
2．栃本組大庄屋所／7．書状

吉関八郎右衛門書状（関山にご祈祷頼む件関山普請 卯3月24日 横切紙・1通 1787－1

黙齪儲崔黙舗鴇黎塑霧態鴨
されたきにつき）　吉関八右衛門→鈴木源内様、根
本八左衛門様

鈴木源内書状（苗代水無きにては一統難儀につき関 （卯）3月23日 横折紙・1通 1787－2

山ご祈祷頼まるべきにつき）　鈴木源内→根本八左
衛門様

遡講膜聴製甑欝栽耕山異賃嶺1 3月23日 横切継紙・1通 1787－3

右衛門→鈴木源内様、根本八左衛門様

満願寺書状（旱越にて祈祷修行明日取り掛かる件） 弥生23日 横切継紙・1通 1787－4

満願寺→根本八左衛門

力丸市郎兵衛書状（旱魑にて苗代水無きゆえ関山に 3月22日 横切継紙・1通 1787－5

て雨乞いご祈祷したき件）　力丸市郎兵衛→芳賀八
郎右衛門様

（深谷唯八書状等一括） こより一括・9通 1083～1091

唯八書状（持高帳落手の件その他につき）　（深谷） 4月21日 横切継紙・1通 1083
唯八→根本左吉様

唯八書状［口上］（五郎兵衛米御家中御扶持米に差 4月27日 横折紙・1通 1084
上の件につき御領方にて仰渡しの趣）　　（深谷）
唯八→根本左吉様

深谷唯八書状（出作懸り合まず内々にて引合見しか 5月8日 横切継紙（包紙入） 1085
るべく仰渡しの件、ならびに餅米金山へ廻米仰渡 ・1通
しの件など承知のこと）　深谷唯八→根本左吉様

仁井田村庄屋唯八書状［乍恐口上1（持高帳返却の4月25日 横切継紙（包紙入） 1086
こと、ならびに人足御扶持米受取につき組頭長百 ・1通
姓出頭のことなど）　仁井田村庄屋（深谷）唯八→
親方様（包紙は「大庄屋所」宛）

唯八書状（触元役所に罷出、関和久村蕪内村出作掛 4月15日 横切継紙・1通 1087
り合再願書写取り候旨御届）　　（深谷）唯八→根本
左吉様

中野目金次右衛門書状（年始祝詞）　中野目金次右 正月4日 横折紙（包紙入） 1088
衛門→根本佐吉様 ・1通

大騒騎斑㌔疑煙幾雛聾お地整 卯年8月 横折紙・1通 1089

と）　大庄屋所→村々庄屋中

唯儲叢鰍膳薦翻毯難難善凝圭1 10月5日 横折紙・1通 1090

その他につき）　　（深谷）唯八→根本左吉様

唯八書状（堰材木受取書差上げ免除の旨御郡方様へ 10月5日 横折紙・1通 1091
仰上げ願いのこと）　　（深谷）唯八→根本左吉様

小松友右衛門書状（大庄屋所宛提出の稗願金納之覚写 辰年閏正月27日 横折紙、小切紙 1118
し差し上げのこと）　　［外槙村庄屋コ小松友右衛門→ （包紙入）・1通

栃本村渡部清右衛門様 （2枚）

永作書状（多忙につき訪問猶予のお願い）　→［栃本］ 辰年10月20日 横切継紙・1通 3072
根本栄三郎様

釜穗繍雛麗麗轟鴇善蕩静年始病気 辰年12月14日 横折紙・1通 3058

深谷雄三書状（スツホマンチリ譲り下され御礼）　→ 辰年12月17日 横切紙・1通 3055
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2．栃本組大庄屋所／7．書状

根本栄三郎様

高嶋仲右衛門書状（かねてご心配の釜子御領中の件） 辰年12月21日 横切紙（包紙入）・ 1725
高嶋仲右衛門→根本栄三郎様、市川源之丞様 1通

某書状写［覚］（当村清四郎儀傳蔵女房はる打榔一件、 巳年3月29日 横折紙・1通 1114
内々済まし方につき申上げのこと）

一川（市川）源之丞書状（岩瀬郡中ならびに村々庄屋 巳年7月12日 横切継紙・1通 1141
中昨夕出勤の廻状遅延につき当惑至極のこと）
［宮村より］一川（市川）源之丞→釜子御出勤先　根本栄
三郎様

市川覚八書状（取立の儀25日まで延引願のこと） 巳年12月21日 横切継紙・1通 1496
［宮村］市川覚八→栃本組大庄屋所

市川覚八書状（御引合金2両2分の件）　→深谷雄三様 午年2月18日 横切継紙・1通 896

根本佐吉書状（種籾願、稗金納願等相叶い申さざる件 未年2月6日 横折紙・1通 3012
ほか）　→渡辺清右衛門様

深谷金次郎書状（納金一件につき）　仁井田深谷金次 未12月14日 横切継紙・1通 1986
郎→根本様

市川覚八書状（戸籍書加除の件ほか）　→二番組大庄 未年12月15日 横切紙・1通 1826
屋所

市川覚八書状（辰年人帳の件ほか）　→栃本村根本栄 未年12月16日 横切継紙・1通 1827
三郎様

根本利右衛門書状［口上］（上の御年礼につき扇子台 酉年正月4日 横切継紙・1通 2458
御持え下されたき旨）　→橋本又八郎様

堀之内村庄屋穂積勇吉書状〔口上〕（中野俵〆人足白 亥年11月10日 横切継紙・1通 1734

鷺衆黎姪器芦艘舗麟灘勇難型婁
庄屋所

市原貞右衛門書状（贈品御礼）　→渡部清右衛門様 正月4日 横切継紙・1通 3014

坂本屋藤兵衛金銭勘定書［覚］（市川様根本様山川様 正月5日 横切継紙・1通 3068
ほか菓子代）　→御一統様

根本八左衛門書状（時借銭返済ならびに赤合羽取り落 正月8日 横切紙・1通 2896
としの件）　→触元十兵衛様

根元書状（釜子村ほか金納願の件、居村夫食願の件そ 正月14日 横折紙・1通 1159
の他につき通知のこと、ならびに明日帰宅につき迎
人足遣わし方お願いのこと）　根元→御隠居様

河野藤七書状（先達てお話の金子の儀、用立て困難に 正月17日 横切継紙・1通 1121
つき其元様にて才覚なさるべき旨）　河野藤七→渡
辺清右衛門様

中鶴鱗韓囎舗鵯懲御騰編篇釜 正月18日 横折紙（包紙入）・

1通

1120

次右衛門→栃本村根本佐吉様

根奎蕩難聾瑠．欝鮪砺確雛罷 正月18日 横切紙・1通 1173

と）　根本八左衛門→父上様

某書状（御手代中様郡方御役方様御用向滞りなく相済 正月22日 横切紙・1通 2905
み候旨、そのほか）

関根永作書状（吉岡一件代役仰せ付けられ候件、当春 正月24日、2月朔日 横切継紙（こより 926
夫喰願いの件その他につき）　→根本八左衛門様 一括）・2通

小野谷忠太郎金子平四郎書状（上納方滞りの件その他） 正月24日 横切継紙・1通 2457
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→根本利右衛門様

小繍聾髄響課灘駅鐵蹄藷悉鐸 正月25日 横切継紙・1通 1170

の他のこと）　外槙村小松友右衛門→栃本村渡部清右衛
門様

白矯礁謄鰭錨i齢塩耀舗繋繍禦
　も将明き申さずにつきいかがいたすべきかお尋ね致

正月27日 横切継紙（包紙入）

・1通（2枚）

1720

したき旨）　深谷唯八→根本八左衛門様　（別紙）（町
年寄へ取次ぎを頼んでも将明かざる旨）

［鰯鴛欄鵬繰燕纏鶉韓羅塞 正月28日 横切継紙（包紙入）

・1通
1116

こと）　　［栃本組大庄屋所留守居］渡辺清右衛門→触元
御役所二而根本左吉様

武吉口上書［口上］（御参会一件は鈴木様より申上候 正月28日 横切継紙・1通 2900
旨、その他につき）　→親司様

鈴木弥兵衛書状（乗蓮寺杉戸へ絵お書き下されたき旨 正月29日 横切継紙・1通 2931
のこと）　→根本徳弥様

根本八左衛門書状下書（河原田村出入一件取扱い、三

灘塁鍾鰹と灘瓢箆辮撫総鶴
閏正月14日 横折紙・1通 1160

様

御金役所書状（御金方引合せの件）　→根本左吉殿 閏正月21日 横切紙（包紙入）・ 3101
1通

（金山組大庄屋石井又左衛門書状等一括） こより一括・19通 1064～1082

金山組大庄屋石井又左衛門書状（唯八よりの封書御 5月9日 横切継紙（包紙入） 1064
届け下され感謝、ならびに御買米一件返書遣わし ・1通
方のことその他につき）　金山組大庄屋石井又左衛
門→栃本組大庄屋根本左吉様

金山組大庄屋石井又左衛門書状［口上］（印判返却 2月17日 横切継紙・1通 1065
のこと）　金山組大庄屋石井又左衛門→栃本組大庄屋
根本左吉様

石井又左衛門書状（親父様羽州湯殿山へ御参詣出立
　の御祝いならびに先日御馳走の御礼）　　［金山組

7月17日 横切継紙・1通 1066

大庄屋］石井又左衛門→［栃本組大庄屋］根本佐吉様

金山組大庄屋石井又左衛門書状（赤羽村納米2合不4月27日 横切継紙・1通 1067
足につき桝改めのこと）　金山組大庄屋石井又左衛
門→栃本組大庄屋根本左吉様

石井又左衛門書状（藤田源次郎殿御手代仮役就任に 5月3日 横切継紙・1通 1068
つき来る6日出勤のこと）　　［金山組大庄屋］石井
又左衛門→［栃本組大庄屋］根本左吉様

石井又左衛門書状（書物返却のこと）　　［金山組大 11月3日 小切紙・1通 1069
庄屋］石井又左衛門→［栃本組大庄屋］根本左吉様

石井又左衛門書状（中野郷蔵突合せの節過不足米の 閏正月26日 横切継紙・1通 1070
こと、ならびに御皆済目録当月晦日差出しにつき
認め方のこと）　　［金山組大庄屋］石井又左衛門→
［栃本組大庄屋］根本左吉様

石井又左衛門書状（拙者後妻として白川金屋町吉十 6月12日 横切継紙・1通（副1071
郎殿御息女世話方依頼のこと）　　［金山組大庄屋］ 書共2枚）

石井又左衛門→［栃本組大庄屋］根本左吉様

石聚鰭擾難薪温騨駄纏智讐窒 8月13日 横切継紙・1通 1072
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山組大庄屋］石井又左衛門→［栃本組大庄屋］根本左
吉様

某書状（先達て珍敷かき御礼） 小切紙・1通 1073

金山組大庄屋石井又左衛門書状（其御村縄替え願の
　件につき古法遵守の旨勧告のこと）　金山組大庄

6月26日 横切継紙（包紙入）

・1通
1074

屋石井又左衛門→栃本組大庄屋根本左吉様

石餐鍵脇槻聾楓盤都欝篇食奈 8月13日 横切継紙・1通（副
書とも2枚）

1075

衛門→［栃本組大庄屋］根本左吉様

刀屋清八書状（つかの儀、23、4日まで出来申さざる
　旨）　刀屋清八→金山村石井亦左衛門様

8月12日 竪紙・1通 1076

石井又左衛門書状（茄子苗植残り拙者方へ下された
　き旨ならびに赤羽村米代金取立依頼のこと、その
　他につき）　　［金山組大庄屋］石井又左衛門→［栃本

4月24日 横切継紙・1通（副
書共2枚）

1077

組大庄屋］根本左吉様

石井又左衛門書状（明日参上の旨お知らせ、ならび
　に赤羽村欠米代金稗代金の件）　［金山組大庄屋］

4月13日 横切継紙・1通 1078

石井又左衛門→［栃本組大庄屋］根本左吉様

石井又左衛門書状［覚］（炭斗・金てらし・花い
　け・御け松茸お貸しなされたき旨）　　［金山組大

10月16日 横切継紙・1通 1079

庄屋］石井又左衛門→［栃本組大庄屋］根本佐吉様

石井又左衛門書状（中野郷蔵願書へ貴組御代役庄屋
　中印形無きにつき今晩中に此方まで御屈けのこ
　と）　　［金山組大庄屋］石井又左衛門→［栃本組大庄

10月朔日 横切継紙・1通 1080

屋］根本佐吉様

石欝灘闘麓轟欝熊饗重 10月23日 横切継紙・1通 1081

［栃本組大庄屋］根本佐吉様

金山組大庄屋石井又左衛門書状（余内金上納の儀承 5月29日 横切継紙（包紙入） 1082
知のこと、ならびに中嶋公様廻村の件につきお伺 ・1通
いのこと、その他）　金山組大庄屋石井又左衛門→
栃本組大庄屋根本左吉様

大沼官蔵書状（何方様にては御用にても御座なきやお 閏正月29日 横切継紙・1通 2899
窺いのこと）　→根本八左衛門様

山川茂十郎書状（別役中調一件拙者所持仕らず侯につ 2月朔日 横切紙・1通 1239
き貸与または写し置き願いのこと）　山川茂十郎→
根本八左衛門様

触元関根永作書状（昨夜上野出嶋村にて近藤氏と相談
　の上、板倉宿の者評議の件等につき取り決めのこと

2月2日 横切継紙・1通（別
紙共2枚）

1240

などお知らせ）　触元関根永作→根本旦那様

岡崎長左衛門書状（庖瘡見舞い欠礼お詫びの件その他） 2月2日 横切継紙・1通 2451
→根本利右衛門様

大沼徳左衛門書状［口上］（御用状箱穿馨の件につき 2月2日 横切継紙・1通・ 2902
伺い）　→大庄屋所

藤十郎書状（諸役銭奥印一件他につき）　藤＋郎→八 2月3日 横折紙・1通 1721
左衛門様

又九郎書状（明日は御両君様間違いなくご出勤のこと） 2月4日 横切継紙・1通 2903
→源十郎様、八左衛門様

根本左吉書状（仁井田村より種籾願い未提出の件など） 2月5日 横折紙・1通 3015
→渡部清右衛門様
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山島伝五郎武栄書状（歳言御祝詞肴代金200疋御礼） 2月6日 横折紙・1通 1773
山島伝五郎武栄→根本八左衛門殿

鈴木源十郎書状（春慶の趣、品々下さるにつき御礼） 2月6日 横折紙・1通 1780
鈴木源十郎→根本八左衛門様

鈴木源十郎書状（棚倉において御兄様病死につきお悔 2月7日 横折紙（包紙入）・ 1742
やみの旨）　鈴木源十郎→根本八左衛門様 1通

小松友右衛門書状（外槙村分上納稗突き合わせ相済み
　候につき出生子方へ下付の稗は御組合よりお廻し下

2月9日 横折紙・1通 唾197

されたき旨）　　（外槙村庄屋）小松友右衛門→渡部清右
衛門様

石井長左衛門書状（御普請御見分御役人様方廻村先触 2月9日 横切継紙・1通 2889
到来その他につき）　→根本八左衛門様

根本左吉書状（苅大豆上納の件ほか）　→渡部清右衛 2月9日 横折紙・1通 3065
門様

書状下書（堤川除御普請人足出し方につき内談のこと） 2月10日 横切紙・1通 1048

石井長左衛門書状（稗金納の件ほか）　　［栃本より］ 2月10日 横切継紙・1通 2890
石井長左衛門→石井文左衛門様

夏梨村彦左衛門書状［口上］（稗手形指し上げのこと） 2月ll日 横切紙・1通 2940
峠［栃本村にて］石井三右衛門様

深谷唯八書状（飢人夫食小前帳差し上げにつき添書差 2月13日 横折紙・1通 壕129
し出し依頼のこと）　深谷唯八→栃本渡部清右衛門様

深谷金次郎書状［口上］（印判御遣わし下されたく） 2月15日 小切紙・1通 894
→遠藤様

六郎兵衛書状（染物代金受取りの件）　→根本八左衛 2月17日 小切紙・1通 2923
門様

深谷弥左衛門書状（伊勢三日市大夫勧化の件につき） 2月22日 横切継紙・1通 1964
深谷弥左衛門→根本八左衛門様

根本左吉書状（御用不済みにつき引き取り申さず候旨） 2月22日 小切紙・1通 3069
→渡部清右衛門様

鈴木源十郎書状（溝口様御廻在につき明晩拙宅にお泊 2月23日 横切継紙・1通 1775
りの旨他）　鈴木源十郎→根本八左衛門様

大沼庄蔵書状（明日参上のところ内用にて明後日に致 2月23日 横切継紙・1通 1784
すにつき他）　大沼庄蔵→根本八左衛門様

川原田村加藤貞次書状（天明3年栃本組夏成金として
　御用立て候金子未返済につき返金願いのこと）　川

2月25日 横切継紙（包紙入）

・1通
2522

原田村加藤貞次［禎次］→根本八左衛門様

根本佐吉書状（栃本組赤羽村庄屋江尻又兵衛へ領奉行
　所より差し控え申し付けにつき伝達のこと、ならび
　に外槙村河原田村飢人夫食の件につき御指紙頂戴に
　つき伝達のこと、その他）　根本佐吉→渡部清右衛門

2月29日 横折紙・1通 1132

様

関根永作書状（貴殿風邪につき私代役として御下札受 2月29日 横切継紙・1通 1272
け取り候旨お知らせ）　関根永作→根本旦那様

吉岡村庄屋三右衛門書状［口上］（4ヶ村立会堰御普請
　所堀湊いにつき村々出人足鍬持参の旨御沙汰伝達の

3月朔日 横切紙・1通 1122

こと）　吉岡村庄屋三右衛門→栃本組大庄屋根本佐吉様

棚倉佐川弥右衛門書状（野手嶋村金太女房質物金返金
　滞りにつき掛け合い世話方願い）　棚倉佐川弥右衛

3月朔日 横切継紙（包紙入）

・1通
1360
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門→栃本村根本八左衛門様

鈴木源十郎書状（品物落手御礼など）　→渡辺清右衛 3月朔日 横切継紙・1通 3061
門様

根本左吉書状（御下銭遣わしのこと）　→渡部清右衛 3月朔日 小切紙・1通 3067
門様

深谷嘉兵衛書状（去月28日江戸到着のお知らせ） 3月2日 横切継紙・1通 1288
［江戸表旅宿より］深谷嘉兵衛→根本鉢左衛門様

根本八左衛門書状（上巳の御祝儀にて粗品進上につき） 3月2日 横折紙・1通 1741
根本八左衛門→石井五郎右衛門様、同又九郎様

根本左吉書状（御用不済みにつき明日帰参のこと） 3月2日 横切継紙・1通 3060
→渡部清右衛門様

川野藤七書状（仕立物の儀宜敷お願いのこと、ならび
　に袖口代銭百文お調えお願いのこと）　川村藤七→

3月3日 横折紙・1通 1188

渡邊清右衛門様

根本八左衛門書状（千田村一件等につき）　根本八左 3月4日 横切継紙・1通 1984
衛門→山川文之助様参人々御中

根本八左衛門書状下書（愚妻こと婚姻前日より持病気
　の件その他）　→矢部源五右衛門様

3月6日 横切継紙・1通 2460

新右衛門書状（去々寅年御廻米附出馬割銭割合高につ
　き不審のこと）　新右衛門→栃本大庄屋所二而渡部清右

3月7日 横折紙・1通 1131

衛門様

唯八書状（役銭取立方出精につき金200疋下賜のこと、
　石川組沢井村より新屋敷村出作人共御年貢不将訴え
　一件御吟味願のこと、その他赤羽忠七願書の件、御
　救金利息取立の件等につき）　唯八→根本佐吉様

3月7日 横折紙・1通 1189

石井又左衛門書状（御領中150両御利足上納につき組
　下村々へ御割り付けのこと）　石井又左衛門→根本佐

3月8日 横切継紙・1通 1191

吉様

矢部源五右衛門書状（無事帰宅の件、ならびに未熟の
　娘万事よろしくお願いいたしたき旨）　→根本八左

3月8日 横切継紙・1通 2453

衛門様

某書状（御用相済兼ね引取り兼ね申し候旨ほか） 3月10日 横切紙・1通 3010

桀谷弥左衛門書状［口上］（十七よミの絹おさ拝借願 3月ll日 横切紙・2通（添 1237
い、ならびに金山石井氏書状伝達のこと）　深谷弥 付書状共）

左衛門→根本八左衛門様　　（添付）石井書状（根本氏へ
御年始伝達お願いのこと）　2月2日付　深谷氏宛

石井又左衛門書状（其組下新屋敷村庄屋武吉殿へ拙者
　組下中寺村孫兵衛より貸金滞りの件につき再願書差
　出しにつき取り計らい方依頼のこと）　　［金山組大

3月13日 横切継紙・1通 1125

庄屋］石井又左衛門→［栃本組大庄屋］根本佐吉様

唯八書状（御領方へ飢夫食拝借願い出につき石数仰せ
　下れるべきこと）　［浅川より］唯八→大庄屋所

3月13日 横切継紙・1通 1126

又左衛門書状別紙（疾之御痛みお見舞いならびに中寺
　村孫兵衛願の件につき）　　（金山組大庄屋石井）又左

3月13日 横切継紙・1通 1127

衛門→（根本）佐吉様

唯八書状（飢人夫食18石聞き屈けられ候こと、ならび
　に稗代金間違いにつき諸帳面書付類提出依頼のこ
　と）　唯八→大庄屋所

3月14日 横折紙・　1通 1128

唯八書状（組中飢人追願夫喰御差紙遣しの件その他）
　［浅川より］（深谷）唯八→渡辺清右衛門様

3月15日 横折紙・1通 1837
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藤井惣右衛門書状（三春傳之助様ご不幸の件ほか） 3月15日 横切継紙・1通 3016
→渡部清右衛門様

鈴木専介書状（風邪につき会合へ俸差し出しの件） 3月15日 横切継紙・1通 3074
→［浅川御詰所にて］根本八左衛門様

菊地弥市右衛門書状（外槙村へ御廻米附馬平均割の件 3月17日 横切継紙・1通 1190
につき割替え御願いのこと）　菊地弥市右衛門→根本
佐吉様

鈴木官吾書状（私宅にて仰せつけられたき願）　鈴木 3月17日 横切紙・1通 1767
官吾→根本八左衛門様

深谷唯八口上［口上］（御上納金29両昨日上納いたす 3月17日 横切継紙・1通 1774
につき他）　深谷唯八→大庄屋所

深谷弥左衛門書状（下野出嶋金、余内上納金に引落し 3月18日 横切継紙・1通 2468
の件）　→根本八左衛門様

藤井惣右衛門書状（今日次八殿御出なされ委細承り候 3月18日 横切継紙・1通 3030
件）　→［栃本村］渡辺清右衛門様

大庄屋所用状下書（宗門改めにつき其村寺院有住無住 3月20日 小切紙・1通 1182
院代などの訳諸事吉岡村庄屋三右衛門殿へ通達のこ
と）　大庄屋所→深仁井田村

天篇露鵬魏黎講整轡妻誘乏畠牒
　寺龍蔵寺院代当村持宝院より上野出鴫村満徳寺へ変

3月21日 横折紙・1通 1180

更願いたき旨）　天倉三右衛門→渡部清右衛門様

佐藤平左衛門書状（去暮中諸割物承知につき暫時御勘
　弁下されたき旨、ならびに小田川村へ余内金御口入

3月21日 横折紙・1通 1185

の件につき）　佐藤平左衛門→根本佐吉様

深谷弥左衛門書状（用水堰御普請の件）　→根本利右 3月21日 横切紙・1通 2464
衛門様

市原貞右衛門書状（酒代勘定か）　→渡辺清右衛門様 3月21日 横切継紙・1通 3018

喜田むら冨八書状（三春傳之助様御内方様御死去の件 3月21日 横切継紙・1通 3019
など）　→［栃本にて］渡部清右衛門様

河野藤七書状（明後日金山組寺社御改めにつき羽織拝 3月23日 横切継紙・1通 1186
借願のこと）　小松村河野藤七→栃本村渡部清右衛門様

上欝纏鱗亭吾鱗話欝鎌藷籍鱗鑑張k 3月24日 横折紙（包紙入）・

1通

1364

左衛門様

小山田村千野重次郎書状（有賀一件等につき永々御詰 3月24日 横切継紙・1通 1432
合い御苦労千万のこと、ならびに宿駅方有賀へ引替
りの件につき）　小山田村千野重次郎→須賀川にて根
本八左衛門栄三郎様

卯野衛門書状［口上］（母病気につき罷り帰り候旨） 3月24日 横切継紙・1通 3079
→八左衛門様

釜子岩瀬屋萬之助書状（御改肴の儀私御用達致したき 3月24日 横切継紙・1通 3099
旨）　→栃本村根本様

大沼清左衛門書状（今日まで御沙汰なく困惑の旨） 3月25日 横切継紙・1通 872
→根本八左衛門様

永作書状（朔日御差し出しの御状明日前田川へ差し遣 3月26日 横切継紙・1通 1356
わし候こと、宮村組人足割りのこと、宇金吾様より
宜しく御申し訳のこと）　（関根）永作→根本若旦那
様
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唯八書状（海道御奉行様御奉書到来の件につき白坂宿

罐鮮嚢巌藁窃蜀より灘囎灘雷
3月27日 横切継紙・1通 1187

様

根本八左衛門書状下書（返金催促の件）　→清右衛門 4月2日 横切継紙・1通 1835
様

福岡継治郎書状（借用金返済今少し御勘弁願いたき旨
　お願い）　福岡継治郎→根本八左衛門様

4月2日 横切継紙（包紙入）

・1通
2504

形見村庄屋清左衛門書状［覚］（類病人共へ拝借米稗 4月2日 横切継紙（包紙入） 2972
下され切証文の件ほか）　→［大庄屋所］根本八左衛 ・1通
門様

有賀興平書状（須賀川表御出張の節入用金お立替えの

特塒繍麟弩鼎駄％擁躾轡
4月5日 横切継紙・1通 1414

［釜子より］有賀興平→［栃本村にて］根本栄三郎様

嘉七書状（棚倉へ御証文遣わしの件）　→根本八左衛 4月6日 横切継紙・1通 2914
門利左衛門様

石井嘉七書状［口上］（明早朝此方より書状遣わしの 4月6日 横切継紙・1通 2915
件）　→根本利左衛門様

根本栄三郎書状（明早朝金子御遣わし下されたき旨） 4月8日 横切継紙・1通 1423
［栃本より］根本栄三郎→仁井田深谷金次郎様

某書状（平潟行惣代御受合の件） 4月9日 横切紙・1通 2439

石沢吉左衛門書状（籾借用の件など）　→渡辺清右衛 4月10日 横折紙・1通 3035
門様

仁井田村深谷金次郎書状（忠之助金子調達の件ならび 4月14日 横切継紙・1通 1428
に庄助一件につきお願いのこと）　仁井田村深谷金
次郎→根本八左衛門栄三郎様

深谷弥左衛門書状（停婚姻につき御光来のお願い） 4月16日 横切継紙・1通 2463
→根本八左衛門様

杢左（衛門）書状（国元より何も挨拶仕らず云々）　杢 4月17日 横切継紙・1通 1415
左（衛門力）（破損）→御旅館根本様

穂積寅吉書状（馬代金年賦証文、仁井田村より差出候 4月19日 横折紙・1通 1783
証文差上につき）　穂積寅吉→根本八左衛門様

大沼清左衛門書状［乍恐口上書を以申上候］（深谷氏 4月20日 横切継紙・1通 1321
へ右一条相願い候ところ大方は承知の様に相見え候
旨お知らせ）　大沼清左衛門→根本八左衛門様

深谷唯八書状（物頭様御案内、拙宅にて休息などにつ 4月22日 横切継紙・1通 1776
き）　深谷唯八→根本八左衛門様

深谷雄助書状（明24日両御手代様御来臨につき来宅願 4月23日 横切紙・1通 3092
い）　→根本八左衛門様

神宮寺旭恵書状［乍揮伸口］（種々御投恵御深志感謝 4月26日 横折紙（包紙入）・ 1399
ならびに26日に御来駕御願いのこと）　神宮寺旭恵 1通

→栃本村根本八左衛門様

根本八左衛門書状下書（江戸表へ御繰出金不足につき 4月28日 横切継紙・1通 1011
調達仰せ下され承知のこと）　根本八左衛門→菅沼市
兵衛様、龍田傳右衛門様、三宅与市郎様

矢吹源左衛門書状［口上］（孫三郎儀、帰り次第御礼 5月3日 横切継紙・1通 1785
申上るにつき）　浅川矢吹源左衛門→［於栃本二］根
本八左衛門様
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中ノ目利右衛門書状（何日頃御引取り下され候やお伺 5月3日 横切継紙・1通 1996
い）　→根本八左衛門様

中嶋門蔵書状（益蔵殿田植え出精のこと、ならびに武
　右衛門方へ書状お届けお願いのこと）　中嶋門蔵→

5月5日 横切継紙（包紙入）

・1通
1222

栃本村根本八左衛門様、根本益蔵様

鈴木彦吉書状（端午ご祝儀として一種一樽進上につき） 5月5日 横折紙（包紙入） 1782
鈴木彦吉→根本八左衛門様 ・1通

山川茂十郎書状（米代御遣わし下されたき旨）　→根 5月6日 横切継紙・1通 2456
本八左衛門様

徳左衛門書状別紙（江坂様安松様何も御受納なき旨、
　ならびに貴書不参の件、金子不足の件など）　（栃

5月9日 横切継紙・1通 1254

本組吉岡村庄屋兼帯形見村庄屋大沼か）徳左衛門→根本
様

鈴木専治平書状（酒の通紛失につき書替えの件）　→ 5月26日 横切継紙・1通 2948
根本徳弥様

本沼組大庄屋室庄右衛門書状（松崎村宇之吉と申す者
　其の御村へ駒付駄馬つなぎ置きの件につき御勘弁御

5月27日 横切継紙（包紙入）

・1通
1285

礼のこと）　本沼組大庄屋室庄右衛門→栃本組大庄屋根
本八左衛門様

関根永作書状（江戸表よりの書状百井様へ差し上げ侯 6月6日 横切継紙・附共2 612
件）　→根本八左衛門様　　（附）中島門蔵書状　根本八 通

左衛門様宛　5月29日　1通

熱醸鍵購叡杳醍縁誘凝沓裏鰹撰
　田村の者へご理解仰せつけ願い）　蕪内村橋本新平

6月6日 横切継紙（包紙入）

・1通
2506

→栃本村根本八左衛門様

青木元昌書状（御袋様薬用の唐大人参代銭借用のお願 6月8日 横切継紙・1通 3082
い）　　［川原田村より］青木元昌→［栃本にて］渡部清
右衛門様

山難辮芦鵜擬鯉網魁諜輪豊宅論 6月9日 横折紙・1通 1357

今日御出下されたき旨）　山川門之助→根本八左衛門
様

武麓謝鮎綴猫麟瞥聡難鰹灘急
　き権治郎至急出頭のこと）　武吉→渡辺清右衛門様

6月9日 横切継紙・附共2
通

1600

（附）触元役所添状［添状］（御奉行所より大急御用事に
つき栃本組大庄屋所へ村継ぎのこと）　栃本組大庄屋所
浅川より栃本まで村々庄屋中宛　戌6月

関根永作書状（7年廻り人別御改めの件ほか）　→根 6月9日 横切継紙・1通 3008
（根本）八左衛門様

大沼徳左衛門書状〔口上〕（夏成金上納よんどころな
　き事情により長八に持参させる旨）　大沼徳左衛門

6月10日 横切継紙・1通 1744

→根本八左衛門様

深渡戸村喜左衛門書状（芝地調帳差上の件につき） 6月15日朝 横折紙・1通 1735
深渡戸村喜左衛門→栃本村根本八左衛門様

雄三・才助連名書状（御改御日限来る28日の旨仰せ渡 6月20日 竪切紙・1通 1145
しにつき通知のこと）　雄三、才助→根本様

八携爆磐き甲以差舗鱗灘御役所へ差し出 6月25日 横切紙・1通 嘩275

市川覚左衛門書状（養子御貰いにつき願書印形の件） 6月26日 横折紙・1通 1960
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宮村より市川覚左衛門→釜子御出勤元にて根本八左衛門
様

大沼徳左衛門書状（仁井田村抜け堰御見分の件）　→ 6月28日 横切紙・1通 3089
根本八左衛門様

根本八左衛門書状下書（白坂宿助郷一件につき内談の
　こと）　根本八左衛門→市川覚左衛門様

7月朔日 横折紙・1通 1050

鈴木武八書状（江戸旅宿三左衛門ほか3名より一件吟
　味の様子書状到来につき差し上げのこと）　鈴木武

7月朔日 小切紙・横切継紙
（包紙入）・2通

1231

八→鈴木官吾様

関根永作書状（嵐にて畑物相損じ候件など）　→根本 7月2日 横切紙・1通 871
旦那様

金山組大庄屋石井又左衛門書状（先達てお頼みの御腰
　物柄巻の件につき切羽鍔遣わされ候こと、ならびに
　不植付田調帳面提出督促の旨口上のこと）　金山組

7月3日 横切紙、横切継紙
（包紙入）・附共3
通

2501

石井又左衛門→栃本組大庄屋根本佐吉様　　（附）唯八書
状（金山よりの書状転送のこと）　佐吉様　7月4日

深谷弥左衛門書状（細倉村旱損地の件につき明日呼出
　の処、白川へ出張につき延引願）　深谷弥左衛門→

7月4日 横切継紙（包紙入）

・1通
1022

根本八左衛門様

鈴木源十郎書状（御息女麻疹の件ならびに中野間屋願
　い出の増銭一件につき）　鈴木源十郎→根本八左衛門

7月5日 横切継紙（包紙入）

・1通
1748

様

石井又左衛門書状（石尊参詣につき饒別進上のこと） 7月6日 横切継紙・1通（2 1019
（金山組大庄屋）石井又左衛門→根本左吉様 枚）

矢吹孫三郎書状（平均割割合方につき故障有無お伺い
　のこと）　矢吹孫三郎→根本八左衛門様

7月6日 横切継紙・1通 1246

金由組大庄屋石井又左衛門書状（余内金の件、早稲中

攣懲蠣雛。轡哩蒲懲醗狸綿些
7月12日 横切継紙（包紙入）

・1通（副書共2枚）
1”2

栃本組大庄屋根本左吉様

市川覚左衛門書状（湯殿山参詣のため御暇願い差し上
　げ申したく御印形願い）　市川覚左衛門→根本八左衛

7月13日 横切継紙・1通 1323

門様

藤左衛門書状（痢疾流行の件他につき）→根本八左衛 7月15日 横折紙・1通 1961
門様

山購髄態賢蟻総欝藷離暫観鰭甕茱 7月16日 横折紙（包紙入）・

1通

1710

八左衛門様

遠藤利兵衛書状（伊達郡湯野村入湯のため長留守につ
　き触元年番御用向など代役の者へ申し付け置き候
　旨）　遠藤利兵衛→根本八左衛門様

7月19日 横切継紙・1通 1251

関根永作書状（郡方人別書上帳面出来につき）　→根 7月19日 横切継紙・1通 2247
本八左衛門様

関根永作書状（郡方人別書上帳面出来の件）　→根本 7月19日 横切継紙・1通 2447
八左衛門様

達之助書状（別紙の通り御触書写差し上げのこと） 7月20日 小切紙・1通 1401
達之助→根本様

遠藤菊右衛門書状（拙者御子様方奥役人本役仰せ付け
　られ候旨お知らせのこと等）　［秋田山城守内飯倉下

7月23日 横切継紙（包紙入）

・1通
2509

屋敷］遠藤菊右衛門→［榊原遠見守様御領分栃本村］根
本八左衛門様
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市川覚左衛門書状（御陣屋の内御焼失の件、拙者眼病
　の上暑当りにて代役差出しの件など）　→根本八左

7月28日 横切継紙・1通 2467

衛門様

山邊傳五郎書状（新宅引き移りのお知らせ、ならびに
　久吉入用帳面算用お調べ願の件など）　山邊傳五郎

8月2日 横切継紙（包紙入）

・1通
辱366

→根本八左衛門様

深谷弥左衛門書状（川東田百次郎妻一件延々に樋成り
　候につき貴家様へ相上り御指図受くべき旨云々）

8月3日 横切継紙・1通 1328

深谷弥左衛門→根本八左衛門様

山川達三郎書状（那須湯まで罷越し侯間留守中御詰合
　のほど願い上げのこと、ならびに米買い入れの件問

8月3日 横切継紙（包紙入）

・1通
1418

い合わせ、その他）　山川達三郎→根本栄三郎様、遠
藤一郎様　釜子御出張元え

関根永作書状（宮村泉違変の件につき）　→根本八左 8月5日 横切紙・1通 876
衛門様

金山組大庄屋石井又左衛門書状（御郡方様方御賄いの 8月8日 横切継紙・1通 1110
ため松茸初茸御無心申上たき旨）　金山組大庄屋石
井又左衛門→栃本組大庄屋根本左吉様

矢部源左衛門書状（拙妻6月流産致すにつき他）　矢 8月8日 横切継紙・1通 1760
部源左衛門→根本八左衛門様

深谷弥左衛門書状（御招き御礼）　→根本八左衛門様 8月9日 横切継紙・1通 1844

深谷唯八書状（病人調書御奉行様お読みあそばされた
　きにつき明日中に御遣わされたきにつき他）　浅川

8月ll日 横折紙・1通 1779

より深谷唯八→根本八左衛門様

山川門之助書状包紙　山川門之助→根本栄三郎様 8月14日 包紙のみ・1通 1436

山川書状（高田出立の劒高島氏より御頼みの件失念に
　つき右名前のものへ貴君様より宜敷御通達依頼のこ

8月15日 横切継紙・1通 1194

と）　山川→根本様

当灘鮪魏婁堺鯉矯轍縫野こつき寄 8月15日力 小切紙・1通 1397

石井又左衛門書状（小松川野一条御執り成し下された 8月17日 横折紙（包紙入）・ 613
き旨）　　［金山］石井又左衛門→［栃本］根本八左衛門 1通

様

山川茂十郎書状（八朔金上納の件につき代役と相談の
　上日延べ願い提出依頼のこと、ならびに兼ねてご心

8月19日 横切継紙・1通 1284

配の一件につきお伺いのこと）　山川茂十郎→根本八
左衛門様

遠藤勇蔵書状（池御普請に組頭差し出し兼ね候件、な 8月19日 横折紙（包紙入）・ 1330
らびに上野出嶋村一件につき当村組頭差し出し兼ね 1通

候件）　遠藤勇蔵→根本八左衛門様

大沼徳左衛門書状（人足参り、残金此者へ御上納仕る 8月20日 横切継紙・1通 1778
につき）　大沼徳左衛門→（根本）八左衛門様

大縣蘇犠福櫻栴条1櫨鞭屑轡縷醤8月21日 横折紙（包紙入〉・

1通

2534

門→栃本組大庄屋所

岩た屋忠治書状（小倉はかま地御入用の件）　→渡部 8月21日 横切継紙・1通 3076
清左衛門様

深谷金次郎書状（米5俵納め先につきお問い合せのこ 8月23日 小切紙・1通 1398
と）　深谷金次郎→大庄屋所

一191一
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番聡輔鱒繋騰晃歪齢盤轡出謙 8月25日 横切継紙・附共2
通

2536

鈴木秀（カ）次郎→栃本根本八左衛門様　　（附）番沢問屋
書状（中野出急御渡米割馬の件、関口廣之丞様御出役御
繰出しにつき千田村へ不参馬催促状）　千田村庄屋中宛
8月25日

根本左吉書状（今日戻りかね候につき明日御遣わし下
　されたき旨、その他）　→渡部清右衛門様

8月28日～9月1日 横切継紙・こより
一括（3通）

3037

柏屋茂平書状（薬御用につき）　→渡辺清右衛門様 9月朔日 横切継紙・1通 3093

深沢弥平書状（今日結納首尾よく調い候件）　→根本 9月2日 横切紙・1通 2968
八左衛門様

菊池弥市右衛門書状（慮外ながらお休みくださるべく
　につき）　菊池弥市右衛門→渡部清右衛門殿

9月4日 横切継紙・1通 1761

根本益蔵書状［口上］（兼ねて村内より申し出の五反
　ばた出来、明日せんぐう仕りたく休日願い出につき、
　指図お願いのこと）　根本益蔵→根（根本）八左衛門様

9月5日 横切継紙・1通 1221

石井又左衛門書状（御祭礼につき妹俸差し出しのこと
　など）　→根本八左衛門様

9月7日 横切継紙・1通 2943

石井又左衛門書状（重太郎をお寺参りに遣し候件など） 9月7日 横切継紙・1通 2944
→石井七三右衛門様

関根永（作）書状（苅大豆干草割賦の件につき）　関根 9月8日 横切継紙・1通 1324
永（作）→根（根本）八左衛門様

関根永作書状［口上］（御用金当役所にて割合の件御
　勘弁あるべき旨）　関根永作→根（根本）八左衛門様

9月10日 横切継紙・1通 1274

達黎離槻爵鱗騰礁篠鶴鰹房齢
　につき）　達之助→根本様

9月11日 横切継紙・1通 1419

市川覚左衛門書状（御検見一件御参会の儀、御用状つ
　いでに触元より御沙汰のこと）　市川覚左衛門→根本

9月11日 横切継紙・1通 2510

八左衛門様

深鱒舗賄繍撮肇募螺雛蝶籍齢
　申し上ぐべく侯旨）　深谷弥左衛門→根本八左衛門様

9月17日 横切継紙・1通 1349

大沼徳左衛門書状（あま酒祭り開催の件）　→根本八 9月18日 横切継紙・1通 3039
左衛門様

達之助書状（棚倉様所替継立人馬取調べ惣代として岩
　瀬郡惣代庄屋中出会につき貴御両組よりも惣代庄屋
　差出しのこと、ならびに貴両組年賦金残金上納のこ
　と）　達之助→根本様

9月20日 小切紙・1通 1193

白川宿常盤彦助書状（去月10日南部大膳太夫様御通行
　人馬配賦の節馬1匹不参の件につき御糺し方願い）

9月20日 横切継紙・1通 1365

白川宿常盤彦助→栃本村御役人衆中

石井又左衛門書状（数納割前々の通り村々惣高本石を
　もって御触出のこと、ならびに数納割帳仕立て方の
　こと）　　［金山組大庄屋］石井又左衛門→［栃本組大庄

9月28日 横切継紙・1通 1113

屋］根本左吉様

八左衛門書状（御自分縁談の件につき今日明日中に赤 10月6日 横切継紙（2とも 1337－1

羽親元へ引き合い取り分け申さるべきこと、ならび
に弥左衛門書状同封のこと）　（根本）八左衛門→百

包紙入）・1通

次郎殿　　（包紙表書〉「大庄屋所→川東田村庄屋中　十月
六日朝出ス」
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深谷弥左衛門書状［口上］（百次郎縁談につき、赤羽
　へ引き合い今日明日中に離別致し候様川東田へ仰せ

10月6日朝 横切継紙（1とも

包紙入）・1通

1337－2

遣わしのこと）　深谷弥左衛門→根本八左衛門様

深谷弥左衛門書状［口上］（細倉村稗証文へ御奥印願 10月6日 横切継紙・1通（別134唾
い）　深谷弥左衛門→根本八左衛門様 紙共2枚）

深谷弥左衛門返書（渡部様金子の件にて明日参上すべ
　きところ風邪にて参りかねる旨）　深谷弥左衛門→

10月6日 横切紙・1通 1739

根本八左衛門尊答

某（根本氏か）書状下書（百次郎一件、諸道具長持と
　も赤羽へ差し送り候件につき）

10月7日 横切紙・1通 1343

大沼清左衛門書状［口上書を以申上候］（下野出嶋村
　無尽懸金別紙の通りに御座侯旨）　大沼清左衛門→

10月8日 横切継紙・別紙共
2通

1345

根本八左衛門様　　（別紙）覚（栃本村懸金）

深谷弥左衛門書状（川東田百次郎離別につき諸道具送
　り遣わしの件など）　深谷弥左衛門→根本八左衛門様

10月9日 横切継紙・1通 1336

（書状包紙）　馬喰町西方屋二而大沼徳左衛門→根本八左衛
　門

10月9日 包紙のみ・1枚 2046

根本八左衛門書状下書　→鈴木幸左衛門様 10月15日 横切継紙・1通 2446

大沼官蔵書状（兼ねてお話申し興候鉤一件につき） 神無月17日 横切継紙・1通 3073
→根本八左衛門様

白石武兵衛書状（郡中上納金の件につき）　→根本栄 10月18日 横切継紙・1通 3051

三郎様、市川源之丞様

永蔵書状（岩瀬殿への謝礼の件）　永蔵→根本様 10月20日 横切継紙・1通 1703

多纏灘訪欝騰鋼誕纏穫に宗門帳およ 10月20日 横切継紙・1通 摩711

熊谷代吉書状（硝石貸付調方の件）　→根本惣助様、 10月20日 横切紙・1通 3059
鈴木貞次郎様

山川藤十郎書状（拝顔申しあげたきにつき是非お出で
　下されたき件および殿様四品の仰せ蒙られご祝儀の

10月22日 横折紙・1通 1967

件等につき）　山川藤＋郎→根本八左衛門様

須か川中宿村田屋村上清七書状（先だって参上の節ご
　馳走に相成り侯につき礼状）　村上清七→［栃本村御

10月23日 横切紙（包紙入）・

1通

1714

庄屋様二而］渡辺清六様

鈴木茂七書状（其御組下新屋敷村常光寺旦那嘉惣次養
　女、実父白川天神町清右衛門に無体に引き取られ候

10月23日 横切継紙（包紙入）

・1通
2973

一件につき）　　［石川組大庄屋］鈴木茂七→栃本組大庄
屋代役深仁井田村庄屋唯八様

触元関根書状（八木様より御出在日限につき仰せの趣 10月25日 横切継紙・1通 1013
伝達のこと）　触元関根→根本旦那様

大沼官蔵書状［乍恐口上］（先達て御触の籾上納につ 10月26日 横切紙・1通 1278
き石数お尋ねのこと）　大沼官蔵→根本八左衛門様

柏屋書状（ようかん他菓子注文の件につき）　柏屋平 10月26日 横切継紙・1通 1712
兵衛→［栃本二而］清右衛門様

穂積長左衛門書状（私印形入用の件、御改めの件他に 10月26日 横切紙・1通 1715
つき）　堀之内村穂積長左衛門→大庄屋所渡部御隠居様

根本八左衛門書状（助郷につき書付差出しの件か） 閏10月16日 横切継紙・1通 2929
→中寺村庄屋六郎兵衛殿、社仁井田村庄屋半右衛門殿
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2．栃本組大庄屋所／7．書状

関撃鑛勇勢罐箋勲鰭鍛灘鞭人の金 11月3日 横切継紙・1通 1713

金子平四郎書状（橋代え御宿の件その他）　→根本利
　右衛門様

11月3日 横切継紙・1通 2450

山川寛次郎書状（金子此者へ御遣わし下されたき旨）
　→［釜子］鈴木亥之次郎様

11月7日 横切紙・1通 3052

白石十郎次書状（明朝御帰村のぞみ奉り候につき）
　白石十郎次→根本八左衛門様

霜月8日 竪紙・1通 1754

永作書状（夫喰米非常米控張見当たらざる件など）
　→根本様

ll月8日 横切継紙・1通 3053

［石川］鈴木茂七書状（炭3俵御遣わしの件）　→［栃
本］根本八左衛門様

ll月8日 横切継紙・1通 3064

鈴木文介書状（御村銀八と当村金之助掛合一件につき） 11月9日 横切継紙・1通 3007

触元永作書状（野出嶋村皆済につき出精御礼、ならび
　に吉岡仁井田人足差出しの件につき）　触元永作→

11月10日 横切継紙・1通 1018

根本旦那様

永作書状（百井様、星野様、福岡様へ委細申し上げの
　首尾お知らせのこと、ならびに俸眼病療治手間取り
　帰国遅れの件につき弁書お認めのこと、その他）
　（関根）永作→旦那様

11月15日 横切継紙・1通 1359

益蕪群。藩辮行犠鵯繍鞭お伺い沙 ll月15日 横切継紙・1通 1705

西田主馬書状（一統寺参会の旨小松連中に相談の件） 霜月15日 横切継紙（包紙入） 3038
→［栃本村にて］根本八左衛門様 ・1通（別紙共2枚）

大響雫嚢麟撫葬し燃羅羅穰禦灘 ll月17日 小切紙・1通 1338

斐野次右衛門書状、（白川米屋佐七へ相渡し置き栃本村
御林松木、今日請取り来村につき貴殿お取り計らい
お願いのこと）　浅野次右衛門→栃本組大庄屋根本利

ll月20日 横切継紙・1通 1595

左衛門殿

朶谷弥左衛門書状［口上］（御米方今日釜子御蔵へ皆
済につき御安堵下されたき旨、ならびに縄菰不納の

　ところ差し上げ申し候こと）　深谷弥左衛門→根本八

11月21日 横切継紙・1通 1319

左衛門様

市川覚左衛門書状（去酉年御廻米附出し馬継銭の件 ll月21日 横切継紙・1通 2459
→根本八左衛門様

某（大沼力）書状［舌状］（御土産の御礼）　大（以下欠 霜月22日 横切紙・1通 1277
損。大沼徳左衛門力）ゆ根本八左衛門様

白石武兵衛書状（上納金の件につき）　→根本栄三郎 霜月23日 横切継紙・1通 3050
様、市川源之丞様

藤本書状（御皆済4月延願いの件他につき）　藤本→ ll月25日 横折紙・1通 1709
八左衛門

釜講杢簾製灘瑠鴨撒騨讐亀深穗 11月25日 横切継紙（包紙入）

・1通
2508

右衛門→栃本村根本八左衛門様

鈴木源十郎書状（中野御蔵突合の儀、拙者納め次第突
　合すつもりにつき）　鈴木源十郎→根本八左衛門様

11月27日 横切継紙・1通 1781

金山組大庄屋石井又左衛門書状（稗大豆油荏植付田書
　上帳につき御郡方様方案文伝達のこと）　金山組大

11月28日 横切継紙（包紙入）

・1通
1111

、
マ
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庄屋石井又左衛門→栃本組大庄屋根本左吉様

鈴木官吾書状（一件につき皆済お急ぎあそばされるべ 11月28日 小切紙（包紙入）・ 1736
きこと）　　［鈴木］官吾→根本八左衛門様 1通

大沼徳左衛門書状（御蔵突合せ指控えの件など）　→ 11月28日 横切継紙・1通 2908
根本八左衛門様

関鼎鰐装押晶礁鶴鍛鱗笛麗斐鰍 12月2日 竪紙・1通 1353

進達のこと）　関根永作→（根本）八左衛門様

［石川組大庄屋］鈴木茂七書状（其御組新屋敷村より 12月3日 横切継紙（包紙入〉 3040
中畑村へ先月中半数相済まし申さざるにつき厳しく ・1通
申し付けらるべき旨）　→［栃本組大庄屋］根本八左
衛門様

矢吹大野左市書状（米酒代金返済御猶予お願いの件） 12月10日 横切継紙（封筒入） 1832
→［栃本］根本兄上様 ・1通

覚八書状（御陣内御普請差し出し人馬の件等につき） 12月10日 横切継紙・1通 1987－2

覚八→栄三郎様

市川覚八書状（金子才覚の件につき）　→［栃本村］ 12月11日 横切継紙・1通 1999
根本栄三郎様

深谷弥左衛門書状（長年賦証文極の件）　→大庄屋所 12月11日 小切紙・1通 2454

壱番組大庄屋所用状（納縄菰の件）　→弐番組大庄屋 12月12日 横切紙・1通 1828
所

触元山川寛次郎用状（田別調ならびに御下札の件） 12月12日未下刻 横切紙・1通 1987－1

触元山川寛次郎→根本栄三郎様

常松儀三郎書状（当地滞留中ご尊顔を拝したき旨） 12月13日 横切紙・1通 1845
→根本八左衛門様

大沼徳左衛門書状（正人馬差出しの件につき帳面に記 極月13日 横切紙（前欠か） 2901
しお窺いのこと）　→根本八左衛門様 ・1通

濱尾山川寛次郎書状（人足雇賃金の件他）　→栃本根 12月13日 横切継紙・1通 3003
本栄三郎様

橋本久七郎書状（仁井田山掛〆高の件）　蕪内橋本久 12月14日 横切紙・1通 1980
七郎→栃本根本栄三郎様

山川寛次郎書状（両公様滞りなくご出立の件他につき） 12月15日 横切継紙・1通 1745
山川寛次郎、遠藤卯野右衛門→根本栄三郎様、市川源之
丞様

山川寛次郎書状（田別調べの件など）　→根本様 12月16日 横切紙・1通 1831

金山組大庄屋石井又左衛門書状（目録上げ25日に決定 12月18日 横切継紙（包紙入） 1008
の件、ならびに中野郷蔵突合わせにつき御代官所御 ・1通
役所へ御届の件など）　　［金山組大庄屋所］石井又左
衛門→［栃本組大庄屋所］根本左吉様

菅欝纏鮒臨鯉轡（醐離謂晶慰篇 12月18日 横切継紙（包紙入）

・1通
1012

門→［栃本組大庄屋］根本八左右衛門様

大沢清左衛門書状（先日申し上げた残金のこと仰せ付 極月18日 横切継紙・1通 1727
けられの件他につき）　大沢清左衛門→根本八左衛門
様

根本八左衛門圭状（焔硝一件、見合わせ候様申し聞か
　され候問左標怠し召しのこと）　根本八左衛門→松原

極月18日 横切継紙・1通 2507

一次郎様
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2．栃本組大庄屋所／7．書状

関根永作書状（御代役として千田村口書御役所へ持参
　の件）　→根本八左衛門様

12月20日 横切継紙・1通 611

根本八左衛門書状控（常右衛門質物返金一件につき） 12月21日 横折紙・1通 1830
→中野目万之丞様

深谷弥左衛門書状（当村御金方上納押切遅延の件その 12月21日 横切継紙・1通 2461
他）　→根本八左衛門様

釜子甚四郎書状（御扶持方につき書面差出しの件） 12月22日 横切紙・1通 1488
釜子甚四郎→［栃本二而］栄三郎様

菊地甚四郎書状（御証文究め滞りなく相済み候旨なら
　びに浅野様より御反物下し置かれ候問御請取書差し
　出すべき旨）　［釜子出先より］菊地甚四郎→［栃本二

12月22日 横切紙（包紙入）・

1通

1495

て］根本栄三郎様

鈴木幸左衛門書状（清十質物金滞りの件その他） 極月22日 横切継紙・1通 2462
［釜子より］鈴木幸左衛門→［栃本にて］根本八左衛門様

山川門之助書状（御年始の儀御礼扇子献上仰せ付けら 12月22日 横切継紙（包紙入） 2519
れ候旨、ならびに星野公へのお歳暮につきお伺いの ・1通
こと、その他）　山川門之助→根本八左衛門様

江尻吉之助書状（村方へ御口入金半金上納の件、先達 ろう月29日 横切継紙（包紙入） 1137
て差し上げ候八朔金と指し継ぎ御願いのこと） ・1通
［赤羽村より］江尻吉之助→栃本根本八左衛門様

鈴木文治平書状（尊海法印拾符御無心申したき旨） 閏12月27日 横切継紙・1通 2922
→根本利左衛門様

鈴木武八書状（下野出嶋神宮寺罷出兼ね候由のこと） 2日 横切継紙・1通 1344
鈴木武八→根本八左衛門様

金次郎永作書状（縄菰早々上納のこと、その他）　→ 10日 横切紙・1通 2472
大庄屋所

上野出嶋村善重書状（吉大公一件、碇と評議に相成り 14日 横切紙・1通 1489
侯やお伺いいたしたき旨）　上野出嶋村善重→［釜子
御出勤先二而］根本栄三郎様

雄三善三書状（先夜入用の件）　→山川様 14日 横切継紙・1通 2442

雄三書状（腹痛にて不出勤の件）　→根本様 17日 小切紙・1通 3054

根難舘鵬煽諺難隷韓究籍智墜験 18日 横切継紙・1通 1494

本八左衛門→［釜子出先］根本栄三郎殿

達之助書状（伊番え壱斗御替下し置かれ此の者へ御渡 23日 小切紙・1通 1396
し下され候）　達之助→根本様

永作書状（栃本組平均割惣代何れより罷り出侯や、お 25日 小切紙・1通 2966
尋ねのこと）　→根本旦那様

根本八左衛門書状（余内金取立につきお尋ね、ならび 28日 横切継紙・1通 1420
に申し入れのこと）　根本八左衛門→釜子出先根本栄
三郎殿

高久左郎書状（今日はお出で遊ばされ大慶に存じ侯旨、 29日 横折紙・1通 2965
その他）　→根本左吉様

某書状（利左衛門吉蔵書状来着の件） 横切継紙（後欠） 891
・1通

益蔵書状（栃本組深仁井田村庄屋深谷弥左衛門への差 横切紙・1通 1047
紙写のこと）　益蔵→根（根本）八左衛門様

書状下書力（金子古証文二本を新証文に書き直し依頼 横切紙・1通 1134
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2．栃本組大庄屋所／7．書状

のこと）

唯八書状［覚］（釜子村新屋敷村外槙村3か村分夫食
　願ならびに籾願とも早々浅川へ提出のこと）　浅川

横切紙・1通 1156

より（深谷）唯八→大庄屋所

某書状下書（泉崎より各々方への御状につき返事依頼 横折紙（一部切断） 1172
のこと） ・1通

関根永作書状（糀仕込方福岡様へ伝授の件、水損なら

羅難糀携纏慌騨楼欝禦
横切継紙・1通 1220

→根本八左衛門様

触元弥二兵衛書状（関山雨乞御祈祷参詣の件、ならび
　に御出勤延引の段御手代様御立腹につき今日はぜひ
　御出勤なされたき旨）　触元弥二兵衛→根本八左衛門

横切継紙・1通 1247

様

某書状（参着の砺中嶋様へ金二百疋御肴料として差し 小切紙・1通 1281
上げ）

達之助書状［覚］（栃本組去辰呼取金・利足金・焼拝
　借金等上納差し引き取り調べのこと）　達之助→根

横切継紙・1通 1395

本様

関ねや書状（地券一件手順相立ち申さざる件、ならび
　に桑育て方につきお尋ねのこと）　関ねや（関根屋

横折紙・1通 1402

か）→栃本にて根本様

某書状（民政御役所書上囲米買い戻しの件につき御書
　面の趣当惑仕り候旨）

横切継紙・1通 1431

三之宿左祐左衛門書状（御書翰御落手なさるべく云々） 小切紙・1通 1433
三之宿左祐左衛門→御会所根本様

深谷金次郎書状包紙　深谷金次郎→根本栄三郎様 包紙のみ・1通 1435

要用書類（書状、願書等）→内容多様につき分割掲載 袋入・19点 1583～1601

書状下書（村々難渋願一件などにつき） 横折紙・1通 1756

寺田忠八書状［覚］（馳走御礼）　寺田忠八→根本八左 横切継紙（包紙入） 1757
衛門様 ・1通

書状下書（御役御免御内意申し上げ候始末などにつき） 小切紙・1通 1762

書状下書（打殿など一件内談も相免じ出動いたし候へ
　共いまだ不穏につき）

横切紙・1通 1763

書状下書（郡内村々騒動、打殿しなどにつき） 横切紙・1通 1764

西内曽八書状（遠藤隠居頼方の儀、白屋忠鉄郎に送り
　候も風邪にて出頭なりかねることなどにつき）　曽

横切継紙（封筒入）

・1通
1777

八→栄三郎様

触元市川源之丞書状ならびに覚（栃本組ならびに宮村
　組へ夫人足割賦につき））　触元市川源之丞→栃本村

横切継紙・3通 1914

根本栄三郎様

某口上書下書［口上之覚］（立替金利足の件）　→御 横折紙・1通 2004
手代中様

（書状包紙）　新屋敷村庄屋武吉→栃本組大庄屋所 包紙のみ・1枚 2370

某書状（触元普請入用の件その他） 横切継紙（後欠〉 2455
・1通

深谷弥左衛門書状（願書下書持参の件）　→根本利右 七夕 横切紙・1通 2465
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衛門様

某書状下書（この度御願一件御深慮の段御礼） 横切紙・1通 2910

藤井惣右衛門書状（銭買人の件、わん御注文書の件な
　ど）　→渡辺清右衛門様

横切紙・1通 3026

白石武兵衛書状（御話あるにつき御出下されたき旨）
　［角屋にて］白石武兵衛→［中屋にて］根本栄三郎様

小切紙・1通 3057

根本左吉書状（居村ならびに仁井田細倉種籾仰せ付け
　の件）　→渡部清右衛門様

小切紙・1通 3070

三宅与市郎龍田傳右衛門書状（八朔金先納の件その他）
　→栃本組大庄屋根本八左衛門様　　（附）栃本組大庄屋根
　本八左衛門口上書控［口上之覚］（栃本組八朔金先納之代
　根本八左衛門才覚金上納）　酉6月15日　御奉行所宛　横
　折紙、ほか覚1通

横切継紙（包紙入）

・附共3通
3100
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（サブフォンド記述）

3、栃本村庄屋所

文書群の年代　　寛文11（1671）年～元文6（1741）年（内容年代）

文書群の数量　　31点

栃本村庄屋所の歴史

　栃本村については、「根本家文書解題」〔フォンド記述〕（5頁）を参照のこと。

　根本家は、近世初頭から栃本村庄屋をつとめていたと考えられるが、詳細は不明。本文書では、正

徳2（1712）年が栃本村庄屋としての根本家の名を確認できる最初である。寛保元（1741）年以降の

高田領時代は、明治5（1872）年まで代々栃本村庄屋の地位にあるが、この時期については「2．栃本

組大庄屋所」〔サブフォンド記述〕（57頁）を参照のこと。

文書群の構造と内容

　本サブフォンドは、寛保元（1741）年に高田藩領になる以前の栃本村庄屋所文書に限ってひとつに

まとめたものである。高田藩領時代の栃本村庄屋所文書は、サブフォンド「栃本組大庄屋所文書」に

組み入れた。その理由については「2．栃本組大庄屋所」（57頁）を参照のこと。

　本サブフォンドは、庄屋の職務内容にもとづいて次の6シリーズに分割した。各シリーズの説明は

省略する。

　1．法制及び領主関係事務文書

　2．土地関係事務文書

　3．貢租諸役・財政関係事務文書

　4戸口関係事務文書

　5．争論訴訟関係事務文書

　6．その他の村行政事務文書
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表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

3．栃本村庄屋所

3．栃本村庄屋所

3．1．法制及び領主関係事務

　3．1．1．栃本村御用留

御用万留帳 正徳2年 横長美・1冊 65

御用万留帳 正徳5年正月 横長美・1冊 66

万御用留牒 享保7年正月 横長美・1冊 67

御用万留書帳　白川領板橋組（栃本村）庄屋根本八右衛門 享保10年正月 横長美・1冊 68

御用万留書帳　白河郡栃本村 享保12年正月 横長美・1冊 69

御用万留書帳　白河郡栃本村 享保13年正月 横長美・1冊 70

万御用書留帳　白川領板橋組（栃本村）庄屋 享保14年正月 横長美・1冊 71

万御用留牒　板橋組栃本庄屋八右衛門 享保17年 横長美・1冊 73

万御用書留牒　奥州白川郡栃本村庄屋根本八右衛門 享保19年正月 横長美・1冊 74

（御用万書留帳） （享保年間） 横長美・1冊 72

万御用書留帳　白河領板橋組（栃本村）庄屋八左衛門 享保21年 横長美・1冊 75

万御用書留帳　奥州白河郡栃本村庄屋八左衛門 元文2年 横長美・1冊 76

御用万書留帳　白川郡栃本村庄屋 元文3年正月 横長美・1冊 77

万御用留帳　白川郡栃本村庄屋 元文4年正月 横長美・1冊 78

万御用留帳庄屋 元文5年正月 横長美・1冊 79

元文六辛酉載（歳の誤りか）御用留帳　奥州白川郡栃本邨 元文6年 横長美・1冊 80
庄屋

3．2．土地関係事務

白川郡栃本村子之新田御検地帳　杉原武右衛門

荒地田畑相改帳　板橋組栃本村

寛文12年7月吉日

享保21年正月

横長美・1冊

横長美・1冊

921

957

3．3．貢租諸役・財政関係事務

定白川郡栃本村亥之御物成之事　杉原武右衛門、上杉武 寛文11年10月吉日 竪継紙・1通 946
左衛門、篠田介兵衛、石塚左太夫→右之村名主、百姓中

丑歳免定之事　郡代所→栃本村庄屋、百姓中 宝永6年10月 竪継紙・1通 947

板橋組栃本村丑納御勘定牒　山本勘右衛門、三原津右衛 享保19年2月 竪美・1冊 928
門→（栃本村庄屋八右衛門、板橋組大庄屋鈴木仁右衛門）

板橋組栃本村申納御勘定帳　多木五郎右衛門、三原津右 元文5年12月 竪美・1冊 929
衛門→（栃本村庄屋八左衛門、板橋組大庄屋鈴木太左衛
門）

巳歳山方小役御勘定帳　板橋組栃本村［栃本村庄屋八左 申年12月 竪美・1冊 982
衛門］
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