－177
田村初太郎女房

井村御役人中御印→諏訪 慶応4年1月 竪切紙・1 687－140

年寄跡次郎殿　北熊井村
蔵女房二）

村御役人御印→御領分松 慶応4年1月 横切紙・1 687－141

広吉養子豊次郎妻

御役人御印→松本御預所 慶応4年1月 横切紙・1 687－143
林村久七諏

御役人御印→高出組小屋 慶応4年1月 横切紙・1 687－144
一丞殿　小屋村代次郎妻

卸役人御印→松本御預所 慶応4年1月 横切紙・1 687－145
雪右衛門智養子

主御印→松本御預所塩尻 辰年2月 横切紙・1 687－142
一衛門嫁

御役人中御印→松本領筑 明治2年1月 横切紙・1 687－133
政之丞殿　兎川寺村甚三

名主誰→御取締所床尾村 明治2年1月 横切紙・1 687－154
弓停音之助女房

御役人中誰御印→諏訪領 明治2年1月 横切紙・1 687－155
寄藤右衛門殿　中挾村豊

村浄土宗正覚院（判）→ 明治2年1月 小切紙・1 689－07

自子行典（52才）

摩郡下今井村年寄久右衛 明治2年4月 横切紙・1 868－1

同重郎右衛門、名主重左
信州筑摩郡下今井村より
渡船川越、宿々村々御役
虎丸無故障国元迄御継送

宗門送り一札之事　何御領何村御
　百瀬村名主百瀬重左衛門殿、年寄
　次郎妻

宗門送り一札之事　何御領何村
　村名主慶八殿、組頭重兵衛殿　金

宗門送り一札之事　何御領何村御
　長畝村名主半兵衛殿　長畝村瀧次良

宗門送り一札之事　何御領何村
　村名主忠左衛門宛　岩垂村仲太良

宗門送り一札之事　何御領何村御
　御役人中　野村幾太郎俸元太郎女房

宗門送り一札之事　何御領何村
　神戸新田村名主丸山登之助殿　ネ

宗門送り一札之事　何御領何村御
　見村名主上条治左衛門宛、組頭九
　郎妻

宗門送り一札之事　何御領何村御
　町村庄屋三村市左衛門殿　堅石町季

宗門送り一札之事　何御領何村御　
　神戸新田村名主登之助殿　神戸新田

人別受取一札　松本御預り所下今
　領北熊井村名主赤羽松之進殿、孟
　藤七妹なへ（下今井村重太郎俸寅

宗門送り一札之事　何御領何御ネ
　本領下波田村御役人中　下波田村

宗門送り一札之事　何御領何村希
　上神林村名主上条佐五郎宛　上神

宗門送り一札之事　何御領何村そ
　村庄屋増沢次左衛門殿、与頭新之

宗門送り一札之事　何御領何村｛
　大池村名主中村平作殿　大池村狸

宗門送り一札之事　何領何村名三
　宿吉江八郎左衛門殿　塩尻宿作右

宗門送り一札之事　何御領何村
　摩郡兎川寺村庄屋源内殿、組頭
　郎俸甚左衛門妻

宗門送り一札之事　何御領何村
　名主吉左衛門殿　床尾村斧右衛F

宗門受取一札之事　何御領何村
　中挟村名主中村丈左衛門殿、年
　吉妻

寺請一札之事　御料筑摩郡下今井
　安曇郡柏原村御役人中　正覚院弟

送り状之事　尾州御取締所信州筑
　門・同寿太次、与頭治左衛門・1
　衛門→国々御関所御役人中様、1
　木曽海道山城国愛宕郡小原村迄1
　人衆中様　神職式部・女房・俸1
　可被下候に付
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1。下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－2．送り状

送り状之事　尾州御取締所信州筑摩郡大門村年寄　　、名 小切紙・1 868－7
主一一、→国々御関所御役人中様、信州筑摩郡大門村よ
り伊奈海道三州額田郡岡村迄渡船川越、宿々村々御役人
衆中様　本文書枝番1号文書の雛形ヵ

一札之事　本多美濃守領分三州何郡何村一、　　、一、 小切紙・1 868－8
→信州筑摩郡大門村御役人衆中様　本文書枝番1号文書の
雛形力

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御中→松本藩御支 明治3年1月 横切紙・1 687－147
配所島立組下神林村名主卯兵衛殿、与頭政五郎殿　下神
林村菊蔵方養子

人別送り一札之事　何御支配所何村御役人御印→塩尻御 明治3年1月 横切紙・1 687－162
支配所小坂村名主幾蔵殿　小坂村市左衛門娠

宗門送り一札之事　御料何村御役人御印→高出組並柳村 午年1月 横切紙・1 687－146
名主甚五兵衛殿、組頭兵八郎殿　並柳村喜十俸新太郎妻

宗門送り返シー札之事　何御領何村御役人御印→伊奈県 明治3年2月 横切紙・1 687－161
御支配所殿村名主佐野右衛門宛　殿村弥二兵衛娘とめ不
縁に付

宗門送り一札之事　何御料何村御役人御印→塩尻御支配 午年2月 横切紙・1 687－151
所二子村名主清三郎殿　二子村円右衛門妻

宗門送り一札之事　何御支配下何村御役人御印→塩尻局 明治3年3月 横切紙・1 687－149
支配下神戸新田村名主登之助殿　神戸新田村初太郎弟佐
吉女房

宗門送り一札之事　何御支配所何村御役人御印→松本支 横切紙・1 687－148
配所筑摩郡下波田村名主六左衛門殿、与頭志兵衛殿　下
波田村惣五郎養女

宗門送り一札之事　何御支配所何村御役人御印→伊那県 横切紙・1 687－150
塩尻御出張所御治下小俣村名主大和邦八郎殿　小俣村三
左衛門絶家跡目相続

宗門送り一札之事　何御領何郡何村名主誰印→御領筑摩 横切紙・1 687－152
郡本山町村名主紋助殿　本山町村源左衛門妻

宗門送り一札之事　何御支配所何郡何村御役人中→松本 横切紙・1 687－153
御支配所筑摩郡南新村名主幸内殿、与頭五郎三郎殿・同
佐十郎殿　南新村民治郎俸作弥妻

宗門送り一札之事　何御藩御支配所何村御役人御印→松 明治4年1月 横切紙・1 687－163
本藩御支配所高出組堅石町村名主郷原庄兵衛殿、与頭郷
原権右衛門殿　堅石町村兄百瀬左兵衛方へ差戻

宗門送り一札之事　何御支配所何村御役人誰御印→高遠 明治4年1月 横切紙・1 687－164
御支配所古見村名主武田実弥殿、組頭上条九平次殿　古
見村作弥妻

宗門送り一札之事　何御藩御支配所何村御役人御印→高 明治4年1月 横切紙・1 687－165
遠藩御支配所西洗馬村名主中村三郎治殿、与頭曽根原利
兵衛殿　西洗馬村与治右衛門女房

宗門送り一札之事　何御支配所何村御名主誰御印→高遠 明治4年1月 横切紙・1 687－167
御支配所小野沢村名主大池忠五郎宛　小野沢村友次郎妻

宗門送り一札之事　何御支配所何村御役人中御印→松本 明治4年1月 横切紙・1 687－168
藩御支配所上新村名主土谷八十雄殿、組頭土谷安吉殿
上新村鶴吉妻

人別送り一札　筑摩郡下今井村名主桃井重左衛門、組頭上 明治4年2月 横切紙・1 687－166
条重郎右衛門→高島御支配所諏訪郡下桑原村名主宮坂左
久二殿、同小松園右衛門殿　下桑原村宮坂与七弟藤三郎
女房　端裏書：朱書「村山七郎右衛門娘下書」
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－2．送り状

宗門請取一札之事　何御領何村御役人→高島領南内田村 竪切紙・1 687－156
名主横山忠之丞宛、年寄惣右衛門宛　南内田村久蔵妹ひ
こ下今井村誰女房二

宗門送り一札之事　何料何郡何村御役人中→松本領安曇 横切紙・1 687－157
郡柏原村庄屋啓太郎殿、　同与一右衛門殿・伊与治殿・
吉弥殿　柏原村阿弥陀堂後住二（住寺弟子）

宗門送り一札之事　何御支配所何郡何村御役人中御印→ 横切紙・1 687－159
松本藩御支配所安曇郡氷室村名主中野九郎兵衛殿、与頭
中野太一右衛門殿・同保高吉十郎殿　氷室村中野平兵衛
孫、不縁に付差戻

逗留請合一札之事　何御領何村御役人御印→松本御領庄 横切紙・1 687－160
内村庄屋草間又兵衛殿、与頭草間五兵衛殿・同松森嘉左
衛門殿　庄内村久右衛門借家へ逗留願出

宗門送り一札之事　御預所何郡何村御役人中御印→松本 横切紙・1 687－172
町大名主大輪伝右衛門殿・同田中伝左衛門殿　松本中町
条助借家孫吉妻

宗門請合一札之事　御預所何村何宗何寺御印→松本町大 横切紙・1 687－173
名主大輪伝右衛門殿・同田中伝左衛門殿　松本中町条助
借家孫吉妻

宗門送り一札之事　何組何村御役人御名印→上野組氷室 横切紙・1 687－175
村庄屋上島太郎右衛門殿・同治兵衛殿、組頭虎蔵殿・同
吉十郎殿　氷室村作兵衛停柿次妻

人別送り一札之事　御領何村御役人御印→高遠御領分小 横切紙・1 687－176
野沢村名主小一郎殿、組頭清兵衛殿　小野沢村沢右衛門
女房

宗門送り一札之事　何御領何村御役人中御印→松本御城 横切紙・1 687－178
下山家小路名主中川市郎兵衛殿　松本町市右衛門借家平
吉養女

宗門送一札之事　何組何村御役人中御印→松本和泉町名主 横切紙・1 687－179
杉浦杢助殿　松本和泉町毛兵衛娘かね聾養子

宗門寺請一札之事　何組何村何寺御印→松本和泉町御役 横切紙・1 687－180
人中　松本和泉町毛兵衛娘かね響養子

宗門送一札之事　何御領何村御役人御印形→高遠領針尾村 横切紙・1 687－181
名主与三右衛門殿、組頭市五郎殿　針尾村国太郎妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人中御印→諏訪御領 横切紙・1 687－182
御分知上和泉村名主又左衛門殿、年寄甚右衛門殿　和泉
村又兵衛妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→御預所小坂
　村名主皆右衛門殿、組頭与三郎殿　小坂村善十養子

宗門送り一札之事　何御領分何村御役人御印→御預所上
　神林村名主元右衛門殿　上神林村音弥娠

宗門送一札之案事　何所何村御役人中御印→松本御領宮
　淵村御役人中　宮淵村郡蔵家内入へ引越

宗門送り一札之事　何御領何村御役人中御印→松本御領
　南栗林村庄屋上条忠九郎殿、組頭勘五郎殿　南栗林村吉
　兵衛俸今朝吉妻

宗門送り一札之事　何組何村御役人衆中御印→松本御城
　下町名主植松理左衛門殿・同原助十郎殿　松本町勝甚五
　兵衛家内入与助妻

宗門送り請取一札之事　何御領何村御役人中印→諏訪領
　南百瀬村年寄万次郎殿、名主百瀬金左衛門殿　南百瀬村

横切紙・1

横切継紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

687－183

687－184

687－185

687－186

687－187

687－189
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－2．宗門送り／1－3－2－2．送り状

三郎右衛門俸早太郎妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→諏訪領北内 横切紙・1 687－190
田村名主源兵衛殿、年寄利兵衛殿　北内田村利兵衛埣皆
次郎妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人衆中御印→松本小 横切紙・1 687－191

池町林与左衛門殿　松本小池町五番組嘉兵衛妻

宗門送り一札之事　何御領何村御役人中御印→諏訪領埴 横切紙・1 687－192
原村名主赤羽七郎治殿、年寄繁右衛門殿・同下里惣右衛
門殿　埴桑村新五兵衛養子

宗門送り一札之事　何御領何村御役人御印→御料竹田村 横切紙・1 687－193
名主兵右衛門宛　竹田村孫左衛門俸松吉妻

不縁宗門送り一札之事　御預所何郡何村御役人御印→松 横切紙・1 687－194
本御領安曇郡二木村庄屋小穴小右衛門殿、与頭嘉十郎殿
二木村吉次郎姉不縁差戻し

宗門送り一札之事　何御領何村御役人中御印→諏訪御分 横切紙・1 687－195
知竹淵村名主河西喜右衛門殿、年寄勘次郎殿・同長左衛
門殿　竹淵村篠右衛門せがれ代助妻

不縁戻り一札之事　御領所下今井村重左衛門（判）→御 横切紙・1 691－20

預所長畝村御名主半兵衛殿　下今井村幸蔵姉　包紙あり、
包紙表「不縁戻り一札案書、従下今井村」

不縁宗門送り一札之事　何御領何村御役人衆中御印→松 横切紙・1 691－22

本御預所二子村名主又右衛門殿、組頭松山儀助殿　　「御
領何村何宗何寺御判」寺送り文付

人別受取一札　何御領何村御役人中御印→諏訪御領北熊井 竪切紙・1 691－23

村名主赤羽松之進殿、年寄跡治殿　北熊井村金助娘きち
包紙あり、包紙表「人別受取案書、従北熊井村」

不縁送り一札之事　何御領何村御役人御印→松本御領庄 横切紙・1 691－24

内組鎌田村庄屋池田勝十郎殿、組頭善太郎殿　　「何宗何
寺御判」寺送り文付　包紙あり、包紙表「不縁送リ下書、
従鎌田村」

宗門送り一札之事　何領何村御役人中御印→御預所上神 卯年1月 横切紙・1 687－174
林村名主佐五郎殿、与頭吉次郎殿　上神林村豊之助女房

留逗1－3－3

→御預二子 弘化4年2月 横切紙・1 692－02

請合案書、

口→松本小 嘉永7年10月 横切紙・1 692－15

包紙表

苛門（判）、 嘉永7年ll月 横切紙・1 692－14

→松本小
牧右衛門、

『門（判）、 安政2年2月 横切紙・1 692－12

→松本小
衛門、妻、

ゆ筑摩郡今 安政4年ll月 横切紙・1 692－11

庄左衛門
り、包紙表
門分

逗留一札之事　御預所何村名主御印、組頭御印→
　御役人中　年期逗留願包紙あり、包紙表「逗留言
　二子村」

逗留請合一札之事　御預所何村御役人衆中御印
　池町名主江藤市兵衛殿　年期逗留願包紙あり
　「逗留御請合一札案書、松本町」

逗留請合一札之事　御預所下今井村名主茂右衛
　組頭重郎右衛門（判）、百姓代五郎左衛門（判）
　池町名主江藤市兵衛殿　年期逗留願（下今井村司
　妻、〆二人）

逗留請合一札之事　御預所下今井村名主茂右衛
　組頭重郎右衛門（判）、百姓代五郎左衛門（判）
　池町江藤市兵衛殿　年期逗留願（下今井村牧右ぞ
　〆二人）
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逗留請合一札之事　御預所竹田村名主冨五郎左衛門（判）、
　与頭次郎右衛門（判）→下今井村名主彦三郎殿、与頭重
　郎右衛門殿・同伝七殿・同倉治郎殿、百姓代重左衛門
　殿・同寿太治殿　年期逗留願（牧右衛門井妻子共三人），
　包紙あり、包紙表「逗留御請合一札、竹田村」

逗留請合一札之事　上伊那渡戸村名主清右衛門（判）、細
　頭兵右衛門（判）、年寄喜十郎（判）→松本御預所下今井
　村御名主彦三郎殿、御組頭十郎右衛門殿・同断伝七殿、
　御年寄十左衛門殿・同断寿太郎殿　年期逗留願（渡戸村
　善左衛門俸清左衛門親子三人）　包紙あり、包紙表「逗
　留請合一札、渡戸村」　筑摩郡下今井村百姓代久右衛門
　（判）、組頭重郎右衛門（判）、名主桃井重左衛門（判）、
　より松本御役所宛取次文付

逗留請合一札之事　柳原式部大輔御預所越後国頸城郡針
　村百姓代市左衛門（判）、組頭茂左衛門（判）、庄屋市郎
　右衛門（判）→松本御預所下今井村名主彦三郎殿、組頭
　重郎右衛門殿、百姓代重左衛門殿　年期逗留願（越後国
　頸城郡針村市四郎）　包紙あり、包紙表「逗留御請合書、
　柳原式部大輔御預所越後国頸城郡針村市四郎、同村役人
　中」

逗留請合一札之事　御預所下今井村組頭御印、庄屋御印
　→松本中町御役人中　年期逗留願（下今井村為吉）

安政6年1月

文久2年1月

文久2年2月

文久2年11月

乍恐以書付奉願上候　願人何為吉→村御役人中　年期逗1文久2年
　留願（下今井村為吉、妹うめ、〆二人）　包紙あり、包
　紙表「上、下今井村為吉」　筑摩郡下今井村百姓代何右
　衛門、与頭寿太次、与頭重郎右衛門、名主重左衛門より
　松本御役所宛取次文付

乍恐以書付奉願上侯　願人為吉→村御役人中　年期逗留
　願（下今井村為吉、女房とみ）

逗留請合一札之事　高遠御領分古見村名主岡右衛門（判）、
　与頭徳蔵（判）、願人和三郎（判）、組合惣代又右衛門
　（判）→松本御預所下今井村御名主重左衛門殿、外御役人
　中　年期逗留願（古見村和三郎、女房きち、子供二人〆
　四人）　包紙あり、包紙表「逗留御請合一一札、古見村」

逗留請合一札之事　何御領何村御役人御印→松本御預所
　竹田村名主兵右衛門殿、組頭治郎右衛門殿　年期逗留願。
　包紙あり、包紙表「逗留御請合案書、従竹田村」

乍恐以書付奉願上候　下今井村願人為吉→村御役人中
　年期逗留願（下今井村為吉夫婦）　端裏書「為吉逗留書
　ノ分」

逗留請合一札之事　何藩御支配所何郡何村御役人中御印
　→伊那縣塩尻御出張所治下下今井村名主桃井重左衛門殿、
　外御役人中

逗留請合一札之事　何所何村御役人御印→松本小池町名
　主林与左衛門殿　年期逗留願

逗留二付請合一札之事　何御領何郡何村御役人中御印→
　松本御領庄内村名主持井庄左衛門殿、与頭式左衛門殿・
　同五兵衛殿　年期逗留願包紙あり　包紙表「逗留請合一
　札下書、従庄内村」

逗留請合一札之事　何御領何郡何村願人誰印、由緒惣代1

　誰印、組合惣代誰印、御役人中御印→松本領筑摩郡下新
　村御役人中　年期逗留願　包紙あり、包紙表「逗留御請
　合一札案書、下新村」

文久4年2月

元治1年11月

元治2年1月

慶応3年2月

明治4年5月

3月
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－4．増減帳

1－3－4．増減帳

宗門人別増減帳　筑摩郡下今井村　筑摩郡下今井村与頭 天保14年4月 半大・1 7
式右衛門（判）・同新右衛門（判）、百姓代五郎左衛門
（判）・同弥右衛門（判）→松本御役所

宗門人別増減帳　筑摩郡下今井村　筑摩郡下今井村名主 天保15年3月 半・1 12
茂右衛門、組頭重郎右衛門・同新右衛門、百姓代五郎左
衛門・同弥右衛門→松本御役所　　「下今井村馬数歳毛御
改帳」「出生死失出入人書上帳」「下今井村去来願書拝見
証文之下書」、ともに合綴

宗門人別増減帳　下今井村　筑摩郡下今井村名主茂右衛 弘化3年3月 半・1 22
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→松本御役所　　「下今井村馬数
歳毛附御改帳」合綴

（宗門人別増減帳）　筑摩郡下今井村百姓代弥右衛門・同 弘化4年3月 半・1 26
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→松本御役所　　「下今井村馬数歳毛附御改
帳」合綴

宗門人別増減帳　下今井村　筑摩郡下今井村百姓代弥右 嘉永2年3月 半・1 34
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→松本御役所
「下今井村馬数歳毛附御改帳」合綴

宗門人別増減帳　下今井村　下書　筑摩郡下今井村惣役 嘉永3年3月 半・1 39
人、名前→松本御役所　　「下今井村馬数歳毛附御改帳」
合綴

宗門入別増減帳　下今井村　下書　筑摩郡下今井村百姓 嘉永4年3月 半・1 44
代、与頭、名主、名前・印→松本御役所　　「下今井村馬
数歳毛附御改帳」合綴

宗門人別増減帳　下今井村　筑摩郡下今井村百姓代・組 嘉永5年3月 半・1 48
頭・名主、名前印→松本御役所　　「下今井村馬数歳毛御
改帳」合綴

宗門人別増減帳　下今井村　筑摩郡下今井村百姓代・与 嘉永6年3月 半・1 53
頭・名主、名前印→松本御役所　　「下今井村馬数歳毛御
改帳」合綴

宗門人別増減帳　下今井村　筑摩郡下今井村三役人印→ 安政3年3月 半・1 58
松本御役所　　「下今井村馬数歳毛御改帳」合綴

神葬祭人別書上帳　筑摩郡下今井村　信州筑摩郡下今 安政5年3月 半・1 64
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、岡無理弥殿、渡辺幸右衛門殿　　「宗門
人別増減帳」「下今井村馬数歳毛御改帳」ともに合綴

宗門人別増減帳　下今井村神葬祭人別御改帳（五冊之 安政7年3月 半・1 73
内四）　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→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増減帳　筑摩郡下今井村百姓代 文久3年3月 美・1 80
久右衛門・同寿太治、与頭伝七・同重郎右衛門、名主重
左衛門→松本御役所　「（文久三年二月増減）覚」合綴

筑摩郡下今井村宗門人別増減帳　筑摩郡下今井村百姓代 文久4年3月 美・1 86
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）→松本御役所　　「（文
久四年二月増減）覚」合綴

当寅年宗門案書指出覚 寅年3月 横長半・1 87
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－4．増減帳

宗門覚 慶応2年3月 横長半・1 89

筑摩郡下今井村宗門人別増減帳　筑摩郡下今井村百姓代 慶応2年3月 美・1 95
久右衛門（判）　同寿太次（判）、組頭治左衛門（判）
同重郎右衛門（判）、名主重左衛門（判）→松本御役所
「（慶慮二年二月増減）覚」合綴

筑摩郡下今井村宗門人別増減帳　筑摩郡下今井村百姓代 慶応3年3月 半・1 104
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）→松本御役
所

信州筑摩郡下今井村宗門人別増減御改帳　信州筑摩郡 慶応4年4月 半大・1 110
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）→塩尻御取締御役所

増減御改帳　信州筑摩郡下今井村　信州筑摩郡下今井村 慶応4年4月 半大・1 111
百姓代久右衛門（判）・組頭重郎右衛門（判）、名主桃井
重左衛門（判）→塩尻御役所

信州筑摩郡下今井村宗門人別増減御改帳　信州筑摩郡 明治2年3月 美・1 114
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→伊那縣塩尻御役所

（宗門人別増減御改帳下書） （明治2年）3月 横長美・1 119

信州筑摩郡下今井村宗門人別増減御改帳　筑摩郡下今 明治3年7月 美・1 121
井村百姓代久右衛門・同寿太治、与頭治左衛門・同重郎
右衛門、名主重左衛門→伊那縣塩尻御役所

信州筑摩郡下今井村宗門人別増減御改帳　筑摩郡下今 明治4年3月 美・1 122
井村（桜井）百姓代久門・（桜井）同寿太治、（古田）与
頭治平・（上条）同重郎、（桃井）名主重左衛門→伊那県
塩尻御出張所

当卯年宗門抜指井本書案書控 卯年3月 横長美・1 97

宗門抜差覚 横長半・1 88

1－3－5．馬数歳毛附

筑摩郡下今井村馬数歳毛御改帳　筑摩郡下今井村百姓代 慶応2年3月 半大・1 96
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）→松本御役
所

信州筑摩郡下今井村馬数歳毛御改帳　筑摩郡下今井村 慶応4年3月 半大・1 115
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→松本御役所

1－3－6．戸籍

（区分村名並びに各区戸長副戸長名書上）　梶原景貞
梶原景貞家内戸籍合綴

明治3年 横長半・1 938

四拾区家順番号録　下今井村袋あり　以下整理番号128
　号までを本袋に収める　袋表「明治四辛未年、送籍案書

明治4年6月 横長半・1 123

入、戸副重九郎」

戸籍覚　桃井藤太 明治4年6月 横長半半・1 124

（御正籍二付帰農請合一札）　銀蔵兄小松門治郎（判）、
　五人頭須沢源伍（判）→戸長岩垂彦三郎殿、戸副桃井重
　九郎殿

明治4年7月 竪切紙・1 140
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1．下今井村／1－3．戸口／1－3－6．戸籍

情願入籍　第四十区控　　（第四十区） 明治4年 半大・1 128

入籍願　第四十区戸長　縁組、寄留、出稼等、五綴　袋あ 明治4年 半・5 129
り、以下整理番号141号までを本袋に収める　袋表紙「明
治四、五年、送籍拭諸書附入袋」

入籍（覚）　第四拾区戸長 明治4年 半・1 133

戸籍御規則編製諸表　伊那縣管轄筑摩郡第七区　r桃井明治4年 半（罫紙）・1 134

用」罫紙使用

寄留井出稼記　第四＋区戸長 明治4年 半・1 135

人別生死出入記 （明治4年） 半・1 136

戸籍遺漏人員請願録　第四大区七小区戸長桃井控 明治4年～6年 半・1 145

第四拾区戸籍改帳　四拾区之内下今井村・古池原新田・ 明治4年 美（罫紙）・1 541

野口新田

筑摩縣第三十一区戸籍総計　第三＋一区戸長桃井重九郎 明治5年1月～6年 半大・1 142－1

（判）、副長中原周治（判）→筑摩縣参事永山盛輝殿　以
下枝番文書と合綴　袋あり、以下整理番号149号までを本
袋に収める　袋表「明治六年、未宗門帳壱冊・増減帳壱
冊」　袋紙に紙背文書あり

寄留証書　筑摩縣管轄筑摩郡第四拾区戸長副中原周治、戸 明治5年1月 横切紙・1 149
長岩垂彦三郎・桃井重九郎（判）→筑摩縣管轄筑摩郡第
三拾六区戸長志村厳殿、戸長小林吉先殿　筑摩縣管轄筑
摩郡第四拾区下今井村古田久藏長女ちよ願　包紙あり、
包紙表「寄留証書、第四拾区下今井村古田久藏願」

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡第三拾壱区上今井村組頭南 明治5年3月 横切紙（罫紙）・1 126

山長平（判）・藤本平五郎（判）　田中裕蔵（判）・溝
上栄治（判）・戸副名主中原周治（判）・戸長名主桃井
重九郎（判）→筑摩縣御役所　入籍願

筑摩縣管轄第三拾壱区戸籍之二　三拾壱区戸長桃井重九
　郎・同副中原周治　信濃国筑摩郡下今井村古池原新田野

明治5年3月 美・1 543

口新田合三ヶ村

戸籍懸費用目的 半・1 125

戸籍文例 半’1 127

（秋三郎五人組戸籍調）入書 半・1 130

（筑摩郡今井村諏方明神神主梶原景貞家内戸籍） 半大・1 131

養子譲り証文之事　養父吉蔵（判）、仲立仙蔵（判）　同 文政9年12月17日 横切紙・1 909－1

断重左衛門（判）→実父清兵衛殿

覚　下今井村名主桃井重左衛門→松本御役所　下今井村医
　師元碩養子伊沢銀三郎の儀、982－llと同内容・但し干支書

慶応3年1月 小切紙・3 982－10

誤

済ロー札之事　下今井村願人忠右衛門（判）、相手方為弥
　（判）、立入人祐吉（判）・同断折弥（判）→当村御役人
　御衆中　当村忠右衛門孫利忠太致死去相続養子致度に付

慶応3年9月 横切継紙・1 960－7

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人重郎右衛門 慶応4年1月 横切紙・1 955－7

（判）→村役人中　停喜源太井女房まち、孫かつ、〆三人
持高一切無之に付、別家為仕度候に付願　下今井村村役
人四名（連署判）より、松本御役所宛取次文付

覚　下今井村名主桃井重左衛門→松本御役所　下今井村医 慶応4年1月 小切継紙・2 982－11

1－3－7．相続
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1．下今井村／1－3．戸口／13－7．相続

師元碩養子伊沢銀三郎の儀

1－3－8、引取

乍恐以書付奉願上候　願人茂左衛門→名主桃井重左衛門 慶応4年4月 横切紙・1 955－8
殿　覚左衛門娘つや私娘二引取申度に付　下今井村村役…
人三名より、松本御役所宛取次文付　包紙あり、包紙表1
「上、下今井村」

1－3－9．出稼人

（出稼二付鑑札願）　筑摩郡上今井村戸副桃井重九郎（判）、

　戸長岩垂彦三郎（判）→伊那県塩尻御出張所　包紙あり
　句無毒「卜　笙田於反ト．へ±L計I　　　　　　　　　　　　　　　

明治4年8月3日 横切紙・1 708

剣上、第四拾区上

1－3－10．出家人

961－05横切紙・1明治4年9月乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡下今井村紋治郎　銀蔵儀出
　家仕候得共、御役所之御許容送籍不仕候に付、願書

734－1

734－2

734－3

1741－1

741－2

741－3

796

970－1

709－1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

臓切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

切紙・1

横切紙・1

安政7年1月

安政7年3月

安政7年3月

1文久1年4月

文久1年4月

文久4年2月

慶応4年1月

（慶応4年）4月

明治2年5月28日

　　　1－3－11．家出人

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡下今井村勝左衛門（判）、百
　姓代寿太次（判）、組頭重郎右衛門（判）→松本御役所
　勝左衛門停勝弥行衛相知不申に付

乍恐以書付御届奉申上候　筑摩郡下今井村勝弥親勝左衛
　門（判）、親類惣代折弥（判）、与合惣代忠右衛門（判）、
　百姓代重左衛門（判）、組頭重郎右衛門（判）、名主彦三
　郎（判）→松本御役所　勝左衛門俸勝弥行衛相知不申に
　付

乍恐以書付御届奉申上候　筑摩郡下今井村勝弥親勝左衛
　門、組合惣代折弥、親類惣代忠右衛門、百姓代重左衛門、
　組頭重郎右衛門、名主彦三郎→松本御役所　勝左衛門俸
　勝弥行衛相知不申に付

乍恐以書付御届奉申上候　筑摩郡下今井村源喜代親忠右
　衛門、組合惣代万治郎（判）、親類惣代勝左衛門（判）、
　百姓代重左衛門（判）、与頭重郎右衛門（判）、名主彦三
　郎（判）→松本御役所　下今井村忠右衛門停源喜代家出
　仕候に付

乍恐以書付御届奉申上候　筑摩郡下今井村源喜代親忠右
　衛門、組合惣代万治郎、親類惣代勝左衛門、百姓代重左
　衛門、与頭伝七、名主彦三郎→松本御役所　下今井村忠
　右衛門俸源喜代家出仕候に付、御届書

乍恐以書付御届奉申上候　筑摩郡下今井村欠落人兄栄蔵、
　組合惣代喜野右衛門、親類惣代奥右衛門、百姓代久右衛
　椚（判）・組頭重郎右衛門（判）、名主重左衛門（判）※
　ただし（判）は墨引。　下今井村栄蔵弟乙吉家出仕候に付、
　届書

乍恐以書付御届奉申上候　筑摩郡下今井村惣右衛門女房
　さつ爪印、組合惣代伝治郎（判）、親類惣代増蔵（判）、
　百姓代久右衛門（判）、組頭治左衛門（判）、名主桃井重
　左衛門（判）→松本御役所　下今井村惣右衛門家出届

乍恐以書付願上候　筑摩郡下今井村当人親重四郎→塩尻
　御役所＿重三郎井惣右衛門家出仕候に付除帳・帳外願上
　候。端畏書「慶応四辰年改置候役元入用書付、極大事ノ
　者ハ無之候」

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村瀧右衛門女房はた

一79一



1．下今井村／1－3．戸口／1－3－11．家出人

（判）、組合惣代伝八郎（判）、親類惣代定兵衛（判）、百
姓代久右衛門・寿太次、組頭治左衛門・重郎右衛門、名
主重左衛門→塩尻御役所　家出除帳願井請書

乍恐以書付願上候　筑摩郡下今井村滝右衛門女房はま
　（判）、組合惣代伝八郎（判）、親類惣代定兵衛（判）→塩
　尻御役所　滝右衛門家出、行衛不知に付除帳願

明治2年5月28日 切紙・1 970－2

乍恐日数奉申上候　筑摩郡下今井村→塩尻御役所　滝右 明治2年5月29日 小切紙・1 970－3

衛門相尋百八十日間申上候に付

奉差上御請書　筑摩郡下今井村組合惣代伝八郎、親類惣代
　定兵衛、百姓代久右衛門・寿太次、組頭治左衛門・重郎
　右衛門、名主重左衛門→塩尻御役所　百八十日詮議仕候

明治2年6月10日 横切紙・1 709－3

得共、行衛相知不候間、除帳願

（家出人相尋儀二付）　山本初五郎俸多＋、上条一郎俸初 横切紙・1 961－02

太郎

1－3－12．捨子

差上申御請書之事　三役人連印→塩尻御役所男子捨子 明治2年5月12日 小切紙・1 702－2

養育請書

（捨子引取一件書留包紙）　差紙表r捨子一件書付、明
　治二巳年五月、書き上げ帳控二委敷記」以下、枝番文書

明治2年5月 小切紙・1 702－1

を包む

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡今井組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）、名主重左衛門（判）→塩尻御役所　捨子

明治2年5月 横切紙・1 702－4

引取一件書留

詮議覚　下今井村捨子一件 5月 小切紙・1 996－02

1－3－13．死亡人

乍恐以書付御届奉申上侯　信州筑摩郡下今井村百姓代久 文久2年6月 横切紙・1 744
右衛門・同寿太次、組頭伝七・同重郎右衛門、名主重左
衛門→松本御役所　乞食躰之男死去仕に付

覚　信州筑摩郡下今井村百姓代久右衛門・同寿太次、組頭
　伝七・同重郎右衛門、名主重左衛門→松本御役所　乞食

6月 横切継紙・1 800

躰之男病死致候之旨建札写

1－3－14．書上

寺号山号宗旨寺格御除地書上帳　信州筑摩郡下今井村
　信州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）→塩尻御役所　帳間文書あり「寺号・

慶応4年3月 半大・1 116

山号案書」

除地人口戸数書上　筑摩郡下今井村百姓代久右衛門・同 明治2年3月 半大・1 120
寿太次、組頭治左衛門・同重郎右衛門、名主重左衛門→
塩尻御役所

1－3－15．大工弟子入
’　）　　’）．　1￥　　　ン嘱　　」　－

留請合一札之事何御領何村御役人印→御預所下今井村名
　主茂右衛門殿、組頭伝七殿、外御役人中　大工弟子入に
　4　観」盛ノ

安政2年 切紙・1 961－17
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