時 日時

問 お問い合せ先

所 場所

予 予約

問 生涯学習課

文化・スポーツ振興係
☎・お太助フォン42-0054
42-4396

他の
その せ
ら
知
お

タカタ製エアバックリコール未改
修車は車検が通らなくなります

トピックス

慰霊巡拝を実施します

mm

30

分

城跡

現地は低木が茂る藪となっていま

すが、調査の結果、城跡であること

の郭Ⅰを中心とした三方に広がる構

・標高 ・・・・・・・・・４４５
・比高 ・・・・・・・・・２２０
・築城者 ・・・・・・・尼子軍？
・所要時間 ・・・・・南山麓から約

レーザー測量図の分析により新たに

造です。全体はⅠを除いて小規模で

が確認できました。この城跡は最大

発見した城跡を紹介します。ここも

粗い郭が多く、城域の境もはっきり

今回も前回の甲田城跡に引き続き、

無名であるため、現地の字名から便

としません。

広報 あきたかた 平成30年5月号

登城
ガイド

料 2,000円

内容 午前：岩国市の錦帯橋周辺を

巡る観光ツアー
午後：由宇練習場での試合観戦（対
オリックス・バファローズ）
申 往復はがき（１枚に５人まで）に、
参加者全員の住所、氏名、年齢、電
話番号を記入し、下記事務局へお申
し込みください。
申込期限 5月18日（金）※消印有効
問 〒730-8586 広島市広域都市圏推
進課内広島広域都市圏協議会（住所
不要）☎082-504-2017

Ⅰ

17

堀切？
420

堅堀

400

0

50m

岩室城跡略測図（作図 秋本哲治）

25

宜上「岩室城跡」としました。

定員 80名

考察

時 6月23日（土）9時～17時30分

立地・ 歴 史

広島広域都市圏内の市町の住民交
流を目的として、ウエスタンリーグ
の広島東洋カープの共同応援、及
び会場周辺市町の観光バスツアー
を開催します。

郡山合戦時における尼子軍の後方

周辺の城跡位置図（国土地理院標準地図に加筆）

多治比と相合の境の三角点付近に

甲田城

拠点であった風越山城と尼子軍の主

高猿城

竹長城

あるこの城跡は、江戸時代以降の地

広島広域都市圏 広島東洋カープ
共同応援の参加者募集

←猿掛城

力が滞在した青山城・光井山城とを

たは勤務されている方（経験不問）
料 無料（テキスト代3,600円は必要）
申込期限 5月25日（金）
問 申 社会福祉法人 清風会
☎43-0611
43-0180

誌類を含めてこれまで全く知られて

対象 安芸高田市にお住まいの方、ま

繋ぐ位置に存在し、小さく不明瞭な

岩室城

いません。しかし、ここから南へ下

10時～12時

郭が多いことから、ここも郡山合戦

時 第1・3土曜

所 クリスタルアージョ3階視聴覚室

ると高猿城や甲田城と繋がり、北へ

期間 平成30年6月～平成31年2月

の尼子軍の陣地跡であったと推察で

風越山城

さらに進むと風越山城へも繋がる尾

博物館所蔵
の中世の刀剣
を中心に重要
文化財の太刀
光房、毛利元
就所用の刀等
毛利氏と関係
の深い刀剣資
料を公開しま
す。中世の武士たちが使用した本物
の刀の美しさをご覧いただけます。
時 4月28日(土)～6月10日(日)
９時～１７時
※月曜(祝日を除く)と5月1日は休館

聴覚障害者のコミュニケーション
方法の一つとして、話された言葉
の要点をまとめながら、文字にして
伝える「要約筆記」があります。
講座を修了した方は、広島県要約
筆記者養成講座（後期）の受講資
格が得られます。

きます。だとすると、尼子軍はかな

1,800円・60歳以上／1,200円・3
歳～高校生、障害者手帳をお持ち
の方／1,000円※3歳未満の場合、
大人1名につき1名無料※当日券販
売場所はクリスタルアージョのみ
■前売り券
市内各文化センターにて販売中

歴史民俗博物館春季企画展
「中世の刀と安芸高田｣

秋本 哲治

岩室城遠望（南側より撮影）

《お知らせ》
５月 日（木） 時（予定）
ＮＨＫＢＳプレミアム「英雄たちの
選択」において、毛利元就の郡山合戦
が特集され、関連する城跡も紹介さ
れます。皆さまぜひご覧ください！

料 【前売】1,100円【当日】一般／

防災・生活安全係
☎・お太助フォン42-5625
42-4376

「要約筆記奉仕員養成講座」
（手書きコース）受講者募集

安芸高田市教育委員会
文化財係専門員

↑風越山城跡

所 クリスタルアージョ

問 危機管理課

岩室城《吉田町多治比・相合》

募集

三角点▲

■北の桜守
12 0 本目の 映
画 主 演 作とな
る吉永 小百合
や 佐 藤浩一な
ど 豪 華 キャス
トが出演。
「北の零年」、
「北のカ
ナリアたち」に続く北の三部作最
終章を飾るこの作品では、激動の
時代を懸命に生き抜いた親子の物
語が描かれます。
時 5月27日（日）14時上映開始

シリーズ｢お城拝見！｣第78回

根上の頂部にあることは重要である

映画「北の桜守」上映会

して
応募 か？
ん
せ
みま

り広範囲に分散して布陣していた可

大規模災害発生時に被災者が官公
署に提出する書類やその他契約書
類の作成等について、行政書士会
が支援を行えるよう市と行政書士
会の間で協定を締結しました。

☎・お太助フォン42-0070
★5月5日(祝)、小中学生入館無料！

と考えられます。風越山城は郡山合

災害時における被災者支援のため
の行政書士業務に関する協定締結

問 歴史民俗博物館

能性があるといえます。

☎03-5539-0452

岩室城

料 大人300円／小中学生150円

戦時の尼子軍の拠点であったことか

問 国土交通省タカタ専用ダイヤル

所 安芸高田市歴史民俗博物館

光井山城↓

についてはお問い合わせください。
締切 4月下旬から随時
問 社会福祉課 社会福祉係
☎・お太助フォン42-5615
42-2130

検索

申 申込

ら、その関係性がうかがえます。

実施場所 旧ソ連・中国・南方等詳細

リコール情報検索アプリ

料 料金

大峠林道

お知らせ

戦没者遺族の要望に応えるため、旧
主要戦域となった陸上及び遺骨収
集の望めない海上等における戦没者
を対象として慰霊巡拝を行います。
対象 戦没者の配偶者（再婚者除）、
父 母 、子、兄 弟 姉 妹 、参 加 遺 族
（子・兄弟姉妹）の配偶者、戦没者
の孫、戦没者の甥、姪。
※参加されたことのない遺族を優
先するため、参加経験のある方は
お断りする場合があります。

タカタ製のエアバックリコール車を
未改修の場合、5月から車検が通ら
なくなりますので早急にリコール作
業を受けてください。
■対象車両の確認
インターネットで確認できます。

備 備考
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藪に覆われた、三角点のある中心部Ⅰ
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