Kato Kiyomasa
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たじ まの くに

いな ばの くに

播磨国・但馬国・因幡国3か国を平定した秀吉軍は、
さらに兵を西に進め、
毛利氏の東の
びっちゅうのくに

防衛ラインである備中国
（現在の岡山県西部）
へ侵攻します。
秀吉は主君・信長の天下統一
戦争を着実に遂行していきました。

〈4〉秀吉の天下取り
中国方面の平定を任されている秀吉は、
天正10年
（1582）
に入ると備中国攻略に取り掛かります。
4月14日には備中国
さかい め

しち じょう

に向けて軍を進め、
5月初旬にかけて毛利氏の
「境目七城」
と
むね はる

おとしい

ばしば引用されているこの感状ですが、
日付や文章を見ると
ぎ もん じょ

明らかに偽文書だとわかります。
しかし偽文書とはいえ、
清
正が秀吉に従い、
備中攻めに参戦したことは間違いないで
たい こう き

呼ばれる軍事拠点を次々と陥れます。
残すは清水宗治が守る

しょう。
また、
江戸時代中頃に成立した
「絵本太閤記」
という

高松城。
こうして
「水攻め」
で有名な高松城の攻防戦が開始さ

イラスト入りの読み物には、
「中国大返し」
での秀吉と清正の

あし もり がわ

れます。
5月7日に高松城を包囲した秀吉軍は、
近くの足守川
せ

を堰き止め、
その水で城の周囲を水没させて城を孤立させる
ひょうろう

エピソードが見られます。
一刻も早く上方へ戻りたい秀吉
きんじゅう

は、
1人軍勢を飛び出します。
近習※の清正や福島正則らは、
懸

兵糧攻めをおこないます。
結果として6月4日に清水宗治が

命に追い掛けますが秀吉を見失ってしまいます。
その後秀吉

降伏したことで高松城は秀吉軍の手に落ちますが、
実は前日

は敵方の兵から逃れるため、
頭を丸めて僧侶に扮し、
とある

の夕方に秀吉は、
自身の運命を大きく変えることになる大事

寺院に身を隠します。
ようやく秀吉の所在を突き止め、
秀吉

件の知らせを受けていました。
6月2日未明に京都で起きた

に面会した清正らがその姿を見て呆気にとられるシーンで

本能寺の変です。
変の知らせを受けた秀吉は、
毛利氏陣営が

す。
秀吉の剽軽さを誇張するための創り話ですが、
清正が秀

変の情報をキャッチする前に講和を結び、
毛利氏撤兵後の6

吉の
「中国大返し」
に従って上方へ駆け上ったことは確かで

日に軍勢を率い上方方面に急行します。
世に言う
「中国大返

しょう。

し」
です。
2万を超える秀吉軍は驚異的なスピードで進軍し、
とう

は

200キロあまりの距離をわずか6日間で踏破したと言われて
たか つき

とん だ

います。
6月12日に富田
（現在の大阪府高槻市）
に到着した秀
つね おき

う

こん

吉は、
池田恒興や高山右近らと軍議を開き、
翌日夕方より山
せん たん

ふん

あっ け

ひょう きん

秀吉の天下取りにとって大きなターニングポイントと
なった天正10年。
もちろん秀吉に従う清正にとっても自身
の将来を左右する激動の年でしたが、
残念ながら清正の詳し
い動向については不明な点が多いです。
20歳を過ぎたとは

崎
（現在の京都府大山崎町付近）
で明智光秀軍との戦端が開

言え、
まだまだ部隊を率いる武将と呼べるほどの地位にはな

かれました。
この山崎の戦いは、
圧倒的な兵力を誇る秀吉軍

く、
秀吉が抱える近習衆の1人に過ぎなかった清正の名前は、

の圧勝に終わり、
これにより秀吉は、
信長亡き後の天下取り

当時の史料にはなかなか見出せません。

み いだ

伝記や小説の世界ではこの時期の清正について、
多くの逸

レースで頭一つ抜け出します。
さて、
ここまで本能寺の変前後の秀吉の動向を見てきまし
たが、清正の動向にも目を向けてみましょう。先の「境目七

話が語り継がれていますが、
どれも当時の史料に基づいたも
のではなく、
後世に創作された話のようです。

かんむりやまじょう

城」
の一つ冠山城を攻めた際、
清正は一番槍の高名を挙げ、
秀
かん じょう

吉から感状を与えられています。
「清正記」
などの伝記類にし

※「近習」…主君のそばに仕える者
おお なみ かず や

このコーナーは、大浪 和弥さん（元熊本博物館学芸員）が執筆しています。

市長と直接、
意見交換を
してみませんか！

市政へのご提案やご意見をお聴きし、
市政へ反映していくため、市長が地域に
出かけ意見交換を行う
「おでかけトーク」
の参加者を募集します。

おでかけトーク

東部

in

た

日 時 8月30日（火） 午後7時〜（2時間程度）
場 所 東部公民館ホール
内 容 本市のまちづくりについて（市長から）
参加者との意見交換 ※手話通訳・要約筆記も行います。
対 象 泉ヶ丘、尾ノ上、帯山、帯山西、健軍、健軍東、砂取、月出、東
町、山ノ内の各校区にお住まいの方
定 員 200人（先着順）
申込み 8月1日から、郵便番号、住所、氏名、電話番号、校区名を電
話かファクスまたはインターネット（higomaru-call.jp）
でひごまるコール、または電話で東部市民センター（☎
096-367-1411）へ
（広聴課 ☎096-328-2075）

ひごまるコール ☎ 096-334 -1500
さ あ みんな知ってる ひ

FAX

096-370-2002

あつ ろう

田山さんは、本市出身の日本を代表するファッ
ションデザイナーです。文化服装学院卒後、1975年
に
（株）
ヨージ・ヤマモトに入社。
同年には第14回ハイ
ファッション・ピエール・カルダン賞を受賞されまし
た。1982年 に 独 立 し（株）エ ー・テ ィ ー を 設 立、レ
ディース・ブランドの
「A.T.」
を発表。
1989年にパリで
「ATSURO TAYAMA」ブ ラ ン ド を ス タ ー ト さ せ、
1991年からパリコレクションに参加しています。
現
在も様々なブランドでディレクターを務めるなど、
多彩に活躍しています。
いまも郷土である熊本を愛し、
母校の制服のデザ
インを手がけるほか、
本市の市電運転士の制服もデ
ザインして頂きました。
これからも田山さんの活躍をみんなで応援しま
しょう！

わくわく親善大使については、わくわく都市くまもとホームページ
わくわく都市くまもと 検 索 で紹介しています。

午前8時〜午後9時（年中無休）

市役所での手続き、施設案内、イベント情報などの問い合わせにお答えします！

ホームページ

やま

田山 淳朗さん

参加者募集

熊本市コールセンター

本市には、熊本市を応援してくれる著名人の方
「わくわく親善大使」が16人と1団体います。
今回は、田山 淳朗さんを紹介します。

ご

ま

る

電子メールアドレス 1500＠higomaru-call.jp

ひごまるコール

配布に関するお問い合わせ

検 索

午前8時〜午後8時（土曜・日曜日、祝日は除く）

いよいよ夏本番。わが家の娘（小2）にも長い夏休みがやって
そ けい
きました。去年の夏休みは、鼠径ヘルニアで入院し手術をした
ため、どこにも行くことができなかった娘。
「去年の分も」と今
年は張り切って旅行の計画を立てた親。でも行き先が行き先（沖縄）だけに台
風が心配。どうか無事に飛行機が飛びますように。
（T）

つぶやき

市政だより配布センター

0120-887-778 各総合支所へ。

富合町・城南町にお住まいの方は

再生紙を使用しています

