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大河を楽しくみるために

明智光秀若狭熊川に来たる!
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大河を楽しく
みるために

明智光秀

令和２年の大河ドラマの主人公「明智光秀」
。光秀という
と、本能寺の変で織田信長を倒した裏切り者というイメージ
が先行していますが、最近は光秀の実像に迫る研究が進ん
でおり、大河では新たな光秀像が描かれるものと期待が膨ら
みます。またその中で若狭はどのように描かれるのだろうと
楽しみにされている方も多いと思います。そこで光秀と若狭
の関わりについて紹介します。

明智光秀

戦国時代の武将。美濃に生まれ、若いころは越前朝倉氏を頼ったとされる。後に
室町幕府の足利将軍と織田信長に仕える。丹波平定などで信長の信頼を得る。
天正10年（1582）
、信長を本能寺で討つが、山崎の戦いで秀吉に敗れる。

光秀、若狭で活躍 〜越前朝倉氏攻め〜
永禄13年（1570）4月20日、織田信長は徳川家康とともに木下藤吉郎（後
の豊臣秀吉）らを従えて、越前朝倉氏を討つため京都を出発しました。同
日、明智光秀はその先遣隊として若狭熊川に入りました。その時書かれた
のが資料1の「明智光秀書状」です。この書状は、光秀が室町幕府の将
軍足利義昭の近臣であった細川藤孝にあてて送ったもので、若狭の守護
武田家の家臣が熊川まで信長を迎えに出てきていることや、越前への通路

金ヶ崎の退き口の経路図

城などを攻略して大きな成
果をあげますが、突然、近
江の浅井長政の謀反の知
らせが届きます。そこで信
長は朝倉と浅井の挟み撃
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ていくことになります。

午の刻︑熊川に到着しました︒こ

長の家臣として頭角を現し

あらためて申し上げます︒今日の

足利義昭のもとを離れ、信

のあたりは特に変わったことはあ

ます。この後、光秀は将軍

り ま せ ん︒武 田 家 の 老 中 が 当 地

井軍を防いだと言われてい

︵以下省略︶

がりとなって、迫る朝倉・浅

まで出てきました︒信長の越境を

時、藤吉郎と光秀らがしん

江︶の北郡いずれも特別なことは

都へ逃げ帰りました。その

す︒これらの内容を︵足利義昭に︶

朽木を抜けて命からがら京

ば︑夜 中 で あって も 申 し 上 げ ま

決断をし、熊川から近江の

お伝えください︒恐々謹言︒

ちの危険が迫る中、撤退の

態︑令 啓 上 候︑仍 今 日 午
刻︑至熊川着仕候︑此表相
替儀無御座候︑武田家老中
当 地 迄 罷 出 候︑信 長 越 境

くち

迎 え る た め で す︒越 州 口 と︵近

の

為 迎 如 此ニ候︑越 州口并 北
郡何も以別条之子細無之
候︑珍説於在之者︑不寄夜
中可申上候︑此等之趣︑宜

元亀元年 信長の越前朝倉攻め

あ り ま せ ん︒変 わった 話 が あ れ

を経由して越前敦賀に向かいました。信長軍は手筒山城を皮切りに金ヶ崎

預御披露候︑恐々謹言
明智十兵衛尉

に熊川に到着し松宮玄蕃の屋敷に宿泊しました。その後、佐柿の国吉城

曽我兵庫頭殿︵助乗︶

げん ば

光秀︵花押︶
︵永禄十三年︶卯月廿日
細川兵部太輔殿︵藤孝︶
飯川肥後守殿︵信賢︶

資料1「明智光秀書状」熊本県立美術館所蔵

や近江北部に異変がないことなどを報告しています。信長は2日後の22日

若狭熊川に来たる！
光秀が若狭に残した書状
明智光秀の署名（花押）のある書状が小浜市の神明神社に残されています。
（資料2）
この書状は織田信長が越前朝倉氏を攻める1年前の永禄12年のものと考えられています。
光秀は当時丹羽長秀、中川重政、木下藤吉郎（秀吉）らとともに信長の奉行（行政官）と
して様々な書状を出していました。この書状もその一つで、菊池治部助に対し、信長の意
向として若狭の三十六人衆の知行を安堵し、孫犬（武田元明）という新しい主君に忠勤を
資料2「織田信長宿老連署状」
神明神社所蔵

尽くすように命じています。翌年、越前朝倉を攻めるにあたり、名目上の主君として元明を
戴くことで信長は武田の家臣を若狭衆として掌握しようとしたものと考えられます。

細川氏と沼田氏とのつながり
明智光秀の娘ガラ

明智光秀と若狭の関係図

シャは、非業の死を遂
げた人物として、これ

細川藤孝

まで多くの物語に描か

麝香

れていますが、そのガラシャの夫である細川忠興の父が細川
じゃ こう

藤孝（幽斎）
、母が若狭熊川城主沼田光兼の娘である麝香で
す。沼田氏が瓜生の松宮氏に城を追われると、光兼の子清
延は、細川氏を頼りその家臣となります。沼田氏は室町将軍
の直属の家臣であり、細川藤孝と明智光秀も将軍家に仕えて
いたことから三者に密接な関係にあったことがうかがえます。
じゃこう

若狭熊川城主 沼田光兼の娘 麝香が細川藤孝に嫁ぎ、
その子 忠興が明智光秀の娘 玉（ガラシャ）と結婚しています。

沼田氏の供養塔

明智光秀ゆかりの地

得法寺本堂の東側、熊川城の麓に
沼田氏のものと伝わる供養塔が残さ
れています。

得法寺
光秀が先遣隊として熊川を訪れた２日
後、信長が熊川に入ります。その時と
もに出陣した徳川家康が得法寺に宿
泊したと言われています。
「土地は熊
川、寺は得法寺、余は徳川、因縁ある
かな」と言ったとか。

熊川城址
室町時代に築かれた沼田
氏の山城。櫓台、竪掘り、
二重の堀切などの跡が見
られます。
※肖像画写真はいずれも東京大学史料編纂所所蔵模写

３月３１日
まで

若狭鯖街道熊川宿資料館でパネル展「明智光秀と熊川」を開催中です。
※歴史文化館で開催した企画展

戦国の若狭「光秀がくる」の移動パネル展です。
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マイナンバーカードは、マイナンバーの提示だけでなく、顔写真付
きの身分証明書としてや、様々なサービスに利用出来るなどの用途が
あるカードです。
また、令和３年３月からは健康保険証としての活用が予定されてい
るなど、その活用方法は広がりを続けています。ますます便利になる
マイナンバーカードを作ってみませんか？

Q1
A1

マイナンバーカードって
なにに使えるの？

いろんな場面で使用できます。
マイナンバーの確認と本人確認を、マイナン
バーカード1枚で済ませる事ができます。

Q2
A2

顔写真付き身分証明書として金融機関の口座

明用写真機やスマートフォン、パソコンで

きます。

オンライン申請することもできます。

インターネットでの確定申告や、民間の証券

交付通知書が届く ... 約1 ヵ月後にカードの

口座開設などでも利用され始めています。

交付通知書が届きます。

健康保険証として活用できるようになります

カードを受け取る ... 本人確認書類を持って、

（令和3年3月予定）
。

A3

カードを
持ち歩いても大丈夫？

どの個人情報は入っていません。また、
顔写真があるため、他人がなりすまして
使うことはできません。

マイナンバーに関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル

0120 95 0178

万が一、カードを紛失したり盗まれたりしても、
カードの利用を停止することができます。

午前9時30分〜午後8時
午前9時30分〜午後5時30分

※12月29日〜 1月3日は除く
※カード利用停止は24時間365日受け付け
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役場窓口へお越しくだ
さい。

マイナンバーカードには、税や年金な

平 日
土日祝

写真を貼った申請書を
提出するだけ。
顔写真を貼った申請書を郵送します。証

開設やパスポートの新規申請手続きに利用で

Q3

取得の手続きは
どうすればできるの？

Q4
A4

マイナンバーカードの
ポイントってなに？
マイナンバーカードを活用したポイントである「マ
イナポイント」。令和２年度にマイナンバーカードを
活用した消費活性化策として実施の予定です。スマ
ホによるQRコード決済等に一定額を前払い等した方
に対してポイントが付与され、ポイントは買い物等
に利用できます。 ※マイキー IDの設定が必要です。

マイキーＩＤの設定
自宅で対応カードリーダーを接続したパソ
コンや、マイナンバーカード対応のスマート
フォンで設定することが出来ます。役場の窓口
にも設定用のパソコンを設置してあります。

マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードは、スマホ・パソコン・郵便・証明用写真機、役場窓口から交付の申請ができます。
※交付申請書は通知カードと一緒に郵送されています。見当たらない場合は役場窓口で再発行が出来ます。

1

2

3

4

5
役場窓口で相談
しながら・・・

役場
本人確認書類
証明写真

（スマホ申請の場合不要）

印鑑
通知カード
住基カード

に
郵
送に
郵送
べ
て
比
比べて
ド
の
カ
ードの
カー
が
りが
がり
仕
上が
仕上
！
い
！
早
早い

（お持ちの方のみ）

詳しくは
先月の広報を
ご覧ください。

申請からマイナンバーカード交付まで約１か月程度かかります。

❶から❹については「交付通知書」を郵送しますので、必要書類を持参して、
マイナンバーカードを受け取りに行きましょう。

❺は本人限定郵便で自宅へカードが郵送されます。

1月から職員が町内企業や地域団体等へ出向いて申請の受付等を行う出張申請受付を開始
します。詳しくは担当課へお問い合わせいただくか、若狭町ホームページをご覧ください。

担当課 税務住民課

TEL.0770

45 9106
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音楽ホール

パレア若狭ワンコインコンサート２０１９ｖｏｌ．
４

福井の星☆エトワールアーティストコンサート
■クラシック界のエトワール（未来の星）
として、
今後の活躍に期待が高まる嶺南出身の二人の
若手ピアニストが 登場。フレッシュでエネル

ギー溢れる演奏に乞うご期待下さい！

プログラム

Etoile
Artist
Concert

・ラフマニノフ作曲
ピアノソナタ第２番
・プーランク作曲
ナゼールの夜会 他

開催日／ 3月1日
（日）

開演／ 14：00
開場／ 13：30
料金／一般 500円 高校生以下100円
※未就学児入場不可 ※自由席
有料託児所あり 2月16日（日）申込〆切
若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

第５３回嶺南地区
アンサンブル
コンテスト

若狭町事業所ＰＲ展

■若狭町には世界に通じる製品を作る事

■ 県大会の予選を兼ね、嶺南地区の中学校・

業所がたくさんあります。町内事業所の特

発表します。少人数で演奏するアンサンブル

します。

高校の吹奏楽愛好家が、日頃の練習の成果を

の魅力をお楽しみください。

徴や仕事内容などをパネルや製品で紹介

展示期間／１月11日
（土）〜13日（月・祝）
時
主

間／９：00 〜 20：00
催／若狭町次世代定住推進協議会
若狭町政策推進課
Tel:０７７０-４５-９１１２

若狭町立保育所（園）幼児画展
■子どもたちの作品は、新鮮で創造性に溢れ、
迫力と感動を与えてくれます。そして、誠実か

つ建設的な絵は、子どもたちの確かな育ちを
語っています。絵の展示に加えて造形物の写
真や、子ども達が絵を描いてる映像なども会

主

催／県高等学校文化連盟吹奏楽部会、
県中学校教育研究会音楽部会
後 援／県吹奏楽連盟、嶺南地区吹奏楽連盟
協 賛／若狭町

開催日／【中学校部門】1月13日
（月・祝）
開演／9：40 開場／9：10
料 金／入場無料
※高校部門は1月7日（火）美浜町なびあすで開催
事務局 大飯中学校 福島
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Tel:0770-77-1512

場内で放送しますのでご覧ください。

展示期間／
第１部 幼児画展【0,1歳児〜 3歳児,4歳児全員】

1月20日（月）〜1月26日（日）
第２部 修了記念展【5歳児全員】

1月27日
（月）
〜2月2日
（日）

※火曜休館 ◎期間中の土日は、当番で職員が常駐します。
時 間／９：００〜２０：００ ※初日は12時〜
場 所／パレア若狭ギャラリー

みそみ保育所

Tel:0770-45-0705

日本画体験講座

春の花を題材に伝統的な技法で
日本画を描いてみましょう

若狭町立図書館 パレア館
［１回目］…下絵の作成・パネルへの転写・
墨で骨描き

■季節の花材をスケッチし、墨や水干絵の ［２回目］…絵の具で彩色
具などで彩色を行い、小さな春を描きましょ

う。画材の準備や、筆・絵皿など道具の貸出

しも可能です。
【初心者大歓迎】

日 時／2月８日
（土）
・15日
（土）
※全2回の講座です

時 間／ 10：00 〜 12：00
場 所／ パレア若狭 創作スタジオ
講 師／ 山本朋子
対 象／ 一般（小学生高学年以上）
料 金／ 3,500円（２講座分・材料費込）
持ち物／ 汚れても良い服装又はエプロン・タ
オル・ティッシュ・使い慣れた道具等をお持ち
の方はご持参ください。
パレア文化課

が可能な吹き抜けの開放的な空間です。
個展からグループ展まで、皆さまのご利用

をお待ちしております。まずは、お気軽に

ご相談ください。

■ 展示壁面（釘打ち可能）
①固定壁面：38ｍ
※北（図書館）側：高さ2.7m×幅21m，
南（創作スタジオ）側：高さ2.2m×幅17m
②追加パネル：高さ2.2m×幅0.9m
※最大20枚設置可能（両面使用で36m）
■ 付帯設備
• LED照明 • 作品懸架ワイヤーフック
• 展示台

おはなしたまてばこ

■図書館パレア館おはなしコーナーにて、絵

本の読み聞かせと、工作遊びを行います。参
加無料で、赤ちゃんから参加できます。
開催日／

1月11日
（土）

時間／ 11：00 〜

場所／図書館パレア館 おはなしコーナー
内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
料金／無料

Tel:０７７０-６２-2508

パレア若狭ギャラリーご利用案内！
絵画や書道、写真、陶芸など、様々な展示

Tel.0770-62-2505 Fax.0770-62-2578

• 長机など

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

にじいろのおはなし会

■図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第４
土曜日１４：００に絵本の読み聞かせと、工作遊

びを行います。参加無料で、赤ちゃんから参
加できます。

開催日／ 令和2年
時間／ 14：00 〜

1月25日
（土）

場所／図書館リブラ館 こどもひろば
内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び

■ 使用料

料金／無料

2,000円／日
（連続使用の場合、割引が適応されます。）
※パネルの増設は追加料金が発生します
■ 受付期間
• 使用日の１年前から
パレア文化課

Tel:０７７０-６２-2508

図書館からのオススメ本

除雪作業 はみなさまの
ご理解とご協力 が 必要です

『syunkonカフェごはん
レンジでもっと！絶品レシピ』
（山本ゆり／著)
宝島社

町道を除雪する場合、町は道路除雪計画に
基づいて除雪作業を行っていますが、除雪作
業にあたり、以下についてご理解とご協力を
お願いします。

衝撃的に簡単、だけど絶
品料理が作れる大好評の

レシピ本。魔法みたいな
手順で本格的な料理が作

●おおむね10ｃｍの積雪が確認でき、さらに降ると予想される場合に除雪を行います。
● 大雪の場合は、主要道路の除雪を優先させていただきます。

● 道路沿いの大切なものや、分かりにくいものには、目印をつけて表示してください。
● 道路内に倒れるおそれのある木や道路上まで伸びている枝は所有者で伐採をお願い
します。

● 車を路上に駐車されると、除雪ができませんので路上駐車はやめてください。
● 除雪した雪が、農地や空き地に押し出されることがあります。

● 除雪車が通って、家や車庫の前などをふさいでしまうことがあります。

● 屋根雪や家の雪を道路に捨てないでください。交通事故などの原因にもなります。
● 歩道や通学路などの除雪は、地域の皆さんで除雪をお願いします。

● 高齢者世帯など、除雪が困難な場合は、地域のみんなで支え合って除雪しましょう。
問い合わせ

建設水道課

Tel:0770-45-9103

れます。目からうろこが満
載の151レシピです。

託児所をご利用ください！

料 金／町内の方：520円／時間
町外の方：870円／時間
対象者／ 1歳〜小学3年生まで
場 所／パレア若狭 和室
申込締切／
福井の星☆エトワールアーティストコンサート
………………………………2月16日
（日）
若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

広報わかさ
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