
3．栃本村庄屋所

白川郡栃本村五人組御改帳 元文3年 竪半・1冊 965

3．4．戸口関係事務

栃二繍辮纐懸欝麟翻犠描竈1（正徳2年）8月 竪継紙・1通 938

同村庄屋八左衛門、同村組頭六左衛門、同弥兵衛、小松
組大庄屋鈴木太左衛門

（蕪内村・栃本村山境論内済議定）　蕪内村庄屋甚右衛 正徳2年10月 竪紙・1通 980
門、与頭与次兵衛、同金右衛門

（蕪内村・栃本村山境論内済絵図）　小松組大庄屋鈴木 正徳2年10月 継紙・1鋪 934
太左衛門、田嶋組大庄屋斎藤六右衛門→栃本村庄屋、百
姓中

桝形山蕪内村与地論取分り絵図入　栃本村 正徳2年10月 袋入・1鋪 941

3．5．争論訴訟関係事務

3．6．その他の村行政事務

高木村村役人差出一札写［相渡申一札之事］（簗森村
　山原谷地高木村へ分割二付）　高木村名主角兵衛、同

延宝2年6月26日 竪紙・1通 949

村与頭弥兵衛、同村与頭七兵衛→簗森村権右衛門、同村
与頭藤兵衛、同村与頭甚右衛門

白川郡栃本村指出帳 元禄5年 竪美・1冊 961

方角御改帳　板橋組栃本村［栃本村庄屋八左衛門、同村組 正徳5年2月 竪美・1冊 984
頭六左衛門、同弥兵衛］

（付箋）「延宝二年梁森村高木村契約書」（949の付箋か） 近代の整理時のもの 付箋・1枚 2350
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（サブフォンド記述）

4．栃本村副戸長所

文書群の年代　　明治5（1872）年～明治9（1876）年（内容年代）

文書群の数量　　66点

栃本村副戸長所の歴史

　明治維新後の近代栃本村の歴史については、「根本家文書解題」〔フォンド記述〕（5頁）、別表1「栃

本村の支配行政変遷」を参照のこと。根本家は、明治5（1872）年に大区小区制が施行されると、根

本栄三郎が第6大区4小区副戸長に任ぜられ（区会所は八幡）、引き続き行政の中心をになっている。

文書群の構造と内容

　本サブフォンドは少数の文書群で、明治初期の副戸長時代のものを中心とするので、仮に「栃本村

副戸長所」文書とした。便宜上、次の6シリーズに分けたが、6の書状を除きいずれも1点から数点ず

つである。

　1．法制「関係事務文書

　2．土地関係事務文書

　3．財政関係事務文書

　4。戸籍関係事務文書

　5．その他の村行政事務文書

　6．書状等
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4栃本村副戸長所

表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

4．栃本村副戸長所

4．1、法制関係事務

諸御用留帳　第六大区四小区栃本村 明治6年第1月吉日 横長美・1冊 192

諸御用留帳　白河郡四小区栃本村 明治7年1月～明治8年5 横長美・1冊 193－1
月

諸御用留帳　第十五区白河郡栃本村 明治8年3月 横長美・1冊 193－2

4．2．土地関係事務

地券取調二付諸入費記　根本氏 明治6年5月～6月 横半半・1冊 803－2

地券調二付白河入用拍 明治6年9月13日 横半半・1冊 803－1

絵図調二付諸入費記　栃本村 明治7年1月15日 横半半・1冊 960

荒畑取調書上帳　白河郡栃本村［磐城国白河郡栃本村伍長
　渡辺銀蔵、副戸長根本栄三郎］

明治7年3月 横長美・1冊 804

山林反別調帳　第六大区四小区栃本村 明治7年11月 竪美・1冊 813

明治九年製図実測絵図［福島県西白河郡釜子村大字栃
　本全図］

明治9年 小折本・1冊 1819

収穫米金取調帳拍　白河郡栃本村 横長美・1冊 2007

（畝杭取調届留）　弐番組井上栄八；五番組什長佐川忠右
　衛門；四番組什長田崎久左衛門，三番組什長北沢久之亮

5月18日 横長美・1冊 2215

4．3．財政関係事務

御賄帳　須賀川中町内藤治右衛門→白河郡栃本村御役元

年中村諸入費井金銭納物留帳　白河郡栃本村

明治5年壬申3月

明治7年1月

竪半・1冊

横長美・1冊

1952

726

明治五壬申六月十六日出記戸籍調巡回先聞之記 （明治6年） 横長美・1冊 775

4．4．戸籍関係事務

4．5．その他の行政事務

就学不就学供授業料取帳　第弐百拾六番、弐百拾七番小
　学出納主

（区会所取決め条々）　（福島県管下第＋五区会所）　（福
　島県管下第十五区会所罫紙）

明治9年3月 横長美・1冊

竪半・1冊

830

1818

4．6，書状等

（書状等一括）
こより一括 1790

市纏金責謝森鯛暑灘責須酬盤緋委朧
　達あるに付）　市川覚八→根本栄三郎様

8月10日 横切継紙（封筒入）

・1通
1790－1－1

吉田治郎書状（地券入費調書持参にて須賀川へ出頭 8月6日 横切継紙（封筒入） 1790－1－2
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4．栃本村副戸長所

の件につき）　吉田治郎→根本虎次郎様 ・1通

草編黙襟舗繋鎌見繍、愚箋饗 7月30日 横切継紙（封筒入）

・1通

1790－1－3

地玄四郎→［栃本二て］根本寅次郎様

戸長用状（地券入用調書差し下し代役相違のため伍
　長なり虎次郎なり差し下さるべき旨）　戸長→栃

横切継紙・1通 1790－1－4

本村　願上御中

祓川静書状（御親父さまへとりなし願い）　祓川静 竪紙・1通 1790－1－5

→根本寅次郎様

宮囎謝糊掴禦騨騨擁鰻鎌魏警 8月13日 横切紙（封筒入）・

1通

1790－1－6

→栃本村請惣代御中

塚本氏書状（徴兵調べの件につき御布令写し取り願 8月17日 横切紙（封筒入） 1790－1－7

い上げの旨）　蕪内塚本→栃本根本様 ・1通

（封筒）　白河戸長荒井治郎右衛門→蕪内村戸長橋本久 封筒のみ・1枚 1790－1－8

七郎

（封筒）　戸長→栃本村副戸長中 8月12日 封筒のみ・1枚 1790－1－9

市川覚八書状（地券入費調書につき）　→栃本村根 8月10日 横切継紙・1通 1790－2－1

本栄三郎様

（包紙）　村田繁離→根本虎次郎様 （7月10日） 包紙のみ・1枚 1790－2－2－0

繁離書状（帳面につき）　→虎次郎殿 7月10日 横切継紙・1通 1790－2－2－1

記（帳面作成入費につき）　村田→根本様 7月10日 横切継紙・1通 1790－2－2－2

根本栄三郎受取書［記］（去辰年入費につき）　→ 2月20日 小切紙・1通 1790－2－3

遠藤一郎様

形見村役元御用状請取書［記］　→栃本村御役元 7月20日 竪切紙・1通 1790－2－4

記（女帯一本他につき） 小切紙・1通 1790－2－5

市川覚八書状（調書の件）　覚八→虎次郎様 7月18日 横切継紙・1通 1790－2－6

おぼへ（こたね代・黒さとふ他代金につき） 7月6日～7月16日 竪折紙・1通 1790－2－7

（縄につき書上） 12月2日～12月26日 横折紙・1通 1790－2－8

栃本村根本小二郎書状（病院定備金の件）　→形見 7月17日 横切紙・1通 1790．2－9

大沼善三郎様

記（夏成金につき） 小切紙・1通 1790－2－10

西田書状（戸籍二通返上につき）　→根本様 7月19日 横切紙・1通 1790－2－11

戸長通達（徴兵調等の件急談につき）　→形見村、 7月20日 横切紙（封筒入） 1790－2－12

栃本村、右村々副戸長中 ・1通

繁離書状（地券帳の件）　→虎次郎殿 7月19日 横切継紙・1通 1790－2－13

宮村市川覚八書状（年賦調の件）　→栃本村根本栄 8月16日 横切継紙・1通 1790－2－14

三郎様

（封筒）　戸長→栃本村副戸長中 8月10日 封筒のみ・1枚 1790－2－15一

覚八書状（旧高田県貸下金取調べの件）　→栄三郎
　様

8月10日 横切継紙・1通 1790－2－15一

別啓（地券掛よりの件）　　（覚八）→（栄三郎） 8月10日 小切紙・1通 1790－2－15一

一205一



4栃本村副戸長所

覚八書状（地券調ならびに地価帳仕立て方につき）
　覚八（か）→根本様

7月10日 横切継紙・1通 1790－2－16

栄三郎書状（夕刻帰るとき銀蔵宅まで参る様御談く
　だされたきにつき）　栃本ヨリ栄三郎→虎次郎殿

6日 小切紙・1通 1790－2－17

市川覚八書状（地券調書等の件）　→栃本村根本栄
　三郎様

7月7日 横切継紙・1通 1790－2－18

（封筒）　田崎村久之助→蕪内村二而橋本久七郎様 6月11日 封筒のみ・1枚 1790－2－19

仙台屋書状（根本様お帰りにつき申し上げ）　スカ
　川仙台屋宿同親にて→釜子鈴木龍太郎殿

4月13日 竪紙・1通 1790－2－20

栄三郎書状（帳面抜き差し出来候件他）　栃本6栄
　三郎→根本虎次郎殿

6月9日 横切継紙・1通 1790－2－21

山川書状（元白河県取扱の件）　→根本様市川様 2月21日 横切紙・1通 1790－2－22

書状（前欠） 2月18日 断簡・1通 1790－2－23

根本虎次郎書状（御林木数改の件）　栃本同虎次郎
　→釜子御出先根本父上様

2月29日 横切紙・1通 1790－2－24

金銭覚書 小切紙・1通 1790－2－25

祓川静書状（諸帳面読合中の件ほかにつき一寸申上）
　→根本虎次郎様

7月10日 横切継紙・1通 1790－2－26

心覚（差当り大縄帳出入云々） 竪紙・1通 1790－2－27

（断簡）（字・地目・高・地代書上） 竪紙（一部欠）・ 1790－2－28
1通

（白紙）
1枚 1790－2－29

栄三郎書状（この状川東田6地券二而召出云々）
．栃本6栄三郎→根本虎次郎殿

小切紙・1通 1790－2－30

栄喜郎書状（延紙遣わすべき心得にて見候ところ
　ム々）　栃本δ栄三郎→虎次郎殿

小切紙・1通 1790－2－31

栄三郎書状（今夕戻りの節銀蔵も宅までまいり候件）
　栃本6栄三郎→根本虎次郎殿

3日 小切紙・1通 1790－2－32

覚（地代か） 小切紙・1通 1790－2－33

しつか（竹の絵） 小切紙・1通 1790－2－34

村々割合覚（300文） 小切紙・1通 1790－2－35

鎮台召集兵概則［記］ 7月 横切紙・1通 1790－2－36

（付紙）　→二小区戸長橋本久七郎殿 小切紙・1通 1790－2－37
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（サブフォンド記述）

5。根本家（「家」）

文書群の年代　　延宝6（1678）年～昭和8（1933）年（内容年代）

文書群の数量　　336点

根本家の歴史

　根本家の歴史の主な点については、「根本家文書解題」〔フォンド記述〕（5頁）、別表2「根本家略系

図」を参照のこと。

　根本家の家業は農業経営が中心で、それ以外には明治期に若干の醤油販売を行っていることがわか

る。『東村史』は、宝暦～安永期の「田植日記」（福島県立歴史資料館寄託庄司家文書所収）の記載か

ら、根本家の自作規模を4町以上と推定している。小作地規模は、明治18（1885）年の「小作米及利

子収入簿」（整理番号601－1）によれば、小作人22人、小作米合計50石7斗となっている。

文書群の構造と内容

　本サブフォンドは、根本家という家組織の経営に関わって蓄積された文書を中心に、当主をはじめ

とする根本家構成員の私的活動によって発生した文書を加えてひとつにまとめた。活動の柱として、

「経営活動」「家政活動」「役職・文化活動」の三つを立て、これに「書状」を加えて、四つの中項目

（シリーズ）を編成した。

　1．経営活動文書

　2．家政活動文書

　3．役職・文化活動文書

　4。萱状

　1の経営活動文書は、自作経営や小作地経営、および金融活動などに関する文書で・（1）「家産・事

業」、（2）「手作、小作」、（3）「米金勘定、貸借」の三つの小項目（サブシリーズ）に分割した。この

うち（3）は明治期のものが比較的多い。

　2の家政活動文書は、1以外の、家政に関わるさまざまな文書で、（1）「相続、縁組」、（2）「交際、

寄付」、（3）「奉公人」、（4）「法事、寺社」、（5）「家計」、（6）「日記」、（7）「その他」の7サブシリー

ズを立てている。

　3の役職・文化活動文書は、根本家構成員の個人活動に関する文書と、根本家の文化・情報活動の

結果である種々の書籍・写本類とで構成した。サブシリーズは、（1）「根本虎次郎」、（2）「書籍、写

本、技芸」の二つだけである。前者は、明治期に戸長や釜子村長などを歴任した根本虎次郎の役職関

係文書である。

　4の書状は、根本家文書に含まれる膨大な書状類のうち、ほぼ根本家の私信と見なしうるものを選

んで配列した。ただし、公用私用両方の用事が記されている書状や、多数の書状類が束や袋入りの形

で一括されている書状類は、原則としてサブフォンド「2．栃本組大庄屋所文書」の「7．書状」の方

に掲載したので、そちらも合わせ見られたい。
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関連史料の所在

　現在根本家が所蔵し、布川清司『近世日本民衆思想史料集』に翻刻掲載されている「家訓白砂人」

など7点の史料（「根本家文書解題」7頁参照）は、根本家の家に関する私的な文書である。福島県文

化センター福島県立歴史資料館寄託庄司家文書（同上参照）には宝暦～幕末期の「苗代之覚」「田植

日記」など根本家の農業経営帳簿が約10冊含まれており、うち5点は『福島県史』8近世資料1p．825～

836に掲載されている。
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5根本家（r家」）ハ．経営活動／1．家産、事業

表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

5．根本家（「家」）

5．1．経営活動

　5．1．1．家産、事業

持高田畑反畝元帳 （宝暦12年） 横長美・1冊 2334－2

会津屋惣兵衛ほか1名差出規定書［規定書之事］（杉
　檜葉山買請二付）　買請人会津屋惣兵衛、同材木屋岩

文久3年6月 竪紙・1通 940

右衛門→山主根元栄三郎、御世話人大竹安次郎

（醤）油売上帳　磐城国西白河郡栃本村字下本郷九＋四番地 （明治期）1月 横長美・1冊 598
根本虎次郎代理根本ゆう

醤油売揚帳 明治27年1月 横長美・1冊 599

醤油売揚帳　根本虎次郎 明治28年1月1日 横長美・1冊 600

田地（買）受台帳　受持根本忠一郎 横半半・1冊 807－1

なわもしり覚 横折紙・1通 2206－1

苅干附入之覚 横折紙・1通 2206－2

苅干苅之覚 横折紙・1通 2206－3

夏草苅之覚 横折紙・1通 2206－4

宝暦三歳酉年働覚 宝暦3年 横長美・1冊 2206－5

（田植方心得書） 宝暦5年6月28日 竪継紙・1通 978

宝暦十一巳年苗代之覚 宝暦11年 横長美・1冊 2334－1

年中手作田畑取入一件井種肥元入用覚附井種積之覚 文化5年3月吉日 横半半・1冊 914
根本氏、賢隆

万作物取入之覚　根本氏、かた高 文化8年8月吉日 横半半・1冊 988

（苗代帳等綴） 仮綴・1綴（6冊） 2178

文政三辰年三月苗代 （文政3年） 横長美・1冊 2178一穫

文政二卯年三月廿九日吉日二付苗代〆初メ （文政2年） 横長美・1冊 2178－2

文化十五年寅三月廿三日苗代〆 （文化15年） 横長美・1冊 2178－3

文化十四年丑年（苗代〆） （文化14年） 横長美・1冊 2178－4

文政四辛巳年三月苗代〆肥配之覚 （文政4年） 横長美・1冊 2178－5

文政四年巳十月麦苅之覚 （文政4年） 横長美・1冊 2喋78－6

（苗作・苗代〆・肥配之覚） 文政7年3月 横長美・1冊 2253

（手作分草入之覚） 横折紙・1通 2210

苗代減記 横長美・1冊 2222

（手作分収穫之覚） 横半半・1冊 2241

5．1．2．手作、小作
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5．根本家（r家」）／1．経営活動／3．米金勘定、貸借

5．1．3．米金勘定、貸借

金銀米銭指引万覚（帳）　　（根本氏） 宝暦13年正月吉日 横長美・1冊 518

金銀米銭諸指引帳　根本氏 明和4年正月吉日 横長美・1冊 519

金銀受取方払方帳　根本氏 明和5年12月～明和6年 横長美・1冊 521

金銭引替払留帳　根本氏 明和6年3月 横長美・1冊 731

金銀米銭指引帳　根本氏 明和8年正月 横長美・1冊 520

金銀米銭請取方払方指引帳　根本氏 明和9年正月吉日 横長美・1冊 430

金銀米銭請取方指引帳　根本氏 安永2年正月吉日 横長美・1冊 522

金銀米銭請取方指引帳　根本氏 安永3年正月吉日 横長美・1冊 523

金銀米銭請取方指引帳　根本氏 安永4年正月吉日 横長美・1冊 524

金銀米銭請取方指引帳　根本氏 安永5年正月吉日 横長美・1冊 431

諸色小遣覚帳 安永6年4月 横半半・1冊 821

諸指引覚帳根本左吉 天明6年正月吉日～天 横長美・1冊 732
明7年

小遣帳根本邑根本氏 寛政元年6月 横長美・1冊 822

万金銭貸方井小遣出入帳　（根本氏） 寛政5年正月吉日 横長美・1冊 525

万金銭出入帳 文化13年3月～文政4年 横長美・1冊 727
正月

金銭出入当座帳　根本氏、義忠 文政5年正月吉日 横半半・1冊 967

田畑売立年貢覚帳　根本氏 天保5年3月日 横半半・1冊 915－1

大竹村畑売立年貢覚 （天保5年ヵ） 横折紙・1通 915－2

未年新田悪作引方勘定 （未年力） 横切紙・1通 915－3

（未年十左衛門分悪作引覚） （未年力） 小切紙・1通 915－4

覚（平吉他七人分小作米勘定） 小切紙・1通 915－5

金銭出入留帳根本 天保7年正月吉日～天 横長美・1冊 728
保8年

天保八酉年田畑売立年貢米金覚 （天保8年） 横長美・1冊 440－1

天保九戌年田畑売立年貢米金覚 （天保9年） 横長美・1冊 441

天保十亥年田畑売立年貢米金覚 （天保10年） 横長美・1冊 440－2

栃本村巳之吉籾借用証文［借用仕籾証文之事］　栃本 文久元年3月 竪紙・1通 933
借主巳之吉、中作受人安蔵→栃本村根本様

寺西四方之助他1名金子借用証文［借用申金子之事］ 文久3年亥12月 竪紙・1通 1614
寺西四方之助、寺西鉄蔵→根本栄三郎様

支那米代金之内預り覚 横長美・1冊 2200

金銀出入帳） 横長美・1冊 2201

金銭米出入帳） 横長美・1冊 2256
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5根本家（r家」）／1．経営活動／3．米金勘定、貸借

（金銭米出入帳） 横長美・1冊 2259

（金銭米出入帳） 横折紙・1通 2262

（金銭出入覚帳） 横長美・1冊 2327

根本栄三郎約定書控［記］（小作金上納約定）　根本 明治8年11月15日 竪切紙・1通 1801

栄三郎

諸費会計簿 明治8年 横長美・1冊 828

（小作米及利子収入簿等綴） 1綴（8冊1通） 601

小作米及利子収入簿　取扱人根本虎次郎 明治18年 横長美・1冊 601－1

小作米及利子収入簿　取扱人根本虎次郎 明治17年 横長美・1冊 601－2

明治十六年共有金利子調 （明治17年ヵ） 横長美・1冊 601－3

明治十六年共有金仕訳 （明治17年ヵ） 横長美・1冊 601－4

明治十五年分共有為取換 （明治16年ヵ） 横長美・1冊 601－5

明治十五年共有金利米調 （明治16年ヵ） 横折紙・1通 601－6

明治十四年分共有金為取換　西白河郡中野村菊池甚四 明治15年9月18日 横長美・1冊 601－7

郎、同郡栃本村根本虎次郎他2名

十三年共有金利子調 明治14年 横折紙・1通 601－8

明治十三年分共有金為取換　西白河郡中野村菊池甚四 明治15年9月18日 横長美・1冊 601－g

郎、同郡栃本村根本虎次郎他2名

（小作米及利子収入簿等綴） 1綴（3冊1通） 605

小作米及利子収入簿［元渡辺次蔵共有］　取扱人 明治13年11月 横長美・1冊 605－1

小作米及利子収入簿 明治23年11月 横長美・1冊 605－2

明治二十三年分利足配当調 （明治24年ヵ） 横長美・1冊 605－3

記（利足配当金請取書）　村惣代渡辺儀蔵、渡辺初太 明治24年12月21日 小切紙・1通 605－4

郎→根本虎次郎

貸金仕訳（明治十四年分根本忠一郎共有金仕訳）　西 明治15年3月27日 横折紙・1通 2067－8

白河郡栃本村根本虎次郎、同郡同村根本忠一郎、同郡同
村渡辺銀蔵、同郡蕪内村橋本久七郎

明治十五年分根本忠一郎受持共有金貸付利子調 （明治16年ヵ） 横長美・1冊 2067－7

明治十六年利子調根本忠一郎受持 （明治17年ヵ） 横長美・1冊 2067－6

明治十七年利子調根本忠一郎受持 （明治18年ヵ） 横長美・1冊 2067－5

小作米及利子収入簿　取扱人根本虎次郎 明治19年11月 横長美・1冊 602

小作米及利子収入簿　受持根本忠一郎 明治19年12月 横長美・1冊 807－2

明治十八年分根本忠一郎受持利子及貸金調 （明治19年ヵ） 横長美・1冊 2067－4

送ノ部（酒材料送の書付） （明治20年ヵ）10月8日 横半半・1冊 1793
～21年4月20日

明治十九年分根本忠一郎受持利益調 （明治20年ヵ） 横長美・1冊 2067－3

小作米及利子収入簿　取扱人根本忠一郎 明治21年10月 横長美・1冊 604－1

小作米及利子収入簿　根本虎次郎外壱名供有取扱人根本 明治21年10月 横長美・1冊 604－2

忠一郎
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5．根本家（「家」）／1．経営活動／3。米金勘定、貸借

明治二十年分根本忠一郎受持利益調 （明治21年ヵ） 横長美・1冊 2067－2

（小作米及利子収入簿） （明治年間） 横長美・1冊 2220－1

小作米及利子収入簿　根本虎次郎外壱名共有取扱人根本 明治22年11月吉日 横長美・1冊 2220－2
忠一郎

元水野谷為吉ヨリ買受田地小作収入簿　取扱人根本忠 明治22年11月 横折紙・1通 2220－3
一郎

明治二十一年分根本忠一郎受持利益調 （明治22年ヵ） 横長美・1冊 2067－1

小作米及利子収入簿［橋本久七郎共有］ 明治24年11月 横長美・1冊 606

小作米及利子収入簿　渡辺銀蔵共有取扱人根本虎次郎 明治24年11月 横長美・1冊 607

小作米及利子収入簿　渡辺銀蔵共有取扱人根本虎次郎 明治25年11月 横長美・1冊 608－1

小作米及利子収入簿［橋本久七郎共有］ 明治25年11月 横長美・1冊 608－2

小作米及利子収入簿　渡辺銀蔵共有取扱人根本虎次郎 明治27年ll月 横長美・1冊 609－1

小作米及利子収入簿　渡辺銀蔵共有取扱人根本虎次郎 明治26年11月 横長美・1冊 609－2

小作米及利子収入簿　橋本久七郎共有取扱人根本虎次郎 明治26年11月 横長美・1冊 609－3

勧業銀行借入金二関スル書類入（根本虎次郎服部宗次
　郎契約証書、根本虎次郎あて書簡葉書、その他）

明治30年12月30日ほか 袋入・15点 2494

（小作料勘定振分帳） 横長美・1冊 2303

栃本村根本栄三郎金銭支払依頼書控［記］（引替金返
　済残金支払依頼）　栃本村根本栄三郎→棚倉藤田高助

辛未12月 竪紙（包紙入）・1
通

1800

様

小遣帳 寅年正月吉日 横長美・1冊 827

水月寺金子借用証文［口演］　（栃本村）水月寺→根本 卯年12月27日 竪紙・1通 857
大庄屋様

根本益三勘定手形［覚］（久保内畑年貢差引勘定手形） 辰大晦日 小切紙・1通 1030
根本益三→村　栄吉殿

（金銭小遣覚）（柄袋代、煙草代、酒代、豆腐代そのほ
か）

3月24日～4月2日 仮綴・仮1冊（2丁） 1153－1

（金銭小遣覚）（那須より白川まで宿代、駄賃、煙草代、
そのほか）

4月3日 横折紙・1通 1153－2

（田畑売立年貢覚帳等綴） 1綴（1冊4通） 915

（金銭書上断簡） 断簡・1枚 1794

売立田覚 横長美・1冊 2251

（定吉俸久治之一件など覚書） 横長美・1冊 2278

（貸金元利覚） 横折紙・1通 2490

5．2．家政活動

5．2．1．相続、縁組

傭欝熱雑器崎撰義慰織蔀囎
　たき旨願いのこと）　栃本村郷士格願主根本八左衛門、

文政9年戌正月 竪紙・1通 1606
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5．根本家（r家」）／2．家政活動／1．相続、縁組

使濱尾村郷士山川茂十郎→御奉行所

郷士格関係書類 包紙入・5通1冊 1810

栃本組郷士格大庄屋根本八左衛門口上書写［口上之
　覚］（俸栄三郎名代勤ならびに御目見得仰せつけ

嘉永2年酉正月 横折紙・1通 1810－1

願い　栃本組郷士格大庄屋根本八左衛門、使宮村組郷
士格大庄屋市川覚左衛門→御奉行所

市川覚左衛門書状（栄三郎様へ相続願いの件）　→ （文久2年）戌2月23日 横切継紙・1通 1810－2

根本八左衛門様

栃巖傑耕瀟翻蕎購駆甜矯紀喬 文久2年戌2月25日 竪紙・1通 1810－3

し上げたき旨）　栃本村郷士格大庄屋根本栄三郎、
使宮村郷士格大庄屋市川覚左衛門→御奉行所

栃本組大庄屋根本八左衛門口上書控［口上之覚］
　（老年につき居村庄屋兼帯ならびに吉岡村庄屋後

文久2年2月 竪紙・1通 1810－4

見御免願い）　栃本村郷士格大庄屋根本八左衛門、
使宮村郷士格大庄屋市川覚左衛門→御代官所

大庄屋御役相続御礼入用 横長半・1冊（2丁） 1810－5

覚（相続御礼か） 横切継紙・1通 1810－6

栄三郎婚儀（5．2．1．相続、縁組のうち）

根本八左衛門書状控（なませ［生瀬］斎藤方女子の儀
　飯村公にお世話願いたき旨）　根本八左衛門→与右衛

4月22日 横切紙・1通 2502

門様

根船繍溌羅つ（墓蟹の響難楚霰忌雫譲 8月11日 横切継紙・1通 2545

たく）　根本八左衛門→飯村孫左衛門様、飯村茂右衛門
様

大筥警騎装）（娠鶏凱騰蝦矯融待ちの 8月12日 横切継紙（包紙入）

・1通
2538

千田村伊七書状（水戸町附よりの書状共委細承知云々） 8月12日 横折紙・1通 2542
千田村伊七→旦那様

町付孫左衛門茂右衛門書状（御支配所へ差し出しの
　［婚儀許可］願書の件につき）　　［水戸］町付［飯村］

8月 横切継紙・1通（附
共2枚）

2543

孫左衛門、［飯村］茂右衛門→根本八左衛門様、角田与衛
門様　　（附）孫左衛門茂右衛門書添状（願出相済み候に
つき写し御内覧のこと）　根本八左衛門様宛

与右衛門書状下書（清七一件お礼ならびに根本八左衛
　門嫁女の件につき、なませ斎藤様ご息女御世話願い）

横切継紙・1通 2503

与右衛門→飯村孫左衛門様

某（根本八左衛門か）書状下書（娠首尾良く引き取り
　につき御礼の印として壱樽差し上げのこと）　飯村

横折紙・3通（2枚） 2531

茂左衛門様；飯村孫左衛門様；金沢清兵衛様

覚（斎藤親親類名前書） 小切紙・1通 2541

桜井小三郎書状写（御自分孫女奥州白川郡栃本村名主
　根本八左衛門俸栄三郎妻に嫁入り願い許可のこと）

横切継紙・1通 2544

桜井小三郎→（生瀬）斎藤吾平様

某
（ 駅羅轡幽灘羅』騨砧灘矯翌
　明けまで延期のこと）

横切継紙・1通 2546

覚（斎藤家親親類へ祝儀贈り物覚） 横切継紙・1通 2547
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5，根本家（r家」）／2．家政活動／2．交際、寄付

5．2．2．交際、寄付

年始歳暮暑中節句配り物拍ひ入　根本氏 嘉永2年酉6月改 袋入・5点 1282

天保七申年六月暑中見舞配り物覚 天保7年申6月 横長美・1冊（2丁） 1282－1

亥年分覚（配り物覚） 亥年 横切継紙・1通 1282－2

覚（安政四巳年五月節句配り物覚） 安政4年巳5月 横切継紙・1通 1282－3

覚（配り物覚） 小切紙（後欠）・ 1282－4
1通

てびかい（栃本組栃本村ほか各村村高引高新田高等
　の覚）　千代越

小帳・1冊 1282－5

年中諸配り物留帳　根本保教 文久2年2月吉日 横半半・1冊 2337

御目見二付諸献上物拍帳　根本虎治郎 明治5年正月吉日 横半半・1冊 924

賞状（須賀川町出火罹災者義援金二付）　福島県知事 明治27年3月10日 堅紙（小） 2011－12
正五位勲五等日下義雄→西白河郡釜子村根本虎次郎

賞状（釜子尋常高等小学校備品購入費寄付二付）　福 明治33年10月2日 堅紙（小）・1通 2011－9
島県知事正五位勲四等山田春三→西白河郡釜子村根本虎
次郎

釜子小学校備品購求費寄附金収支決算報告　発起人代 明治34年2月 堅紙（小）・1通 2011－10
表者阿部浅吉

謝状（学校用井戸開設資金寄付二付）　釜子尋常高等 明治37年11月3日 竪紙・1通 2011－5
小学校長高畑源四郎→根本虎次郎

賞蕩縷輪㌍箒子鶏麟蜻謙提霧属馨 明治38年12月12日 堅紙（小）・1通 2011－14

資→西白河郡釜子村根本虎次郎

賞状（明治三十六年釜子尋常高等小学校校舎建築費寄
　付二付）　福島県知事従四位勲三等有田義資→西白河郡

明治38年12月12日 堅紙（小）・1通 2011－15

釜子村根本虎次郎

賞状（明治三十七年戦役の従軍者家族扶助寄付金） 明治39年3月10日 堅紙（小）・1通 2011－7
福島県知事従四位勲三等有田義資→西白河郡釜子村根本
虎次郎

賞状（明治三十八年凶作窮民救済として外米寄付二付） 明治40年5月1日 堅紙（小）・1通 2011－16
福島県知事正五位平岡定太郎→西白河郡釜子村根本虎次
郎

（寄附金感謝状）　愛国婦人会長伯爵夫人阿部篤子→根本 明治44年11月1日 堅紙（小）・1通 2011－13
レン子

（婚礼招待状）　石沢忠蔵→根本八左衛門 12月3日 横折紙・1通 2373

七夜祝ひの方（おさきほか27名） 小切紙・1通 1910

5．2．3．奉公人

（奉公人誓約神文井栂印書）　釜子村吉兵衛他滑津村5名、 宝暦4年12月 竪継紙・1通 952
吉岡村2名、宮村1名、関場村1名、形見村1名、中野目村1
名

（奉公人誓約神文井血判書）　定兵衛他5名 宝暦8年12月13日 竪継紙・1通 954

召仕之男共江家内之風申渡覚 宝暦9年12月 竪継紙・1通 973
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5．根本家（r家」）／2．家政活動／3．奉公人

明和元年申暮下男女給金指引帳 （明和元年） 横長美・1冊 789

下男女金銭貸方帳　根本氏 文化11年戌正月 横半半・1冊 1931

下男女金銭貸方帳　根本氏、かたたか（賢隆） 文化12年正月吉日 横半半・1冊 913－1

下男女金銭貸方帳　根本氏、賢隆 文化13年正月吉日 横半半・1冊 913－2

下男女金銭貸方帳　根本氏、かたたか（賢隆） 文化M年正月吉日 横半半・1冊 913－3

召抱奉公人共江金銭貸方帳　根本氏、かたたか（賢隆） 文化15年正月吉日 横長美・1冊 776－1

栃本組同村専吉質物請状［質物請状之事］（女房せん 文政元年12月 竪紙・1通 356－2

質物に差置候に付）　栃本組同村せん人主専吉、請人
藤七→根本八左衛門　　（356－1の挿入文書）

召抱下人金銭貸方帳　根本氏、かたたか（賢隆） 文政2年正月吉日 横半半・1冊 776－2

召抱男女給金貸方帳　根本氏、かたたか（賢隆） 文政3年正月吉日 横半半・1冊 776－3

召抱奉公人金銭貸方帳　かたたか（賢隆） 文政7年正月吉日 横半半・1冊 777

下男女金銭貸方帳　根本氏、かたたか（賢隆） 文政9年正月吉日 横半半・1冊 778

栃本組栃本村義十郎質物請状［質物請状之事］（当御 天保8年12月 竪紙・1通 847
上納金に差詰り熊次郎質物に差置きのこと）　栃本
村同村奉公人熊次郎、人主義十郎、釜子組渡戸村受人忠
七→栃本村根本利右衛門殿

白川領本沼村ゆる給取奉公証文［給取証文之事］　白 天保9年4月 竪紙・1通 848
川領本沼村ゆる、同受人文右衛門→高田御領栃本村根本
利右衛門殿

深仁井田村庄吉質物請状［質物請状之事］（当亥御上
　納金に差詰り、娘のぶ質物奉公に差置きのこと）

天保10年12月 竪紙・1通 849

深仁井田村奉公人のぶ、人主庄吉、受人吉岡村惣吉→栃
本村根本八左衛門殿

白傭釜罐甑舘講麟の講甕薯魁甥 天保11年2月 竪紙・1通 851

こと）　白川領小川村奉公人清右衛門妹［みの］、同受
人政吉、同清冶郎→高田御領栃本村根本八左衛門殿

甥凱髄酷襲構越ぎ無妻1（論婦 天保11年6月 竪紙・1通 850

受人卯吉、当村請人常次、同久兵衛→根本利右衛門様

栃灘襲螺藤襲鞭幌難難朝と轡 天保13年12月 竪継紙・1通 854

栃本組深仁井田村奉公人栄吉、のえ、人主文吾、上野田
嶋村請人作右衛門→栃本村根本八左衛門殿

（質物請状下書一括） 安政3年4月 巻込み一括・4通 930

質物請状之事（下書）　栃本組深仁井田村奉公人栄吉、 天保14年12月 竪継紙・1通 930－1

かえ、人主（記載なし）、受人（記載なし）→栃本村根
本八左衛門

質物請状之事（下書）　栃本組深仁井田村、人主形見 安政4年12月 竪紙・1通 930－2

村儀之右衛門、受人源兵衛、同源之右衛門→根本八左
衛門

質物添証文之事（下書）　吉岡村借用人与七、請人儀 安政6年3月 竪紙・1通 930－3
右衛門→根本栄三郎

質物請状之事（下書）　栃本組吉岡村人主市蔵、受人 安政3年4月 竪紙・1通 930－4
与七→根本八左衛門
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5．根本家（r家j）／2家政活動／3．奉公人

召仕之男共江家法申渡之覚 卯年7月 竪継紙・1通 953

栃本組同村庄吉庄七質物請状下書［質物請状之事］ 竪紙・1通 2969
栃本組同村庄吉、人主庄七、請人平左衛門→栃本村根本
左吉様

5．2．4．法事、寺社

（上州元総社村釈迦尊寺金子預一件文書） 包紙入・3通 2853

根本八左衛門金子預り証文［預申金子之事］（合金
　10両也御出世として）　奥州白川郡栃本村預り人根

宝暦10年庚辰3月 竪紙・1通 2853－1

本八左衛門→上州本総社村釈伽尊寺御弟子俊量様

大心口上書［口上之覚］（目録の通り御請取候間請 正月10日 横切継紙・1通 2853－2
文御返しのこと）　大心→根本八左衛門様

観峰隠居書状（大心金子預り御世話御礼のこと） 2月27日 横切継紙（包紙入） 2853－3
［上州元総社村釈迦尊寺内より］隠居観峰→［奥州浅川 ・1通
領栃本村大庄屋］根本八左衛門様

（取越法事二付諸品受納覚）（高珠院真月道賢居士廿七
　回忌、知高院真翁妙寿大姉十三回忌）

文久元年3月24日 横長美・1冊 2249

金剛山日護摩御性名記　日光山満願寺内別所 明治7年1月 横長美・1冊 2338

5．2．5．家計

三華鞭騎瑠禦擁鱒蓼磐韓蜜騨 天保15年6月 竪紙・1通 855

三春領廣瀬村大工長兵衛、同村受大工松五郎→栃本村根
本八左衛門様

木挽作料調 横折紙・1通 2062－1

木挽扶持米渡 横折紙・1通 2062－2

自家用料酒仕込帳　西白河郡栃本村字下本郷九＋四番地 明治17年 横半半・1冊 310－1
根本虎次郎

自家用料酒仕込帳　磐城国西白河郡釜子村大字栃本字下 明治22年 横半半・1冊 310－2
本郷九十四番地根本虎次郎

自家用料酒仕込帳　西白河郡栃本村字下本郷九＋四番地 明治18年 横半半・1冊 311
根本虎次郎

自家用料酒仕込帳　根本虎次郎共有取扱人根本忠一郎 明治20年12月 横長美・1冊 603

支払証書等一括（鈴木萬太郎書簡、御茶料領収書、御 （明治31年）11月28日 封筒、切紙等（袋 1637
料理料領収書等）　東京神田鈴木萬太郎；東京神田関 ほか（ほぼ同年か） 入）・16通

根屋；東京新宿旅人宿扇屋又兵衛；そのほか→釜子村根
本栄三郎様；入江様、根本様；その他

いなばや兵右衛門代金受取書［覚］（酒代）　→根本 子年正月4日 小切紙・1通 1857
八左衛門様

上州桐生糸井次右衛門金子受取書［覚］　　［上州桐生 子12月29日 小切紙・1通 1016
糸井］次右衛門→根本八左衛門様

大和屋茂助ほか代金勘定書ならびに受取書綴［覚］ 丑年4月5日ほか 仮綴（小切紙）・11855
（魚代ほか）　　［棚倉新町］大和屋茂助ほか→根本八左 綴（10通）

衛門；根本様；上様

白川山城屋ほか代金受取書綴［覚］　→上様；根本様 卯年12月20日ほか 仮綴（小切紙）・11848
綴（5通）

某代金勘定覚［覚］（さけ魚代、あゆ代、たはこ代ほ 辰年8月25日 小切紙・1通 1342
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5．根本家（r家」）／2家政活動／5．家計

か）

璽畷欝噛鷺舘繍糠製謙拾五両 巳年8月 小切紙（包紙入）

・1通
1390

小室屋常八代金請取書［覚］（高丈紙拾六帖）　　［奥 巳年10月16日 小切紙・1通 1339
州白川中町十軒店］小室屋常八→根本八左衛門様

釜子源之右衛門代金受取書［覚］　釜子源之右衛門→根 巳11月6日 小切紙・1通 1024
本様

白川中町山城屋金銭受取書［覚］　山城屋→栃本二而根 未年7月22日 横切継紙・1通 1708
本八左衛門様

証（土手工料請取）　棚倉打田繁雄→根本虎太郎殿御使 酉年7月15日 竪切紙・1通 2242－1

中

（普請日数調書） （酉年ヵ）7月13日 小切紙・1通 2242－2

小西半蔵代金受取書［覚］（砂糖代）　→根本八左衛門 正月4日 小切紙・1通 1856
様

山城屋治右衛門代金受取書［覚］（六丁揚）　→栃本 正月4日 小切紙・1通 1858
根元八左衛門

松坂屋五郎右衛門品代勘定書［覚］（上々古渡相天品 4月8日 横切継紙・1通 1368
羅紗、西陣本場萌生地にしき、白銀こはぜほか））
［奥州白川］松坂屋五郎右衛門代瑠兵衛→根本様御取次中
様

覚（坪ふた、平ふた等不足分覚）　馬町四郎治 9月12日 横切紙・1通 1155

岩瀬屋代金受取書［覚］　→根本様 10月6日 小切紙・1通 1847

覚（みかん弐拾、だいく壱ツ、くねんほ弐ツ、その他 横切継紙・1通 1408
品書き）

覚（諸品代金勘定書ならびに受取書綴り）　田中屋久 仮綴（小切紙、横 1841
右衛門ほか→上様；根本様 切紙）・1綴（14

通）

覚（諸品入用書上） 横切継紙・1通 1918

5．2．6．日記

万覚日記　根本八左衛門、喜三郎 宝暦5年正月吉日 横半半・1冊 918

万覚日記根本氏 宝暦8年8月～宝暦12年 横半半・1冊 919

（日記） （明治1年）8月21日～ 横半半・1冊 920
明治2年正月12日

5．2．7．その他

家内作法 子年正月16日 横長美・1冊 2334－3

諸事之道理得心之所可問承一ツ書之覚　根本宗賢→根 未年10月 竪継紙（包紙入）・ 974
本利左衛門、高野徳弥　　（包紙表書）「根本宗賢質問書」 1通

5．3．役職・文化活動

5．3．1．根本虎次郎

当撰状（西白河郡連合会議員）　西白河郡長北川良慎→
　西白河郡栃本村根本虎次郎

明治18年3月10日 小切紙・1通 2011－1
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5根本家（r家j）／3．役職・文化活動／1．根本虎次郎

感謝状（福島県産馬会社解散に際し西白河支社残務整
　理委員在任中の功績により）　福島県西白河郡産馬組

明治31年6月 竪紙・1通 2011－6

合会議長中目猪三郎→根本虎次郎

彰効表（区長勤務中の功績二付）　釜子村第四区長渡辺 明治33年1月31日 小切紙・1通 2011－8
儀蔵→根本虎次郎

（勧業臨時通信嘱託任命書）　福島県→根本虎次郎 明治34年8月19日 小切紙・1通 2011－3

機業二関スル書類　根本（共同機業合資会社長根本席次 明治34年 仮綴・1綴 2084
郎）

（勧業臨時通信嘱託解任書）　福島県→勧業臨時通信嘱 明治37年3月31日 小切紙・1通 2011－2
託根本虎次郎

（西白河郡農事改良督励委員任命書）　西白河郡役所→
　根本虎次郎

明治37年4月15日 小切紙・1通 2011－4

5．3．2．書籍、写本、技芸

陸奥国白川伝記 延宝6年4月 横半半・1冊 939－1

馬形毛疵井五生十毛之事（馬の顔相、姿、疵等につき） 享保12年未12月 竪紙・1通 1809
水戸家臣林市兵衛、神保与三左衛門、和田平助、

台子真伝送証文之事［茶道］　伊藤氏方尋斎末白→藤村 宝暦6年丙子12月14日 竪紙・1通 1812
庸軒流兼受先達根本氏朝智亭宗賢貴丈

（諸身分・由緒・賄賂等二付覚書）　新屋敷村郷氏 天明8年6月6日 竪半・1冊 2354－2

茄草譜（草根木食用法）　白河侍医乗附為春ほか同校 天保5年甲午3月 木版・1枚 1822

口諭書取（長谷川権大夫より林民部権大丞殿中野県権
　知事兼務仰せ付けられ侯件など口諭のこと）　（袋

（明治4年）辛未正月 竪半（袋入）・1冊 506

表書）「明治四辛未年正月嘆願之一巻入」

文学雑誌第弐拾四号　編輯長安藤勝任、東京小石川同人 明治9年7月 活版・1冊 1852
社発行

白川城主代々記 横半半・1冊 939－2

［寛政十年正月廿四日］浅川騒動見聞録抜書　岩磐史 竪半・1冊 963
料研究会（編）

（和歌四首） 小切紙・1通 2011－11

（世界地図） 竪半・1冊 2019

（茶道心得書） 横半半・1冊 832

六鱈三略虎巻小切紙兵法秘術抜書 竪半・1冊 925

（本朝百性記） 巻紙・1巻 935

銘鑑（諸国刀鍛冶銘・系譜・元号覚） 竪半・1冊 958

（俳譜） 横切継紙・1通 1157

天保四癸卯暦 木版・1冊 1798

（虫除、悪魔除、月水留ノ法、その他諸事覚） 小折本・1冊 1862

（社寺其他事物事始由来） 竪半・1冊 2020

（天草・島原の乱原城陣立配置図） 継紙・1枚 2352
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5．根本家（r家」）／4．書状

（→2．7．も見よ）5．4．書状

（養父八左衛門一件） こより一括・12通 102喋

江原忠助遠山甚蔵書状（永々御引込みにつき早々御 12月21日 横切紙・1通 1021－1

出勤のこと）　江原忠助、遠山甚蔵→根本左吉様

浅川組大庄屋芳賀官蔵書状（病気引込み中、代役御 横切紙・1通 1021－2

差出しのこと）　　［浅川組大庄屋］芳賀官蔵→［栃
本組大庄屋］根本左吉様

栃本組大庄屋根本左吉届書下書［口上之覚］（養父
　根本八左衛門行方不明のこと）　栃本組大庄屋根

横切継紙・1通 1021－3

本左吉、使滑津組大庄屋野木平右衛門

栃罐最裸野讐辮睦翻馨藷戴嚢
　みにつき私共へ代役願）　栃本組仁井田村庄屋唯八、

天明5年9月8日 竪紙・1通 1021－4

同組吉岡村庄屋三右衛門→御代官所

深谷唯八書状（公儀御役人様御下向につき組下村々
　届書取集め差出しのことなど）　深谷唯八→根本

午正月21日 横切継紙・1通 1021－5

左吉様

唯八書状（浅川へ出張につき報告のこと）　唯八→ 11月3日 横切継紙・1通 1021－6

根本左吉様

石井又左衛門書状（御役所出勤の御状、明日下し置
　かれる見込みにつきお知らせのこと）　（金山組

12月28日 横切継紙・1通（4
枚）

1021．7

大庄屋）石井又左衛門→根本左吉様

満願寺書状（病中御無沙汰の詫び、ならびに諸難消 極月27日 横折紙・1通 1021－8

除祈祷の件など）　満願寺→根本左吉様

唯八書状（つね儀、無理に女房に致され侯につき引 1月6日 横折紙（包紙入）・ 1021－9

き戻しのこと）　唯八→［根本］左吉様 1通

金山組大庄屋所書状（中野郷蔵突合せ当15日と仰せ 12月12日 横切継紙・1通 1021－10
聞かされ候旨伝達のこと）　金山組大庄屋所→栃本
組大庄屋所

石惹釜講書辮静黙繕耀 9月11日 横切継紙・1通（2
枚）

1021・11

左衛門→根本左吉様

糠稿鯵轟僧気罧魏鱗韓藷繋 12月晦日 横切継紙・1通 1021－12

遠藤門治郎様、山川門之助様、究市郎兵衛様、遊佐庄
右衛門様、鈴木茂七様、松浦祐右衛門様

高田領栃本村根本八左衛門覚書2通下書［覚］（拙者
　伯母去る文化12亥年中貴殿方へ縁付につき旦那寺長
　島寺払二通相渡し候こと；伯母去る文化12亥年中其
　御方へ相戻り候につき旦那寺長島寺払二通相渡し候

文政3年辰4月 横折紙・1通 1331

こと）　高田領栃本村根本八左衛門→白川御領大村内山
官左衛門殿；日光御内星野右内様

某書状　→根本 横長美・1冊 2403

根本益蔵書状（年賀祝詞ならびに伊勢参着お知らせ） 正月1日 横折紙（包紙入）・ 1587
伊勢山田より根本益蔵→根（根本）八左衛門様 1通

水月寺書状（白川よりの客逗留につき蝋燭1丁拝借願 正月6日 小切紙・1通 1154
い）　水月寺→清右衛門様

常松義三郎他1名書状（年始祝詞）　常松義三郎、常 1月22日 横折紙・1通 1009
松与左衛門→根本八左衛門様参人々御中
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清六書状（年賀祝詞のこと、勝次郎未帰村のこと、薬
　種代請取のこと、その他）　清六→渡辺清右衛門様

正月22日 横折紙・1通（2枚） 1158

某書状（大小ひば御世話御礼ならびに衣類質入れ御世
　話御願いのこと）

閏正月16日 横折紙・1通 1119－1

覚（衣類質入れ御世話御願いのこと） 閏正月16日 横切紙・1通 1119－2

根本某書状（白川天神町へ預り金にて鍋代金支払い釣
　銭差し上げのこと）　根本某→根本御姉様

2月2日 横切継紙・1通 1143

永山覚弥書状（年始祝詞ならびに赤屋村おふて殿病死
　のお知らせ）　永山覚弥→栃本村二而根本八左衛門様

2月2日 横折紙（包紙入）・

1通

1320

鈴査書朧巖鰹廷難9通り欝蝸熈鯉差編2月9日 横切継紙（包紙入）

・附共2通
2527

→［栃本二而］根本大人［八左衛門］様　　（附）加藤貞治
書状（根本様一条今日まで御沙汰無きにつきお伺い申し
上げたき旨）　鈴木幸右衛門様宛　2月9日

深谷弥左衛門書状（御祝儀として御肴下され御礼） 2月17日 横切継紙・1通 1250
深谷弥左衛門→根本八左衛門様

達之助書状［乍恐口上］（金子返済のこと）　→根本 2月17日 横切継紙・1通 2438
様

加藤貞治書状（かねて申し上げおき根本氏一条につき
　思し召しのほど伺いたき旨）　加藤貞治→鈴木幸左衛

2月23日 横切継紙・1通 2529

門様

鈴木幸左衛門書状（川原田加藤一件、別紙の通り来状
　につき転送）　　［釜子より］鈴木幸左衛門→［栃本二而］

2月23日 横切継紙・1通 2530

根本八左衛門様

根本△左衛門書状磧感明3年拙者先祖金70両借用
　の証文の件、4代剛の㌧とにつき相分かりかね返金
　お断りのこと）　根本八左衛門→加藤禎治様

2月26日 横切継紙・1通 2528

根本八左衛門書状下書（御村林太質物返金の件につき） 2月29日 横折紙・1通 2532
根本八左衛門→鈴木弥八様

川上茂介書状（去年両度の書状に御返事下されたき旨、

縣翻書聖麓戸藷誹燦漏欝耀方
2月 横切継紙・1通 1588

根本八左衛門書状下書（貴様妹おきせ質物返金等閑に
　つき取立方依頼のこと）　根本八左衛門→清右衛門様

3月4日 横切継紙・1通 1256

（端裏書）「小川町清右衛門方へ遣ス」

友鮮書状（迎人足御遣わし下されたき旨）　友鮮（根 3月22日 小切紙・1通 1181
本八左衛門）→父上様、おみハとの

遠藤菊右衛門書状（御子息拙者を尋ねて三春まで家出
　致され拙宅に止宿の旨お知らせと）　　［三春家中］

4月2日 横折紙（包紙入）・

1通

2514

遠藤菊右衛門→栃本村根本八左衛門さま

遊佐十右衛門書状（養父不幸の砺香典お礼）　遊佐＋ 4月2日 竪折紙（包紙入）・ 2516
右衛門→根本八左衛門様 1通

大沼甫左衛門書状（御珍肴贈答御礼ならびに囲碁指南
　のお願い）　大沼甫左衛門→根本八左衛門様俳句1首

卯月3日 横切継紙（包紙入）

・1通（2枚）
1355

（小切紙1枚）同封

南欝離謬ぎ越轡など油箋の類御畳縁などへ 4月21日 小切紙（1，2共包
紙入）・1通

1332－3

大沼甫左衛門書状（今晩より地蔵祭礼につき御来臨願
　い）　大沼甫左衛門→根本八左衛門様

卯月23日 横切継紙（2，3共

包紙入）・1通
1317
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遠藤新兵衛書状（頭巾合羽出来候問御渡しのこと） 4月26日 横折紙（2，3共包紙 1332－1

遠藤新兵衛→根本八左衛門様 入）・1通

釜子嶋田門平書状［口達］（細工料御無心のお願い） 4月28日 横切継紙（1，3共包 1332－2

釜子嶋田門平→栃本根本八左衛門様 紙入）・1通

根本八左衛門書状控（貴様妹質物奉公人につき早々差 5月14日 横切継紙・1通 2526
し遣わさるべき旨）　　［栃本より］根本八左衛門→
［中村様お屋敷二而］清左衛門様

かしわや茂平書状（御薬差し上げのこと）　かしわや 5月17日 横切継紙・1通 1411
茂平→渡部清右衛門様

渡部源右衛門書状（当所御薬師へ奉納につき絵馬お描 5月19日 横切継紙（包紙入） 1354
き下されたき旨お願い）　　［釜子より］渡部源右衛門 ・1通
→栃本村根本八左衛門様

仁井田村深谷弥左衛門書状（蚕種師桑折文治郎ご紹介 6月14日 横切継紙・1通 1367
添圭り　　「仁＃円村より「深谷弥方衛門→「栃本にて「

横切継紙（包紙入）1109
　1通（副書共2枚〉

　添書）　　［仁井田村より］深谷弥左衛門→［栃本にて］
　根本八左衛門様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

石井又左衛門書状（拙者後妻お世話の件、相手方余り6月17日
　に若きためお断り申したき旨）　石井又左衛門→根本
　左吉様

横切継紙（包紙入）1028
　1通（2枚）

嗜729入紙包紙切
通

横
1

1216竪折紙（包紙入
1通

1228横切紙・1通

i1217横切紙・1通

横切継紙（封筒入）2539

　1通

l　　　　　　　　　I
l横切継紙（封筒入）2540

　1通　　　　　　1

横切継紙（包紙入）2537

　1通

2535横切継紙・1通

1015横切継紙・1通

1403

1245

横切紙・1通

入紙包繍折
通

横
1

福岡彦三郎書状（百次郎一件につき、右女は親元に返6月22日
　し候旨お知らせのこと）　福岡彦三郎→根本八左衛門
　様

力丸市郎兵衛書状（のぼせの薬取り寄せさしあげの件）6月27日
　力丸市郎兵衛→根本八左衛門様

久田野村鈴木竜八書状（本沼村林太質物金返済滞りに7月9日
　つき御勘弁願い）　久田野村鈴木竜八→とちもと村根
　本八左衛門様

関根永作書状（上野出嶋へ若旦那様お入り下され披露7月10日
　相済み候件御礼、ならびに福岡様より焼魚の御礼伝
　言のこと）　関根永作→根本大旦那様

根本八左衛門書状下書（本沼村林太質物金返金勘弁の7月11日
　儀は相成り兼ね候旨）　根本八左衛門→鈴木竜八様

大竹安次郎書状（私出入りの畳屋八十八と申す者御遣8月6日
　わしの件）　　［白河］大竹安次郎→［栃本二而］根本八
　左衛門様

大竹くに書状（白河より遣わし候畳屋の扱いにつき余8月6日
　り粗末ならぬようお願いのこと）　［大竹内コ大竹
　くに→根本おまち様

大竹墓作書状（御疵お見舞いならびに灸治療につき）8月11日
　大竹毫作→根本八左衛門様

石野門八書状［口上］（葛籠竹3本無心のこと）　石野8月22日
　門八→栃本根本八左衛門様

根本八左衛門書状下書（俸へ相続の件など内談のこと）8月29日
　根本八左衛門→鈴木茂八様

松本某書状（御預かり下され候風呂敷包みの件）　松8月
　本（破損）→（破損）左衛門様

金子村渡部弥右衛門書状（奉納絵馬来月朔日までに認閏8月25日
　め遣わされたき旨お願いのこと）　金子渡部弥右衛
　門→栃本村根本八左衛門様
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5．根本家（r家」）／4．書状

永作書状（星野様方乳母村へ戻りお困りにつき形見村 9月11日 横切継紙・1通 2533
佐右衛門嫁より貰い乳の世話お願いの件）　永作→
根本益蔵様

菊地儀兵衛書状（昨夜妻死産のお知らせ）　　［中野村 9月14日 横切継紙（包紙入〉 2517
より］菊地儀兵衛→［栃本村にて］根本八左衛門様 ・1通

清光寺書状（北沢老と拙寺申し入れの儀につき明日御 10月15日　・ 横切継紙・1通 1214
宅参上のこと）　清光寺→栃本村根本八左衛門様

栃本八左衛門書状下書（品物進上のこと〉　栃本八左 10月17日 小切紙・1通 1061
衛門→市川覚左衛門様

鈴木傳左衛門書状（御悔やみとして会津蝋燭受納御礼） 10月22日 横折紙（包紙入）・ 2520
鈴木傳左衛門→根本八左衛門様 1通

市膝麟難醜盤罐簾響に櫓鱒彌 10月25日 横切継紙（封筒入）

・附共2通
1585

市川次太郎→釜子村大字栃本根本庸次郎様　　（附）某約
定書写（家禄賞典禄処分事件に関する行政裁判所への訴
訟提起についての約定）　鈴木充美法律事務所宛　明治
42年12月11日

鈴木四郎右衛門書状（掛物表具出来につき御引き取り 10月晦日 横切継紙・1通 1027
願いのこと）　　［棚倉］鈴木四郎右衛門→栃本村根本八
左衛門様

深谷弥左衛門返書（御縁女様病気の件等につき）　深 11月7日 横切継紙・1通 1704
谷弥左衛門→根本八左衛門様貴報

大難繍蠣槻蓮脚蓑鵜騰融蘇難瀦 ll月12日 横切継紙・1通 1025

様

よし書状（ます蔵［益蔵か］初礼首尾よく相済み候事、 11月13日 横切紙（包紙入）・ 1586
ならびに私よんどころなく上りかね候旨お詫び、そ 1通（2枚）

の他につき）　根田より、よし→栃本村御両親様

根本八左衛門書状下書（私体家出致し行方知らずのと 11月14日 横切継紙・1通 1318
ころ、眼病療治のため来春まで江戸滞留致し御旗本
奉公仕りたき旨申し居る由お知らせ承知のこと）
根本八左衛門→星源七様

鈴木幸左衛門書状ほか 包紙入・（附共2 1287
通）

鈴木幸左衛門書状（歳末御祝儀進上ならびに御祝詞 12月23日 横折紙（包紙入）・ 1287－1

言上）　　［釜子より］鈴木幸左衛門→［栃本にて］根 1通

本八左衛門様

根本八左衛門書状下書（歳末御祝儀品々拝受御礼） 12月23日 横切紙・1通 1287－2

根本八左衛門→鈴木幸左衛門様

増田邑右衛門書状（中野菊地方べ養子の件相談致した 17日 横切継紙・1通 1144
くお立ち寄り下されたき旨）　増田邑右衛門→根本栄
三郎様

益蔵書置（諸国廻り修行につき）　益蔵 横切継紙（包紙入） 510
・1通

友鮮書状［覚］（枳穀・防風・荊芥・硫黄・湯之花右 小切紙・1通 1178
五品白川より御調え下されたき旨）　友鮮→父上様

た蒲聾蟻罧驕能舗縷郵易稀押禦 横折紙（包紙入）・

1通

1179

ま→おは様

某書状（産人の儀度々御尋ね下され御礼、ならびに富 横切継紙・1通 1249
沢一件の儀につき）
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根本八左衛門書状下書（貴殿兼帯富塚村松蔵女房縁組
　之儀二付）　根本八左衛門→箭内名左衛門様

横長美・1冊 2232

5．5．その他（不明分、断簡類）

（文書袋断片） 天明4年5月16日 袋のみ・1枚 1060

諸神［（破損）］大［（破損）］　岩［（破損）］ 安永3年正月吉日 横長美・1冊 2047

（断片）（惣百姓連印部分） 安永6年2月 断簡・1丁 46－2

（文書袋）　　（根本）英治 昭和8年8月2日 袋のみ・1枚 1796

（断片） 断片・1枚 1212

（断片）（宛名、惣人数、金銭高など） 小切紙・3枚 1348

（包紙・断簡） 包紙、断簡・仮1 1437
括

（断片類） 仮1括 1500

（包紙） 包紙のみ・1枚 1753

（包紙）　大竹村、上野出島村 包紙のみ・1枚 1795

（包紙）　吉岡村直蔵外四人→上 包紙のみ・1枚 1813

（包紙）　栃本組大庄屋根本八左衛門→上 包紙のみ・1枚 1814

覚 横長半・1冊 2198

（包紙） 包紙のみ・1枚 2351

（紐） 紐・1本 2354－1

（包紙）　栃本組河東田村［（破損）］ 包紙のみ・1枚 2371

（包紙）　稲生下野守、水野対馬守→榊原小平太殿留守居 包紙のみ・1枚 2375

（外牧村分金子包紙） 包紙のみ・1枚 2381

（堀之内村分金子包紙） 包紙のみ・1枚 2382

（願書・届書類下書反古紙一括） 横折紙・7通 2385

（覚書類断簡一括） 小切紙・9通 2386

（断簡、断片類） 仮1括 2470

（断簡、下書、包紙、反故類） 仮1括 2953

（断片） 断片・3枚 2995

（断簡、下書類） 仮1括 3102

（断簡、下書類） 仮1括 3103
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