〈6〉西南戦争と熊本城
しん ぷう れん

しゅう げき

神風連の襲撃から約4か月後の明治10（1877）年2月、今度は
さつ ま
西郷隆盛を中心とする薩摩の私学校約1万3,000人が熊本に迫り
そ し
ます。
東京を目指す彼らの進軍を阻止するため、
熊本鎮台
（陸軍）
司
たに たて き
ろう じょう
令長官谷干城は熊本城に籠城して戦う決心をします。
この決断によ
り、
熊本城は日本の城の中でも数少ない、
近代戦を経験した城とな
りました。
薩軍が城下まで迫りつつあった2月19日、
天守や御殿が焼失しま
す。
この火事の原因は、
天守が薩軍の大砲の的になることを避ける
ために鎮台が火をつけたという自焼説や、
薩軍の内通者が放火し
たという説、
鎮台の不注意によって失火したという説があり、
その
原因は今でも謎に包まれています。
大天守跡からは、
この時焼けて
赤く変色した瓦などが出土するほか、
石垣石材の中には高熱を受け
はく り
て剥離したものも見られます。
本丸御殿からは炎上した状態のまま
炭化した木材が出土しており、
火災の激しさを物語っています。
ほう げき せん
21日には戦闘開始となり、
鎮台と薩軍との間で激しい砲撃戦が
始まります。
また、
電信が途絶えて城内から外部へ連絡することがで
やす み
きなくなりました。
薩軍は熊本城を取り囲み、
花岡山・山崎・安巳橋・
ちょう ろく
長六橋などに砲台を築いて熊本城を砲撃しました。
対する鎮台は約
やぐら
4,000人が籠城して飯田丸・本丸・藤崎台・千葉城・馬具櫓などの砲
台から応戦しました。
飯田丸には砲台のほか、
小銃を修理するため
の場所もありました。
竹の丸には炊事場と火薬庫を置き、
火薬庫は
はぜ かた
櫨方
（現加藤神社）
にも置いています。
そのほか、
工兵が戦況に応じ
ぼう るい
て城内各所に防塁や戦闘用の通路を造っています。
戦闘には大砲や
小銃を使いましたが、
鎮台はガラス瓶に火薬や釘・ガラス片を入れ
しゅ りゅうだん
た手榴弾のような武器の製造もしています。
また、
地雷も使ってお
ほっ け
り、
京町や法華坂などに設置しています。
3月に入って高瀬・山鹿・植木方面などでの戦闘が激化すると、
薩
さい ごう たか もり

▲鎮台の砲台が置かれた馬具櫓の周辺
（熊本城顕彰会所蔵、熊本博物館寄託）
▲

火災で赤く変色した瓦
（熊本城調査研究センター）
えん ぐん

軍はそこへ援軍を送らざるをえなくなりました。
薩軍による熊本城
の包囲が手薄となり、
そこに鎮台兵が攻撃を加え、
城の西に位置す
だに やま
る段山で籠城中最も激しい戦闘が繰り広げられました。
鎮台はこの
だっ かん
戦闘で薩軍から段山を奪還しましたが、
両軍ともに多くの死傷者を
出しました。
薩軍は城を取り囲む戦闘員の不足を補うため、
坪井川
下流をせき止めて湖水をつくり、
城周辺を水没させました。
城内の食
料が尽きていく中、
薩軍の包囲を突破する部隊が4月8日に出撃し
て、
味方の官軍と連絡することに成功しました。
城内の情報を得たこ
とで援軍が熊本城へ向かい14日に入城して、城を取り囲んでいた
薩軍は敗走し籠城が解かれました。
西南戦争は、熊本城が唯一経験した戦争でした。鎮台の奮闘も
あり、50日以上にわたって続いた籠城戦中、城を薩軍に奪われる
ことはありませんでした。
これによって、鎮台の優秀さとともに、
熊本城が築城後270年ほど経ってもなお、守りの堅い城である
ことが証明されました。
（熊本城調査研究センター

～ めざそう！生ごみ1人1日－20g!! ～

「くまもとエコレシピ」
チャレンジ講座
生ごみを楽しく減らそう、
という考えのもと募集した
「くまもとエコレシピ」
。
実際に作って、
料理法や食材の使い方を学びましょう。
各区で開催しますので、
ぜひ参加してみませんか。

無料

植木文化センター
東区役所健康センター
ウェルパルくまもと
幸田公民館
西区役所健康センター

（予定）
間 午前10時～午後1時
容 食生活改善推進員による講話と
調理実習
対 象 市内に住むか通勤・通学する方
（先着順）
定 員 25人
三角巾、
筆記具
持参物 エプロン、
申込み 10月5日～各開催日の前日正
午までに、電話でごみ減量推進
課
（☎096-328-2365）
へ
時
内

午前8時～午後9時（年中無休）
さ あ みんな 知ってる ひ

ご

ま

る

ひごまるコール ☎ 096-334-1500
FAX 096-370-2002
ホームページ

電子メールアドレス

ひごまるコール

親子映画鑑賞会
「SING／シング」
ファミリー・サポート・
センター事業の紹介と、
親
子で一緒に楽しめる映画
上映を行います。
ぜひ、
ご
家族でお越しください。

※実際に作る料理は写真と異なる場合が
あります。

熊本市コールセンター
休日在宅当番医、
イベント情報、区の窓口
業務など、いつでもお尋ねください

ファミリー・サポート・センター〈熊本〉設立20周年記念式典
はあもにいフェスタ2017
無料

日 時 11月19日（日）
午前9時50分～
C Universal Studios.
午後0時20分
（予定）
場 所 男女共同参画センターはあもにいメインホール
（中央区黒髪3丁目3-10）
内 容 ・ファミリー・サポート・センター〈熊本〉の事業紹介、
20周年記念式典
・映画上映 「SING/シング」
定 員 350人（抽選） ※1歳半～未就学児の託児あり。
※当選者のみはがきを送ります。
申込み 9月25日～10月16日までに参加者全員の郵便番
号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、託児の有無（託
児希望の方は子どもの氏名、年齢、性別）、ファミリー・
サポート・センター会員の方は会員番号を、電話（☎
0 9 6 - 3 4 5 - 3 0 1 1 ）また はファクス（ 0 9 6 -3453012）
でファミリー・サポート・センター
〈熊本〉
へ

期日・場所

10月18日
（水）
10月20日
（金）
10月23日
（月）
10月24日
（火）
10月27日
（金）

1500＠higomaru-call.jp
検 索

※電話受付は午前9時～午後5時まで（日曜、
祝日は除く）
。

配布に関するお問い合わせ
市政だより配布センター

☎

佐藤 理恵）

0120-666-659
午前8時～午後8時
（土・日、祝日は除く）

（子ども支援課

ごひ
とと
り

☎096-328-2158）

10月といえば何を思い浮かべますか？今どき
はハロウィンもありますが、世間の話題は江津湖
花火大会ですかねー！熊本地震を乗り越え、無事
開催となって良かったです。私個人としては花火
の翌日は誕生日。たくさんのお祝いを期待してい
ます♪
（友）

再生紙を使用しています

