
年貢請取

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請 取人 形態 数量

12 午畑方御年貢取事 延宝 6.11.16 五郎兵衛 -大河原 状

永 1貫92文 7分 外紬代引 市郎兵衛

13 申ノ畑方御年貢請取事 11 8.11.15 五郎兵衛 -大河原 11 

永952文 3分外紬代引 市郎兵衛

14 巴ノ畠方御年貢請取事 11 9.12.21 五郎兵衛 -大河原 11 

永 1貫48文 7分 外 紬 代 引 此 札 l枚 市郎兵衛

ニ市皆済也

15 西ノ畑方御年貢請取事 天和1.11.14 五郎兵衛 -大河原 11 

永789文外 紬漆代引 市郎兵衛

16 (欠損〉 11 1. 3.24 五郎兵衛 -大河原 11 

口畑方御年貢請取事 市郎兵衛

(子 1)永口123文 2分外紬漆代引

此札 1枚ニ而皆済也

17 子ノ 畑方御年貢請取事 貞享1.12. 五郎兵衛 -大河原 11 

永852文 4分外紬、荏、大豆代引ほか 市郎兵衛

18 丑畠方御年貢請取事 11 2.12. 五郎兵衛 -大河原 11 1 

永743文畠方、永 l文 3分沓わり 銭、 市郎兵衛

永21文 7分 口セン此札 1枚ニ而皆済

也

19 寅畠方御年貢請取事 /1 2. 五郎兵衛 -大河原 11 

永820文 3分畑方永23文 5分口セ ン 市郎兵衛

此札 1枚ニ而皆済也

20 タHノ畑方御年貢請取事 11 4.(12). 名主久弥 -大河原村 11 

永837文但紬沓わり渋代共、口永24文 市郎兵衛

但る 1文 2分半かけ

21 巳ノ畑方御年貢請取事 元禄 2.12. 名主久弥 -大河原村 11 

(永471文 6分但口銭共) 市郎兵衛

22 午之畑方御年貢請取事 11 3.12 久弥 -大川原村 /1 

(永453文 8分但口セン共) 市郎左衛門

23 甲之畑方御年貢請取事 11 5.12. 名主久弥 -大川原村 ノノ

(永448文但 口銭共) 市郎兵衛

24 酉ノ畑方御年貢請取事 11 6.12. 名主久弥 -大川原村 /1 

(永442文 3分但口銭共) 市郎兵衛

25 成畑方御年貢請取事 11 7.12 名主久弥 -大河原村 11 

(永441文 9分 但 口 セ ン共) 市郎兵衛

26 亥畑御年貢請取事 11 8目12. 久弥 -大河原村 11 

(永448文 9分但口銭共) 市郎兵衛

27 子ノ畑方御年貢請取事 11 9.12. 藤五郎 -大河原村 11 

(永435文 7分 但御蔵入用 ロセ 市郎左衛門

ン共)

28 丑之畑方御年貢請取事 11 10.12. 藤五郎 -大河原村 11 

(永453文 6分但口銭共) 市郎左衛門

29 辰畑方御年貢請取事 /1 13.12. 藤五郎 -大河原村 11 

(永380文 7分但口銭共) 市郎左衛門
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番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

30 巳畑方御年貢請取事 7c禄14.12. 源五郎 -大河原村 状

(永357文 8分但口銭共) 市郎左衛門

31 午畑方御年貢請取事 1/ 15.12. 源五郎 -大河原村 11 

(永440文但し口銭共) 市郎左衛門

32 未畑方御年貢請取事 1/ 16.12. 名主 -大河原村 11 

(永440文 9分但口銭共〉 金平 市郎左衛門

33 申畑方御年貢請取事 宝永 1.12. 名主 -大川原村 11 1 

(永468文 但 口銭共) 金平 市郎左衛門

34 酉畑方御年貢請取事 1/ 2.12. 名主 -大川原村 11 

(永471文 2分口銭共) 金平 市郎左衛門

35 成畑方御年貢請取事 1/ 3.12. 名主 -大川原村 ノノ

(永472文但口銭共) 金平 市郎左衛門

36 御年貢請取之事 1/ 3.12. 名主 -六郎左衛門 11 

三郎左衛門

37 (宝永 3年から享保弐年まで永書上) 11 3. 名主 -大川原 〆ノ

金平 市郎左衛門

38 亥畑方御年貢請取事 // 4.12. 名主 -大河原村 // 

(永469文 1分但ロセン共) 金平 市郎左衛門

39 子ノ畑方御年貢請取事 ノノ 5.12. 名主 -大河原村 /ノ

(永444文 6分 但 口 銭 共 ) 金平 市郎左衛門

40 寅畑方御年貢請取事 /1 7.12. 名主 -大河原村 11 1 

(永463文 9分 但 口 銭 共 ) 金平 市郎左衛門

41 卯畑方御年貢請取事 正徳1.12 名主 -大川原村 11 

(永453文 9分但口銭共〉 金平 市郎左衛門

42 辰畑方御年貢請取事 11 2.12. 名主 -大川原村 11 

(永454文 5分但口銭共) 金平 市郎左衛門

43 巳畑方御年貢請取事 11 3.12. 名主 -大川原村 11 

(永476文 6分 但 口 銭 共 ) 金平 市郎左衛門

44 午畑方御年貢請取事 11 4.12. 名主 -大川原村 11 

(永466文但口セン共) 金平 市郎左衛門

45 未畑方御年貢請取事 11 5.12. 名主 -大川原村 11 

(永496文 5分 金平 市郎左衛門

46 酉畑方御年貢請取事 享保 2.12. 名主 -大川原村 11 

(永479文 7分口銭共〉 金平 市郎左衛門

47 成畑方御年貢請取事 11 3.12. 名主 -大川原村 11 

(永551文 6分口銭共内永500文10 金平 市郎左衛門

月納)

48 子之畑方御年貢請取事 ノ/ 5.12 名主 -大川原村 11 

(永510文 4分口銭共) 金平 市郎左衛門

49 寅畑方御年貢請取事 11 7.12. 名主 -大川原村 11 

(永515文 2分但紬六尺給米宿 万五郎 市郎左衛門

入用)

50 亥畑方御年貢請取事 11 16.12. 満五郎 -大川原村 11 

(永409文 5分但口セ ン共) 市郎左衛門
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番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

51 辰御年貢請取事 冗文1.12. 名主 -大河原 状

(永488文 1分畑方但口銭共) 満五郎 市郎左衛門

52 未御年貢請取事 // 4.12. 名主 -市之丞 // 

(石代、永371文 4分伝馬 六尺給 八郎右衛門

米宿 入用共)

53 酉御年貢請取事 寛保1.11. 名主 -市之丞 // 

(畑方永79文 2分口永紬代共石代永35 源之丞

1文 7分)

54 石代講取之事 // 3.11. 名主 -市之丞 // 

(永271文7分) 伝左衛門

55 当御年貢請取之事 // 3.12. 名主 -市之丞 // 

(永79文 1分御口永紬代共右之通 伝左衛門

御年貢皆済也)

56 亥御年貢請取事 宝暦 5.11. 名主 -市郎兵衛 // 

(永60文 1分小物成共) 伝左衛門

57 亥石代御年貢請取事 // 5.11. 名主 -市之丞 ノノ

(永306文7分御口米出石共) 伝左衛門

58 子ノ畑方御年貢請取之事 明和 5.11. 青根村 -大川原 // 

(永74文弐分小物成共、永8文長右 名主惣右衛門 重左衛門

衛門賃分)

59 子石代御年貢請取之事 // 5.11. 名主 -重左衛門 // 

(口米、永282文9分) 惣右衛門

60 丑御年貢請取之事 // 6.12. 名主 -大河原 // 

(永521文8分畑方口銭共) 久右衛門 市之丞

61 寅御年貢受取之事 // 7.12. 名主 -大川原 // 

(永525文 5分畑方 口セ ン共) 久右衛門 市之丞

62 卯ノ御年貢請取事 // 8.12 名主 -大川原 // 

(浮役、小物成、村入用、御国役) 平右衛門 重左衛門

63 巳御年貢請取事 安永 2.12. 名主 -大川原 // 1 

(永238文田方石代) 平右衛門 重左衛門

64 巳御年貢請取事 // 2.12. 名主 -大川原 // 

(小物成代受取) 平右衛門 重左衛門

65 田方請取(済) // 9.11. 名主 -大川原 // 

七右衛門 重左衛門

66 畑方御年貢受取 // 9.霜. 名主 -大川原 ノ〆

(永60文 6分小物成共) 七右衛門 重左衛門

67 タP畑方御年貢受取 天明 3.11. 名主 -出作 ノノ

(永59文4分小物成共) 三郎兵衛 一郎左衛門

68 田方御年貢請取之事(皆済) // 3.11. 名主 -本作 // 

三郎兵衛 市郎左衛門

69 畑方御年貢請取 // 4霜. 名主 -出作 // 

(永59文4分、小物成共〉 平右衛門 市郎左衛門

70 御年貢請取事 // 5.11. 名主 -大川原村 // 

永300文田方 新兵衛 市郎左衛門
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年貢請取

番号 資 料 名 年 代 差 出 人 ・請 取人 形態 数量

71 御年貢請取事 天明 5.霜. 名主 -大川原 状 1 

(永58文 4分、小物成共) 新兵衛 市郎左衛門

72 御年貢請取事 覧政1.11. 名主 -一郎左衛門 11 

(永58文 9分畑方、永342文 6方田方) 八蔵

73 御年貢請取事 11 3.11. 名主 -大川原 11 

(永69文 6分畑、永409文 3分田〉 八蔵 市郎左衛門

74 御年貢請取事 1/ 4.霜. 青根村名主 -大川原 11 

(永田文畑方小物成共、永382文 9分 八蔵 市郎左衛門

田方質地入)

75 御年貢請取事 1/ 4.11. 青根村名主 -大河原 11 1 
(皆済) 八蔵 次右衛門

76 子ノ御年貢受取之事 11 4.12. 名主 -大河原 11 

(永512文 l分、 畑方但口銭共〉 五郎助 市郎左衛門

77 丑ノ御年貢手形之事 11 5.12 名主 -大河原 11 

(永502文 6分、 畑方〉 五郎助 市郎左衛門

78 寅御年貢受取 11 6.霜. 名主 -大河原 〆〆

(永田文 畑小物成、永13文6分田方〉 六郎左衛門 市郎左衛門

79 辰御年貢請取之事 11 8.12. 名主 -大河原 11 

(永506文 4分 畑方) 五郎助 市郎左衛門

80 御年貢受取之事 11 9.霜. 名主 -大川原組 11 

(永68文畑 小物成共、永96文3分田〉 三郎右衛門 市郎左衛門

81 巳ノ御年貢受取之事 11 9.12. 名主 -大川原組 11 

(永五百五文四分、 畑方、口銭共〉 五郎助 市郎左衛門

82 御年貢受取之事 11 10.11. 名主 -大川原村 11 

(永六拾文、畑方、永弐百九拾壱文一 六郎左衛門 市郎左衛門

分田方)

83 未御年重清取之事 11 11.12 名主 -大川原組 〆/

(永五百五文田分、畑方、 口セン共) 五郎助 市郎左衛門

84 申御年貢請取之事 11 12.12. 名主 -大川原組 11 

(永五百六文六分、 畑方、但し口セン 五郎助 市郎左衛門

共)

85 覚 (御年貢金受取〉 享和1.11 名主 -千郎左衛門 11 

三郎右衛門

86 酒御年貢受取事 (永五百五 畑方〉 11 1.11. 名主 -大川原 11 

五郎助 市郎左衛門

87 巳御年貢請取之事 (諸物成〉 文化 6.11. 名主 -大川原 11 

五郎助 市郎兵衛

88 申御年貢受取之事 (永五百拾弐文六分、 ノノ 9.11. 名主 -大川原 11 

畑方) 五郎助 市郎兵衛

90 丑御年貢請取之事 1/ 

(大川原組頭市郎兵衛分)

91 寅御年貢受取之事 (永七百文畑方〉 文政13.11. 名主 -大河原組頭 11 

五郎助 市郎兵衛
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年貢請取

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

92 卯御年貢請取之事 天保 2.11. 名主 -伝七郎 状

五郎助

93 知御年貢請取之事 1/ 2.11. 名主 -市郎兵衛 1/ 

o田方永七百三文八分外色分銀永六 五郎助

分)

94 覚(文化十一酒年貢残り分請取) 1/ 3.10. 長野 -大川原 〆〆

紺屋忠八 市郎兵衛

95 辰御年貢請取之事(皆済) // 3.11. 名主 -大川原 // 

五郎助 才右衛門

96 辰御年貢請取之事 // 3.11. 名主 -大川原 // 

(畑、永七百弐文九分、外) 五郎助 市郎左衛門

97 御年貢受取之事 // 3.11. 青根村 -出作 // 

(小物成共永六拾四文=分) 六郎左衛門 市郎兵衛

98 成御年貢請取之事(皆済) // 7.12. 名主 -組頭 // 

五郎助 市郎兵衛

99 御年貢請取之事 // 7.12. 青根村 -大川原 // 

新兵衛 市郎兵衛

100 未御年貢請取之事(畑方永) // 6.11. 名主 -大川原組頭 // 

五郎助 市郎兵衛

101 別紙小作請負謹文之事 // 8. 3. 青根村 -大川原 // 

(字永久保、 中畑ニ畝歩) 小作請負五(欠) 市郎兵衛

外 1

102 御年貢請取之事 // 9.11. 綱子村 -大川原 // 

(字日影回全武分=朱〉 七郎右兵衛門 市郎兵衛

103 御年貢請取之事(才右衛門、庄右衛門、 // 9.11 名主 // 

市郎兵衛、四郎右衛門、伝七、 三郎左 五郎助

衛門)分

104 御年貢請取之事 // 10.11. 綱子村 -市郎兵衛 // 1 

七郎右兵衛門

105 御年貢請取之事 // 10.11. 綱子村 -大河原 1/ 

七郎右兵衛門 市郎兵衛

106 亥御年貢受取之事(市郎兵衛分) // 10.11. 名主 // 

五郎助

107 御年貢受取之事 // 10.11. 青根村 -牧野村出作 // 

(畑方永百五文五分田方、永田百四拾 新兵衛 市郎兵衛

五文廿分)

108 御年貢請取之事 1/ 11.11. 青根村 -牧野村 // 

(畑方永百弐拾=文田方四百廿八文九 新兵衛 市郎兵衛

分)

109 御物成請取之事 〆〆 12.11. 青根親類 -大川原出作 // 

(畑方六百九拾文弐、田方弐貫四百八 新ニ郎 市郎兵衛

拾弐文七分)
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番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

110 御年貢請取之事 天保12.11. 青根村与頭 -牧野村出作 状

(畑方百廿壱文三分、田方永五百拾九 新兵衛 市郎兵衛

文七分)

111 寅御年貢請取之事 11 13.11. 名主 -組頭 /1 1 

五郎助 市郎兵衛

112 タH御年貢請取之事(畑方永皆、済〉 /1 14.11. 名主 -組頭 ノノ

五郎助 市郎兵衛

113 辰御年貢請取之事(畑方永七百拾三文 /1 15.11. 名主 -組頭 〆ノ 1 
皆済) 五郎助 市郎兵衛

114 御年貢請取之事(畑方、永弐百文拾七 1/ 15.11. 青根村与頭 -出作 /1 

文九分田方永七百拾文三分酒造冥加永 新兵衛 市郎兵衛

百弐拾五文)

115 請取之事 〆〆 11. 青根村当役 -同村稼人 // 

(酒造冥加永 百弐拾五文) 新兵衛 七右衛門分

市郎兵衛

116 御年貢受取之事 弘化 2.11. 青梅村与頭 -牧野村出作 ノノ

(小物成共永三百弐拾五文五分酒造 新兵衛 重郎兵衛

冥加永百廿五文)

117 御年貢受取之事 /1 3.11. 青根村与頭 -牧野村与頭 // 

(畑方永三百四拾五文、田方永六百三 新兵衛 市郎兵衛

拾七文三分酒造冥加永百廿五文)

118 御年貢受取之事 // 4.11. 青根村与頭 -牧野村 11 

(畑方質入共、永四百七文七分、田方 新兵衛 市郎兵衛

永七百廿八文九分酒造冥加永百廿五

文)

119 御年貢請取之事 嘉永1.11. 青根村与頭 -牧野村与頭 ノ〆

(小物成質入共、永四百九拾三文八分、 新兵衛 市郎兵衛

田方七百六拾四文八分、酒造冥加永百

弐拾五文)

120 当申御年貢請取之事(伝七分〉 11 1.11. 名主 . ノノ

五郎助

121 当申御年貢請取之事(組頭市郎兵衛分〉 11 1.11. 名主 . // 

五郎助

122 当申御年貢請取之事(庄右衛門分〉 〆/ 1.11. 名主 . ノノ

五郎助

123 当申御年貢請取之事(才右衛門分) 11 1.11. 名主 . 11 

五郎助

124 御年貢請取之事 /1 2.11. 青根村与頭 -牧野村出作 ノノ

(畑方二十弐口質入永四百九拾四文田 新兵衛 市郎兵衛

方九百拾九文弐分 酒造冥加永百文五

文〉

125 御年貢請取之事 /1 4.11. 青根村当役 -大川原出作 /1 

(小物成共永田百九拾五文八分、田方 新兵衛 市郎兵衛

壱貫弐百四文〉
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番号| 資料名 年代

嘉永 4.11.

差出人・請取人

126 I酒造冥加永請取之事

(永百九拾五文)

127 I丑御年貢請取之事

(畑方永七百拾壱文)

128 I請取之事(畑方、小物成共永四百九

拾四文壱分田方九百九拾文壱分〉

129 I請取之事(年貢)

(酒造冥加永百弐拾五文)

130 I請取之事

(田畑酒造冥加永国役共、金五両弐分

壱朱ト百拾三文)

131 I請取之事(年貢)

(畑方小物成共永四百九拾四文八

分田方八百三拾四文弐分)

11 6.11. 

安政1.11.

11 3.11. 

11 3.11. 

青根村当役

新兵衛

名主

五郎助

青根村当役

新兵衛

青根村当役

新兵衛

青根村当役

新兵衛

青根村当役

新兵衛

-酒造稼人

七右衛門分

市郎兵衛

・組頭

市郎兵衛

・大川原

市郎兵衛

・同村稼人

七右衛門分

市郎兵衛

・大川原出作

市郎兵衛

-大川原

市郎兵衛

132 I酒造冥加永請取之事 11 4.11. 青根村組頭 ・稼人

(永百弐拾五文) 新三郎 七右衛門分

市郎兵衛

133 I覚(年貢請求) 11 4.11.24 青根村組頭 ・牧野村出作

(畑方 永九百拾弐文三分、田方永四

貫百五拾六文八分酒造冥加永百廿五

新三郎代市郎兵衛市郎兵衛

文)

134 I請取之事(年貢) I 11 5.11. I青根村組頭

(畑方 永七百五拾壱文四分、田方永 I I新三郎

弐貫六百七拾九文九分酒造冥加永百

廿五文〉

135 I覚(年貢請取) I 11 5.11.24 I青根村名主

(畑方 小物成兵永壱貫百九拾五文 I I市郎兵衛

田方四貫九百拾弐文九分酒造冥加

永百弐拾五文)

136 I請取之事(年貢) I 11 6.11.24 I青根村名主

(畑方永八拾壱文九分〉

137 I請取之事 I 11 6.11. I青根村名主

(畑方壱貫弐百四拾壱文二分 田方 I I三郎右衛門

四貫三百四拾二文二分、酒造冥加永稼

人七右衛門分百弐拾五文)

138 I御物成請取之事 |万延1.11. I青根村名主

(畑方永 壱 貫三百拾九文七分 田方 I I三郎右衛門

六貫四拾九文七分酒造冥加永百二拾

五文高桝り永百三拾五文三分)

139 I覚(年貢請求) I文久1.11.青根村名主

(畑方永壱貫四五拾文六分酒造冥 I I六郎兵衛

加永百弐拾五文 田方三貫拾文弐分)
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-大川原出作

市郎兵衛

-牧野村出作

市郎兵衛

-枠

勘右衛門

・牧野村御組頭

市郎兵衛

-青根村組頭

市郎兵衛

-牧野出作

市郎兵衛

年貢請取

形態官E
状 I1 

11 I 1 

11 I 1 

11 I 1 

11 

〆〆

ノノ

11 

11 I 1 

11 I 1 

11 I 1 

11 I 1 

11 I 1 

ノノ I 1 



年貢請取、年貢金請取

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

140 覚(年貢請求) 文久 2.11. 青根村名主 -大川原出作 状

(畑方永壱貫四百弐拾八文酒造冥 六郎兵衛 市郎兵衛

加永百拾五文 田方五貫百九拾弐文六

分)

141 覚(年貢請取) // 3.11. 青根村名主 -牧野村越石 // 

(畑方壱貫三百七拾六文七分冥加 六郎兵衛 市郎兵衛

永百弐拾五文 田方永弐貫九百九拾壱

文)

142 覚(年貢請取) 慶応 2.11. 青根村名主 -大川原越石 11 

(畑方永壱貫拾弐文九分田方永五 六郎兵衛 市郎兵衛

貫六百廿三文弐分酒造冥加永百弐拾

五文)

143 覚(年貢請取) 明治 2.11 青根村名主 -牧野村出作 11 

(畑方酒造冥加永共、永壱貫四百七 六郎兵衛 市郎兵衛

拾六文田方三貫四百拾文八分)

144 覚(年貢請取) /1 3.11. 青根村名主 -大川原越石 11 

(畑方永壱貫三百五拾四文田方永 六郎兵衛 市郎兵衛

弐貫五百拾壱文五分)

145 覚(年貢請取) 壬申(明治) 青根村名主 -大川原 11 

(畑方永壱貫四百七拾四文五分田 5. 3. 山口六郎兵衛 市郎兵衛

方永三貫六百九拾弐文三分)

146 壬申御酒売上税受取 申11.2. 出納課 -相州津久井郡 11 

金三拾六両三分永百弐拾四文九分 青根村

松本七右衛門

147 壬申御酒税金請求(金五両) 申(明治) 出納掛 -青根村 11 

5. 8.28 柳川七右衛門

148 記(田方、畑方租税皆、済) 明治 8.4. 青根村戸長 -井上市郎兵衛 11 

山口六郎兵衛

149 酒造税請取(金拾五円廿銭七厘) 11 10. 9.26 三樹十右衛門 -井上市郎兵衛 〆ノ

150 (酒税受取金六拾四円八拾弐銭〉 11 13. 4.18 青根村戸長 -青根村 11 

佐藤外右衛門 井上市郎兵衛

151 (袋)青根村出作御年貢請取入 /1 

半酒造冥加永請取入牧野村市郎兵衛

年貢金請取

覚(天明六年市郎左衛門外八名の年貢 (天明6) 状 1 

金の書上)

2 覚(伝馬金弐分余の上納指示〉 1.11. 大久八 -大川原 /1 

名主 組頭中

3 覚(伊勢大神・津嶋奉納金の受取) 成1. 大久八 -大川原 /1 

名主 組頭中
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年貢金請取

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

4 覚(上納漆取立に付、当春割出銭の額 天明 6. 大久八 -綱子、大河原 状

を指示) 成.2朔 名主 組頭中

5 覚(金子受取書、綱子分銭、趣段講立 2.21 大久八 -大川原 // 

替等) 名主 市郎兵衛

6 覚(春割、夫銭請取) 2.21 大久八 -大久和 〆〆

名主 名主

7 覚(年貢金壱分余受取) 亥.2.22 名主 -大川原 // 

三郎左衛門 市郎左衛門

8 覚(御伝馬買立金受取〉 巳.3. 5 吉野宿問屋 -青根村 // 

十郎右衛門 御名主中

9 覚(伝馬金預り) 3.10 大久八 -大河原 // 

五郎助 市郎兵衛

10 覚(金子受取) 子 3.12 大久八 -大河原 // 

名主

11 覚 (御伝馬金春割銀請取) 亥.3.15 大久和 -大川原 // 

名主 組頭中

12 寅御年貢之内受取覚(銭八百拾九文) 卯田 3.26 ニ郎左衛門 -市郎左衛門 // 

13 覚(諸入用銭受取〉 辰.3.28 大久和 -大川原 ノ〆

名主 組頭中

14 覚 (永弐百四十八文余請取) 巳 4朔 大久八 -大川原 // 

名主 組頭中

15 覚 (絹代金支払い証) 4.11 地方役所 -牧野村与頭 // 

市郎兵衛

16 覚(難村趣段講金利足受取) (江戸期) 野崎貞六 -青根村牧野村 /1 

辰 4.15

17 覚 (金子受取) 4.26 大久和 -大河原 1/ 

名主 組頭中

18 覚 (金壱両ニ付白米五斗四升、銭相場 午.5.26 青根村役人 1/ 1 

六貫五百文〉

19 覚(金壱分受取) 6. 5 大久和 -大川原 11 

五郎助 組頭中

20 覚(賃銭受取) 未.6.23 浅川役人 -牧野大和守様 // 

御内衆中

21 覚(金四両請取) 成 7.15 大久和 -大川原 11 

五郎助 市郎兵衛

22 亥御年貢御蔵付受取覚 亥.8. 6 青根村 -大川原村 11 

三郎左衛門 市郎左衛門、

久兵衛

23 覚(高野山勧化金請取) 8. 9 大久和 -大河原組頭 /1 

名主 市郎兵衛

24 丑御年貢之内受取覚 丑.8. 9 三郎左衛門 -市郎左衛門 /1 

25 申御年貢御蔵付受取覚 申.8.10 三郎左衛門 -市郎左衛門 11 

久兵衛
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年貢金請取

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

26 覚(伝馬金弐朱余請取) 巳.8.11 大久八 -大川原組 状

名主

27 覚(金弐両余受取) 巳.8.11 大久八 -大川原組 // 

名主

28 成御年貢御蔵付受取覚 8.12 三郎左衛門 -市郎左衛門 // 

久兵衛

29 (初納八月十二日、金六両二朱受取〉 8.12 青根村 -大河原 〆ノ

名主 与頭中

30 覚(年貢金、夫銭、請取) 8.12 大久八 -大河原 // 

名主 与頭中

31 覚(物成初納受取〉 午.8.13 大久和 -大河原 // 

名主 組頭中

32 覚(伝馬金等請取) 亥.8.13 大久和 -大河原 // 

名主 市郎兵衛

33 覚(年貢初納受取) 8.13 大久和 -大河原様 // 

名主

34 覚(金=分弐朱の請取) 8.15 青根村名主 -大河原村 // 

藤左衛門 与頭中

35 覚(年貢金弐分、御蔵付受取〉 酉.8.19 青梅村 -大川原 ノノ

三郎左衛門 市郎左衛門、

久兵衛

36 子御年貢御蔵付受取覚 子.8.23 青根村 -市郎左衛門 // 

三郎左衛門

37 覚(伊勢勧化 ・伝馬金受取) 9. 2 大久和 -大河原 // 

名主 組頭中

38 覚(頼母子構金鳥目請取〉 午.9. 8 会主 -大川原 // 

五郎助 市郎兵衛

39 覚(夫銭 ・請取) 午.9.17 大久わ -大川原 // 

名主 組頭中

40 (大河原組の上納年貢取立に付持参の 10. 7 大久わ -綱子、大川原 // 

事) 名主 組頭中

41 成御年貢之内受取覚 成.10.8 三郎左衛門 -市郎左衛門、 // 

久兵衛

42 覚(年貢上納金請取) 卯.10.10 大久和 -大河原 ノ〆

名主 市郎兵衛

43 覚(年貢上納金請取) 10.11 大久和 -大川原 〆ノ

八郎右衛門 組頭中

44 (御国役年貢金取立致すに付〉 10.11 大久和 -綱子、大川原 // 

名主 組頭中

45 覚(御年貢上納金受取) 成.10.11 大久和 -大川原 // 

名主 市郎兵衛組

46 覚(金子受取) 10.12 大久和 -大河原 // 

名主 市郎兵衛
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年貢金請取

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

47 覚(諸夫銭受取) 成.10.13 大久和 -大河原 状

名主 市郎兵衛

48 覚(夫銭受取) 子.10.14 大久和 -大川原組 ノノ

名主

49 覚(夫役金、伝馬金、 山王原無尽等書 辰.10.19 六郎兵衛 -ニ郎右衛門 〆ノ

上)

50 覚(綱子組・大川組蓮乗院入用割差出 11. 4 大久和 -綱子 11 

させ〉 名主

51 (年貢皆済井諸夫銭上納に付) 11. 6 大久和 -大川原 1/ 

名主 組頭中

52 大川原組末過覚 11. 6 大久和 -大川原 11 

(御国役、夫喰代等皆済の事) 名主 組頭中

53 覚(諸夫銭受取〉 11.10 大久和 -大川原 11 

名主 組頭中

54 覚 (諸夫銭 ・舟賃等受取) 11.15 大久和 -大川原 11 

名主 組頭中

55 覚 (出石代・出夫食代等書上) 11.25 名主 -大川原組 11 1 

五郎助 藤七

56 覚(村入用、国役等請取) 亥 11.22 名主 -大川原組 11 

五郎助 藤七

57 覚 (辰の御物成皆済に付) 11.24 大久八 -大河原 /1 

名主 組頭中

58 御年貢請取事 (田方永) 辰 11. 平右衛門 -大川原村 11 

市郎左衛門

59 覚(水車運上銀三拾文の受取) 未 11. 青根村役方 -長右衛門、 11 

庄左衛門、

伊右衛門

60 覚(冥加金受取) 寅.12.13 名主 -市郎兵衛 11 

五郎助

61 覚(蓮乗院借用金受取) 巳12.25 大久わ -大河原 11 

五郎助 市郎兵衛

62 覚(金子渡し証、質利足、 拝借金等) 丑.12.27 荒井倉より -六郎右衛門 1/ 1 

63 覚(下駄運上金受取) 酉.12.29 江川太郎左衛門 -名主中 // 1 

手代山田佐四郎

64 酉御年貢受取之事(永五百十弐文余、 酉.12. 名主五郎介代 -大河原 11 1 

畑方) 久右衛門 市郎左衛門

65 覚(金壱分弐朱、受取り) 12. 青根村名主 -牧野村組頭 // 

三郎右衛門 市郎兵衛

66 御年貢取立覚 新兵衛 1/ 

67 (市郎右衛門分、茂兵衛分等年貢書上) /1 
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明治期租税等請取

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

記〈租税10円受取) 明治10.10.19 戸長 -青根村 状

三樹十右衛門 井上市郎兵衛

2 証(清酒造営業税10円受取) ノノ 10.10.31 第23大区 5小区 -青根村 11 

神奈川県八等属 井上市郎兵衛

若森久高

3 記(清酒醸造税半高受取) ノノ 10.11.25 第23大区 5小区 -青根村営業人 11 

正副戸長 井上市郎兵衛

4 記(明治10年分清酒醸造税受取) /1 11. 4.26 副戸長 -青根村営業人 11 

甘利金兵衛 井上市郎兵衛

5 記(明治10年分清酒醸造税残高請取) ノノ 11. 9.24 副戸長 -青根村 11 

甘利金兵衛 井上市郎兵衛

6 太政官布告(酒類税則改正・追加につ 11 11. 9.28 太政大臣 綴

き) 三条実美

7 明治11年分清酒醸造税納付令状 11 12. 4.19 津久井郡長 -青根村納入 状

三樹十右衛門 佐藤外右衛門

8 記(戸数割第二期分納付令状受取) /1 13. 4. 戸長役場 -青根村 11 2 

井上市郎兵衛

9 (}也方税戸数害IJ納付令状) 11 13. 9.16 青根村 -青根村納入 11 

戸長役場 井上市郎兵衛

10 記(明治13年酒類醸造税受取) 11 13. 9.29 青根村戸長 -醸造営業人 ノノ

佐藤外右衛門 井上市郎兵衛

11 証(明治13年酒造税受取) 11 13.11.30 津久井郡長 -青根村 11 

吉野十郎 井上市郎兵衛

12 記(明治12年度雑種営業税受取〉 11 14. 4. 5 青根村 -井上市郎兵衛 11 

戸長役場

13 (明治13年分酒類醸造税納付令状) 11 14. 4. 7 青根村旧戸長 -荒井蔵 ノノ 1 

佐藤外右衛門 井上市郎兵衛

14 (明治13年度酒類造石税納付令状) /1 14. 9.23 青根村 -納入 〆〆

戸長役場 井上市郎兵衛

15 請取証(明治13年度酒類造石税請取) 11 14. 9.29 青根村戸長 -納入 11 

柳川新兵衛 井上市郎兵衛

16 (明治13・15・16・20年酒類造石税領 11 14.""20. 戸長 -井上市郎兵衛 11 4 
収証) 柳川新兵衛

17 請取証 11 15. 2. 7 青根村戸長 -井上市郎兵衛 11 

(明治14年度戸数割税) 柳川新兵衛

18 (明治15年度戸数割税納付令状〉 11 15. 7.27 青根村 -納入 11 

戸長役場 井上市郎兵衛

19 (明治15年度第2期地租割税ほか納付 11 15. 1.20 青根村 -納入 11 3 
令状) ""21 戸長 井上八十助

20 (明治15年度分酒類造石税納付令状〉 11 16. 4.20 青根 -井上市郎兵衛 11 

村戸長

21 (明治16年度前半期戸数割f5l*内付令状) 11 16. 7.24 青根村 -納入 11 

戸長 井上市郎兵衛
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明治期租税等請取

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

22 (明治16年度第2期焼酎造石税納付令 明治17.7.16 青野原青根村戸長・納人 状

状) 柳川新兵衛 井上市郎兵衛

23 (明治17年度第 2期清酒造石税納付令 11 17. 7.16 青野原青根村戸長・納入 11 

状〉 柳川新兵衛 井上市郎兵衛

24 (明治17年度第 1期 ・第2期戸数割税 11 17. 7.25 青野原村青根村 -納入 11 2 

納付令状) 戸長役場 井上市郎兵衛

25 記(証書金利子受取証) 11 17. 8.28 トや村 -青根荒井 11 

菱山雄左衛門 井上市郎兵衛

26 (明治16年度第 2期 ・第 3期濁酒 ・焼 11 17. 9.19 青野原村青根村 -納入 // 2 

酎・清酒造石税納付令状) 戸長役場 井上市郎兵衛

27 (明治17年度第 l期 ・第 2期酒造造石 11 18. 3.18 青野原村青根村 -納入 11 2 

税納付令状) 戸長役場 井上市郎兵衛

28 (明治17年度第 2期村費納付令状) 11 18目 4.14 青野原村青根村 -納入 11 

戸長役場 青根村酒造家

井上市郎兵衛

29 (明治17年度教育費第2期分納付令状) 11 18. 6. 9 青野原村青根村 -納入 // 

戸長役場 井上市郎兵衛

30 証(酒造税領収) 11 18. 7.31 青野原村 -納入 11 

外ーケ村p長 井上市郎兵衛

山口隆

31 明治18年度后半期戸数割税可相納 11 19. 1. 8 青野原村青根村 -納入 11 

戸長役場 井上市郎兵衛

32 明治18年度第 6期国税可相納 戸長山 11 19. 3.27 青野原村青根村 -納入 // 

口隆 戸長役場 関戸治兵衛

33 明治19年第 1期村費可相納 11 19. 7. 6 菅野原村青根村 -納入 〆/

戸長役場 井上市郎兵衛

34 領収証 19. 7.30 青野原村青根村 -納人 11 2 
(酒造税ー蒸溜酒税) 戸長 井上市郎兵衛

山口陸

35 明治19年第 2・3期村費可相納 11 19. 9. 6 青野原村青根村 -納入 〆〆 2 

(領収済印あり 戸長山口隆) 戸長役場 井上市郎兵衛 // 

36 領収証 11 19. 9.27 青野原村青根村 -納入 // 4 

(明治19年度第3期分蒸溜焼酎税) 戸長 井上市郎兵衛

山口陸

37 (明治19年度酒造営業税等可上納) // 19.10. 1 津久井郡長 -納入 // 

吉野十郎 井上市郎兵衛

38 明治19年度追加税可相納 // 20. 4.18 青野原村青根村 -納入 // 

(領収印あり) 戸長役場 柳川四郎

39 領収証 // 20. 4.26 青野原村青根村 -井上市郎兵衛 // 

(明治20年度第 1期醸造酒税) 戸長

山口隆

40 言己 11 20. 4.26 青野原村青根村 -青根村 // 

• (明治初年度前半期戸数割税外 2税一 戸長 井上市郎兵衛

領収記載あり) 山口隆
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明治期租税等請取

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

41 明治19年度追加戸数割税可上納 明治20.4.30 (角田印) -井上市郎兵衛 状

(領収印あり)

42 明治20年度学費寄付金可相納 11 20. 7. 1 青野原村青根村 -納入 1/ 

戸長山口隆 戸長役場 井上市郎兵衛

43 領収証 11 20.10.21 青野原村青根村 -納入 1/ 2 
(明治20年度3期蒸溜酒造税) 戸長 井上市郎兵衛

山口隆

44 言己 // 20.10.28 青野原村青根村 -納入 1/ 

(明治20年度后半期戸数割税外 2税一 戸長役場 井上市郎兵衛

領収の割印あり)

45 (明治21年度第 1期醸造酒税可上納、 11 21. 4目 2 青野原村青根村 -納人 1/ 3 
受取〉 戸長 井上市郎兵衛

山口隆

46 領収証 /1 21. 7.30 青野原村青根村 -納入 ノノ

(明治21年度醸造酒税) 戸長 井上市郎兵衛

山口隆

47 領収証 11 21. 7.30 青野原村青根村 -納入 1/ 

(明治21年度蒸溜酒税) 戸長 井上市郎兵衛

山口隆

48 言己 /1 21.10.10 青野原村青根村 -青根村 〆ノ 2 
(明治21年度后半期戸数割税一領収の 戸長役場 井上八十助

記載あり)

49 言己 /1 22. 4.23 元p長 -青根村 // 

ぐ酒税領収) 山口隆 井上八十助

50 領収証 /1 22. 7.31 青根村 -青根村 〆〆 6 
(明治22年酒造税一醸造酒税〉 井上八十助

51 領収証 /1 23. 4.29 神奈川県収税部 -青根村 〆ノ 3 

(明治23年度酒造税一醸造酒税 ・蒸溜 中野出張所 井上八十助

酒税等一封筒共)

52 領収証 1/ 23.10.25 青根村 -納入 /1 

(明治23年度后半年分地租割税外2税) 役場 井上八十助

53 領収証 1/ 23.11.15 中野支金庫 -青根村 /1 5 

(明治23年分酒造税一醸造酒造) 井上八十助

54 領収証 1/ 24. 8.14 中野支金庫 -青根村 1/ 4 
(明治23年分醸造税ー蒸溜酒税) 井上八十助

55 領収証 /1 24.11.14 中野支金庫 -青根村 11 3 

(明治24年第 1期分酒造税一醸造酒税) 井上八十助

56 領収証 /1 25. 9.30 中野支金庫 -青根村 /1 

(明治25年分酒造税一免許税〉 井上八十助

57 領収証 1/ 26. 1.16 中野支金庫 -青根村 /1 2 

(酒造税一醸造酒税) 井上八十助

58 小包送票 /1 26. 5.19 大阪市東清水町 -青根村 〆〆

(大坂船場消印 ・八王子留置〉 帰一社 井上八十助
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明治期租税等請取、金子借用証文

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

59 領収証 明治27.4.16 中野支金庫 -青根村 状 11 

(明治26年度酒造税醸造酒税等〉 井上八十助

60 領収証 11 27. 4.16 中野支金庫 -青根村 11 4 

(明治27年度醸造酒税 ・蒸溜酒税) 井上八十助

61 領収証(免許税 l期分) 11 27.10. 1 中野支金庫 -青根村 11 

井上八十助

62 領収証(醸造酒税第 1期分ほか) 11 28. 4.15 中野支金庫 -青根村 ノ/ 2 

井上八十助

63 領収証書 (30年第 3期酒造税) 11 32. 2.28 中野支金庫 -牧野村 11 

井上基一

64 領収証書(明治32年度第4期分酒造税) 11 33. 3.30 中野支金庫 -牧野村 11 

井上基一

65 領収証書(酒造税32年度第 l期) 11 33. 7.30 中野支金庫 -牧野村 ノノ

(中野税務署) 井上基一

66 領収証書(酒造税32年度第2期分) 11 33.10.30 中野支金庫 -牧野村 /ノ

井上基一

67 領収証(日本赤十字拠金) 11 35. 9.26 日本赤十字社 -井上基一 11 

神奈川県支部

津久井郡委員部

牧野村分区委員

佐々木竹次郎

金子借用証文

借用申金子証文之事 明治 3.4. 津久井郡牧野村 -大住郡田中村片町 状

(金25両) 借主 西村甚兵衛

市郎兵衛

2 借用申金子証文之事 11 4.12. 大川原村 -同村 11 

(金 7両字酉かと、下回 7升、年季は 庄右衛門外 1名 市郎兵衛

半年〉

3 (金子借用証) 11 11.12.23 . 11 

(金100円〉

4 借用之証 11 13.10.24 牧野村 -大磯駅 /ノ

(金35円) 借用人 佐藤恵洞

井上八十助外 l名

5 借用申金子之証 ノノ 13.12.21 青根村 -吉野村 11 

(金50円) 借主 吉野芳麿

井上市郎兵衛

外 1名

6 借用金証書 11 15.12.21 津久井郡牧野村 -同村 11 

(金50円) 借用人 佐藤幸右衛門

井上八十助外 1名
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金子借用証文、伏馬田・荒井松本倉勘定

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

7 借用金証書 明治16.12.2 津久井郡牧野村 -同郡青山村 状

(金100円) 借用人 武村治兵衛

井上八十助外 l名

8 書添之証 1/ 19.11.24 津久井郡牧野村 -牧野村 11 

(金4円貸渡之処金 1円譲渡之証) 譲渡人 井上八十助

高崎善吉外 2名

9 金子借用証 11 20. 2.25 津久井郡牧野村 -道志村 11 

(金15円) 井上八十助外 1名佐藤源治郎

10 借用申金子証 11 20.10.22 青根村 -岡村学平丸 11 

(金20円) 酒造庖 関戸九右衛門

井上市郎兵衛

11 地所借用証 が 21.1. 1 津久井郡佐野川村・同郡牧野村 11 2 

(津久井郡青根村12番地の芝地外)定 崎川柳平外 1名 井上八十助

約書共

12 借用金証書(用紙) ノノ 借主 -株式会社 11 

連帯保証人 上野原銀行

13 借用金証書 昭和 6.8.25 借主 -牧野村 1/ 

(金8円) 関戸銀之助外 l名井上基一

伏馬田 ・荒井松本倉勘定

A見>4 未 12. あらい -伏馬田 状

(伊勢之丞府賃勘定〉 松本倉 重太郎

1.金 2分

2 覚 未 12. あらい -伏馬田 11 

(酒代金 9両余勘定) 松本倉 六郎兵衛

3 見'"ゐ 未 12. あらい -伏馬田 11 

(酒代金 1朱勘定) 松本倉 新一郎

4 A見'" 未 12. あらい -伏馬田 11 

(八王子茂七へ押方分金2分2朱勘定〉 松本倉 重右衛門

5 《見-'4 未.12 あらい -伏馬田 // 

(酒代金2朱勘定) 松本倉 辰次郎

6 A見.u. 未 12. 荒井 -伏馬田 11 

(酒代金 1両 1分 3朱勘定) 松本倉 久次郎

7 覚 未 12. 荒井 -伏馬田 11 

(金2分 2朱438文勘定) 松本倉 三左衛門

8 おぼへ 未 12. 荒井 -伏馬田 11 

(酒代金2分 3朱他勘定) 松本倉 弥次右衛門

9 おぼへ 未.12 荒井 -伏馬田 // 

(酒代金2両 1分 2朱190文他勘定) 松本倉 甚左衛門

10 おぼへ 未 12. 荒井 -伏馬田 〆〆

(酒代金2分 2朱と272文勘定〉 松本倉 太郎兵衛
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佐藤氏関係、青山梅沢氏関係

佐藤氏関係

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

請取証 明治11.10目 六小区津久井郡 -同村大川原 状

(御用立金共利共受取〉封筒共 牧野村 井上市郎兵衛

佐藤恵洞代理講邑

木彦右衛門

2 記(証書金利子受取) // 14.10.11 佐藤恵洞 -井上八十助 // 

3 証(金子受取) 1/ 15.12.18 大磯駅 -井上八十助 // 

佐藤恵洞代理

山口恵覚

4 記(利子受取) // 17. 3.21 大磯宿佐藤恵洞 -井上八十助代理 /ノ

加藤才右衛門

5 証(出頭費受取) // 17. 3.21 大磯宿佐藤恵洞 -井上八十助代理 // 

加藤才右衛門

6 日延約定書 // 17. 3.21 牧野村 -佐藤恵洞 /ノ

井上八十助

代加藤才右衛門

7 記(金拾弐円受取) // 17. 9.27 大山明王寺住職 -青根村 // 

佐藤恵洞 井上市郎兵衛

青山梅沢氏関係

受取之証(正油代60銭〉 明治11.6.10 津久井郡青山村 -井上市郎兵衛 状

梅沢重太郎、

上原吉太郎

2 記(新酒壱駄12円受取〉 // 13.12.12 津久井郡青山村 -青根蔵 // 

梅沢泰助 井上市郎兵衛

3 借用金証書(金百三拾円) // 16. 4. 4 借用主牧野村 -青山村 ノ/

井上八十助 梅沢泰助

4 記(送り酒等書上) // 16. 4. 4 青根村 -青山村 // 

井上市郎兵衛 梅沢泰助

5 記(金五円領収) // 18. 1.11 青山村 -井上市郎兵衛 // 

梅沢重太郎

6 借用証(金拾三円余) 1/ 19.11. 7 牧野村借主 -青山村 // 

井上八十助 梅沢泰助

7 証(金四拾三円余受取) // 19.11. 7 梅沢泰助 -牧野村 // 

井上八十助

8 (借用金書上) 1/ 19.11.28 青根村 -青山村 1/ 

井上市郎兵衛 梅沢泰助

9 金子借用之証(金壱百参拾円) // 19.11. 牧野村借主 -青山村 // 

井上八十助外 梅沢泰助

10 約定証(金百円貸渡し)封筒共 /1 21. 6.30 青山村 -牧野村 // 

梅沢泰助 井上八十助

11 書状(酒買上依頼〉 2.14 荻野和泉屋 -青根御蔵 // 

清九郎
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鳥屋梅沢氏関係

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

12 証(金拾円受取) 2.27 梅沢九右衛門 状

13 記(金弐拾円受取) 3. 4 青山村 -あらい 11 

梅沢九右衛門 井上市郎兵衛

14 証 (金拾五円受取) 3.11 青山村 -あらい 1/ 1 

梅沢九右衛門 井上市郎兵衛

15 記 (金=拾円受取) 3.31 青山村 -あらい 〆〆

梅沢九右衛門 井上市郎兵衛

16 証 (金百円受取) 4.30 青山村 -大河原 11 

梅沢九右衛門 村井上八十助

17 覚 (白米弐俵、代金六両渡し申す) 8. 5 青山村 -なら村 11 

梅沢九右衛門 清兵衛

18 記(酒造願替上納金請取書) 申.8.31 青山村 -青根村 1/ 2 

梅沢重太郎 松村市郎兵衛

19 証 (金五拾円受取〉 9. 3 青山村 -青根村 1/ 

梅沢九右衛門 井上市郎兵衛

20 送 り 10.20 相州荻野和泉屋 -ツク井青山 ノノ

清九郎 九右衛門外

21 覚(売渡し証) 寅 10. 相州荻野 -松本蔵 〆/ 1 

和泉屋 市郎兵衛

22 送り状之事(酒弐駄) 11.朔 津久井青山 -青根酒屋 〆ノ

梅沢 市郎兵衛

23 記(金五拾円受取) 11. 1 津久井青山 -あらい 1/ 

梅沢 井上市郎兵衛

24 送り 11. 3 相州荻野和泉屋 -青根村松本御倉 ノ〆

清九郎 一郎兵衛

25 証(清酒造免許税金五円) 辛来.11.11 小野重厚、 -納入 1/ 

用瀬伝重、 梅沢泰助

中村政房

26 記(酒ー駄御注文に付差上) 11.16 青山村 -青根蔵 11 

梅沢重太郎 梅沢泰助

27 証(金弐拾五円受取) 11.25 青山村 -青根荒井 1/ 

梅沢九右衛門 梅沢泰助

28 記(白米弐拾俵買付) 11.30 青山村 -青根荒井 ノノ

梅沢九右衛門 梅沢泰助

29 記(金弐拾円受取〉 12. 3 青山村 -青根荒井 〆/

梅沢九右衛門 梅沢泰助

30 記(金拾円受取) 12. 4 青山村 -青根村 1/ 

梅沢九右衛門 松本市郎兵衛

31 覚(白米弐俵、代金四両余受取) 12.11 青山 -荒井 ノノ

梅沢九右衛門 松本酒造

32 証(五円受取) 12.13 青山村 -井上市郎兵衛 11 

梅沢重太郎代

上原吉太郎
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青山梅沢氏・鳥屋天野氏・鳥屋菱山氏関係

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請 取人 形態 数量 l

33 証(米代金五拾五円受取) 12.20 青山村 -あらい酒造 状

梅沢九右衛門 井上市郎兵衛

34 覚(酒弐駄うけとり) 青山村 -青根荒井酒造 ノノ

梅沢九右衛門

35 手紙(御注文の酒売渡し) ヲキノ -青根村松本酒造 11 

和泉屋清九郎 市郎兵衛

鳥屋天野氏関係

覚(金拾七両受取り)上封筒共 明治 7.7. 7 鳥屋村 -牧野村 状

天野八郎兵衛 井上市郎兵衛

2 記(御用立金六拾円受取) 11 13. 8.23 鳥屋村 -青根村 // 

天野藤三 井上市郎兵衛

3 借用金之証(金百円) 1/ 14. 9.20 青根村借用人 -鳥屋村 1/ 

井上市郎兵衛外 天野藤三

4 記(貸金の約定) 1/ 15. 9.17 鳥屋村 -青根村 11 

天野藤三 井上市郎兵衛

5 記(金三十円受取)封筒共 11 20. 8.31 鳥屋村 -牧野村 〆/

天野藤一 井上八十助

6 (日光御法会御用役金に付廻状)封筒 11 20. 1. 2 鳥屋村 -青根御酒造 11 

北 天野八郎兵衛 井上市郎兵衛

7 書簡(牧野村弥右衛門より願い出の除 巳.3.26 小田原新宿町より・牧野村 11 

地一件等につき(包紙っき)) 鳥屋村 井上市郎兵衛

天野三郎助

8 記(残金四十四円余) 辰.10.11 天野藤三 -青根村 1/ 

井上市郎兵衛

9 書簡(御保証を以て井上八十助様への 12. 鳥屋村 -青根村 11 

御用立金の返済につき請求の件封筒 天野藤三 柳川新兵衛

入り)

10 (生糸御改めについて)封筒共 5.29 鳥屋村 -牧野村 11 

天野三郎助 井上市郎兵衛

鳥屋菱山氏関係

(相場 3合引揚ゲ通知) 明治11.1. 7 菱山四郎 -井上市郎兵衛 状 2 

(いせ原 1斗 9升、七沢18升 2・3合)

2 1.七沢米1、ぬかはなし4斗入の送付 1/ 11. 1.18 鳥屋 -松本御倉 11 2 

2.記(米代金10月預かり) 菱山四郎左衛門 (井上市郎兵衛)

3 記(金35円受取) 1/ 11. 7. 4 鳥屋 -牧野村 1/ 

菱山四郎左衛門 井上市郎兵衛

4 記(御用立金利子受取) 11 11. 8.23 鳥屋 -牧野村 11 

菱山四郎左衛門 井上市郎兵衛

5 記(七沢村三橋借用金) 1/ 11. 8.25 . 11 1 
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鳥屋菱山氏関係

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

6 言己 明治11.10.3 鳥屋村 -青根あらい 状

(金子受取) 菱山四郎左衛門 井上市郎兵衛

7 証 11 12. 4.13 鳥屋村 -青根あらい 11 

(御用立金の内金受取) 菱山四郎左衛門 井上市郎兵衛

8 記 11 12. 5.11 鳥屋村 -青根あらい 11 

(金25円余受取) 菱山四郎左衛門 井上市郎兵衛

9 言己 11 12. 4. 鳥屋村 -青根あらい 11 

(米代金内金受取) 菱山四郎左衛門 井上市郎兵衛

10 記 1/ 12. 2.26 鳥屋村 -青根あらい

(米代勘定内金受取) 菱山四郎左衛門 井上市郎兵衛

11 言己 1/ 12. 5. 5 鳥屋村 -あらい // 

(御届金預かり証) 菱山四郎左衛門 井上市郎兵衛

12 言己 1/ 12.11.15 鳥屋村 -あらい 〆〆

(米代金受取) 菱山四郎左衛門 井上市郎兵衛

13 (いせ原から宮ケ瀬・宮ケ瀬から鳥屋 1/ 12.12. 9 菱山四郎 -井上大人 // 

までの駄賃・継賃につき〉

14 言己 1/ 13. 3.15 鳥屋 -井上市郎兵衛 // 

(金20円受取) 菱山四郎左衛門

15 言己 1/ 13. 4.23 鳥屋 -井上市郎兵衛 // 

(金50円受取〉 菱山四郎左衛門

16 言己 // 13. 5. 3 菱山四郎左衛門 -井上市郎兵衛 // 

(金25円受取)

17 記 /〆 13.5.17 菱山四郎左衛門 -井上市郎兵衛 // 

(金40円、 金25円受取〉

18 記 が 13.8.23 菱山四郎左衛門 -井上市郎兵衛 // 1 

(金40円受取)

19 5己 // 14. 6.26 菱山四郎左衛門 -井上市郎兵衛 // 1 

(金25円受取)

20 記 // 14. 8.10 菱山四郎左衛門 -井上市郎兵衛 〆/

(金50円受取〉

21 記 // 14.12.15 . // 

(元利払い書上げ)

22 記 // 15. 1. 1 鳥屋 -井上市郎兵衛 // 1 

(米代金受取) 菱山四郎左衛門

23 言己 // 15. 4.19 鳥屋 -青根村 // 

(諸費受取書上げ)上封筒共 菱山権左衛門 井上酒造

24 言己 // 15. 5.15 鳥屋 -青根村 // 

(金20円受取) 菱山権左衛門 井上酒造

25 言己 // 15. 5.30 鳥屋 -青根村 // 

(金100円と利子受取〉 菱山権左衛門 井上市郎兵衛

26 記 // 15. 6. 9 鳥屋村 -井上市郎兵衛 〆ノ

(抵当証書外預かり) 菱山権左衛門

27 5己 // 15. 6. 鳥屋村 -井上市郎兵衛 〆ノ

(諸費受取書上げ) 菱山権左衛門
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鳥屋菱山氏関係

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

28 5己 明治15.6.24 鳥屋村 -井上市郎兵衛 状

(金33円受取〉 菱山権左衛門

29 記 11 15. 8. 6 鳥屋村 -井上市郎兵衛 11 

(金30円受取) 菱山四郎

30 記 11 15. 9. 2 青根 -鳥屋村 〆〆

(米代残り等書上げ) 松本倉 菱山権左衛門

31 5己 11 15.10. 5 鳥屋村 -青根荒井 ノノ

(金10円受取) 菱山四郎左衛門 井上市郎兵衛

32 証書 11 15.10.27 鳥屋村 -青根荒井 11 

く金40円受取) 菱山四郎左衛門 井上市郎兵衛

33 記 11 16. 6. 1 鳥屋村 -青根荒井 11 

〈金25円受取) 菱山権左衛門 井上市郎兵衛

34 〈金60円受取) ノ〆 16.6.16 鳥屋村 -青根荒井 11 

菱山権左衛門 井上市郎兵衛

35 5己 11 17. 2.16 鳥屋村 -青根荒井 11 

(金12円受取) 菱山権左衛門 井上市郎兵衛

36 5己 11 17. 2.28 鳥匡村 -井上市郎兵衛 11 

〈証書金60円受取) 菱山権左衛門

37 i己 11 24. 2.25 鳥屋村 -牧野村 11 1 

〈金40円受取) 菱山権左衛門代理井上八十助

菱山藤吉

38 記 . 1. 2 鳥屋 -荒井 11 

〈残金請求書) 菱山四郎左衛門 井上市郎左衛門

39 5己 1. 9 鳥屋 -荒井 11 

(金65円受取) 菱山四郎左衛門 井上市郎左衛門

40 書状 • 1.18 鳥屋 -井上大人 11 

〈注文の米、水車揖上げ間に合わぬ場 菱山四郎左衛門

合の断り)

41 覚 1.22 鳥屋 -井上様 〆〆

(米価高騰につき相談のため在宅願) 菱山四郎

42 証 . 1.30 菱山四郎左衛門 . 11 

(金50円受取)

43 2己 . 2.18 トヤ . 11 

〈金30円受取) 菱山権左衛門

44 5己 . 3.20 トヤ -青根 〆〆

(米代金受取りと残金書上げ) 菱山権左衛門 井上酒造

45 (金20円受取証) . 4.17 トヤ -荒井 11 

菱山権左衛門 井上市郎兵衛

46 5己 . 4.18 青野原村 -新井 11 

(粕4俵受取)(菱山請取証文の包紙 永井 井上市郎兵衛

在中)

47 (金34円50銭の受取) . 5. 1 トヤ -青根村 11 

菱山権左衛門 井上酒造
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鳥屋菱山氏関係

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

48 言己 . 5. 2 トヤ -青根村 状

(白米代金書上げ) 菱山権左衛門 井上市郎兵衛

49 記 . 5. 3 菱山四郎左衛門 -青根村 11 

(金20円の受取) 井上市郎兵衛

50 舌代 . 5. 5 トヤ -青根村 11 

(米、粟、出来がたき旨の断り) 菱山権左衛門 井上酒造御庖

51 舌代 . 6. 7 鳥屋村 -青根村 ノノ 1 I 

(白米等代金請求書) 菱山権左衛門 井上酒造

52 記. . 6.16 鳥屋村 -青根村 11 

(金20円受取) 菱山権左衛門 井上酒造

53 5己 . 6.29 鳥屋村 -青根荒井 ノノ

(金20円受取) 酒屋 井上市郎兵衛

菱山四郎左衛門

54 記 . 7. 3 トヤ -青根荒井 ノノ

(金7円受取) 菱山権左衛門 井上市郎兵衛

55 記 . 7.12 トヤ -青根荒井 ノノ

(金50円受取) 菱山権左衛門 井上市郎兵衛

56 (金50円受取証) . 7.15 菱山権左衛門 . 11 

57 言己 .8.8 トヤ -青根 11 

(米代金受取) 菱山権左衛門 井上酒造

58 記 . 8.27 トヤ -青根 11 

(金20円受取と残金書上げ〉 菱山権左衛門 井上酒造

59 言己 . 9. 2 トヤ -青根 11 

(残金等書上げ〉 菱山権左衛門 井上酒造

60 百己 目 9目 3 -井上 11 1 

(金5円50銭 5厘の受取)

61 (金20円受取) .10. 6 . 11 

62 記 .10. 9 鳥や村 -井上 11 

(白米2俵相渡し証他) 菱山四郎左衛門

63 (害状) .11.15 鳥や村 -荒井松本倉 11 

(荷物差し送り遅滞の謝り〉 菱山四郎左衛門 井上大人

64 言己 12. 3 鳥や村 -井上市郎兵衛 11 

(米代金受取) 菱山四郎左衛門

65 (書状) .12.11 鳥や村 -井上市郎兵衛 11 

(金子指繰り依頼状〉 菱山四郎左衛門

66 覚 辰.12.28 四郎兵衛 -荒井倉 11 

(柳 1本借用) 番頭

67 言己 .12.30 トヤ -青根村 11 

(金25円受取) 菱山権左衛門 井上市郎兵衛

68 言己 9 トヤ -青根村 11 

(金20円受取) 菱山権左衛門 井上市郎兵衛

69 言己 . 11 

(市郎兵衛分粟 ・白米書上げ)
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鳥屋菱山氏、上長竹落合氏、長竹奈良屋関係

番号 資 料 名 年 代 差 出人・請取人 形態 数量

70 証 鳥屋村 -青根荒井 状

(第 l号および第2号金子元利受取〉 菱山四郎左衛門 井上市郎兵衛

71 (醤油・酢・石油・半紙等17品目の代 (明治期) . // 

金書上げ)

上長竹落合氏関係

記(白米弐俵相渡し、金三円受取)封 1. 1 落合又二郎 -青根村 状

筒共 井上市郎兵衛

2 記(白米、金百拾五円受取) 子.2.15 上長竹村 -青根村 ノノ

落合又三郎 井上市郎兵衛

3 記(上白米拾俵代金三十円受取) 9.26 長竹 . // 

落合文三郎

4 記(上白弐俵金七円余受取) 10. 8 長竹 . // 

落合又三郎

5 記(白米受取) 11.29 長竹 . // 

落合又三郎

6 記(白米四俵代金十円受取) 12.30 長竹 -青根村 // l 

落合又コ郎 井上市郎兵衛

7 記(白米弐俵金拾円受取) 長竹 -青根村 // 

落合又三郎 井上市兵衛

長竹奈良屋関係

記(米代金受取) 明治 9.2.15 長竹 -青根村 状

奈良屋 市郎左衛門

2 記(金九円受取) // 10. 2.16 長竹 -井上市郎兵衛 // 

奈良屋権左衛門

3 記(金26円受取) // 10. 5. 長竹 -井上市郎兵衛 /ノ

奈良屋権左衛門

4 記(白米売渡代金受取) // 10. 9.25 長竹 -青根村 // 

奈良屋権左衛門 井上市郎兵衛

5 (送金御礼と新口注文の依頼〉 ノ/ 10.11.20 長竹 -青根村 ノ/

奈良屋権左衛門 井上市郎兵衛

6 記(金30円受取) // 11. 2.28 長竹 -青根村 // 

奈良屋権左衛門 井上御君

7 記(白米10俵受取〉 // 11.10. 8 長竹 -井上市郎兵衛 // 

奈良屋権左衛門

8 記(白米売渡代金受取) // 11.10.30 長竹 -井上市郎兵衛 // 

奈良屋権左衛門

9 記(白米売渡代金受取) // 11.11.13 長竹 -井上市郎兵衛 // 

奈良屋権左衛門

10 記(金50円受取) ノ/ 11.12. 3 長竹 -井上市郎兵衛 // 

奈良屋権左衛門
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長竹奈良匡関係

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

11 記(白米代金受取) 明治12.2.14 長竹 -井上市郎兵衛 状

奈良権左衛門

12 記(白米代金皆、済) 11 12. 5.20 長竹 -青根村 11 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

13 記(米代金受取) 11 13. 1. 7 長竹 -青根村 11 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

14 記(米代金受取) 11 13. 2.17 長竹 -青根村 11 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

15 記 (米代金受取) /1 13. 2.22 長竹 -青根村 /1 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

16 記 (酒造米代金受取) 11 13. 5.21 長竹 -青根村 11 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

17 記(米代金受取) 11 13.11.17 長竹 -青根村 11 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

18 記(白米10俵売渡し) /1 13.10.23 長竹 -青根村 11 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

19 記 (証書金百円受取) /1 14. 8.21 長竹 -青根村 /1 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

20 記(金55円余受取〉 1/ 14.10. 7 奈良権左衛門 -井上市郎兵衛 1/ 

21 記(金30円受取) 1/ 15.11.24 長竹 -井上市郎兵衛 1/ 

奈良権左衛門

22 記(金子受取) 1/ 18. 9. 6 長竹 -井上市郎兵衛 1/ 

奈良権左衛門

23 借用之証 1/ 19. 3.28 牧野村借主 -長竹村 1/ 

井上八十助 奈良権左衛門

24 記(金3円請取) 1/ 19. 5.15 長竹村 -青根村 11 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

25 払込金受領証書 1/ 19.10.19 八王子郵便局長 11 

川口覧ー

26 記(金15円受取) 11 20. 8.31 長竹村 -大川 ら 11 

奈良権左衛門 井上八十助

27 記(白米他売渡) 1. 8 長竹村 -青根村 1/ 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

28 記(糖付白米受取) 寅.1.10 青梅 -長竹奈良権左衛門 1/ 

松本倉

29 記(糖付八俵受取) 1.10 なら庖 -井上 11 

30 (米代金受取) 1.30 長竹 -青根村 1/ 

奈良権左衛門 井上市郎左衛門

31 記(白米八俵相渡し候) 〈明治期) 長竹 -青根村 1/ 

3. 3 奈良権左衛門 井上市郎兵衛

32 記(白米代受取) 3.15 長竹村 -青根村 /1 

権左衛門 井上市郎兵衛

33 記(白米弐俵受取) 3.28 奈良権左衛門 -市郎右衛門 /1 
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長竹奈良屋関係、 上荻野岸氏関係

番号 資 料 名 年 代 差 出 人・請取人 形態 数量

34 記(金拾五円受取〉 (明治期) 長竹村 -井上市郎兵衛 状

5.31 奈良権左衛門

35 記(白米拾俵受取) 8.17 長竹 -青根 11 1 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

36 記(金三拾九円余皆済) 8.28 奈良権左衛門 -井上市郎兵衛 11 

37 記(金拾円受取) 9.18 奈良権左衛門 -青根村 11 

井上市郎兵衛

38 記(金四拾円受取) 10.26 奈良権左衛門 -井上市郎兵衛 11 

39 記(白米売渡し受取) 11. 2 長竹 -井上市郎兵衛 11 

奈良権左衛門

40 口上(米価高値ニ付お願書) 11. 5 長竹 -青根村 11 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

41 記(金拾六円余皆済) 11. 5 なら権左衛門 -青根 11 

井上市郎兵衛

42 口上(米高値ニ付値上げ願) 11.11 長竹 -井上市郎兵衛 11 

奈良権左衛門

43 (白米相場高値ニ付お願い書〉 11.17 奈良権左衛門 -井上君 11 

44 証(金姶円と白米受取) 11.20 長竹村 -井上市郎兵衛 11 

奈良庖

45 証(白米代金受取〉 11.21 長竹 -青根村 ノノ

奈良居 井上御主人

46 記(米代金受取) 11.21 長竹 -青根村 11 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

47 記(米買付に付高値相場相いなり) 11.24 長竹村 -青根 11 1 

奈良庖 松本清造

48 (米値段引合に付〉 11.27 長竹 -青根村 11 

なら権左衛門 井上市郎兵衛

49 記(白米拾俵うけとり) 12. 5 長竹 -青根 11 

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

50 口上(酒造米高値に付願) 12. 5 長竹 -青根村

奈良権左衛門 井上市郎兵衛

51 証(金五拾円受取) 12.17 長竹 -井上市郎兵衛 11 

奈良庖

52 記(酒造米金書上〉 12.21 奈良陪 -井上酒造 11 

53 証(金三拾円受取) 12.24 長竹 -青根村 11 

奈良権左衛門 井上市兵衛

54 記(金百円受取) 12.25 長竹村 -青根村 ノノ

奈良権左衛門 井上市兵衛

上荻野岸氏関係

1 I請取証(米代金受取) 明治11.5.17 I愛甲郡上荻野村 ・青根村

岸善兵衛 井上市郎兵衛
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上荻野岸氏、角田後藤氏関係

番号 資 料 名 年 代 差 出 人 ・請取人 形態 数量

2 受取之証(証書金拾円〉 明治12.7.14 上荻野村 -青根村 状

岸善兵衛 井上市郎兵衛

3 記(貸金証書受取) 11 12.11.24 荻野村 -青根村 11 

岸善兵衛 井上市郎兵衛

4 記(諸費書上) 11 12.11.24 荻野村 -青根村 11 

岸善兵衛 井上市郎兵衛

5 記(金五円受取) が 13. 5.25 愛甲郡上荻野村 -青根 11 

岸善兵衛 井上市郎兵衛

6 言己 11 17.12.20 愛甲郡上荻野村 -青根 11 

善兵衛 井上市郎兵衛

7 荷物覚 4.27 相州上荻野 -青根村 11 

松本市郎兵衛

角田後藤氏関係

米売渡し証 明治15.12.26 愛甲郡角田村 -津久井郡青根村 状

(白米100俵、代金325円) 後藤源蔵 井上市郎兵衛

2 貿請之証 11 15.12.26 青根村 -角田村 11 

(白米100俵、代金325円) 井上市郎兵衛 後藤源蔵

伐井上八十助

3 証 11 16. 1.17 角田村 -青根村 11 

(金50円請取) 後藤源蔵 井上市郎兵衛

4 証 11 16. 2.16 角田村 -青根村 11 

(金10円受取〉 後藤源蔵 井上市郎兵衛

5 証 11 16. 3.23 角田村 -青根村 11 

(金30円受取) 後藤源蔵 井上市郎兵衛

6 証 11 16. 5.29 角田村 -青根村 11 

(金25円受取) 後藤源蔵 井上市郎兵衛

7 証 11 16. 6. 7 角田村 -青根村 11 1 

(金15円受取) 後藤源蔵 井上市郎兵衛

8 口代 11 16.11.18 角田村 -青根村 11 

(今後貸売をとりやめ、入金の上商品 後藤源蔵 井上市郎兵衛

渡しとすること〉

9 口代 11 16.11.25 角田村 -青根村 11 1 

(米穀買付につき、金子入用〉 後藤源蔵 井上市郎兵衛

10 証 11 17. 3. 9 角田村 -青根村 11 

(白米40俵、金30円受取) 後藤源蔵 井上市郎兵衛

11 (金円差送り願い) 11 17. 3.16 角田 -井上市郎兵衛 〆ノ

後藤

12 送り証 11 17. 3.21 角田 -井上市郎兵衛 11 

(白 4俵、相渡候也〉 後藤

13 証 11 17. 3.21 角田 -青根村 11 

(金50円受取) 後藤 井上基一
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角田後藤氏関係

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

14 証 明治17.3.31 角田 -青根村 状

(金30円受取〉 後藤 井上

15 証 11 17. 4.11 角田 -青根村 11 

(金 4円受取) 後藤 井上

16 金円借用之証 11 17. 7.24 青根村 -角田村 11 

(金65円) 井上市郎兵衛外 1 後藤源蔵

17 言己 11 17.12.19 角田村 -青根村 11 

(金5円受取) 馬場文平 井上市郎兵衛

18 言己 11 18. 4.10 角田村 -青根村 〆ノ

(金50銭受取) 後藤源蔵代 井上市郎兵衛

橋本

19 言己 11 18. 4.22 角田村 -青根村 // 

(金 2円受取) 後藤 新井酒造

20 (金子の御無心について) 11 18. 5. 9 角田村 -青根村 11 

後藤 井上市郎兵衛

21 記 11 18.10.18 角田村 -井上市郎兵衛 〆ノ

(金3円受取) 後藤源蔵

22 (白米受取) . 1. 4 後藤 -井上 11 

23 証 . 3. 7 角田村 -井上市郎兵衛 〆〆

(金20円受取) 天文平

24 受取証 申.3.15 角田村 -井上市郎兵衛 11 

後藤

25 証 . 4.13 角田村 -井上市郎兵衛 〆ノ

(金20円受取〉 文平

26 証 . 4.17 角田村 -井上市郎兵衛 11 

(金20円受取〉 後藤

27 証 . 4.17 角田村 -井上市郎兵衛 11 

(大麦 ・粟売渡し) 後藤

28 証 . 5. 4 角田村 -青根村 11 

(金10円受取) 後藤源蔵 井上市郎兵衛

29 証 . 5. 4 角田村 -井上市郎兵衛 11 

(金28円受取) 夫文平

30 (返済不都合の時は、代人高木政吉を . 7. 6 角田村 -井上市郎兵衛 〆〆

もって処理のこと) 後藤源蔵

31 (金10円受取、あと金のこと) . 7. 8 角田村 -青根村 〆ノ

後藤源蔵 井上基一

32 記 . 8.23 角田村 -青根村 11 

(金10円受取) 夫文平 井上市郎兵衛

33 言己 .11. 5 角田村 -井上市郎兵衛 // 1 
(古米受取) 後藤源蔵

34 (古米受取〉 .11.10 角田村 -井上市郎兵衛 11 

後藤源蔵

n
y
 



角田後藤氏、 川原口古川氏、宮ケ瀬山本氏関係

番号 資 料 名 年 代 差 出人・ 請取人 形態 数量

35 証ス .11.18 後藤 -青根村 状

本日O印御都合あらば此馬、 政五郎へ 井上

御帰し下さるべし

36 口代 .11.22 後藤 -青根村 // 1 

(米送り状) 井上

37 (受取証〉 .11.28 角田村 -青根酒造 〆ノ

後藤源蔵 井上

38 (値段高値に付、買入延引、金円遣さ .11.28 角田村 -青根村 /1 

れたく ) 後藤源蔵 井上市郎兵衛

39 (送り状、馬三つ) .11.28 後藤 -青根酒造 // 

40 (送り状米、馬三つ) .11.29 後藤 -青根 /1 2 

井上

41 5己 .12.15 後藤 -井上 /1 

(白米渡し証)

42 証 .12.17 後藤 -井上 // 

(受取証)

43 証 .12.19 角田 -青根村 /1 

(金 5円外受取) 後藤 井上

44 5正 12.20 後藤 -井上 11 

(白 2俵渡し)

45 言己 .12.23 後藤 -井上 1/ 

(交5俵代金受取、 白4俵渡し)

46 (米相場通知) .12.23 後藤 . 11 

47 (金子無心について) .12.23 後藤 -井上市郎兵衛 〆ノ

48 (米送り状、高値に付) .12.24 後藤 -井上 11 

49 証 .12.28 後藤源蔵 -青根村 11 

(白 2俵送り状) 井上市郎兵衛

円に l斗8升 8合

50 (米穀相場通知、白米5俵送り) 12.31 角田 -井上 11 

後藤

51 (白米4俵送り状〉 角田 -青根村 11 

後藤 井上市郎兵衛

52 (屋根板41わ受取、白米70俵渡し) . 11 

53 (金2円受取〉 角田村 -青根村 /1 

後藤源蔵 井上市郎兵衛

川原口古川氏・宮ケ瀬山本氏関係

借用金証書(金弐百五拾円、E保酒蔵 明治10.2. 青根村2322番地 -高座郡川原口村 状

壱ケ所) 井上市郎兵衛外 古川忠英

2 記(貸金受取明細〉 11 11. 7. 古河忠英 -井上市郎兵衛 /1 

3 記(米代金三拾九円受取) 11 11. 9.10 古河忠英 -井上市郎兵衛 ノノ

4 記(用立金の元利受取) /1 11. 9. 古河忠英 -井上市郎兵衛 〆〆
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宮ケ瀬山本氏関係

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

5 請取之証(金弐拾円利子金預り) 明治12.10.9 宮ケ瀬 -青根村荒井蔵 状

山本重蔵 井上市郎兵衛

6 記(用立金の請取明細) 11 12.11. 古河忠英 -井上市郎兵衛 11 

7 書簡下書(借用金返済の日延べ願) 11 13.10.22 青根村 -宮ケ瀬村 11 

井上市郎兵衛 山本重蔵

8 記(金五十円受取) 11 13.12. 1 宮ケ瀬 -青根荒井 〆ノ

山本重蔵 井上市郎兵衛

9 記(利分金拾六円余受取) 11 13.12.23 宮ケ瀬 -青根荒井 〆〆

山本重蔵 井上市郎兵衛

10 記(用立金の受取) 11 13.12.25 古河忠英 -井上市郎兵衛、 11 

山本重蔵

11 借用証(酒造資金百円) 11 14. 1. 酒造営業人 -高座郡川原口村 11 

井上市郎兵衛 古川忠英

12 記(金廿円の受取) 11 14.12.28 宮ケ、瀬 -井上市郎兵衛 ノノ

山本重蔵

13 入置申年延証書 11 15. 9.17 借主 -川原口村 11 

井上市郎兵衛 古川忠英

14 記(利子分金廿円受取) 11 16.12.21 宮ケ瀬 -青根荒井蔵 11 

山本重蔵 井上市郎兵衛

15 書状(返済催促) 11 18. 4.18 宮ケ瀬 -青根荒井蔵 11 

山本重蔵 井上市郎兵衛

16 預り証(金拾八円余) 11 18.11. 9 青根村 -川原口村 11 

井上市郎兵衛 古川謙

17 書状(貸金返済催促) 11 19. 5. 5 川原口村 -青根村 11 

古河忠英 井上市郎兵衛

18 記(川原口村古河謙氏への返済金受取) 11 19. 8.20 宮ケ瀬村 -青根村 11 

山本重蔵 井上市郎兵衛

19 記(貸金明細) 11 19.12. 古河忠英 -青根村 11 

井上市郎兵衛

20 記(金弐拾円受取) 11 20. 5.24 川原口村 -青根村 11 

古川忠英 井上市郎兵衛

21 記(金弐拾円受取) 1. 3 宮ケ瀬村 -井上市郎兵衛 11 

山本重蔵

22 (内室儀大病に付) (江戸期) 宮ケ瀬村 -井上市郎兵衛 11 

1.10 山本重蔵

23 覚(上米売渡しにつき〉 未.1. 宮ケ瀬村 -井上市郎兵衛 〆ノ

山本重蔵

24 (米相場の儀、三月延に付) 未.1.16 宮ケ瀬村 -井上市郎兵衛 11 

山本重蔵

25 記(酒米受取) 2.23 宮ケ瀬 -井上市郎兵衛 11 

山本三司

26 覚(米弐拾俵延金半指にて売さばき) 未 3. 宮ケ瀬 -あらひ蔵 11 

山本重蔵 松本市郎兵衛
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宮ケ瀬山本氏、八王子八木町山口氏関係

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

27 覚(融通穀代金延引に付〉 未.3. 宮ケ瀬 -青根村 状

山本重蔵 井上市郎兵衛

28 覚(穀代内金受取〉 未.3.16 宮ケ瀬 -荒井 ノノ

山本重蔵 松本御蔵

29 舌代(米挽方間にあわず、大麦二倍送 4. 3 宮ケ瀬 -荒井 // 

状) 山本重蔵 松本御蔵

30 (融通穀の儀延納につき) 4.27 宮ケ瀬 -荒井 〆ノ

山本重蔵 松本市郎兵衛

31 口演(延穀勘定書の事について) 未.6. 宮ケ瀬 -青根村 // 

山本重蔵 井上市郎兵衛

32 覚(金札五拾両受取) 未.7.10 宮ケ瀬 -青根村 11 1 

山本重蔵 井上市郎兵衛

33 覚(延穀代金受取) 未.7.10 宮ケ瀬 -青根村 /1 

山本重蔵 松本市郎兵衛

34 覚(延穀代金受取) 未 8.7 宮ケ‘瀬 -青根村 11 

山本重蔵 松本市郎兵衛

35 (白米移送延滞に付) 未.8.19 宮ケ瀬 -青根村 11 3 

山本重蔵 松本市郎兵衛

36 覚(金子受取) 未回8. 八兵衛 -青根村 11 

松本市郎兵衛

37 (延米の儀追々下値に付)封筒共 9.13 宮ケ瀬 -青根村 11 

山本重蔵 松本市郎兵衛

38 (金子皆済依頼状〉 9.18 宮ケ瀬 -青根村 11 

山本重蔵 松本市郎兵衛

39 (手金拾両入帳いたし候) 10.21 宮ケ瀬 -青根村 1/ 

山本重蔵 松本市郎兵衛

40 (下駄賃金受取) 12.13 宮ケ瀬 -青根村 /ノ

山本重蔵 松本市郎兵衛

41 (古川方への返済金につき書状) 12.28 宮ケ瀬 -青根村荒井 1/ 

山本重蔵 井上市郎兵衛

42 (今夕拙宅へ推考されたし) 宮ケ瀬 -青根村 〆ノ

山本重蔵 松本御山人

43 (家宅焼失に付、お見舞状) 宮ケ瀬 -荒井 1/ 

山本重蔵 松本蔵親方様

44 。11原口村古川忠英殿請取証文袋〉 ノノ 1 

八王子八木町山口氏関係

記(冗金、利足の明細)封筒共 明治10.10.1 状

2 (金円用弁願) 1/ 13. 9.18 八木宿 -大河原 1/ 1/ 

山口金蔵 井上市郎兵衛

3 口上(金円請取〉 1/ 16. 7.28 八木宿 -あらい酒造 1/ ノノ

山口金蔵 松本市郎兵衛
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八王子八木町山口氏関係、漢籍

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

4 記(金六円請取) 明治16.8.14 山口金蔵 -津久井大河原 状

井上八十助

5 記(金円六円請取) 1/ 20. 5.13 八王子八木町 -井上市郎兵衛 // 1/ 

山口金蔵

6 記(金六円請取) 5.24 (八王子)八木町 ・ // // 

山口金蔵

7 (金子皆済報告) 12. 9 八王子 -青根村会主 // // 

山田八十助 井上市郎兵衛

漢 籍

古本歴史大方綱鑑補ー(中国での印刷7) 万暦 冊

庚成仲夏壱

2 古本歴史大方綱鑑補二 ノ〆 // 

3 古本歴史大方綱鑑補ニ 1/ // 

4 吉本歴史大方綱鑑補四 // // 

5 古本歴史大方綱鑑補拾二 ノノ 1/ 

6 古本歴史大方綱鑑補拾三 〆〆 // 

7 古本歴史大方綱鑑補拾四 // // 

8 古本歴史大方綱鑑補拾五 〆/ // 

9 古本歴史大方綱鑑補拾六 〆ノ // 

10 古本歴史大方綱鑑補拾七 // // 

11 古本歴史大方綱鑑補拾八 // // 

12 古本歴史大方綱鑑補拾九 // // 

13 古本歴史大方綱鑑補(断簡、巻十六) // // 
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