
番号 資    料    名 年  月  日（和暦） 差  出  人(作成者) 受  取  人 形状(形態) 点数 備    考

1 斉泰公中納言叙任御祝御能御番組 安政３年 長帳 1
安政二歳十二月十五日於江戸表被任中納言
様候ニ付翌年御帰国之上五月十一日より御
祝御能御番組

2 前田家尊号録 年未詳 折本（銅版） 1
包紙あり、「前田利家卿発旧藩主歴代御尊号」
との紙あり

3 旧記（町方旧記覚） 文化１０年６月 森田 横帳 1

4 異国船御手当公儀触 （嘉永３年カ）庚戌年５月８日 佐藤文五郎 森田虎左衛門 袋綴 1

5 御触留 慶応４年正月 森田用所 袋綴 1

6 駒井吉左衛門一類附 辛亥４月 駒井吉左衛門 森田虎左衛門 切続紙 1 ２枚に分かれる

7 御触等留帳 年未詳 横帳 1

8 有沢沢右衛門組諸士方覚 年未詳 長帳 1

9 松原家一類書 年未詳 切続紙 1

10 侍・町人名書 年未詳 切紙 1

 由緒・系図

11 先祖并一類付之帳
①天和２年１１月３日
②元禄３年１２月１５日

①森田小左衛門
②永井伝七郎組森田小左衛門

①坂井与右衛門、野村伸兵衛
袋綴(合綴)
(① 5丁)
(② 4丁)

1

12 先祖并一類付之帳 元禄３年９月 森田小左衛門 長井伝九朗 袋綴 1

13 系図帳 延享４年７月 森田久兵衛 横帳 1

14 系図帳 安永３年正月 森田直右衛門 横帳 1

15 系図帳 享和３年５月 森田金之助 横帳 1 はずれた付箋あり

16 御判物并御印物写 文化５年 御馬廻組頭御用番支配森田百太郎 袋綴 1

17 人馬数帳 嘉永８年正月４日 森田虎左衛門 加藤三郎左衛門 袋綴 1

18 先祖由緒并一類附帳 安政３年３月 森田虎左衛門 堀半左衛門、村縫殿右衛門 袋綴 1

19 先祖由緒并一類附帳（前欠） 安政４年１２月 駒井銭二郎 水原清五郎、岩田内蔵助 袋綴 1

20 人馬数帳・勝手方帳 安政６年正月４日 森田虎左衛門 袋綴 1

21 先祖由緒并一類附帳 安政７年１２月 森田虎左衛門 堀半左衛門、村縫殿右衛門 袋綴 1

22 先祖由緒一類附帳 万延元年７月 森田常太郎 堀半左衛門、村縫殿右衛門 袋綴 1

23 森田秀一肖像写真 明治４２年１０月５日 写真 1

24 森田金生肖像写真 昭和１８年１０月２０日 写真 1

25 由緒服忌に付答書 戌年１２月７日 切続紙 1

26 先祖由緒并一類附帳（後欠） 年未詳 袋綴 1

27 森田氏系図 年未詳 一紙 1

28 森田秀一履歴書一括

①年未詳
②年未詳
③年未詳
④年未詳
⑤年未詳

①一紙
②こより綴（２丁）
③罫紙綴（３丁）
④罫紙綴（２丁）
⑤こより綴（３丁）

5

履歴記載年
①明治１２年～明治１６年
②明治１２年～明治２０年
③明治１２年～明治３９年
④明治２０年～明治３９年
⑤明治３９年～大正３年

29 森田金生履歴書 年未詳 罫紙 1 履歴記載年：明治６年～大正４年

30 人物写真 年未詳 写真 1

特34.12　森田武兵衛家文書

１．藩主家

２．藩政・藩士

３．家政
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番号 資    料    名 年  月  日（和暦） 差  出  人(作成者) 受  取  人 形状(形態) 点数 備    考

31

宮井金生卒業証書一括
　①下等小学第七級卒業証書
　②下等小学第六級卒業証書
　③松原町女児小学校監生任命書
　④下等小学第一級卒業証書
　⑤上等小学校第八級卒業証書
　⑥上等小学校第七級卒業証書
　⑦上等小学校第六級卒業証書
　⑧上等小学校第五級卒業証書
　⑨上等小学校第四級卒業証書
　⑩上等小学校第三級卒業証書
　⑪上等小学校第二級卒業証書
　⑫裁縫科上等第六級卒業証書
　⑬小学教科卒業証書
　⑭小学教科卒業殊勝に付賞与書

①明治６年１０月２５日
②明治７年５月２７日
③明治７年１１月１７日
④明治８年６月２０日
⑤明治８年１２月
⑥明治９年２月１４日
⑦明治９年６月１７日
⑧明治９年１２月２２日
⑨明治１０年７月６日
⑩明治１０年１２月１８日
⑪明治１１年５月１７日
⑫明治１１年１２月１１日
⑬明治１２年２月２７日
⑭明治１２年３月２４日

①松原町女児小学
②松原町女児小学
③石川県庶務課
④松原町小学校
⑤松原町小学校
⑥松原町小学校
⑦松原町小学校
⑧松原町小学校
⑨婉静小学校
⑩婉静小学校
⑪婉静小学校
⑫婉静小学校
⑬婉静小学校
⑭石川県

宮井金生 一紙 14

32 尋常小学科第一学期修業証書 明治２１年３月２４日
富山県下新川郡明理小学校長竹内
釥次郎

森田美穂 用紙 1

33 学業優等に付一等賞状 明治２１年１２月１日 富山県 森田美穂 用紙 1

34 尋常小学科第ニ学期修業証書 明治２２年３月１６日
富山県下新川郡明理小学校長直海
精一郎

森田美穂 用紙 1

35 尋常小学科第三学期修業証書 明治２３年３月２９日
富山県下新川郡明理小学校長竹内
釥次郎

森田美穂 用紙 1

36 尋常科第三学期勤学に付賞与品目録 明治２３年３月２９日 富山県下新川郡明理小学校 森田美穂 用紙 1

37 学業練熟に付賞状 明治２３年９月５日 富山県 森田美穂 用紙 1

38 尋常小学科卒業証書 明治２４年３月３１日
富山県下新川郡魚津尋常小学校長
竹内釥次郎

森田美穂 用紙 1

39 下新川郡各小学校生徒奨励会にて学業優等に付褒賞品等目録 明治２４年１１月２０日 富山県 森田美穂 用紙 1

40 高等小学科第一学期修業証書 明治２５年３月３１日
富山県下新川郡明理小学校長竹内
釥次郎

森田美穂 用紙 1

41 高等小学校第二学年課程修業証書 明治２６年３月２９日
富山県下新川郡魚津町立明理尋常
高等小学校

森田美穂 用紙 1

42 高等小学校第三学年課程修業証書 明治２７年３月３０日 啓迪高等小学校 森田美穂 用紙 1

43 富山県尋常中学校入学試験通知書 明治２７年６月１４日 富山県尋常中学校 森田美穂 用紙 1

44 尋常中学校卒業証書 明治３２年３月２９日 富山県富山尋常中学校長黒川曇登 森田美穂 用紙 1 破損

45 大学予科第二部退学許可書 明治３５年７月２３日 第四高等学校 森田美穂 用紙 1

46 勢州方惣雑集　全 文政３年正月１４日 森田 横帳 1

47 御転役一件 天保丙申（７年）１１月 袋綴 1

48 一作御借上米村附等帳 天保８年 御大小将横目森田武兵衛 算用場 袋綴（合綴） 1

49 半知御借上米村附帳等之案紙写 天保８年７月 森田 袋綴 1

50 御役御免除被仰付候一件控 天保９年１０月 森田 袋綴 1

51 遠所御普請方　御用手留 安政４丁巳年３月１７日 森田 横帳 1

52 能州輪島川除御普請ヶ所帳 安政５年４月 横帳 1

53
越中小矢部川筋川除御普請為御用被召仕候渡村舟人足等面付并
員数出来ヶ所附帳

安政５年７月 横帳 1

54
越中小矢部川筋川除御普請為御用被召仕候渡リ村舟人足面附并
員数書立帳

安政５年６月 横帳 1

55 伏木浦波除御普請出来ヶ所帳 安政５年９月 横帳 1

56 伏木浦波除御普請損ヶ所帳 （安政６年）未３月 横帳 1

 学業・証書

 勤方
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番号 資    料    名 年  月  日（和暦） 差  出  人(作成者) 受  取  人 形状(形態) 点数 備    考

57 伏木浦波除御普請出来ヶ所帳 （安政６年）未４月 横帳 1

58 調練方廻状返達に付添状 ５月６日 森田常太郎 田辺喜久太郎 切紙 1

59 登城案内承知に付一札控 ５月２９日 森田、奥村 切紙 1

60 ニノ丸士官学執行に付文学執行方願 未２月 森田常太郎 軍事掛 切紙 1 ２月３日付軍事掛の許可状貼付あり

61 森田虎左衛門佐藤丈五郎組指加に付案内 丙午９月６日 佐藤丈五郎 森田虎左衛門 切紙 1

62 土橋御門手帳 年未詳 吉田 横帳 2

63 廻状留帳 年未詳 袋綴 1

64 公方様・大納言様書状集留 年未詳 袋綴 1

65 中屋敷当分横目被仰付候に付起請文前書 年未詳 続紙 1

66 割場附足軽御宛行高等帳 年未詳 袋綴 1

67 御書方覚 年未詳 横帳 1

68 軍役之人々装束等覚 年未詳 横帳 1

69 御普請方一巻 年未詳 長帳 1 標題には「御請普方一巻」と記入あり

70 稽古出座帳 年未詳 長帳 1 内容は標題と異なる、明治３年と表記あり

71 馬廻組森田常太郎御番頭書上 年未詳 折紙 1

72 石川県衛生課雇辞令書 明治１３年１月１４日 石川県 森田秀一 用紙 1

73 石川県等外四等出仕衛生課附属辞令書 明治１５年２月８日 石川県 森田秀一 用紙 1

74 租税課附属辞令書 明治１６年２月２６日 石川県 森田秀一 用紙 1

75 除服申付書 明治１６年３月２日 石川県 森田秀一 用紙 1 包紙あり

76 等外三等出仕辞令書 明治１６年６月２６日 富山県 森田秀一 用紙 1

77 富山県土木課土工掛辞令書 明治１７年１月２３日 富山県 森田秀一 用紙 1

78 等外二等出仕慰労金目録
①明治１７年１２月２４日
②明治１８年１２月２４日

富山県 森田秀一 用紙 2

79 富山県下新川郡書記辞令書
①明治２０年６月２８日
②明治３３年８月１６日

富山県 森田秀一 用紙 2

80 町村組合会議案説明員辞令書 明治２３年２月２７日 富山県下新川郡役所 森田秀一 用紙 1

81 県会議員撰挙会書記辞令書 明治２３年３月１１日 富山県下新川郡役所 森田秀一 用紙 1

82 衆議院議員選挙会書記受付事務辞令書 明治２３年７月１日 富山県下新川郡役所 森田秀一 用紙 1

83 締盟状 明治３１年６月２８日
日本赤十字社総裁彰仁親王・日本
赤十字社社長佐野常民

森田秀一 用紙 1 封あり

84 帰省辞令書 明治３１年１２月２８日 富山県知事金尾稜厳 森田秀一 用紙 1

85 富山県射水郡新湊尋常高等小学校雇教員辞令書 明治３２年５月１１日 富山県射水郡役所 森田美穂 用紙 1

86 小学校教員夏期講習会講習証 明治３２年８月１０日 富山県射水郡長奥田貞済 森田美穂 用紙 1

87 射水郡新湊尋常高等小学校雇教員昇給辞令書 明治３２年１０月２６日 富山県射水郡役所 森田美穂 用紙 1

88 富山県第ニ区土木出張所副主任辞令書 明治３３年１月１７日 富山県 森田秀一 用紙 1

89 射水郡新湊尋常高等小学校雇教員解職辞令書 明治３３年５月２８日 富山県射水郡役所 森田美穂 用紙 1

90 富山県下新川郡書記休職辞令書 明治３４年１２月２３日 富山県 森田秀一 用紙 1

91 富山県下新川郡吏員辞令書 明治３４年１２月２８日 富山県 森田秀一 用紙 1

92 窮民救助寄附金感謝状 明治３６年１１月１５日 富山県知事李家隆介 森田秀一 用紙 1

93 魚津尋常高等小学校代用教員辞令書 明治３６年１月９日 富山県下新川郡役所 森田美穂 用紙 2

94 富山県下新川郡魚津尋常高等小学校代用教員解職辞令書 明治３６年７月３１日 下新川郡役所 森田美穂 用紙 1

95 組合事務尽力に付褒賞金目録 明治３６年１２月１８日
十二貫野用水普通水利組合管理者
富山県下新川郡長天野千代丸

森田秀一 用紙 1

 辞令・褒賞
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番号 資    料    名 年  月  日（和暦） 差  出  人(作成者) 受  取  人 形状(形態) 点数 備    考

96 解職に付恩給申請書（前欠） 明治３７年１月１８日 森田秀一
内閣恩給局長一木喜徳郎・内閣総理大臣桂
太郎

罫紙 1 付箋あり

97 富山県米穀検査員試験合格証 明治３８年６月２６日

富山県米穀検査員及米穀検査所書
記採用試験委員長山村弁之助・委
員石原磊三・委員広瀬謙次郎・委員
舟木文次郎

森田秀一 用紙 1

98 富山県米穀検査員辞令書 明治３８年８月１日 富山県 森田秀一 用紙 1

99 魚津出張所加積村駐在所在勤辞令書（産米検査担当） 明治３８年８月１日 富山県 森田秀一 用紙 1

100 富山県米穀検査員昇給辞令書 明治３８年１２月１４日 富山県 森田秀一 用紙 1

101 職務勉励に付褒賞金目録 明治３８年１２月１５日 富山県 森田秀一 用紙 1

102 富山県米穀検査員退職辞令書 明治３８年１２月２７日 富山県 森田秀一 用紙 1

103 勲八等白色桐葉章授与状 明治３９年４月１日 賞勲局総裁大給恒 森田秀一 用紙 1

104 舎監辞令書 明治４４年２月２０日 看護婦養成所 森田金生 用紙 1

105 通信事務員辞令書 大正５年１０月１日 魚津金屋郵便局 森田金生 用紙 1

106 職務勉励に付褒賞金目録
①大正４年１２月１５日
②大正５年１２月１５日
③大正６年１２月１５日

金沢郵便局 森田金生 用紙 3

107 簡易生命保険募集慰労金等目録
①大正６年３月１日
②大正７年５月２８日

魚津金屋郵便局 森田金生 用紙 2

108 通信事務員解職辞令書 大正８年６月３０日 魚津金屋郵便局 森田金生 用紙 1

109 組高免附　御蔵組合符 寛延３月 長帳 1 （内容）河北郡南中条組

110 御給銀帳 天保２年１０月 小長帳 1

111 天保四・七年引免留帳
①天保４年１２月
②天保７年１２月

袋綴 2
①引免しらへ帳　　②当年作損に付御用捨米
仰付留帳

112 年貢皆済状雛形 天保７年 一紙 1

113 諸上納控帳 天保７年７月 森田 袋綴 1

114 勝手方帳 天保８年正月４日 森田武兵衛 蓑輪徳兵衛 袋綴 1 （内容）勝手の現状報告

115 若党奉公に付請合状 天保１０年３月 山田清大夫　転馬町鶴来屋善四郎 森田武兵衛 一紙 1

116 借用銀関係綴 天保１１年１０～１１月 森田武兵衛 御算用場など こより綴 1

117 諸方土蔵打込返上銀上納申出書（前欠） 天保１１年１１月 森田武兵衛 御算用場 切紙 1

118 御借知村附等帳 天保１１年 年寄衆支配森田武兵衛 御算用場 袋綴 1

119 請取物等留（雛形） 弘化（３年）丙午１０月 森田 横帳 1

120 御借知村附等帳 弘化３年 森田虎左衛門 算用場 袋綴 1

121 摂州多田院勧化銀請取 嘉永４年９月１０日 山崎頼母 藤懸隼太、代判森田虎左衛門 切紙 1

122 御借知米村附帳 嘉永６年２月 佐藤丈五郎元組森田虎左衛門 算用場 袋綴 1

123 公儀御上金割当銀差上状 嘉永６年７月１０日 森田虎左衛門 茨木主殿 切紙 1 裏書に、「出銀役銀等請取」との記載あり

124 除知村附等帳 嘉永７年３月 堀半左衛門組森田虎左衛門 算用場 袋綴 1

125 御次貸附銀借用証文（雛形） 安政３年７月 本保平大夫・芝山平右衛門 切紙 1

126 御貸銀除知村附等帳 安政３年１０月 森田虎左衛門 算用場 袋綴 1

127 収納預け米渡し方依頼状 安政５未年、同６申年 森田虎左衛門・森田常太郎
北市屋六右衛門、杉木小幡屋小左衛門、鍋屋
伊兵衛

切継紙 1

128 年中諸入用図リ帳 慶応２年６月 長帳 1

129 銀御通 慶応２年７月 佐野屋小兵衛 森田常太郎御台所 長帳 1

130 売上覚通 慶応３卯年４月 住吉屋庄助 森田御用 折紙 1

131 金銀入払帳 慶応３年７月 森田勝手方 袋綴 1

 出納
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132 御収納米御通 慶応３年 北市屋六右衛門 森田常太郎御台所 長帳 1 蔵宿吟味人篤次・三郎左衛門

133 金銭御通 慶応４年７月 佐野屋小兵衛 森田常太郎御台所 長帳 1

134 米預り状（預り申御米之事） 明治元年１１月 福野寺井屋他八郎 森田常太郎 切紙 1

135 収納預米売渡状 明治元年１２月 森田常太郎 子浦酒屋次右衛門 一紙 1

136 預米売払奥書（前欠） 明治元年１２月 佐野屋小兵衛 切紙 1

137 収納米預状 明治元年１２月 北市屋六右衛門 森田常太郎 切紙 1

138 正金代銭受取状 明治２年７月 品川左門 森田常太郎 一紙 1

139 収納米預状 明治２年１２月 鍋屋俵蔵 森田常太郎御台所 切紙 1

140 収納米預状 明治２年１２月 今石動町権代屋六郎右衛門 森田常太郎 切紙 1

141 収納預米売渡証文 明治２年１２月 森田常太郎 福野寺井屋他八郎 切続紙 1

142 米預り状 明治２年１２月 北市屋六右衛門 森田常太郎御台所 切紙 1

143 収納預米売渡に付引渡依頼 明治２年１２月 森田常太郎 高岡宝屋小左衛門 切続紙 1

144 御収納米御通 明治２年 蔵宿吟味人文作・与五平 長帳 1

145 御収納米上通 明治２年 鍋屋俵蔵 森田常太郎台所 長帳 1 蔵宿吟味人伊右衛門・与五平

146 明治二年納米払方願 明治２年 切紙 1

147 給禄渡方一件留 明治３年２月 袋綴 1

148 会計調帳 明治３年２月 森田常太郎 局長宛所 袋綴 1

149 収納預米売渡に付引渡依頼 明治３年２月 森田常太郎 子浦酒屋次右衛門 切続紙 1 奥継書に、（差出）佐野屋小兵衛

150 収納預米売渡に付引渡依頼 明治３年２月 森田常太郎 放生津能登屋宗助 切紙 1 帯封あり、奥継書に（差出）佐野屋小兵衛

151 当九月渡給養中勘銭請取帳 明治３年６月 森田常太郎 会計局 袋綴 1

152 明治元年分預り米払方覚 明治３年１２月 福野寺井屋他八郎 森田常太郎内牛田五大夫 切紙 1

153 脚夫賃請求書（雛形） 明治２４年 下新川郡書記森田秀一 出納吏 切紙 1

154 金銭算用覚 丑年１２月３０日 山崎半兵衛内岡本安之丞 森田内牛田五大夫 切続紙 1

155 長持等道具類見積り書上 寅５月 塗師甚蔵 森田御台所 切続紙 1

156 たらい代銀受取書 卯６月２７日 八田屋新兵衛 森田御用所 切紙 1

157 御聞番駕籠修覆代銀受取状 卯７月５日 乗物屋善兵衛 森田 切紙 1

158 小ふた等代銀請取書 卯７月６日 漆嶋屋吉左衛門 森田御用所 切紙 1

159 笄代銀請取書 卯７月１０日 横川屋久兵衛 森田御用所 切紙 1

160 大ふた物・なら茶等代銀受取書 卯７月１２日 松寺屋勘兵衛 切紙 1

161 丸形葛蘢代銀等請取書 卯７月１３日 領家屋喜兵衛 森田御用所 切紙 1

162 代銀請取書 卯７月１３日 油屋栄吉（略押） 森田御用所 切紙 1

163 長持塗直し代銀等受取書 卯７月１４日 塗師甚蔵 森田御台所御用 切続紙 1

164 金子請取書 卯７月１４日 田辺誠（誠三郎）内新保要左衛門 森田様御内牛田五大夫 切紙 1

165 諸品代銀請取 卯７月１８日 南町万座 森田御用 切紙 1

166 水入等代銀請取書 卯７月２２日
金沢川南町越中屋久右衛門（瀬戸
物所）

切紙 1

167 扇子・包紙代等請取書 卯７月２４日 越中屋喜兵衛（金沢扇子司） 森田御台所御用 切続紙 1

168 ねこさ等代銀の覚 卯７月 子屋昌八 森田 切紙 1

169 薙刀塗直し代銀等請取書 卯７月 鑓屋九朗次 森田常太郎御用所 切続紙 1

170 歩兵銃代銀上納洩に付願 卯８月 森田常太郎 赤井伝右衛門 切紙 1

171 御次貯用銀拝借願 辰（丙辰カ）７月、９月 森田虎左衛門 堀半左衛門 切続紙 1
奥書に、堀半左衛門→本保平大夫・荒山平右
衛門、２枚に分かれる

172 受取書（前欠） 巳７月１４日 久保屋伊兵衛 森田 切続紙 1
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173 預り米差引覚 午３月７日 鍋屋清兵衛 森田御台所 切続紙 1

174 森田武兵衛死去に付知行仮所附収納帳請取書 午３月２２日 御算用場 森田虎左衛門 切続紙 1

175 作料等受取書 午５月５日 紙屋太四郎 森田御台所 切紙 1

176 当時在米高書状 午７月５日 北市屋六右衛門 森田常太郎御台所 切続紙 1

177 預米指引書 午７月７日 北市屋六右衛門 森田常太郎御台所 切続紙 1

178 巳年預り米払方覚 午９月７日 北市屋六右衛門 森田御台所 切続紙 1

179 収納預り米指引覚 未７月 子浦蔵宿酒屋次郎左衛門 森田常太郎御収納所 切紙 1

180 寿銀高の手取代銀請取 酉７月１４日 紙屋太兵衛 森田内牛田五大夫 切紙 1

181 銀子受取書 亥８月 駒井（下欠） 森田虎左衛門 切紙 1

182 請取書（前欠） ４月５日 越中屋清助 森田御台所 切紙 1

183 本紅絹半巾等代銀覚 ５月２日 御所村屋出店 切紙 1

184 家具塗代等書上 ５月１２日、５月 井清 森田御用 切続紙 2

185 印紙三石代等指引書 ７月１２日 窪屋弥五作 牛五大夫 切紙 1

186 硯箱等家具代銀請取書 ７月１４日 井波屋清兵衛 森田御用 切続紙 1

187 金皿等売上げ覚 ７月２３日
加州金沢川南町沢田屋理右衛門
（万金物仕入所）

切紙 1

188 焼印代請取書 ７月２４日 鶴屋九兵衛 森田御台所 切紙 1

189 払銀覚 ７月 長帳 1

190 二才赤目等代銀覚 ８月２日 切続紙 1

191 御取扱御貸渡しに付案内 ９月１３日 岡田隼人 森田常太郎 切紙 1

192 古かんはん払代等覚 ９月１６日ほか 長帳 1

193 二百石加増に付書状 ９月２６日 山崎守衛 森田常太郎 切紙 1

194 聖堂銀残元高小銀に付皆返上願承届書 １０月１８日 切紙 1

195 代銀受取書 １２月２９日 （能登）屋市右衛門 切紙 1

196 手取高受取書 １２月２９日 山崎勘左衛門内中村与右衛門 森田様牛田五大夫 切続紙 1

197 御城附仕法銀借用再願 １２月 森田武兵衛 普請奉行中 切紙 1

198 衣類雑貨代支払覚 年未詳 切続紙 1

199 出銀内訳等覚（後欠） 年未詳 切続紙 1

200 払米覚（雛形） 年未詳 切紙 1

201 御収納米上通 年未詳 越中屋儀助 森田常太郎御台所 長帳 1 蔵宿吟味人又四郎・八十吉

202 松村分等収納米入払覚等綴 年未詳
こより綴（合綴）
(5丁)

1

203 そとくろ等代銀受取書 年未詳 （金沢石浦屋）新保屋庄八 切紙 1

204 縁金重箱等代銀覚 年未詳 切続紙 1

205 鼻紙台・銘々盆等品目書上 年未詳 切紙 1

206 御借上米等差引覚（前欠） 年未詳 切紙 1

207 町蔵米払方に付覚（後欠カ） 年未詳 切続紙 1

208 判金・金札数の覚 年未詳 切続紙 1

209 年頭御礼銀請取 弘化４年１１月９日 佐藤丈五郎 森田虎左衛門 切紙 1

210 秋出銀請取 嘉永３年１０月１１日 佐藤丈五郎 伴五兵衛、代判森田虎左衛門 切紙 1

211 年頭御礼銀請取 嘉永３年１２月１０日 佐藤丈五郎 森田虎左衛門 切紙 1

212 春出銀請取 嘉永４年３月２０日 佐藤丈五郎 松江長太郎 切紙 1

 出銀
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213 春出銀請取 嘉永４年３月２０日 佐藤丈五郎 森田虎左衛門 切紙 1

214 秋出銀請取 嘉永４年１０月９日 佐藤丈五郎 森田虎左衛門 切紙 1

215 暮打役銀請取 嘉永４年１１月８日 佐藤丈五郎 森田虎左衛門 切紙 1

216 年頭御礼銀請取 嘉永４年１２月８日 佐藤丈五郎 森田虎左衛門 切紙 1

217 春打役銀請取 嘉永５年７月９日 佐藤丈五郎 森田虎左衛門 切紙 1

218 大聖寺銀年賦請取 嘉永５年７月１５日 佐藤丈五郎 森田虎左衛門 切紙 1

219 秋出銀請取 嘉永５年１０月１０日 佐藤丈五郎 森田虎左衛門 切紙 1

220 暮打役銀請取 嘉永５年１１月１０日 佐藤丈五郎 森田虎左衛門 切紙 1

221 年頭御礼銀請取 （嘉永５年）子年１２月 佐藤丈五郎 森田虎左衛門 切紙 1

222 春出銀請取 嘉永６年３月 茨木主殿 森田虎左衛門 切紙 1

223 御普請春打役銀請取 嘉永６年７月 茨木主殿 森田虎左衛門 切紙 1

224 大聖寺銀利足請取 嘉永６年７月 茨木主殿 森田虎左衛門 切紙 1

225 秋出銀請取 嘉永６年１０月１１日 茨木主殿 伴五兵衛、代判森田虎左衛門 切紙 1

226 秋出銀請取 嘉永６年１０月１１日 茨木主殿 森田虎左衛門 切紙 1

227 御普請暮打役銀請取 嘉永６年１１月１０日 茨木主殿 森田虎左衛門 切紙 1

228 春出銀請取 （嘉永７年）甲寅３月 芝山平右衛門 森田虎左衛門 切紙 1

229 春出銀請取 （嘉永７年）甲寅３月 芝山平右衛門 伴五兵衛 切紙 1

230 春打役銀請取 嘉永７年７月８日 加藤三郎左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

231 秋出銀請取 嘉永７年１０月１１日 加藤三郎左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

232 春出銀請取 （安政２年）卯３月２９日 渡辺小隼人 森田虎左衛門 切紙 1

233 秋出銀請取 安政２年１０月１２日 堀半左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

234 年頭御礼銀請取 安政２年１１月２５日 堀半左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

235 秋出銀請取 安政３年１０月１０日 堀半左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

236 年頭御礼銀請取 安政３年１２月７日 堀半左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

237 春出銀請取 安政４年３月１６日 堀半左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

238 借上銀割当分請取 安政４年７月１０日 堀半左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

239 秋出銀請取 安政４年１０月 堀半左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

240 年頭御礼銀請取 安政４年１１月 堀半左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

241 春出銀請取 安政５年３月２１日 堀半左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

242 借上銀割当分請取 安政５年７月 堀半左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

243 秋出銀請取 安政５年１０月１０日 堀半左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

244 年頭御礼銀請取 安政５年１２月 堀半左衛門 森田虎左衛門 切紙 1

245 銭二郎引移祝儀拝領に付礼状 （嘉永４年）８月２１日 鍋屋伊兵衛 虎左衛門内牛田五大夫 切続紙 1 ２枚に分かれる

246 浅（銭）二郎養家方引移に付赤飯并白銀拝領礼状 （嘉永４カ）８月２１日 沢田初左衛門 牛田五大夫 切続紙 1 ２枚に分かれる

247 銭太郎吉事方白銀等頂戴に付礼状 （嘉永４カ）８月２１日 切紙 1

248 銭二郎拵付 嘉永４年９月 森田 袋綴 1

249 御引移御道具目録 丁卯（慶応３年）７月２５日 窪田弥五作 佐藤外次郎 続紙 1 包紙あり

250 御引移り御みやげ物帳控 卯（慶応３）年７月２７日 長帳 1

251 御土産物帳 卯（慶応３）年７月２７日 長帳 1

252 御道具御請取帳 卯（慶応３）年７月 森田用所 松田様御用所 長帳 1

253 お幾様御婚礼ニ付御到来物帳 慶応３年７月 長帳 1

 交際
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番号 資    料    名 年  月  日（和暦） 差  出  人(作成者) 受  取  人 形状(形態) 点数 備    考

254 御婚礼向払方帳 慶応３年７月 長帳 1

255 御道具惣目録之控 慶応３年７月 長帳 1

256 進上之目録 明治１２年９月１５日 折紙 1 お酒２升、するめ２把、包紙あり

257 御初穂受取書 辛未１０月 天徳院侍者 切続紙 1

258 御忌会寄附に付礼状 子２月２２日 北野宮祈願所松乗坊 森田虎左衛門 一紙 1 部分木版印刷

259 婚礼道具請取目録 亥年９月１５日 続紙 1

260 森田金生・紺矢治子あて年賀状 ７年１月５日 島崎真翁 森田金生・組屋治子 はがき 1

261 弔意書状（森田秀一死亡に付） ２月２１日 辛野栄 森田金生 切続紙 1

262 御借地廻状等差進に付添状 ４月１４日 深田進七郎 森田常太郎 切続紙 1 ２枚に分かれる

263 妹婚姻引移に付御来賀依頼 ７月２６日 切続紙 1 （下書）

264 妹婚儀済みに付案内（後欠） ７月２８日 切紙 1

265 姉縁組前髪執などに付口上書綴 ７月～１２月 森田常太郎など こより綴（１０丁） 1

266 浅（銭）二郎引移祝詞献上に付承届書 ８月２１日 神谷治部内安田多喜馬 牛田五大夫 切続紙 1

267 赤飯相達しに付挨拶状 ８月２１日 切紙 1

268 御祓大麻祝儀に付受取状 ９月６日 福井土佐 森田百太郎 折紙 1

269 御祓大麻祝儀に付受取状 ９月吉日 福井土佐 森田武兵衛 折紙 1

270 御祓大麻祝儀に付受取状 ９月吉日 福井土佐 森田武兵衛 折紙 1 包紙あり

271 御祓大麻祝儀に付受取状 ９月吉日 福井土佐 森田武兵衛 折紙 1 包紙あり

272 御祓大麻祝儀に付受取状 ９月吉日 福井土佐 森田常太郎 折紙 1

273 御祓大麻祝儀に付受取状 ９月吉日 福井土佐 森田武兵衛 折紙 1

274 庄田吟右衛門等より申参りに付案内 １０月１８日 堀半左衛門 森田虎左衛門 切続紙 1

275 松田様奥方様膝直御祝儀御到来物帳 １１月１７日 長帳 1

276 近況苦心に付書状 １２日 金生 秀一 切続紙 1

277 保険金納入に付書状 ２７日 金生 秀一 切紙 1

278 縁組願（断簡） 年未詳 切紙 1

279 するめ目録 年未詳 一紙 1

280 道具目録（断簡） 年未詳 続紙 1 ５枚に分かれる

281 道具目録（後欠） 年未詳 続紙 1

282 御作法帳 年未詳 長帳 1

283 目録（酒弐升、松魚壱連） 年未詳 折紙 1 包紙あり

284 婚礼日程の覚 年未詳 切紙 1

285 妹縁組願聞届に付案内（後欠） 年未詳 切紙 1

286 銭二郎養家へ引移祝儀に付書状(後欠） 年未詳 奥村安之助内栗山兵左衛門 牛田五大夫 切続紙 1

287 銭二郎養家引移案内に付名書 年未詳 長帳 1

288 山田平助より森田常太郎あて書状 ３月８日 山田平助 常太郎 切続紙 1

289 取立物仕法帳 天保１３年７月 森田武兵衛内牛田五大夫 袋綴 1

290 取立物寄銀控 天保１３年７月 森田台所 長帳 1

291 台所取立物帳 嘉永４亥年７月 森田虎左衛門内牛田五大夫 袋綴 1

292 取立物弐番会より寄銀覚帳 嘉永４亥年１２月 森田用所 長帳 1

293 取立物帳 慶応３丁卯年７月 森田常太郎台所 袋綴 1

 取立物
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294 屋敷台所取立物弐拾壱番会開催に付廻状 子年６月 森田虎左衛門内牛田五大夫

山崎勘左衛門内池田治右衛門、前田源五左
衛門内武部長大夫、前田求馬内田中権左衛
門、松田清左衛門内吉田甚兵衛、坂野忠兵衛
内棚橋市大夫、不破亮三郎内沢田初左衛門、
田辺千之助内新保要左衛門、前田九兵衛内
朝岡太左衛門、喜多岡孝一郎内吉田久左衛
門、里見外茂吉御役人中、水落屋文右衛門、
鶴来屋久左衛門、紙屋太兵衛、つは屋茂右衛
門、能登屋太右衛門、左冠宗五郎、能登屋市
右衛門、酒屋新右衛門、米村屋弥吉

切続紙 1

295 取立物懸銀受取書 子年７月１４日 田辺内新保要左衛門 森田様内牛田五大夫 切続紙 1

296 取立物拾八番会出銀渡書 子年７月 前田求馬内山田勇左衛門 山崎勘左衛門御役人中 切紙 1

297 取立物弐拾番出銀渡書 子年７月 山田勇左衛門 能登屋市右衛門 切紙 1

298 前田様手形請取 子年１２月１７日 水落 森田 切続紙 1

299 屋敷台所取立物弐拾弐番会開催に付廻状 子１２月 森田常太郎内牛田五大夫

山崎勘左衛門内池田治右衛門、前田源五左
衛門内武部長大夫、前田求馬内田中権左衛
門、松田清左衛門内吉田甚兵衛、坂野忠兵衛
内棚橋市大夫、不破亮三郎内沢田初左衛門、
田辺誠三郎内新保要左衛門、前田九兵衛内
朝岡太左衛門、喜多岡孝一郎内吉田久左衛
門、里見外茂吉御役人中、水落屋文右衛門、
鶴来屋久左衛門、紙屋太兵衛、つは屋茂右衛
門、能登屋太右衛門、左冠宗五郎、能登屋市
右衛門、酒屋新右衛門、米村屋弥吉

切続紙 1

300 屋敷台所取立物満会会合に付廻状 丑６月 森田虎左衛門内牛田五大夫

藤懸庫太内小沢源兵衛、中川甚之助御役人
中、不破亮三郎内沢田重左衛門、神谷治部内
吉野誠兵衛、田辺誠三郎内新保要左衛門、前
田源左衛門御引人、吉田平太郎御役人中、山
崎九左衛門内中村与右衛門、青木外毛男内
小竹嘉大夫、瀬川久右衛門内相坂文蔵、青木
外喜造内中山小右衛門、西勝寺御役僧中、嶋
村玄清、森七右衛門、清水屋藤右衛門、小松
屋藤右衛門、鍋屋伊兵衛、鍔屋茂右衛門、久
保屋伊三郎、道願屋伊之助、能登屋太右衛
門、越中屋清助

切続紙 1 ３枚に分かれる

301 屋敷台所取立物五番会開催に付廻状 丑７月 森田虎左衛門内牛田五大夫

山崎勘左衛門内中村与右衛門、瀬川久右衛
門内相坂文蔵、藤懸庫太内小沢源兵衛、神谷
治部内吉野誠兵衛、永原虎一郎内窪田弥平、
青木外毛男内小竹嘉大夫、不破亮三郎内沢
田初左衛門、吉田平太郎御役人中、青木嘉久
右衛門内木村重兵衛、中川甚之助御役人中、
田辺誠三郎内新保要左衛門、前田久兵衛御
引人、西勝寺御役僧中、嶋村玄清、森七右衛
門、小松屋宗左衛門、清水屋藤右衛門、鍋屋
伊兵衛、鍔屋茂右衛門、乾屋文右衛門、久保
屋伊三郎、道願屋伊之助、浅地屋長蔵、能登
屋太右衛門、越中屋清助

切続紙 1

9 / 17 ページ



番号 資    料    名 年  月  日（和暦） 差  出  人(作成者) 受  取  人 形状(形態) 点数 備    考

302 会合日等廻状（前欠） 丑年１０月 森田虎左衛門内牛田五大夫

山崎勘左衛門内中村与右衛門、瀬川文左衛
門内相坂文蔵、藤懸庫太内小沢源兵衛、神谷
治部内吉野誠兵衛、永原虎一郎内窪田弥平、
青木外毛男内小竹嘉大夫、不破亮三郎内沢
田初左衛門、吉田平太郎御役人中、青木嘉久
右衛門内木村重兵衛、田辺誠三郎内新保要
左衛門、前田九兵衛御引人、西勝寺御役僧
中、嶋村玄清、森七右衛門、清水屋藤右衛
門、鍋屋伊兵衛、鍔屋茂右衛門、乾屋文右衛
門、久保屋伊三郎、道願屋伊之助、浅地屋長
蔵、能登屋太右衛門、越中屋清助

切続紙 1

303 台所取立物弐拾四番会開催に付廻状 丑１２月 森田虎左衛門内牛田五大夫

山崎勘左衛門内池田治右衛門、前田源五左
衛門内武部長大夫、前田求馬内田中権左衛
門、松田清左衛門内吉田甚兵衛、坂野忠兵衛
内棚橋市大夫、不破亮三郎内沢田初左衛門、
田辺誠三郎内新保要左衛門、前田九兵衛内
朝岡太左衛門、北岡孝一郎内吉田久左衛門、
里見外茂吉（虎之助）御役人中、水落屋文右
衛門、鶴来屋久左衛門、紙屋太兵衛、つは屋
茂右衛門、のとや太右衛門、かべや宗五郎、
酒屋新右衛門、能登屋市右衛門、米村屋弥吉

切続紙 1 弐十六番会との訂正あり

304 屋敷表台所取立物七番会開催に付廻状 寅年７月 森田虎左衛門内牛田五大夫

山崎勘左衛門内中村与右衛門、瀬川久右衛
門内相坂文蔵、藤懸庫太内小沢源兵衛、神谷
治部内吉野誠兵衛、永原虎一郎内窪田弥平、
青木外毛男内小竹嘉大夫、不破亮三郎内沢
田初左衛門、吉田平太郎御役人中、青木金多
郎内木村重兵衛、中川甚之助御役人中、田辺
誠三郎内新保要左衛門、前田久兵衛御引人、
西勝寺御役僧中、嶋村玄清、森七右衛門、小
松屋宗左衛門、清水屋藤右衛門、鍋屋伊兵
衛、つはや茂右衛門、乾屋文右衛門、久保屋
伊三郎、道願屋伊之助、浅地屋長蔵、のとや
太右衛門、越中屋清助

切続紙 1

305 満会手取高受取書（後欠） 寅１２月２９日 田中清八郎内森与吉郎 森田虎左衛門内 切紙 1

306 屋敷台所取立物弐拾六番満会開催に付廻状（前後欠） 寅１２月 森田虎左衛門内牛田五大夫

山崎九左衛門内池田次右衛門、前田伴四郎
内武部長大夫、前田求馬内田中権左衛門、松
田清左衛門内吉田甚兵衛、坂野忠兵衛内棚
橋市大夫、不破亮三郎内沢田初左衛門、田辺
誠三郎内新保要左衛門、前田九兵衛内朝岡
太左衛門、北岡孝一郎内吉田久左衛門、里見
外茂吉御役人中、水落屋久左衛門、鶴来屋
（後欠）

切紙 1 ２枚に分かれる

307 初懸分内銀請取 卯年７月１４日 松田清左衛門内朽木小次郎 森田虎左衛門御役人中 切紙 1

308 取立物懸銀請取書 辰年１１月１１日 森半右衛門 森田内牛田五大夫 切紙 1

309 屋敷台所取立物拾三番会開催に付廻状 巳年６月 森田虎左衛門内牛田五大夫

瀬川久右衛門内相坂文蔵、藤懸庫太内小沢
源兵衛、神谷治部内吉野誠兵衛、永原虎一郎
内窪田弥五作、山崎九左衛門内中村与右衛
門、青木外毛男内小竹嘉大夫、吉田平太郎御
役人中、不破亮三郎内沢田初左衛門、青木金
太郎内木村重兵衛、中川甚之助内鈴木安大
夫、田辺誠三郎内新保要左衛門、前田九兵衛
御引人、西勝寺御役僧中、嶋村玄清、森七右
衛門、清水屋藤右衛門、小松屋宗左衛門、鍋
屋伊兵衛、鍔屋茂右衛門、久保屋伊三郎、道
願屋伊之助、浅地屋長蔵、能登屋太右衛門、
越中屋清助

切続紙 1

310 割符銀請取覚 巳年７月など 森田虎左衛門内牛田五大夫など こより綴 1
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311 屋敷台所取立物拾四番会開催に付廻状 巳１０月 森田虎左衛門内牛田五大夫

瀬川久右衛門内相坂文蔵、藤懸庫太内小沢
源兵衛、神谷治部内吉野誠兵衛、永原虎一郎
内窪田弥五作、不破亮三郎内沢田初左衛門、
青木外毛男内小竹嘉大夫、吉田平太郎御役
人中、山崎九左衛門内中村与右衛門、青木金
太郎内木村重兵衛、中川甚之助内鈴木安大
夫、田辺誠三郎内新保要左衛門、前田九兵衛
御引人、西勝寺御役僧中、嶋村玄清、森七右
衛門、清水屋藤右衛門、小松屋宗左衛門、鍋
屋伊兵衛、鍔屋茂右衛門、久保屋伊三郎、道
願屋伊之助、浅地屋長蔵、能登屋太右衛門、
越中屋清助

切続紙 1

312 御寄銀請取 午年４月５日 永原内窪田弥五作 牛田五大夫 切紙 1

313 屋敷台所取立物拾五番会開催に付廻状 午年７月 森田虎左衛門内牛田五大夫

瀬川久右衛門内相坂文蔵、藤懸庫太内小沢
源兵衛、神谷治部内吉野誠兵衛、永原虎一郎
内窪田弥五作、不破亮三郎内吉村弥作、青木
外毛男内小竹嘉大夫、吉田平太郎御役人中、
山崎九左衛門内中村与右衛門、青木金太郎
内木村重兵衛、中川甚之助内鈴木安大夫、田
辺誠三郎内新保要左衛門、前田九兵衛御引
人、西勝寺御役僧中、嶋村玄清、森七右衛
門、清水屋藤右衛門、小松屋宗左衛門、鍋屋
伊兵衛、鍔屋茂右衛門、久保屋伊三郎、道願
屋伊之助、浅地屋長蔵、能登屋太右衛門、越
中屋清助

切続紙 1

314 手取高請取書 午１２月５日 吉田平太郎内中村金蔵 森田虎左衛門内牛田五大夫 切紙 1

315 屋敷台所取立物拾七番会開催に付廻状 未年６月 森田虎左衛門内牛田五大夫

瀬川久右衛門内相坂文蔵、藤懸庫太内小沢
源兵衛、神谷治部内吉野誠兵衛、永原虎一郎
内窪田弥五作、不破亮三郎内吉村弥作、青木
外毛男内小竹嘉大夫、吉田平太郎御役人中、
山崎九左衛門内中村与右衛門、中川甚之助
御役人中、田辺誠三郎内新保要左衛門、青木
金太郎内木村重兵衛、前田九兵衛御引人、西
勝寺御役僧中、嶋村玄清、森七右衛門、小松
屋宗左衛門、清水屋藤右衛門、鍋屋伊兵衛、
鍔屋茂右衛門、久保屋伊兵衛、道願屋伊之
助、浅地屋長蔵、越中屋清助、能登屋太右衛
門

切続紙 1

316 取立物拾壱番懸金請取 未年７月８日 加藤図書内西村彦左衛門 牛田五大夫 切紙 1

317 取立物懸銀請取書 未７月１１日 前田求馬内田中権左衛門 牛田五大夫 切紙 1

318 取立物懸銀請取書 未年７月１３日 清水屋藤右衛門 森田虎左衛門内牛田五大夫 続紙 1

319 屋敷台所取立物拾八番会開催に付廻状 未１０月 森田虎左衛門内牛田五大夫

瀬川久右衛門内藤田直人、藤懸庫太内小沢
源兵衛、神谷治部内吉野誠兵衛、永原虎一郎
内窪田弥五作、不破亮三郎内吉村弥作、青木
外毛男内小竹嘉大夫、吉田平太郎御役人中、
山崎九左衛門内中村与右衛門、中川甚之助
御役人中、田辺誠三郎内新保要左衛門、青木
金太郎内木村重兵衛、前田九兵衛御引人、西
勝寺御役僧中、嶋村玄清、森七右衛門、小松
屋宗左衛門、清水屋藤右衛門、鍋屋伊兵衛、
鍔屋茂右衛門、久保屋伊三郎、道願屋伊之
助、浅地屋長蔵、越中屋清助、能登屋太右衛
門

切続紙 1

320 拾三番会御懸銀請取状 未年１１月 山崎九左衛門内中村与右衛門 牛田五平 切紙 1

321 取立物懸銀受取 酉年７月２日 のとや太右衛門 森田様御用所 切紙 1
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322 台所取立物弐拾弐番会開催に付廻状 酉１０月 森田常太郎内牛田五大夫

瀬川久右衛門内相坂文蔵、藤懸庫太内小沢
源兵衛、神谷治部内吉野誠兵衛、永原虎一郎
内橋本又右衛門、不破亮三郎内沢田重左衛
門、中川甚之助内鈴木安大夫、山崎九左衛門
内中村与右衛門、田辺誠三郎内新保要左衛
門、吉田平太郎御役人中、青木外毛男内小竹
嘉大夫、青木金多郎内木村重兵衛、西勝寺御
役僧中、前田源左衛門御引人、嶋村玄清、森
七右衛門、清水屋藤右衛門、小松屋宗左衛
門、鍋屋伊兵衛、鍔屋茂右衛門、久保屋伊三
郎、道願屋伊之助、浅地屋長蔵、能登屋太右
衛門、越中屋清助

切続紙 1

323 台所取立物寄銀請取書 酉１１月１６日 中川甚之助内浅生久大夫 森田常太郎内牛田五大夫 切紙 1

324 取立物拾六番会懸出等受取書 酉１２月２９日 山崎勘左衛門内中村与右衛門 森田虎左衛門内牛田五大夫 切紙 1

325 拾六番会出銀手形 酉１２月 坂野忠兵衛内棚橋市大夫 森田内牛田五大夫 切続紙 1

326 取立物取立に付残金受取書 申１２月２７日 印牧要人内小野理右衛門 森田虎左衛門内相上勘大夫 切続紙 1

327 銀子手形 申（嘉永元）１２月 前田求馬内山田勇左衛門 切紙 1

328 初会半出銀請取書 戌７月１３日 林十大夫内中村弥左衛門 森田虎左衛門内御役人中 切紙 1

329 頼母子出銀に付案内（前欠） 戌７月１４日 加藤義右衛門 牛田五大夫 切紙 1

330 弐番会懸銀請取書 戌年７月 永原虎一郎内窪田弥五作 森田内牛田五大夫 切紙 1

331 拾七番会出銀受取書 戌７月 加藤義右衛門内内田甚蔵 森田常太郎御役人中 切紙 1

332 拾七番会出銀手形 戌７月 坂野忠兵衛内棚橋市大夫 森田虎左衛門内牛田五大夫 切紙 1

333 台所取立物懸銀受取書 戌７月 田辺誠三郎内新保要次郎 森田常太郎御役人中 切紙 1

334 初懸半分銀請取書 戌年１２月２８日 林十大夫内中村弥右衛門 森田虎左衛門内牛田五大夫 切紙 1

335 屋敷台所取立物拾八番会開催に付廻状 戌年１２月 森田虎左衛門内牛田五大夫

山崎勘左衛門内池田次右衛門、前田源五左
衛門内武部長大夫、前田求馬内山田勇左衛
門、前田勘左衛門内朝岡太左衛門、松田清左
衛門内吉田甚兵衛、坂野忠兵衛内棚橋市大
夫、不破亮三郎内沢田初左衛門、田辺千之助
内新保要左衛門、喜多岡孝一郎内吉田久左
衛門、里見外茂吉御役人中、水落屋文右衛
門、鶴来屋久左衛門、紙屋太兵衛、つばや茂
右衛門、能登屋太右衛門、左冠宗五郎、のと
屋市右衛門、酒屋新右衛門、米村屋弥吉

切続紙 1

336 屋敷台所取立物弐拾五番会開催に付廻状 亥６月 森田常太郎内牛田五大夫

藤懸庫太内小沢源兵衛、神谷治部内吉野誠
兵衛、永原虎一郎内窪田弥五作、不破亮三郎
内沢田重左衛門、山崎九左衛門内中村与右
衛門、中川甚之助内鈴木安大夫、青木外毛男
内小竹嘉大夫、瀬川嘉一郎内相坂文蔵、吉田
平太郎御役人中、青木金多郎内木村重兵衛、
田辺誠三郎内新保要左衛門、前田源左衛門
御引人、西勝寺御役僧中、嶋村玄清、森七右
衛門、清水屋藤右衛門、小松屋宗左衛門、鍋
屋伊兵衛、鍔屋茂右衛門、久保屋伊三郎、道
願屋伊之助、能登屋太右衛門、越中屋清助

切続紙 1
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337 屋敷台所取立物拾九番会開催に付廻状 亥６月 森田虎左衛門内牛田五大夫

山崎勘左衛門内池田治右衛門、前田源五左
衛門内武部長大夫、前田求馬内朝岡太左衛
門、松田清左衛門内吉田甚兵衛、坂野忠兵衛
内棚橋市大夫、不破亮三郎内沢田初左衛門、
田辺千之助内新保要左衛門、喜多岡孝一郎
内吉田久左衛門、里見外茂吉内御役人中、水
落屋久右衛門、鶴来屋久左衛門、紙屋太兵
衛、つは屋茂右衛門、能登屋太右衛門、左冠
宗五郎、能登屋市右衛門、酒屋新右衛門、米
村屋弥吉

切続紙 1

338 取立物拾九番会出銀渡書 亥年７月 坂野忠兵衛内棚橋市大夫 森田虎左衛門内牛田五大夫 切続紙 1

339 銀子手形渡状 亥年７月 前田求馬内山田勇左衛門 五宝屋又四郎 切紙 1

340 屋敷台所取立物弐拾六番会開催に付廻状 亥１０月 森田常太郎内牛田五大夫

藤懸庫太内小沢源兵衛、神谷治部内吉野（誠
兵衛）、永原虎一郎内窪田弥五作、不破亮三
郎内沢田重左衛門、中川甚之助内鈴木（安大
夫）、山崎九左衛門内中村与右衛門、青木外
毛男内小竹嘉大夫、吉田平太郎御役人中、田
辺誠三郎内新保要左衛門、青木金多郎内木
村重兵衛、前田（源左衛門）御引人、西勝寺御
役僧中、嶋村玄清、森七右衛門、瀬川久右衛
門内相坂文蔵、清水屋藤右衛門、小松屋宗左
衛門、鍋屋伊兵衛、鍔屋茂右衛門、久保屋伊
三郎、道願屋伊之助、能登屋太右衛門、越中
屋清助

切続紙 1

341 頼母子寄銀請取書 亥１２月晦日 水落や安右衛門 森田御台所 切紙 1

342 屋敷台所取立物弐番会開催に付廻状 亥年１２月 森田虎左衛門内牛田五大夫

山崎勘左衛門内中村与右衛門、瀬川久右衛
門御役人中、藤懸庫太内小沢源兵衛、神谷治
部御役人中、永原虎一郎内窪田弥平、青木外
毛男御役人中、吉田平太郎御役人中、不破亮
三郎内沢田初左衛門、青木嘉久右衛門御役
人中、中川甚之助御役人中、田辺千之助内新
保要左衛門、西勝寺御役僧中、森半右衛門、
小松屋宗左衛門、清水屋藤右衛門、鍋屋伊兵
衛、鍔屋茂右衛門、乾屋為平、久保屋伊三
郎、道願屋伊之助、能登屋太右衛門、浅地屋
長蔵、越中屋清助

切続紙 1

343 屋敷台所取立物弐拾番会開催に付廻状 亥年１２月 森田虎左衛門内牛田五大夫

山崎勘左衛門内池田治右衛門、前田源五左
衛門内武部長大夫、前田求馬内田中権左衛
門、前田九兵衛内朝岡太左衛門、松田清左衛
門内吉田甚兵衛、坂野右兵衛内棚橋市大夫、
不破亮三郎内沢田初左衛門、田中千之助内
新保要左衛門、喜多岡孝一郎内吉田久左衛
門、里見外茂吉内御役人中、水落屋文右衛
門、鶴来屋久左衛門、紙屋太兵衛、つは屋茂
右衛門、能登屋太右衛門、左冠宗五郎、能登
屋市右衛門、酒屋新右衛門、米村屋弥吉

切続紙 1 ３枚に分かれる

344 十二番会出銀手形 亥１２月 坂野忠兵衛内棚橋市大夫 森田内牛田五大夫 切紙 1

345 屋敷台所取立物会開催に付廻状 ６月２８日 中川武十郎内土田壱兵衛 森田牛田五大夫 切続紙 1

346 屋敷台所取立物三番会繰上開催に付廻状（後欠） ６月 森田虎左衛門内牛田五大夫
山崎勘左衛門内中村与右衛門、瀬川久右衛
門内　欠

切続紙 1

347 新加入等に付書状 ７月８日 中橋屋与吉 虎左衛門内牛田五大夫 切続紙 1

348 寄附金請取 ７月１４日 洲崎伯順 森田常太郎 切紙 1

349 寄銀請取書 ７月１４日 島村重福 森田様内牛田五大夫 切紙 1

350 取立物十六番会・十七番会開催に付廻状 ７月 伊藤六左衛門 森田常太郎 切紙 1
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351 屋敷台所取立物四番会開催に付廻状 １０月 森田虎左衛門内牛田五大夫

中村与右衛門、相川文蔵、小沢源兵衛、吉野
誠兵衛、窪田弥平、小竹嘉大夫、沢田初左衛
門、吉田平太郎御役人中、木村重兵衛、中川
甚之助御役人中、新保要左衛門、西勝寺御役
僧中、前田九兵衛御引人、嶋村玄清、森七右
衛門、小松屋宗左衛門、清水屋藤右衛門、鍋
屋伊兵衛、鍔屋茂右衛門、乾屋為平、久保屋
伊三郎、道願屋伊之助、浅地屋長蔵、能登屋
太右衛門、越中屋清助

切続紙 1

352 取立物算用御届 １１月４日 森田内牛田五大夫 道願屋伊之助 切続紙 1

353 親出銀等受取書 １１月５日 のとや太右衛門 森田 切紙 1

354 屋敷台所取立物六番会開催通知（後欠） 年未詳 切紙 1

355 廻状（前欠） 年未詳

相坂文蔵、藤懸庫太内小沢源兵衛、神谷治部
内吉野誠兵衛、永原虎一郎内窪田弥平、青木
外毛男内小竹嘉大夫、吉田平太郎御役人中、
不破亮三郎内沢田初左衛門、青木嘉久右衛
門内木村重兵衛、中川甚之助御役人中、田辺
千之助内新保要左衛門、西勝寺御役僧中、前
田久兵衛御役人中、嶋村玄清、森七右衛門、
小松屋宗左衛門、清水屋藤右衛門、鍋屋伊兵
衛、鍔屋茂右衛門、乾屋為平、久保屋伊三
郎、道願屋伊之助、浅地屋長蔵、能登屋太右
衛門、越中屋清助

切続紙 1

356 台所払銀請取覚 年未詳 北市屋六右衛門 森田常太郎台所 切続紙 1

357 十七番会出銀等の覚（後欠） 年未詳 切紙 1

358 取立物書上(後欠） 年未詳 切紙 1

359 家来歳暮帳 天保９戌年１２月 森田 長帳 1

360 家来歳暮帳 天保１４年１２月 長帳 1

361 家来歳暮帳 弘化２年１２月 長帳 1

362 家来歳暮物帳 嘉永３戌年１２月 長帳 1

363 家来歳暮帳 嘉永５年１２月 長帳 1

364 家来歳暮帳 安政２年７月 長帳 1

365 家来歳暮帳 安政３辰年１２月 長帳 1

366 家来中元歳暮帳 子年７月 長帳 1

367 家来中元歳暮帳 子７月 長帳 1

368 家来歳暮物覚帳 子年１２月 長帳 1

369 家来歳暮帳 丑年７月 長帳 1

370 家来歳暮 丑１２月２８日 長帳 1

371 家来年暮帳 丑１２月晦日 長帳 1

372 家来歳暮帳 寅年７月 長帳 1

373 家来歳暮帳 寅年７月１４日 長帳 1

374 家来中元歳暮帳 辰年７月１４日 長帳 1

375 家来中元帳 巳年７月 長帳 1

376 家来中元帳 巳７月 長帳 1

377 家来歳暮帳 巳年１２月 長帳 1

378 家来歳暮帳 未年１２月 長帳 1

379 家来中元帳 申年７月 長帳 1

380 家来歳暮帳 申年１２月 長帳 1

 贈答
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381 家来歳暮物帳 亥年７月 長帳 1

382 家来中元控 戌年７月 長帳 1

383 贈答品目録 年未詳 切続紙 1

384 御挨拶方等に付贈答覚 年未詳 長帳 1

385 贈り物目録 年未詳 切続紙 1

386 奉公人請合状 嘉永７年１０月
奉公人取持仕候上伝場町枯中屋清
七、同新堅町枯中屋与兵衛

森田虎左衛門内牛田五大夫 続紙 1
包封あり、包紙の差出人は山田清大夫・鶴来
屋善四郎、受取人は森田武兵衛家来

387 賊入りに付盗難品届書 明治２年５月 三等上士森田常太郎 長帳 1

388 紺矢治子宛森田金生葉書 昭和８年６月１０日
東京市杉並区東荻町宮井真武方森
田金生

紺矢治子、御子達皆々 はがき 1 近況報告

389 森田家家来に付町会所届出物等綴 寅３月８日など 森田常太郎など 町会所など こより綴（8丁） 1

390 町会所宛達書案（前欠） 寅３月 町会所 切続紙 1

391 御はなの事に付案内 ６月２６日 直山大八郎 森田様御奥口 切紙 1

392 到来物引手覚帳 ９月１５日 長帳 1

393 改名に付案内書 １２月１２日 友右衛門事矢部七平 森田常太郎 切続紙 1

394 御しやうそく之覚 年未詳 長帳 1

395 夏台覚 年未詳 長帳 1

396 私塾調査再度申渡写 年未詳 切紙 1

397 切籠之覚 年未詳 横帳 1

398 献立 年未詳 切続紙 3

399 衣類・夜具等書上 年未詳 長帳 1

400 料理数覚 年未詳 切紙 1

401 〆野屋次郎右衛門等名書 年未詳 切紙 1

402 道具茂久録 年未詳 切紙 1

403 名簿 年未詳 こより綴（２丁） 1

404 肴・酒等贈り物書上 年未詳 切紙 1

405 寺請証文 嘉永７年１０月 御当地泉野竜雲寺 森田虎左衛門 切紙 1

406 寺請証文 安政２年３月
城端善徳寺金沢小立野掛所輪番真
覚寺

森田虎左衛門 一紙 1

407 禅宗眼目 明治３０年６月２５日 梅花書院 和装本（印刷） 1

408 大法会浄財領納証 大正４年３月１０日 高野山総本山金剛峰寺(宮井真武） 森田金生 用紙 1 封筒あり

409

御法号関係一括
①日牌証文
②領納証
③高野山座主法号謹書
④戒名授与書
⑤戒名授与書

①大正４年４月４日
②昭和５年１２月２３日
③年未詳
④昭和７年３月２０日
⑤年未詳

①高野山南谷増福院
②高野山金剛峯寺御遠忌事務局
③高野山座主大僧正密雄
④大乗護国禅寺住持玄宗苾芻
⑤永平現住祖学泰然

①森田秀一
②森田金生
④森田金生
⑤紺矢治

①用紙
②用紙
③半切
④一紙
⑤一紙

5
①包紙あり
④包紙・帯あり
⑤包紙・帯あり

410 昭徳院法事に付廻状写 ８月１４日 御用番姉崎石之助
矢野半六・駒井梅之助・福田靭負・森（田）常
太郎

切紙 1

411 松影恩鏡 年未詳 和装本（木版） 1

412 起請文前書（前欠） 年未詳 切紙 1

413 無縁墓覚 年未詳 長帳 1

414 宗教論筆写（前欠） 年未詳 切紙 1

415 法名・院号書上 年未詳 切紙、切続紙 3

４．宗教

 その他
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番号 資    料    名 年  月  日（和暦） 差  出  人(作成者) 受  取  人 形状(形態) 点数 備    考

416 森田家歴代法名書上 年未詳 続紙 1 ※コピー史料

417 森田金生他法名覚書 年未詳 切紙 2 封筒あり

418 光学坊道場にて授与品目録 年未詳 高野山菅長大阿闍梨密雄 一心院殿智光道清居士 折紙 1

419 曹洞宗法被 年未詳 法被 1
背に、南無釈迦無尼仏　高祖承陽大師　太祖
常済大師　と記載あり

420 道中厨子袋 年未詳 袋 1

421 厨子 年未詳 厨子 1 木製

422 伊勢暦 明治２年 瀬川舎人 折本（木版） 1

423 天神真楊流柔術差添活法免許状 明治３２年１月
大日本武徳会富山県地方委員益武
館主本田常太郎

森田美穂 用紙 1

424 古今流活花相伝式目之印証初之巻 明治３８年１１月上旬 中越富山城南会長清水流芳 森田花酔 折紙 1 包紙あり

425 古今流活花之栞（地） 明治（３８年）乙巳 北越富山城南会 袋綴 1

426 船弁慶
①明治４４年１０月５日
②年未詳

①宝生大夫
①中本（１６
丁）②袋綴（１
６丁）

2

427 諸国霊場御詠歌一千題 大正９年９月１日 中村風祥堂 折本（８２丁） 1 破損

428 活花之忌嫌三十二条（初伝之巻） 大正１０年１月３日 越中国西福寺流芳 森田筠窓 巻物 1

429 春五花之伝等（中伝上） 大正１１年６月４日 越中国西福寺流芳 森田筠窓 巻物 1 ほかに、夏三花之伝、秋七花之伝、冬七花之伝

430 船七カ条之伝授等（中伝下） 大正１１年６月４日 越中国西福寺流芳 森田筠窓 巻物 1 ほかに、花王雲中之伝

431 華道中伝免許状 大正１１年６月５日 西福寺流芳 森田金生 折紙 1 包紙あり

432 古今流華道皆伝之巻 大正１３年３月３日 越中国西福寺流芳 清風庵森田筠窓 袋綴（２３丁） 1 皆伝上・中・下之巻一括、木箱入り

433 古今流華道免許状一括　①皆伝　②教授　③床構
①大正１３年３月３日
②大正１３年３月３日
③大正１３年６月５日

越中国西福寺流芳 森田金生 折紙 3 包紙あり

434 尚声会演奏番組 昭和２年８月７日 印刷 1

435 夜聞車行草稿 年未詳 会主不肖九拝 袋綴 1

436 釆幣伝授等覚 年未詳 横帳 1

437 習字作品 年未詳 一紙 1 「八歳健」の文字あり

438 二十四節暦表 年未詳 切紙 1

439 短歌二首（浦夏の日） 年未詳 森田秀一 折紙 1

440 短歌二首（連日春雨） 年未詳 森田秀一 折紙 1

441 生花伝方心得 年未詳 袋綴（８丁） 1

442 正承短歌 年未詳 短冊 1 包紙に　森田様　と記載あり

443 古今流活花船七ツ図一括
①年未詳
②年未詳

森田金生
①袋綴（４丁）
②一紙

2

444 同好謡会番組 年未詳 切紙 2

445

包紙一括
　①地遠所蔵宿領状入
　②包封
　③包封（廻状）
　④包封
　⑤包封
　⑥包封
　⑦包封

①慶応元年１０月
②年未詳
③年未詳
④年未詳
⑤年未詳
⑥年未詳
⑦年未詳

①森田用所
②森田虎左衛門内牛田五大夫
③森田虎左衛門内牛田五大夫
④福井土佐

②各様
④森田常太郎 包封 7 ⑤は「上」と記載、⑥⑦は無記載

446 朝鮮人参包紙 大正１０年 朝鮮総督府 封筒 1

447 封筒(森田秀一あて） ３月２３日 台湾麻荳登記所森田ひさ子 森田秀一 封筒 1

６．包封等

５．学芸
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448 包封 年未詳 子浦蔵宿酒屋次郎左衛門 森田常太郎御収納所 包封 1

449 包封（寺証文等） 年未詳 包封 1

450 包紙（目録） 年未詳 包封 1 「目録」との記載あり

451 包紙 年未詳 包封 1 「重要文書」との記載あり

452 封筒（森田秀一宛） 年未詳 石川県庁 森田秀一 封筒 2

453 封筒(森田美穂宛） 年未詳 富山県尋常中学校 森田美穂 封筒 1
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