
2．栃本組大庄屋所／6、その他の組行政事務／3。御救、褒賞

代中様（包紙は「上」宛）

大庄屋根本八左衛門口上書［口上之覚］（村々難渋者 午4月 横折紙（包紙入） 1970
につき御救い願い）　大庄屋根本八左衛門→御手代中 ・1通

様

宮村組小松村村役人差出し書上（宮村組小松村極難者 酉年正月17日 横折紙・1通 1192
書上のこと）　　（宮村組小松村）組頭治三郎、同川野五
兵衛、庄屋須釜清右衛門伸大庄屋所

栃本組大竹村組頭次右衛門ほか願書写［覚］（栃本組 酉年正月 横折紙・1通 1151
同村平十郎ほか2人家内〆13人、同組大竹村惣重ほ
か1名家内〆13人極難渋につき御救夫食下付願い）
栃本組大竹村組頭次右衛門、同組栃本村組頭源蔵、同辰
三郎、大庄屋根本利右衛門→御手代中様

関根永作口上書［口上書］（難渋人改革一条二付） 2月10日 横折紙・1通 2022
（下野出嶋村庄屋兼帯）関根永作→根本

根本八左衛門拝借願書［覚］（組下難渋につき種籾な 戌2月 横切継紙・1通 ※1791－27
ど拝借願書）　栃本組大庄屋根本八左衛門→御奉行所

夫糠米願出シ之拍ならびに口入願方拍 仮綴（横）　1綴 1407
（2丁）

戊辰戦争（2．6．3．御救、褒賞のうち）

白川口御掛り軍夫方猪股左三郎様大輪左仲様より軍夫 明治2年巳2月 袋入・1綴1通 1943

糊雑羅醗欝硝罐辮驚犠鐵鋼
（栃本組、釜子組）

（兵火焼失二付御救御手当米取調届書）　　（宮村組番沢 明治2年10月5日 横長美・1冊 2317
村村役人；同組中野村村役人）→触元御役所

大庄屋所廻状（戦死供養につき寄付調べのこと） 巳年10月8日 小切紙（包紙入） ※2550
［大庄屋］根本栄三郎→形見村、中寺村、堀之内村、川原 ・1通

田村、深渡戸村、右村々庄屋中（包紙宛先は形見村庄屋
中）

栃本村根本八左衛門書状（昨年の軍夫に罷り出候者へ 1月3日 横切紙・1通 ※2562
御救い金支給手続きのため諸書類残らず送付のこ
と）　栃本村根本八左衛門→［釜子出先］根本栄三郎殿

根本栄二郎圭状（兵火にて御救いの向き、夫人罷出打
　死の著へ愚救いお筋、その他取り調べ仰せ付けのこ

10月3日 横切継紙・1通 ※2575

と）　根本栄三郎→門之助様、山川寛次郎様

某届書写（栃本組同村源八、去辰8月26日会津猪苗代
　にて鉄砲に当たり死去につき届け）

小切紙・1通 ※2586

2．6．4．街道

（問屋継立諸商人荷物口銭取調べ関係書類一括） 天明4年4月 折込み一括・7点 1001～葉007

栃融織舗翻勤騰翻黙鑛糺臨 天明4年4月 仮綴・1綴（6通） 1001

調べにつき、村内に間屋無き旨届け出のこと）
栃本組新屋敷村村役人；栃本組外槙村村役人；栃本組
吉岡村村役人；栃本組細倉村村役人；栃本組堀之内村
村役人→大庄屋所

栃囎罐纏講め蹴黙羅蝉麟萬齢 天明4年4月 仮綴・1綴（4通） 1002

立商人荷物届け出のこと）　栃本組深仁井田村村役
人；栃本組釜子村村役人；栃本組下羽原村間屋村役
人；栃本組三森村問屋
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2．栃本組大庄屋所／6．その他の組行政事務／4．街道

栃本組三森村問屋庄屋甚兵衛他三名連印届書［乍恐 天明4年5月 竪紙・1通 1003
以書付御届申上侯事］（商人荷物口銭請取上納仰
せ付けにつき、請取所届け出のこと）　栃本組三
森村問屋庄屋甚兵衛、組頭惣之助、同組下羽原村間屋
庄屋仁右衛門、組頭林右衛門

栃薇醤濡翻騰野腸驚離嘉鯉驕 天明4年5月 竪紙・1通 1004

せ付けにつき、請取所届け出のこと）　栃本組赤
羽村間屋庄屋江尻又兵衛、同村組頭佐太郎、同伊左衛
門、同五三郎→大庄屋所

栃本組深仁井田村問屋村役人連印届書［以書付申上
　候事］（肴荷口銭、煙草荷口銭取立場所につき屈

（天明4年ヵ） 竪紙・1通 1005

け出のこと）　栃本組深仁井田村肴間屋忠右衛門、
同村たはこ問屋唯八、組頭四郎右衛門、同吉三郎、庄
屋唯八→大庄屋所

栃本組釜子村村役人届書［覚］（商人荷物口銭請取 （天明4年）辰5月 横折紙・1通 1006
上納仰せ付けにつき、請取所届け出のこと）　栃
本組釜子村組頭梅右衛門、同孫三郎、同源左衛門、同
権之丞、庄屋鈴木源十郎

栃本組下羽原村三森村村役人問屋届書［覚］（登り 天明5年4月 横折紙・1通 1007
籏宿通り荷口銭請取所につき屈け出のこと）　栃
本組下羽原村組頭林右衛門、間屋庄屋仁右衛門、三森
村組頭惣兵衛、間屋庄屋甚兵衛→大庄屋所

栃離醐蕨暮請聡露結穐鰍編森墾 天明5年4月 横折紙・1通 1035

送り方につき届書）　栃本組同村組頭庄右衛門、同太
左衛門

栃本村附子惣代同村問屋済ロー札下書［差出申済ロー 天保12年丑閏正月晦日 竪継紙・1通 1539
札之事］（栃本村より社仁井田まで登り荷物賃銭争
い内済熟談につき）　栃本村附子惣代利兵衛ほか3名、
同村問屋辰三郎→御曖人川原田村御間屋弥五右衛門殿ほ
か3名

覚（籏宿その他宿々荷口数書立） 戌年ll月24日 横切継紙・1通 2947

大庄屋所用状（上野出嶋村より各所への往還里数丁数 9月12日 横切継紙・1通 1426
取調べ申し出のこと）　大庄屋所→上野出嶋村庄屋中

覚（通行荷物書立） 9月吉辰 横長美・1冊 2290

（大庄屋達坐下書か）（仙台海道筋御通行の御大名様方
御名前駿細取調べ仰渡しのこと）

閏10月8日 横切紙・1通 2928

2．6．5．寺社、学事

（大坂天王寺勧化銭納届書）　番沢村庄屋権右衛門 亥年8月11日 横折紙・1通 2281－1

覚（大坂天王寺勧化銭納届書）　栃本組新郷渡村組頭与 寛保3年8月 横折紙・1通 2281－2

惣次、郷渡村勘兵衛、同利兵衛、庄屋治右衛門

覚（大坂天王寺勧化銭納届書）　小松村組頭吉右衛門、 亥年8月 横折紙・1通 2281－3

同甚平、小松新田組頭長四郎、庄屋惣吉

覚（大坂天王寺勧化銭納届書）　宮村庄屋覚左衛門 亥年8月 横折紙・1通 2281－4

常州鹿嶋勧化請取之祠官へ往対之一件 宝暦7年丑年9月朔日 袋入・3通 1737

一件覚書〔覚〕（常州鹿嶋勧化請取之祠官東長門守 （宝暦7年）丑9月2日 横折紙・1通 1737－1

代鈴木平馬釜子村へ参着につき栃本組大庄屋根本
八左衛門・釜子組大庄屋鈴木源内・由岡村庄屋兵
右衛門対談つかまつる件覚書）　根本八左衛門、
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2栃本組大庄屋所／6．その他の組行政事務／5．寺社、学事

鈴木源内→芳賀八郎右衛門様

奉行所差出書付控（鹿嶋勧化帳面書付の表書付差上 宝暦7年丑年9月3日 竪紙・1通 1737－2

申す旨）　釜子組大庄屋鈴木源内、栃本組大庄屋根本
八左衛門→御奉行所

判鑑写（鹿嶋勧化巡行之祠官持参之判鑑につき控書） 宝暦7年丑9月2日 竪紙・1通 1737－3

堂社井二寺書上帳　　（栃本組）［栃本組大庄屋根本八左衛
　門］

宝暦9年9月 横長美・1冊 513

栃本組形見村当山修験宝泉院口書［以書付申上候事］ 享和3年5月28日 竪継紙・1通 2360
（修験支配相背候二付口書）　栃本組形見村当山修験
宝泉院、組頭常三郎、同吉之助、庄屋大沼官蔵、後見大
沼徳左衛門→力丸市郎衛、根本八左衛門

新義真言宗本末寺号其外明細帳　栃本組深仁井田村［栃 明治3年8月 竪美・1冊 2013
本組深仁井田村組頭万吉、同勇吉、庄屋金次郎、大庄屋
根本栄三郎］→触元御役所

（郷学寮御取建一件綴）　　（各組大庄屋） 明治4年5月 仮綴・1綴 831

上雛樫器繍欝鹸灘季願壕証騰糠 明治4年未ll月 竪紙・1通 1808－1

村旦中惣代長百姓鈴木長蔵、組頭鈴木林治ほか2名、庄屋
関根雄太郎→大庄屋所

哩翻鵡編羅講望購養顯擁杏書 明治4年未11月 竪紙・1通 1808－2

付けの件）　白川本寺龍蔵寺→大庄屋所

（満願寺往復書状一括） 包紙入・4通 1701

書状下書（領中より五穀成就の祈祷執行御山へお頼 （丑年6月） 横切継紙・1通 1701－1

み申すべき旨）

根本八左衛門差出廻状（釜子より今般五穀成就郷村 （丑年）6月29日 横切継紙・1通 1701－2

息災の御祈祷関山満願寺へお頼みの件通達仰せ付
けられるにつき）　根本八左衛門→鈴木源内様、円
谷甚左衛門様、前田川組所力丸市郎兵衛様他3名

満欝擁畿鯖欝難灘襯瑠憲禦鯉 （丑年）6月29日 横切継紙・1通 1701－3

き）　満願寺→根本八左衛門様

書状（五穀成就の御祷祈惣郡より関山にお頼みが決
　まりその初穂および祈祷中惣代罷出方の件ならび

（丑年）6月28日 横切継紙・1通 1701－4

に鹿嶋勧化の件）

覚（関山雨乞の刻釜子・宮村・番沢・前田川初穂受け （丑年力） 小切紙・1通 1702
取り方につき）

常州下妻多宝院副寺覚書［覚］（御主名前書）　→栃 卯年9月 横切継紙・1通 3066
本組大庄屋根本八左衛門殿

［釜子組］大庄屋根本八左衛門書上控［覚］（釜子組深 巳年8月 横折紙・1通 1388
渡戸村元修験滝田土佐復筋の件、同組釜子村鈴木亥
次郎庄屋兼帯御免の件、その他村役異動につき書上）
［釜子組］大庄屋根本八左衛門→社寺御役所

関川寺知庫金銭受取書［覚］（本山永続平金ほか） 午年11月22日 小切紙・1通 2998
→水月寺方丈

関川寺知庫金銭受取書［覚］（本山勅裁恐悦割）　→ 午年11月22日 小切紙・1通 2999
水月寺方丈

清光寺受取書［覚］（関川寺よりの御廻状受け取り） 午年12月27日 小切紙・1通 3071
→栃本村水月寺
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2．栃本組大庄屋所／6．その他の組行政事務／5．寺社、学事

栃本村水月寺惣旦中願書控（水月寺村障りにつき意見 未年8月 竪継紙・1通 2496－6

申しつけられたき旨）　→清光寺様

糧謝噌麟雛霧辮］岬纈鵬罐化料 横切継紙・1通 1029

栃本村（2．6．5．寺社、学事のうち）

陸奥国白川郡栃本組同村神祇道御改帳　栃本組同村神 寛政8年11月 竪美・1冊 985
祇道祓川山城正

栃本村旦中惣代冨右衛門・村役人惣代儀八請書［乍恐 文政13年寅6月29日 竪紙・1通 1530
以書付御請奉申上候］（栃本村水月寺後住人選につ
き）　栃本村旦中惣代冨右衛門、同村役人惣代儀八（共
に印抹消）、（奥書）田島村本寺清光寺観芳→関川寺御役
寮

坊武音寺約定書［約定一札之事］（虚無僧修行留場仕 天保6年8月 竪紙・1通 ※931－4－1

切料二付）　坊武音寺→栃本村御役元衆

（水月寺一件書状） こより一括・4通 1484～1487

栃螺禦藻駄羅騰轡纏 横切紙・1通 1484

栃本村組頭書状ならびに水月寺旦那惣代組頭連名書 7月23日、寅9月 横長半・1冊 1485

難義腫隻整智て囎矯藩麗欝禦
太左衛門；栃本村旦那惣代茂八、組頭惣右衛門、同太
左衛門→水月寺様；瀬ノ上旅宿にて水月寺様

螺蒲難攣翻蟹轍論磯モ験磐 7月26日 横折紙（包紙入）
・1通（2枚）

1486

［瀬野上駅桜屋旅宿より］水月寺→栃本村惣右衛門殿、
太左衛門殿

水月寺書状（近日帰寺仕り候につきよろしくお取計 9月12日 横折紙（包紙入） 1487
らいのこと）　　［瀬野上駅より］水月寺→茂八殿、 ・1通
惣右衛門殿、太左衛門殿［栃本村組頭衆中］

2．6．6．吟味、処罰、騒動

小貫村庄屋組頭差出一札写［一札之事］（当村野手地 宝永8年卯4月3日 竪紙・1通 1551
のうち若栗新田分の畑囲いの松を当村の者共伐り取
りにつき詫び一札）　小貫村組頭又兵衛ほか2名、庄屋
六右衛門→釜子村庄屋源内殿（1255参照）

栃響鶴糊翻繍鱗凝讐［手撚繍繍 安永元年辰12月 竪紙・1通 1799

同新田組頭仁右衛門ほか2名、庄屋喜左衛門、右庄屋代宮
村庄屋覚左衛門奥印

形雛雛駐融ぎ報灘霧幾轟灘魏 寛政6年寅正月24日 竪継紙・1通 1286

びに隣家文七好身五人組預け仰せ付けられ請書）
形見村長八、同村文吉、長八文七好身五人組三名加判、
升や清左衛門組頭2名奥書→大庄屋所

糠憐鵬慰糊離轟1鰐謂離齪聾文化10年酉5月11日 仮綴・1冊（2丁〉 1865

つき）　　（番沢村）組頭藤五郎ほか3名→大庄屋所

形嬰馨奢難鶏緊轟身鴨翻瀧麗 文政2年卯9月 横長美・1冊 867

と）　→大庄屋所
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2．栃本組大庄屋所／6．その他の組行政事務／6．吟味、処罰、騒動

三之助五人組平吉他三名請書［差上申一札之事］（三 文政5年午10月26日 竪紙・1通 1519
之助他出止め仰せ付けにつき承知のこと）　三之助
五人組平吉外3名→大庄屋所

栃本組千田村利右衛門・同組頭与五右衛門口書［御尋 文政13年4月10日 横切継紙・1通 1517
二付申上侯口書之事］（与五右衛門より利右衛門へ
貸金渡し方ならびに博突風聞の件につき申口）　栃
本組千田村利右衛門、同組頭与五右衛門、（奥書）組頭源
右衛門、庄屋小林七右衛門→大庄屋所

栃本組吉岡村庄屋天倉藤五郎返答書［御尋二付御答申 天保2年正月29日 竪継紙（包紙入） 2496－19
上候事］（去寅年諸役銭不納の件御糺しにつき） ・1通

栃本組吉岡村庄屋天倉藤五郎、後見深仁井田村庄屋深谷
弥左衛門→大庄屋所（大庄屋根本八左衛門）→御奉行所

栃本組千田村伝右衛門好身五人組惣代願書［以書付奉 天保2年卯3月7日 竪紙・1通 1510
願上候事］（当村伝右衛門乱心にてさしこ入りに仕
置き侯ところ本心に返り候につきさしこ入り御赦免
願い）　栃本組千田村好身願主嘉吉、庄右衛門、五人組
惣代元兵衛、（奥書）組頭所左衛門、同与五右衛門、庄屋
小林七右衛門→大庄屋所

栃本組剥田村治右衛門ほか請粛［差上申請書之事］
　（当村伝右衛門本心に返り不法の儀仕らさる旨承知

天保2年卯3月7日 竪紙・1通 1511

のこと）　栃本組千田村治右衛門、好身清吉、組合清右
衛門、（奥書）組頭所左衛門、同与五右衛門、庄屋小林七
右衛門→大庄屋所

栃本組千田村村役人願書［乍恐以書付奉願上侯御事］ 天保2年卯 竪紙・1通 1509
（当村伝右衛門乱心にてさしこ入りに仕置き侯とこ
ろ本心に返り候につきさしこ入り御赦免願い）　栃
本組千田村組頭源右衛門、同与五右衛門、庄屋小林七右
衛門

栃杏褻野篠難翻門口駈講逼轡羊鱗就 天保5年午12月11日 仮綴・1冊（2丁） 1864

庄屋小林七右衛門

栃本村字中田原行倒白川領借宿村要助道心一件書付 天保5年12月 竪紙、横切継紙、 2496－21
（借宿村要助親類又右衛門ほか2名差上一札、斉藤猶 横長半（包紙入、

右衛門書状、根本利右衛門書状控） こより括り）・3通

栃本組吉岡村庄屋天倉藤五郎差上一札［用水堰ならび 天保6年未6月21日 竪紙・1通 1546
に堰水懸り御田地植付御届など不行届きにつき、御
叱りの上御勘弁の趣承知のこと］　栃本組吉岡村庄
屋天倉藤五郎、（奥書）庄屋後見深谷弥左衛門

大囎欝難蠣灘鰺犠器酸霧聾1天保6年未7月21日 竪紙・1通 1531

大庄屋

楯繍懸残賄鰹灘羅縫薙聯圏 天保6年未7月22日 竪紙・1通 1532

けのこと）　大庄屋

大肇謙鷺灘驚翼嬰聾鋸獣蕾簾 天保6年12月21日 竪紙・1通 1525

しのこと）　大庄屋

栃本組形見村修験民部請書［差上申御請書之事］（米 天保ll年子3月12日 竪紙・1通 1537
無尽開催不将の段お叱りにつき以来慎みのこと）
栃本組形見村修験民部、庄屋奥書→大庄屋所

栃薇懸麟灘纒槻騨霧藷腰斜露簿 天保11年5月～7月22日 竪継紙、竪紙・4
通

2496－15～18

御届申上候事；覚］（白川御領久田野村きせ質物返
金滞り一件）　栃本組同村大庄屋根本八左衛門→御奉行
所
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2．栃本組大庄屋所／6．その他の組行政事務／6、吟味、処罰、騒動

大輪繋琶製欝蝶離露郵膿蘇醸1
　つき慎みのこと）　大庄屋所

天保12年丑閏正月8日 竪紙・1通 1542

栃本組吉岡村村役人答書［御糺二付以書付奉申上候事］ 天保14年卯2月 竪紙・1通 1535
（村内にて座敷手踊りいたし候儀これなき旨申し上
げ）　栃本組吉岡村組合喜左衛門、同林蔵、庄屋小平藤
右衛門→大庄屋所

御蕎構櫨顯購謹犠警購馨謙窯孟 天保14年7月21日 横長美・1冊 833

善兵衛、庄屋深谷唯助、大庄屋1名→御奉行所

形見村安蔵口書［御尋二付差上申口書之事］（去る6月 天保15年辰10月朔日 竪紙・1通 1512
ふと出の件お糺しにつき弁明のこと）　栃本組形見
村安蔵；安蔵好身組合兼節之助、組頭弥市郎奥書ら大庄
屋所

栃本組深仁井田村ほか6か村庄屋組頭申上書ならびに 弘化2年巳4月12日～4 竪継紙、横切継紙 2496－1～4
栃本組宮村組大庄屋口上垂［乍恐御糺二付申上侯
事；口上之覚］（御廻米審沢村付出馬滞り一件）

月13日 折紙、横長半・3

通1冊
栃本組深仁井田村ほか6か村庄屋組頭→宮村組栃本組大庄
屋所（栃本組大庄屋根本八左衛門、宮村組大庄屋市川覚
左衛門）→御奉行所様；栃本組大庄屋根本八左衛門、宮
村組大庄屋市川覚左衛門→御手代中

栃本組栃本村忠太平請書［差上申御請書之事］（他所 弘化2年巳5月13日 竪紙・1通 1540
出差し止め親類預け仰せ渡され承知のこと）　栃本
組同村忠太平、（奥書）義十郎、代次右衛門、長五郎→大
庄屋所

栃本組深仁井田村吉蔵ほか4名口書下書［御尋二付差 弘化4年未9月10日 竪継紙・1通 1549

螺巳灘軸鼎蟄繕霧挫識欝楽霧
本組深仁井田村庄吉俸吉蔵ほか4名、吉蔵組合惣代文五ほ
か4名

栃評騰嶽潔辮謙劉籠製蒼甥講毒 嘉永3年戌2月1日 竪紙・1通 1534

されのこと）　栃本組上野出島村嘉六好身源十郎、元組
合源五、（奥書）組頭屋代次左衛門、庄屋関根俊蔵→大庄
屋所

御尋二付奉申上候（かや職分相止候二付）　栃本組千 文久3年2月26日 横長美・1冊 2181－1

田村清右衛門［庄屋深谷雄三、組頭午之丞、清右衛門好
身組合兼清蔵］→大庄屋所

以横折御歎願奉申上候（隠かや職仕候二付御吟昧猶予 亥年3月26日 横長美・1冊 2181－2
願書）　栃本組千田村清右衛門、好身清蔵、組合寅蔵、
組頭午之丞、同粂蔵、庄屋深谷雄三→大庄屋所

浮浪一件二付郷人足井猟師詰日調帳　根本氏 元治元年10月 横半半・1冊 809

大庄屋所申渡控［栃本組形見村修験民部へ可申渡覚］ 子年3月ll日 竪紙・1通 1529
（無尽人集め不将につき叱り置きのこと）　大庄屋
所

深仁井田村村役人口上書［口上書ヲ以申上侯］（山 子6月13日 横折紙（包紙入） 1958
鞍・蓑作場道へ持ち出され切散らされる一件にて深 ・1通
仁井田村武八我が侭申すにつき）　長百姓儀十郎、
組頭名左衛門、同藤助、庄屋深谷弥左衛門→大庄屋所

栃本組大庄屋申渡控［栃本組同村百姓清左衛門へ可申 丑年閏正月18日 竪紙・1通 1515

鰍騙鷹鷺皆瓢期賭ホ不聾魂難毒
→栃本組同村百姓清左衛門

根本八左衛門達書［覚］（原三郎兵衛より金山村百姓 寅年9月3日 横切継紙（中欠か） 2879
50名浅川町へ召喚につき伝達）　→金山村庄屋十右衛 ・1通
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2．栃本組大庄屋所／6．その他の組行政事務／6．跨味、処罰、騒動

門殿

大藏鴨羅轄米離聾熱潟撚蕾雑購霧 寅年10月25日 竪紙・1通 1533

につき叱り置きのこと）　大庄屋

（吉岡村）弥蔵口書下書（博突詮議）　（栃本組吉岡村） 卯年正月11日 横長美・1冊 866
弥蔵、弥蔵好身清吉、同人組合徳十、組合彦右衛門、庄
屋小平藤右衛門奥書→大庄屋所

栃本組深仁井田村村役人口上書［御糺二付申上侯口上 卯年2月20日 横長美・仮1冊（2 1905
之覚］（去る正月中当村において座敷手踊いたし侯 丁）

趣御糺しにつき）　栃本組深仁井田村長百姓源次右衛
門、組頭善兵衛、庄屋深谷雄助→大庄屋所

大庄屋根本栄三郎口上書控［口上之覚］（栃本組吉岡 卯年4月29日 横折紙・1通 2233
村源助儀差免二付届書）　大庄屋根本栄三郎→御領方
御役所

大露駅舗艦留（懸蕪灘暮鞍蘇齢 辰年2月ll日 竪紙、横切紙（こ
より一括）・3通

2496－20

つ急度相慎み申しつけ）　大庄屋所

大騰翻鷺鰍欝翫囎禦糀弛騨翻 辰年10月14日 竪紙・1通 1507

蔵入り申しつけのこと）　大庄屋所→［栃本組千田村
半蔵］

大庄屋所申渡書控［栃本組千田村百姓佐吉春吉寅吉友 辰年10月14日 竪紙・1通 1524
吉鉄蔵平吉寅蔵啓次午之丞幸助伊之吉拾壱人之者へ
可申渡覚］（甲申講催しにつき叱り置きのこと）
大庄屋所

新屋敷村武吉口上書［御内々口上之覚］（当村清四郎 巳年3月15日 横折紙・1通（2枚） 2955
無届け他出の件につき）　→大庄屋所

大庄屋根本八左衛門届書下書［覚］（博突御答の者、 午年4月 横折紙・1通 3056
鎮守祭礼等御尋につき）

栃鞭難欝彌騰響騨懸磯 午年10月29日 竪紙・1通 1513

本組大庄屋→栃本組上野出島村百姓三之助

栃本組千田村祖右衛門寅蔵講書［差上申御請一札之事］
　（組頭勤役中小前諸上納金使い込みにつき弁済上納
　のこと）　栃本組千田村祖右衛門、寅蔵、組頭文吉→大

未年2月17日 竪紙・1通 1536

庄屋所

栃本組大竹村巳之吉ほか7名口書下書［御尋二付差上
　申口書之事］（博突詮議）

未年5月7日 横切継紙・1通 883

大庄屋所申渡書控［栃本組同村百姓平吉へ可申渡覚］
　（かねて立ち回り宜しからず不届きにつき縄手鎖申
　しつけのこと）　大庄屋所

申年12月4日 竪紙・1通 1545

膝糎賂輪囎凱滋辮諸鍼鰯郵
　につき）

酉年5月7日 横切継紙・1通 1991

栃魏鮒灘鞭誌郎購蒲寛鰭痴鱗誌鹿星 酉年8月25日 横長美・1冊 868

大沼徳左衛門藤兵衛・大庄屋根本利右衛門奥書

栃本組同村組頭源蔵ほか1名申上書下書［覚］（定吉外
　の者穀留中米穀返済等につき御糺しのこと）　大庄

戌年10月27日 横長半・1冊 2444

屋奥書→御奉行所

大庄屋所申渡書控［覚］（栃本組形見村長太ほか5名米戌年11月6日 竪紙・1通 1522
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2．栃本組大庄屋所／6．その他の組行政事務／6．吟味、処罰、騒動

売り払い不屈きにつき叱り置きのこと）　大庄屋所→
栃本組形見村長太、千田村弥吉他3名、栃本村辰五郎

栃本組同村乙吉他3名口書下書［御糺二付差上申口書 戌年11月17日 仮綴・1冊（2丁） 1854
之事］（博突の件御糺しにつき）　組頭源蔵、大庄屋
根本八左衛門→加藤平蔵様、長谷川記平次様

膝獣翻羅趨灘雛糊雛叢閣講 亥年正月22日 竪紙・1通 1514

のこと）　大庄屋所→栃本組義右衛門

栃華蕪鵬離1勢き欝禦醒押萌鰹詳亥年正月22日 竪紙・1通 1516

→栃本組形見村茂市、深仁井田村武八、吉岡村重蔵

大粥鶉臆羅耀下騨灘羅獣毎曹得 亥年正月22日 横折紙・2通 1906

け）　大庄屋所

響曝騨麟・繍欝灘
亥年正月23日 横折紙・1通 1838

領驚辮繕誓舗蝦炉鰭衛門へ可申渡覚］ 3月4日 竪紙・1通 2496－7

覚（金之助停初太郎博突詮議に付き口書下書） 4月22日 小切紙・1通 884

（下野出嶋金之助俸初太郎ほか博変詮議の者名前書下 小切紙・1通 885
書）

（長百姓金十郎頭百姓源右衛門他8名名前書） 小切紙・1通 1062

書状下書（打殿など一件内談も相免じ出動いたし候へ 横切紙・1通 ※1763
共いまだ不穏につき）

書状下書（郡内村々騒動、打殿しなどにつき） 横切紙・1通 ※1764

口拷醗蝦毒灘纏鷲庄駅倉藤珊i真仰 横切紙・1通 ※1792－55

栃本組吉岡村重蔵口書下書［覚］（御林木伐採一件御 横折紙・1通 1908
糺しにつき）

某御糺書［覚］（そこもと召抱半蔵女房借宿村三右衛
門方へ身を引き候件など）

横切継紙・1通 1917

（瑠1麟犠聲凝藩豫製競農翻夜棚 横折紙・1通 2484

栃奎縮疑野轄難羅購天灘鰍編藷 竪継紙・1通（2枚） 2496－9

しにつき）　栃本組深仁井田村庄屋深谷唯助

番沢村庄屋穂積佐市郎出奔一件（2．6．6．吟味、処罰、騒動のうち）

差錨罧難鞍簾攣沢犠懸離顯蜜盛鬼 文化10年5月15日 横長美・1冊 2120

39名、長百姓8名、組頭3名、立会小松村庄屋川野喜左衛
門、大庄屋根本八左衛門→塩田久米蔵他1名

（栃本組番沢村庄屋穂積佐市郎引負出奔一件留）　→ （文化10年）5月 横長美・1冊 2115
大庄屋所

栃董馨灘塞轍糠継織難羅 酉年5月24日 横折紙・1通 882

屋兼帯深仁井田村庄屋深谷唯八、下野出嶋村庄屋遠藤勇
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2。栃本組大庄屋所／6．その他の組行政事務／6．吟味、処罰、騒動

蔵、大庄屋根本八左衛門→御奉行所

（→5．4．も見よ）2．7．書状

佐川弥助書状（吉左衛門婚礼御祝儀御礼のこと、金子 （宝暦11年）11月晦日 横折紙（包紙入） 1358－1

元利返済請取書同封のこと、御領主様より仰せ付け ・1通（ほか2通同

の才覚金出来かね候こと）　佐川弥助→根本八左衛門 封）

様

［舗顯誹轟戴あ魑総講縷覇離 （安永5年）申4月6日 横切継紙・1通 2911

と）　→根本利左衛門様

（書状等一括） こより一括・16点 1786

石籔欝馨親鍬癌騨撚繊螺昼昏 5月17日 横切継紙・1通 1786－1－1

江戸出立との風聞につき）　石沢吉左衛門→渡辺清
右衛門様

石沢吉左衛門書状（反物値段切り離し方等につき追 5月17日 横切継紙・1通 1786－1－2

啓）　石沢吉左衛門→渡辺清右衛門様

出羽屋書状（物23日までには出来かね27日になる旨） 5月17日 横切紙・1通 1786－1－3

出羽屋庄二右衛門→栃本村　根本佐吉様

大繁嚢韓i黛麟響輝瀟號騰蔓卯月6日 横切継紙・1通 1786－2

渡辺清右衛門様　人々御中

金銭書上［追啓］（諸入用〆高内軍蔵方出し分を差 3月28日 小切紙・1通 1786－3

し引きした金高につき書上）

（書状） 横切継紙・1通 1786－4

献立書上（3月6日夕の献立） 3月6日 横切継紙・1通 1786－5

入用帳［三月廿六日6法事二付入用覚］ 3月26日 横長半・1冊 1786－6

石沢吉左衛門書状（織物値段等につき）　石沢吉左 5月18日 横切継紙・1通 1786－7

衛門→渡辺清右衛門様

大橋喜右衛門飛札（おいね様白川中町忠左衛門方へ 5月12日 横切継紙・1通 1786－8

行き候につきお引取り下されたき件ならびに金子
1分2朱預かり置き候ところ貴公様御延引につき貸
し越しになる件）　大橋喜左衛門　須ヶ川6→栃本
村渡部清右衛門様

大臆礫臆挫離灘砦鏡脇評り癸 5月11日 横切継紙・1通 1786－9

橋喜左衛門　スカ川6→栃本二て渡辺清左衛門様　要
用

大森忠左衛門返書（御巡見様当宿滞りなく安堵の件 5月14日 横切継紙・1通 1786－10
ならびに御娘子様の件委細承知につき）　大森忠
左衛門→渡部清右衛門様

宝屋儀兵衛書状（久しく無沙汰、此方およびしまや 2月22日 横切継紙・1通 1786－11
他の家々近況につき）　宝屋儀兵衛→渡辺清右衛門
様

宝や久左衛門書状（か・屋日光参詣の件ならびに私 2月23日 横切継紙・1通 1786－12
気積病身の件）　宝や久左衛門→渡辺清右衛門様

こま書状（おもいがけず日光へさそわれる件）　こ 横折紙・1通（2枚） 1786－13
ま→おんおは様
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金子借用証文（夏成金上納手問）　高田領栃本組同 天明7未年6月28日 竪紙・1通 1786－14
村長百姓五次右衛門、銀八、友三郎、同村組頭庄右衛
門、同太左衛門、口入水月寺、（奥書）大庄屋根本左吉
→白川関川寺御会下猷国様

（書状用状等一括） こより一括・30点 1638～1667

中畑御蔵御普請所ならびに唯八用状［覚］（増人足 卯年9月25日 横切継紙・1通 1638
ならびに萱割賦）　中畑御蔵御普請所ならびに唯八
→栃本組大庄屋中

大沼徳左衛門書状（御奉行様御通行先触れ到来） 10月5日 横切継紙（包紙入） 1639
→大庄屋所 ・1通

大庄屋所割賦書（御陣屋御普請御入用萱之割）　大 卯年9月7日 横切紙（包紙入） 1640
庄屋所→［上新城村より町屋村まで四か村］村々庄屋
中

・1通

円蔵ならびに小針六右衛門書状（粗茶招待）　→根 9月13日 横切紙・1通 1641
本八左衛門様

矢吹孫三郎書状（新屋敷村状持一件ほか）　→根本 10月3日 横切継紙・1通 1642
八左衛門様

大沼徳左衛門書状（御書役推薦の件）　［赤羽より］ 4月26日 横切継紙（包紙入） 1643
大沼徳左衛門→［金山村］鈴木伝左衛門様 ・1通

鈴木源十郎書状（御家来様御出替りの件ならびに中 12月10日 横切継紙・1通 1644
野御蔵お見舞いの件など）　→根本八左衛門様

矢吹孫三郎書状（民蔵一件につき）　→根本八左衛 11月朔日 横切継紙・1通 1645
門様、鈴木徳左衛門様

矢吹孫三郎書状（惣代民蔵病死の件ならびに関山一 11月4日 横切継紙（包紙入） 1646
件につき）　　［浅川組大庄屋］矢吹孫三郎→［栃本組 ・1通
大庄屋］根本八左衛門様

満願寺口上書［口上覚］（御陣屋御安全御火防ご祈 文化4年11月 横折紙（包紙入） 1647
祷仰せ付け願いの件）　→矢吹孫三郎様、根本八左 ・附共2通
衛門様、鈴木傳左衛門様　　（附）満願寺覚書［覚］（開
国中日結願迄諸入用覚）　卯7月　根本八左衛門様宛、
（包紙表書）「栃本村根本八左衛門様　関山」

菊池弥市右衛門書状（其御村御廻米付出賃銭催促） 7月29日 横切紙（包紙入） 1648
→根本八左衛門様 ・1通

石井又九郎書状（愚父死去見舞い御礼）　→根本八 12月11日 横折紙（包紙入） 1649
左衛門様 ・1通

石督犠鰹櫻翻懲輿響に礫鎖篇 極月14日 横切継紙（包紙入）

・1通
1650

門様

深谷唯八書状（今日浅川表へ罷り出兼ね候旨）　→ 9月16日 横切紙・1通 1651
［栃本にて］根本八左衛門様

大沼徳左衛門書状（非人共一件につき惣代罷り出の 8月19日 横切継紙・1通 1652
件）　　［浅川より］大沼徳左衛門→根本八左衛門様

松浦勇右衛門書状（触元家作代金難渋の件など） 10月14日 横切継紙（包紙入） 1653
→矢吹孫三郎様、根本八左衛門様、鈴木傳左衛門様 ・1通
（包紙表書）「根本八左衛門様　矢吹孫三郎」

大沼徳左衛門書状（御奉行様御役方様滞りなく御通 10月8日 横折紙（勉紙入） 1654
行の旨）　　［赤羽村より］大沼徳左衛門→［触元御役 ・1通

所にて］根本八左衛門様

栃本組大庄屋金銭受取書［覚］（三番金）　→下新 9月20日 小切紙・1通 1655
城村組頭中
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大沼徳左衛門書状（御奉行様急御通行の件につき） 6月29日 横切紙・1通 1656
→根本八左衛門様

大沼徳左衛門書状（当御蔵突き合わせ終了の件など） 2月27日 横折紙・1通 1657
→根本八左衛門様

鈴木傳左衛門書状（浅川御用向きにつき印形請取の 9月28日 横切継紙・1通 1658
件）　→根本八左衛門様

力丸市郎左衛門書状（栃本組新屋敷村卯左衛門娘、 8月4日 横切継紙（包紙入） 1659
白川御領須釜村安兵衛より訳なく離縁致され侯旨 ・附共2通
訴えの件につき糺し方願い）　→根本八左衛門様
（附）力丸市郎兵衛書状　栃本根本八左衛門様　8月4日

鈴木源十郎書状（触元役所より割合の件につき照会） 11月10日 横切紙・1通 1660
→根本八左衛門様

深谷唯八書状（改宗改寺縁組願書に奥印願いの件） 11月10日 横切継紙・1通 1661
→根本八左衛門様

深谷唯八書状（御勘定張欠張寄張認め方終了の件な 7月ll日 横折紙・1通 1662
ど）　→根本八左衛門様

中川佐兵衛書状（御検見一件につき御出会依頼のこ 1663
と）　→鈴木傳左衛門様、根本八左衛門様

（根本八左衛門）書状（金山より別紙の通り申し参 12月13日 横切継紙（包紙入） 1664
り侯につき伝達のこと）　→鈴木源十郎様　　（附） ・附共2通

鈴木傳左衛門書状（中野御蔵御見舞い御出張の件）
根本八左衛門様・鈴木源十郎様宛　12月13日。根本八
左衛門書状包紙は鈴木傳左衛門書状包紙の紙背を再利
用

石井又九郎書状（無尽当方取園につき会席の件） 極月15日 横切継紙（包紙入） 1665
［金山］石井又九郎→［栃本］根本八左衛門様 ・1通

深谷唯八書状［口上］（昨夜は御難儀御掛け申し訳 10月2日 横切紙・1通 1666
なき旨）　→根本八左衛門様

（こたんがんならびに効能書）　奥州白川小西長蔵 薬玉2粒、小切紙1 1667
枚

（書状一括） こより一括・19点 1298～1316

櫟難麟離誇難騰嚇隷㍊讐 12月23日 横折紙（包紙入）

・1通（別紙共2枚）
1298

よりも仰せ遣わされたき旨お願い）　大沼清左衛
門→根本八左衛門様

深館雑嬰灘錦鹸癬綿鰹象鵠とま 12月29日 横切継紙（包紙入）

・1通
1299

で延引承知のこと）　深谷弥左衛門→根本八左衛門
様

深谷弥左衛門書状［口上］（先達て柳橋へ便り有之 横切継紙（後欠） 1300
候ハバ御知らせ申上候様御咄御座候処云々）　深 ・1通
谷弥左衛門→根本八左衛門様

上野出嶋村庄屋鈴木官吾覚書［覚］（物書給米当村 辰年12月18日 小切紙・1通 燦301
分差し上げ）　上野出嶋村庄屋鈴木官吾→大庄屋所

某灘磁謂顯齢紐讐寒静出立前に 横切継紙・1通 1302

深谷弥左衛門書状（押切勘定延引の件につき御勘弁 12月14日 横切継紙・1通 1303
下されたき旨）　深谷弥左衛門→根本八左衛門様

根本八左衛門書状（控えか）（御年始調書未提出の組 10月20日 横切継紙・1通 1304
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へ催促の上取り集めのこと）　根本八左衛門→弥次
兵衛様

深谷弥左衛門書状（愚母病気の儀お尋ね有り難く存 12月19日 横切紙・1通 1305
じ侯旨）　深谷弥左衛門→根本八左衛門様

大沼清左衛門書状［乍恐口上］（御内々御願い申し 18日 横切紙・1通 1306
上げ候一件明日深谷氏滑津へ直参致しくれ侯
云々）　大沼清左衛門→根本八左衛門様

下野出嶋村遠藤勇蔵書状（奉公人召し抱えの件、候 12月13日 横切継紙・1通 1307
補として若栗新田女子または浅川夫婦者につきお
知らせ）　下野出嶋村遠藤勇蔵→根本八左衛門様

（口上書下書）（六人の者庄屋宅へいたずら一件） 横切継紙・1通 1308

遠藤新兵衛書状（御玄関組衆御書役中への年玉割弐 正月8日 竪紙・1通 1309
朱受け取りのこと）　遠藤新兵衛→根本八左衛門様

根本益蔵書付［覚］（無印形につき自筆金子受取書） 小切紙・1通 1310
根本益蔵→遠藤勇蔵様

根岸陳平書状（当年も触元より拙者ならびに平三人 28日 横切継紙（包紙入） 13壌1
へお取計らい下され候や極内々お尋ね）　根岸陳 ・1通

平→根本八左衛門様

（書状下書断片または落書か） 小切紙・2枚 1312

某書状 横切継紙・1通 1313

栃囎騎羅蕎騰罫墓蝉薦鶴翻！嚢 文政3年辰12月 竪紙・1通 1314

し出しのこと）　栃本組同村佐平人主清吉、請人平
十郎→栃本村根本益蔵殿

遠警繍簾W畿縣謬羅要藩躍しにつ2月9日 横切継紙・1通 1315

山幾繍戴（纈騰騙本禰徽び糊 閏4月朔日 横折紙（包紙入）

・附共2通
1316

根本八左衛門書状下書（鉄五郎様婚礼につき御肴進上）

（書状等一括） 帯括り巻込み一括 1792
・58点

覚左衛門書状（18日仰せくだされ候儀につき）　覚 12月23日 横折紙・1通 1792－1

左衛門→利右衛門様

書状（此方より喜右衛門馬とも遣わす儀につき） 12月23日 横切継紙・1通 1792－2

大庄屋所用状（赤坂宿割借一件につき参集）　大庄 卯12月20日 横切継紙・1通 1792－3

屋→形見村他3か村右村々庄屋中

覚左衛門書状（商売格別相働申すべき旨）　覚左衛 16日 横切継紙・1通 1792－4

門→根本利右衛門様

岩瀬屋勘定書［覚］（品代書上）　岩瀬屋勘助→根本 12月23日 横折紙・1通 1792－5

様

深谷雄介書状（浜弓持え方につき）　深谷雄介ラ根 12月22日 横切紙・1通 1792－6

本利右衛門様

深谷弥左衛門用状（庄右衛門他私宅へ罷越さずにつ 12月22日 横切継紙・1通 1792－7

き）　深谷弥左衛門→根本利右衛門様

書状（返済金上納沙汰なく延引厳重申付につき） 小切紙・1通 1792－8

根本利右衛門書状下書（明日婚姻の品お納めなさる 極月25日 横折紙・1通 1792－9

べき旨）　根本利右衛門光宣→福岡幸助様他1名
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上野出嶋村他金書上 横折紙・1通 1792－10

根本利右衛門書状（別紙の儀ご承知下されたき旨） 21日 小切継紙・1通 1792－11

根本利右衛門→深谷弥左衛門様

瀬田又右衛門書状［口上］（不快にて明日罷上るに 11月14日 小切紙（封紙入〉 1792－12
つき）　瀬田又右衛門→大庄屋様 ・1通

大庄屋所用状（吉岡村一件につき）　大庄屋所→吉 午12月8日 横切継紙・1通 1792－13
岡村庄屋後見深谷弥左衛門殿

書状（天倉の儀につき） 小切紙・1通 1792－14

大庄屋所金子受取書［覚］　大庄屋所→下野出嶋村庄 午12月6日 小切紙・1通 1792－15
屋中

根本利右衛門用状（天倉の儀につき）　栃本より根 16日 横切継紙・1通 1792－16
本利右衛門→仁井村二而深谷弥左衛門様

根本利右衛門書状（御嫁女引取の儀につき）　栃本 極月20日 横切継紙・1通 1792－17
より根本利右衛門→中町二而角屋吉蔵様

触元用状［御筋竹之割］（葉竹納めるべき旨）　触 12月22日 小切紙・1通 1792－18
元役所→右（栃本組）大庄屋所

（包紙）　大庄屋所→深仁井田村庄屋中 包紙のみ・1枚 1792－19

吉蔵書状（私方引取方の件佐野屋叔父様他と相談な 12月20日 横折紙・1通 嘆792－20
さるべき旨）　→根本利右衛門様

尾田一喬書状（金銭借用したき件につき）　尾田彦 12月16日 横折紙（包紙入） 1792－21

右衛門一喬→根本利右衛門様 ・1通

書状下書（不調法の件お詫び他につき）　　［尾田彦 横折紙・1通 1792－22
右衛門］→［栃本根本利右衛門様］

覚（娠金手形にて上納） 横折紙・1通 1792－23

大庄屋所用状（年賦米上納につき）　大庄屋所→形 午12月朔日 横切継紙・1通 1792－24
見村、千田村、川東田村、深渡戸村右村々庄屋中

大庄屋所用状（年賦米未納分明日納切手形早々差し 午12月3日 小切紙・1通 1792－25
出すべきにつき）

大庄屋所用状［前申上候触元役所暮割］　大庄屋所 午11月27日 横切紙・1通 1792－26
→形見村、千田村、川東田村、深渡戸村右村々庄屋中

（反古） 横切紙・1枚 1792－27

熊次郎口書下書［御尋付申上候口書之事］（釜子村 天保4年巳7月24日 仮綴・1通 1792－28
の者共博打一件につき）　熊次郎好身代平吉、同人
組惣代清蔵、組頭金之助、同義八

（紙袋） 袋のみ・1枚 1792－29

（断簡） 断簡・1枚 1792－30

年賦金受取書［覚］（種給年賦金当暮払切につき請 午12月11日 小切紙・1通 1792－31
取）　給付所→栃本村儀左衛門殿へ

渡部源右衛門書状（麦菓子送る件他につき）　渡部 ろう月17日 横切継紙（包紙入） 1792－32
源右衛門→根本利右衛門様人々御中 ・1通

出勤願書［以書付願上侯御事］（栃本組千田村庄屋 天保5年12月 竪切紙・1通 1792－33
俸小林七之助来る未年始御礼出勤および御目見に
つき願）　栃本組庄屋根本利右衛門→御奉行所

（包紙）　宮村組大庄屋市川覚右衛門→栃本組大庄屋根 午12月23日 包紙のみ・1枚 1792－34
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本利右衛門様

仁井田村深谷弥左衛門書状（吉岡村より小作田付済
　金の件）　仁井田村深谷弥左衛門→大庄屋所

12月18日 横切継紙・1通 1792－35

書状（嫁取金の件につき） 横切紙・1通 1792－36

大庄屋所廻状（御金方皆済の件）　大庄屋所→深仁 午ll月21日 横切継紙・1通 1792－37
井田村、細倉村、吉岡村、上野出嶋村、下野出嶋村、
大竹村右村々庄屋中

大庄屋所廻状（御金方皆済の件）　大庄屋所→千田 午11月21日 横切継紙・1通 1792－38
村、川原田村右両村庄屋中

大庄屋所廻状（御金方皆済の件） （午ll月21日） 小切紙・1通 1792－39

（断簡）　→千田村庄屋中 断簡・1枚 1792－40

永山節之助書状（宝勝院申し越しの件他）　永山節 12月12日 横折紙・1通 1792－41
之助→根本利右衛門様

深谷雄介書状（同州取銭の件につき）　深谷雄介→ 11月朔日 横切継紙・1通 1792－42
根本利右衛門様

天保五午暮済口年賦覚 天保5午暮 横折紙・1通 1792－43

響纏齪泰郵乍螺曙潔雍欝にて当 12月26日 横折紙・1通 1792－44

書状（吉岡村借主小前の者罷り出の件） 横切紙・1通 1792－45

深谷弥左衛門書状（小作田付済金の件）　深谷弥左 12月20日 横切紙・1通 1792－46
衛門→大庄屋所

官吾書状（おちゐ御引取および婚姻の件）　官吾→ 12月20日 横切継紙・1通 1792－47
根本利右衛門様

（白紙） 小切紙・1枚 1792－48

岩蔵書状　す壁き屋岩蔵→根本様 12月16日 横折紙（包紙入） 1792－49
・1通

（断簡） 小切紙・1枚 1792－50

（断簡） 小切紙・1枚 1792－51

書状下書 横切継紙（一部） 1792－52
・1通

根本利右衛門書状（吉岡村小作田済金持参いたさざ 午12月20日 横切紙・1通 1792－53
る件）　根本利右衛門→深谷弥左衛門様

書状（吉岡村小作田済金持参いたさざる件） （午12月） 小切紙・1通 1792－54

口講醗鯉鶴包墓繍騒弊天倉藤獅1真 横切紙・1通 1792－55

吉岡村光蔵ほか書付断片　吉岡村光蔵、病気光右衛門 横切紙・1通 1792－56
好身多十、他行庄右衛門好身庄十、同五左衛門

覚（村々米過不足の覚） 小切紙・1通 1792－57

（白紙） 竪切紙・2枚 1792－58

（源十郎婿栄之助一件書状類一括） （天保7年5月～7月） こより一括・17点 1092～1108
（21通）

石井又左衛門書状（返済の金子壱両早速傳兵衛方に 7月25日 横切紙（包紙入） 1092
相渡し申すべき旨お知らせ）　　［金山より］石井又 ・1通
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左衛門→栃本根本八左衛門様

八左衛門書状下書（栄之助一件、傳兵衛方熟縁不承 6月17日 横長美（仮）・1 1093
知につき源十郎難渋の趣ご賢察下さるべき旨） 冊（4丁）

（根本）八左衛門→（石井）又左衛門様

宮村組宮村傳之介願書写（傳之介婿栄之助わがまま 天保7年5月4日 横長美・仮1冊（4 1094
者につき祝金返却または御理解仰付けの願）　宮 丁）

村組同村願人傳之介、好身武兵衛、組合又七、組頭斎
藤仙市；（宮村組大庄屋）市川覚左衛門奥書→［栃本
組大庄屋］根本八左衛門

石誉魏蟹藷携繍翫購の濤袋翻霧 6月14日 横長美・仮1冊 1095

→根本八左衛門様

騰雑離麟あ鰹弊韓鷺瀦吻叢髪 6月14日 横切継紙・1通 1096

衛門様

宮村組大庄屋市川覚左衛門書状（当村傳之介婿栄之 亥年5月4日 横切継紙（包紙入） 1097－1

助我儘につき同人親御村源十郎へ御理解願い） ・1通
宮村組大庄屋市川覚左衛門→栃本組大庄屋根本八左衛
門様

宮村一川覚左衛門書状（傳之介婿一条につき宜しく 5月4日 横折紙（包紙入） 1097－2

御取計らい方御願いのこと）　宮村一（市）川覚左 ・1通
衛門→栃本村根本八左衛門様

鴫懲騒魏叢難麟覇総難議鰍 亥年5月3日 横切継紙（包紙入）

・1通
1097－3

こと）　宮村組大庄屋市川覚左衛門→栃本組大庄屋根
本八左衛門様

市川覚左衛門書状（傳之介婿一件願書御熟覧の上何 5月7日 横切紙・1通（副 1098
とぞ和熟に成されたく宜しく御願いのこと）　市 書共2枚）

川覚左衛門→根本八左衛門

宮村市川覚左衛門書状（傳之介代傳兵衛願の趣、同 亥年5月14日 横切継紙・1通1099－1～2
人より御聞受けの上宜しく御取計らいのこと） （別紙共2枚）

宮村市川覚左衛門→栃本村根本八左衛門

市川書状［口上之覚］（余内金上納御日延御手代中 5月14日 横折紙・1通 1099－3

様へ願い出下されたき旨）　市川（覚左衛門）→栃
本根本若公

根本八左衛門書状下書（源十郎願い出の件相談につ 一5月5日 横折紙・1通 1100
き佐市殿御遣わし下されたき旨）　根本八左衛門
→市川覚左衛門様

栃本根本八左衛門書状控［口上］（源十郎一件につ 6月9日 横切継紙・1通 1101
き組頭差上げ申し候旨）　栃本根本八左衛門→石井
又左衛門様

（栄之助婚礼日ほか覚） 小切紙・1通 1102

石井又左衛門書状（源十郎と傳兵衛懸合一条につき 6月17日 横切継紙（包紙 1103
源十郎願書下書遣わし候旨）　　［金山より］石井又 入）・1通
左衛門→栃本村根本八左衛門様

根本八左衛門書状下書（源十郎傳兵衛一条、今一応 6月26日 1通 1104－1

御取懸り下されたき旨）　根本八左衛門→石井又左
衛門様

八左衛門書状下書（源十郎傳兵衛一条、石井氏への 6月26日 小切紙・1通 1104－2
添状依頼）　　（根本）八左衛門→（市川）覚左衛門様

石井又左衛門書状（源十郎傳兵衛懸合一条、此上は
　御役所にて双方御吟味よりほか無き旨御断りのこ

7月3日 横折紙・1通 1105
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と）　石井又左衛門→根本八左衛門様

八左衛門書状下書（源十郎申し分につき御承知下さ
　れたき旨）　　（根本）八左衛門→（石井〉又左衛門様

7月3日 横切継紙・1通（追
啓共2枚〉

1106

八左衛門書状控（1106と同文）　（根本）八左衛門→ （7月3日） 横長美・仮綴1冊 1107
（石井）又左衛門様 （2丁）

八左衛門書状下書（石井氏取計らいにてはとても収 7月3日 横切継紙・1通 1108
まらず、他の者取計らいのこと内談申したき旨）
（根本）八左衛門→（市川）覚左衛門様

（書状等一括） こより一括・27通 1791

永作書状（年貢米差戻の件につき）　永作→根本旦 11月1日 横切継紙・1通 1791－1

那様

関根永作書状（金子借用の件につき）　関根永作→ 10月24日 横切継紙・1通 1791－2

根本旦那様

関根永作書状［口上］（宗門帳受取の儀などにつき） 11月3日 横切継紙・1通 1791－3

関根永作→根本旦那様

深谷弥左衛門書状［口上］（無尽会の儀につき） 9月28日 横切継紙・1通 1791－4

深谷弥左衛門→根本八左衛門様

関根永作覚書［覚］（金子預かり覚）　関根永作→大 亥11月16日 横切継紙・1通 1791－5

庄屋所御使義八殿

覚書［口上］（人足賃などの儀につき） 11月16日 横切継紙・1通 1791－6

深谷弥左衛門書状（惇を見習に差上げたきにつき） 10月24日 横切継紙・1通 1791－7

深谷弥左衛門→根本八左衛門様

深谷弥左衛門書状（村方用向の儀につき）　深谷弥 11月9日 横切継紙・1通 1791－8

左衛門→根本八左衛門様

覚書（手形の儀につき） 小切紙・1通 1791－9

関根永作書状（年貢米二通り刎米につき）　関根永 11月4日 横切継紙・1通 1791－10
作→根本旦那様

遠山定之助書状（休宿の儀につき）　遠山定之助→ 10月16日 横切継紙・1通 1791－11
根本八左衛門様

八百屋藤之丞品代受取書［覚］（ようかん代など） 戌2月23日 横切継紙・1通 1791－12
八百屋藤之丞→根本八左衛門様、御使衆中様

根本八左衛門品物書上　栃本村根本八左衛門→肴屋栄 2月23日 横切継紙・1通 1791－13
蔵様

八百屋藤之丞品代受取書［覚］（黒砂糖代など） 戌2月14日 横切継紙・1通 1791－14
八百屋藤之丞（丸印）→根本八左衛門様、御使衆中様

大根角左衛門書状（先日内談申上の儀につき）　大 10月27日 横切継紙・1通 1791－15
根角左衛門→根本八左衛門様

永作書状（お尋ねの荷物の儀につき）　永作→根本 9月2日 横切継紙・1通 1791－16
旦那様

栃本組吉岡村石高書上（引分書上ヵ） ll月3日 小切紙・1通 1791－17

深仁井田村・形見村引高書上（悪作につき） 小切紙・1通 1791－18

栃本組栃本村他引高書上（栃本村他7か村） 横切紙・1通 1791－19

栃本組上野出嶋村他引高書上（上野出嶋村他7か村） 横切紙・1通 1791－20

関根永作書状（宗門帳の儀につき）　関根永作→根 11月21日 横切継紙・1通 1791－21
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本旦那様

覚書［覚］（御蔵先へ受印形の件につき） 小切紙・1通 1791－22

大庄屋所用状（三番金滞納につき組頭など此方へ張 亥10月朔日 横切紙・1通 1791－23
出の旨）　大庄屋所→深仁井田村他2か村右村々庄屋
中

三番金納覚書［覚］ 横切紙・1通 1791－24

上野出嶋村他刎俵覚書［刎俵之覚］ 横切紙・1通 1791－25

関根永作書状（縄菰の儀につき）　関根永作→根本 7月5日 横切継紙・1通 1791－26

旦那様

根本八左衛門拝借願書［覚］（組下難渋につき種籾 戌2月 横切継紙・1通 1791－27
など拝借願い）　栃本組大庄屋根本八左衛門→御奉
行所

栃本村郷士格根本栄三郎口上書下書［口上之覚］（宮
　村郷士格市川源之丞娠の件）　→釜子御役所

明治元年12月 小切紙・1通 3004

深謙馨鼎描揚描，鋏檎奥繍霧齢 横切継紙・1通 1971

御役所へ御願いすべきか窺いたきにつき）　深谷弥
左衛門→根本八左衛門様

宮村市川覚八用状ほか一括（御年貢不納取立て一件に 明治2年巳12月ほか 袋入・10通 1861
つき）　宮村市川覚八；（関根）永作；甲賀隼之丞；遠
藤捨五郎；その他→栃本組大庄屋所；根本栄三郎；その
他

山川門十郎書状（兼ねての出入一条の件）　［濱屋二而］ 7月23日 横切継紙（封筒入） 1759
山川門十郎→根本大兄君 ・1通

（栃本組大庄屋所留守居渡辺清右衛門用状等一括） こより一括・15通 2818～2832

栃本組大庄屋根本佐吉金銭受取書［覚］（御上納金 2月27日 小切紙・1通 2818
預り）　→赤羽村佐太郎殿

清右衛門書状（新屋敷村吉岡村両村組頭長百姓願い 30日 横切継紙・1通 2819
筋これある由にて罷出の件、そのほか）　→（根
本）佐吉様

栃本組大庄屋所留守居書状（端銭不足の件）　→ 丑年正月16日 横切継紙・1通 2820
［触元役所にて］根本佐吉様

栃本組大庄屋所留守居書状（栃本組深仁井田村庄屋 2月18日 横切継紙（包紙入） 2821
唯八へ差紙到来の件）　→［赤羽村庄屋所にて］栃 ・附共2通

本組大庄屋根本佐吉様　　（附）大庄屋所添状（此壱封
大庄屋へお達し下さるべき旨）　赤羽村庄屋中　2月18
日

渡辺清右衛門書状（川東田村繁吉御召出しの件、飢 2月22日 横切継紙・1通 2822
人夫食拍差出しの件など）　→根本佐吉様

渡辺清右衛門書状（御親父昨夜帰宅の件、釜子村庄 2月22日 横切継紙・1通 2823
屋中出勤申し遣わしの件、赤羽外槙御百姓飢人願
の件など）　→根本佐吉様

栃本組大庄屋所留守居書状（触元新右衛門殿より御 2月19日 横切継紙（包紙入） 2824
済金残金用立て依頼来状のことなど）　→根本佐 ・附共2通
吉様　　（附）［触元］新右衛門書状［口上書］（御済金
残金不足につき用立て依頼）　大庄屋所根本佐吉様

根本八左衛門書状（御頼金申付け候面々の件、歳暮 12月21日 横切継紙・1通 2825
の件、その他につき）　→根本佐吉様

渡辺清右衛門書状（名古屋木綿、御帯地など百井様 H月15日 横切継紙・1通 2826
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中嶋様への進物のこと）　→［浅川触元御役所にて］
根本佐吉様

渡辺清右衛門書状（昨日の御状拝見、ほか）　→根 2月22日 小切紙・2通 2827
本左吉様

栃本組大庄屋所留守居書状（川東田村東光寺閑居願 5月7日 横切紙・1通 2828
ならびに院代願い旦那願いの件）　→［触元役所
にて］根本佐吉様

栃本組大庄屋所留守居書状（川東田村出作出入一件
　等につき）　→［触元役所にて〕根本佐吉様

閏正月11日 横切継紙（包紙入）

・1通
2829

栃穫奇縫課灘翻鯉熱製即i編2月14日 横切継紙・1通 2830

元役所にて］根本佐吉様

渡辺清右衛門書状（御証文書替、浅川御蔵書替改め
　等仰せ下されのこと、その他につき）　→根本佐

2月14日 横切継紙・1通 2831

吉様

某顯羅膿騎舗申上候口上之覚］（栃本村 横切継紙・1通 2832

若松東屋惣左衛門代金勘定書［覚］（布着四つ重ほか） 丑年4月1日 小切紙・1通 2505
若松東や惣左衛門→栃元村根本八郎様

開川寺役僧下小野村長慶寺書状（開川寺後席一件の件） 卯年正月9日 横切継紙・1通 2469
→根本理左衛門様

（書状等一括） こより一括・46点 1438～1483

高田領栃本組大庄屋根本八左衛門書状（当巳年賦金 巳年12月21日 横切継紙（包紙入） 1438
早々上納のこと）　高田領栃本組大庄屋所［栃本村 ・1通
根本八左衛門］→赤羽村六郎右衛門様

懸七書状（貰い物進上のこと）　懸七→門之助様、八 12月28日 横切紙・1通 1439
左衛門様

深谷唯八書状（当村90歳者病死につき御届書御奥印 10月25日 横切継紙・1通 1440
願いのこと）　深谷唯八→根本八左衛門様

孫三郎書状（御組下諸役人中御済金のうち下新城村 6月12日 横切継紙・1通 1441
勝右衛門分認直し御金方様より指示につき弁書差
し戻しのこと）　孫三郎→根本八左衛門様

鈴木源十郎書状（当春拝借口々別紙の通り相認め侯 11月9日 横切継紙・1通 1442
旨）　鈴木源十郎→根本八左衛門様

深鰹装謝読暴舗鵬爆㌫蘇覇叢 6月21日 横切継紙・1通 1443

御取り替え願いなど）　深谷唯八→栃本にて根本八
左衛門様

鈴木源十郎書状（御礼労々罷上りたく存じ候えども 11月6日 横切継紙・1通 1444
延引につき申し訳なき旨）　鈴木源十郎→根本八左
衛門様

深谷唯八大沼清左衛門書状（余内金皆納承知のこと、 4月13日 横折紙・1通 1445
ならびに本御通遣わされたき旨）　深谷唯八、大
沼清左衛門→根本八左衛門様

鈴木源十郎書状（本文欠）　鈴木源十郎→根本八左衛 横切継紙・1通 1446
門様

某書状（御役々様へのお見舞い品につき石井氏鈴木 横切継紙・1通 1447
氏とご相談下されたき旨）

小松村河野喜左衛門書状（次男宗蔵川辺村次左衛門 12月16日 横折紙（包紙入） 1448
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2．栃本組大庄屋所／7．書状

方へ縁約につき粗茶進上招待のこと）　小松村河 ・1通
野喜左衛門→栃本村根本八左衛門様

中畑村小針良蔵書状（小田新田一件書付御認め下さ 5月20日 横切継紙（包紙入） 1449
れ今日差し上げられ候筈のところ、私持病にて出 ・1通
勤仕りかね候旨）　中畑村小針良蔵→触元御役所に
て根本八左衛門様

市川覚左衛門書状［口上］（私出勤の儀当時御勘弁 4月30日 横切継紙・1通 1450
願いたき旨、ならびに郷帳諸帳面差し上げのこと
など）　市川覚左衛門→根本八左衛門様

鈴木文助差出覚［覚］（当村安右衛門御返納銭差し 酉年11月17日 小切紙・1通 1451
上げのこと）　鈴気文助→根本八左衛門様

（包紙）（「霊力萬金丹」引札紙背） 小切紙・1枚 1452

井上与左衛門書状（お目にかかり申したく只今御遣 7月8日 小切紙・1通 1453
わしなさるべき旨）　井上与左衛門→栃本組大庄屋
中

（俳句書付） 小切紙・1枚 1454

新礫醐副麓卸囎鱗騰躍楼響相戻 正月15日 小切紙・1通 1455

覚（御役人接待につき食器類書き出し覚） 横折紙・1通 1456

金山組大庄屋石井文治右衛門書状［口上］（附出増 10月3日 横切継紙（包紙入） 1457
銭願の件につき模様お尋ね、ならびに数納割帳死 ・1通
失人調書等につきお礼など）　金山組大庄屋石井文
治右衛門→栃本組大庄屋根本八左衛門様

矢吹孫三郎書状（御検見ならびに青交米早納日限に 8月8日 横切継紙・1通 1458
つきご相談の件）　矢吹孫三郎→根本八左衛門様

某書状（堀ノ内村与頭茂市親杢右衛門より釜子へ貸 小切紙・1通 1459
金一件）

溝弥惣右書状（申し談じたき儀これあり我等宅へお 6月28日 横切継紙・1通 1460
出下されたき旨）　溝弥惣右（溝口惣右衛門か）→
栃本組大庄屋

根本八左衛門銭受取書下書［受取申銭之事］（栃本 竪切紙・1通 1461
組より去戌年中御厩へ相納め候干草御下げ銭）
（栃本組大庄屋）根本八左衛門→御賄両人殿

栃魏鱒猫唇翻繰醜簿難鍔罫 卯年2月 横折紙・1通 1462

（栃本組外槙村）庄屋兼帯大沼徳左衛門

中川佐兵衛書状（郡方様駕籠繕い代内金引き替えの 2月27日 横切継紙・1通 1463
件、ならびに侍番3人へ金子貸し付けの件お願い
のこと）　中川佐兵衛→栃本村根本八左衛門様

深谷唯八書状（新屋敷村根伐り証文写印形につきお 4月22日 横切継紙・1通 ≦464
知らせならびにお願いのこと）　深谷唯八→根本
八左衛門様

（栃本組先月中出生者覚） 横折紙・1通 1465

宮村市川覚左衛門書状（小田新田村一件につき明早 4月3日 横折紙（包紙入）・ 1466
朝御出張の旨承知のこと）　宮村市川覚左衛門→根 1通

本八左衛門様

欄雛襖驚議講蕪繕駄3き駕鱗蒋 8月28日 横切継紙（包紙入）

・1通
1467

より］大沼徳左衛門→［触元役所にて］根本八左衛門
様
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2．栃本組大庄屋所／7．書状

廣瀬善左衛門書状（判懸りの儀、高橋幾四郎様出府 8月4日 横切紙・1通 1468
につき、お帰り後出頭すべき旨仰せ渡しのこと）
廣瀬善左衛門→根本八左衛門様

鈴木六郎兵衛代太兵衛金子請取書［覚］（9月10月無 戌年11月29日 小切紙・1通 1469
尽金受け取り）　鈴木六郎兵衛代太兵衛→根本八左
衛門様

深仁井田村庄屋深谷唯八書状（御奉行所より差紙到 3月23日 横切継紙（包紙入） 1470
来いたし候えども、御郡方出役ならびに堰普請開 ・1通
始につき出頭御勘弁の旨お願いのこと）　深仁井
田村庄屋深谷唯八書状→浅川御用先根本八左衛門様

某書状（濱尾氏無尽一件催促の件など） 10月24日 横切継紙・1通 1471

浅川中川佐兵衛書状（夏成金引き当てにて新屋敷村 6月4日 横折紙（包紙入）・ 1472
稗代金引き替えお願いのこと）　浅川中川佐兵衛 附共2通

→栃本村根本八左衛門様　　（附〉郷武吉書状（稗代金
お渡し願い）　油屋左兵衛様宛　6月7日

某韓騰丙瀧灘鷺鰹継翻成り申すべ 横切紙・1通 1473

某書状（拙者組内庄屋お呼び出しにつき相談いたし 5月22日 横切紙・1通 1474
たき旨）　□十郎→根本様

深谷唯八書状（金山質物金の件につき人主請人の者 11月25日 横切継紙・1通 1475
金山へ差し遣わし3両2分返金いたし残金来月まで
日延べの旨先方聞き済みこと）　深谷唯八→根本
八左衛門様

石川組ほか5組大庄屋口上願書下書［口上之覚］ 横切紙・1通 1476
（御蔵下村々難渋につき御廻米付出高割のうち御
蔵下上納石高分のほか御上持ちに成し下されたき
旨）　石川組大庄屋鈴木彦吉、釜子組大庄屋鈴木源十
郎、山白石組大庄屋松浦勇右衛門、栃本組大庄屋根本
八左衛門、金山組大庄屋兼帯鈴木伝左衛門、浅川組大
庄屋矢吹沢孫三郎→御手代中様

野木平右衛門書状（3か宿入用銭一件今以て相滞り 4月2日 横切継紙（包紙入） 1477
小前難渋につき来る6日御出勤下されたくお願い ・附共2通
のこと）　野木平右衛門→栃本組大庄屋根本八左衛門
様　　（附）孫左衛門書状（3か宿入用の件につき濱尾
組谷田川柳橋へも書状差出しのこと）　八左衛門様宛
4月3日

矢吹孫三郎書状（御馳走御礼ならびに御祝詞として 6月26日 横切継紙・1通 1478
一樽差し上げのこと）　矢吹孫三郎→根本八左衛門
様

水之や伊兵衛勘定書［覚］（寅中年迄かし〆）　水 巳年正月 小切紙・1通 1479
之や伊兵衛→根本八左衛門様

（俳句三首） 小切紙・1枚 1480

覚（吉岡村亀右衛門勇七より赤羽村可嘉七他の者へ 横折紙・1通 1481
鎌返却のこと）

（包紙、断片等） 小切紙、断片・6 1482
枚

根本八左衛門書状下書ならびに亦左衛門書状綴（貴 28日、10月29日 綴（横切紙）・2 1483
公様御名跡御相続一件心外千万の仰せ渡しにつ 通

き、慰安の旨往復書簡）　［根本］八左衛門：又左
衛門；根（根本）八左衛門

（書状等一括） 卯 こより一括、包紙 1787
入・5通
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