なぜ、お忍びの旅をしていたのかは、この町奉行
御用日記に書かれていませんが、お忍びの旅とはい
え、大名家のお姫様が通行するため、町奉行は対応
を迫られます。対応策として、①城下を通行する際
に町から先払を付ける、②町奉行の配下の役人であ
る同心組から２名を見え隠れに差し出す、③休泊所
として札元の茂渡庄右衛門の屋敷をあてることとし
ました。
しかし、実際には先触の予定通りにはいかず、お
姫様一行は急きょ、津山に宿泊することになります。
そのため、町奉行は宿泊についても手配することに
なりました。その内容は、①お姫様の宿は茂渡庄右
衛門の屋敷を本陣とし、その他の人々は本陣近隣の
宿屋に泊まらせる事、②同心組を夜通し警備のため
出張させる事、③本陣の近隣の町は夜回りをする
事、④大年寄と町年寄の各１名と町奉行自身が、本
陣へ伺いとして参上する事、⑤火災の際の避難場所
を最寄りの寺院とし、宿屋や本陣詰めに心得させる
事、というものでした。このような苦労のかいもあ
り、翌日、無事にお姫様は津山城下を出発していき
ど
ました。町奉行もきっと安堵したことでしょう。
ちなみに、身分を隠して旅をするといえば、時代
劇・水戸黄門の一行を想像する人もいると思います。
今回の先触の写しを見ると、必要な人足は 人、本
ひき
馬は３疋と書かれています。お忍びの旅とはいえ、
今回のお姫様の一行はそれなりの大きな規模であっ
たと推測できます。

このコーナーに掲載する懐かしい

‐４５６７

津山の写真を募集しています

問 津山郷土博物館☎
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kouhou@city.
tsuyama.lg.jp

あて先は見本
のとおりに書
くだけでＯＫ

１日㈰ 9：00～12：00

2018.7

①答え ②氏名 ③郵便番号・住所
④良かった記事・感想・ご意見 ⑤次のⒶ～Ⓕの記
念品の中から１つを書いて、秘書広報室へ送る
記念品 Ⓐあば温泉無料入浴券（５枚）
Ⓑ百々温泉めぐみ荘無料入浴券（５枚）
Ⓒ津山洋学資料館無料招待券（２枚）
Ⓓ津山まなびの鉄道館無料入館券（２枚）
Ⓔベルフォーレ津山 映画鑑賞チケット（２枚）
Ⓕ図書カード

締め切り

平成30年7月20日㈮当日消印有効

５月号の正解 ケア（応募 55人、正解 55人）
当選者の発表は、記念品の発送をもってかえさせ
ていただきます。

津山歯科医療センター（沼）

ところ

たんぽぽ運動（歯みがき指導とフッ化物塗布)
26日㈭

①10:00〜
⑤13:00〜

時 間
②10:30〜 ③11:00〜
⑥13:30〜 ⑦14:00〜

名

と

間

13:00～13:30

津山すこやか・こどもセンター

と き

④11:30〜
⑧14:30〜

19日㈭ 13：30～15：00

相
談

時

はっぴー子育て教室（ハーフバースデイ記念)

ところ 津山歯科医療センター
内容 むし歯予防の話、歯科検診、フッ化物塗布など
対象 ２歳～小学３年生までの子どもと保護者
定員 各回16組
持ってくるもの 歯ブラシ、コップ、タオル（保護者分も
要)
申込先 健康増進課☎32-2069

相

と き
10日㈫､ 11日㈬
３日㈫､ ４日㈬
17日㈫､ 18日㈬

と こ ろ

津山すこやか・こどもセンター

内容 身体測定、情報交換、保育士によるふれあい遊び
対象 第１子の７カ月児（平成29年12月生まれ）
持ってくるもの 親子(母子)健康手帳、おむつ、ミルクなど

｢愛の献血」にご協力を
と き

27日㈮ 10：00～11：30
12：30～15：30

と こ ろ

市役所１階市民ロビー
※400ml 献血のみ受付

談

き

と

こ

ろ

問い合わせ先

育児相談・健康相談

２日㈪・９日㈪・23日㈪・30日
㈪ 10：00〜11：30

津山すこやか・こどもセンター

健康増進課☎32‐2069

女性の悩みごと相談

毎週水曜日・21日㈯ 10：00〜16：
00

津山男女共同参画センター｢さん・さん｣

さん・さん☎31‐2533

女性と子どもの法律
相談(無料・予約要)

２日㈪・17日㈫ 13：30〜16：40

津山すこやか・こどもセンター

こども課☎32‐2065

鶴山塾教育相談

毎週木曜日 13：30〜16：30、20日㈮
13 ： 30〜15 ： 30、26日㈭ 10 ： 00〜
12：00

教育相談センター「鶴山塾」

鶴山塾☎22‐2523

司法書士法律相談
(無料・予約要)

４日㈬・18日㈬ 13：30〜15：30

環境生活課(市役所１階１番窓口)

環境生活課☎32‐2057

弁護士法律相談
(無料・予約要)

13日㈮ 10 ： 00〜12 ： 00、13 ： 00〜
15：00 受付＝６日㈮ 8：30〜

環境生活課(市役所１階１番窓口)

環境生活課☎32‐2057

福祉総合相談

11日㈬ 10：00〜15：00

津山市総合福祉会館

津山市社会福祉協議会☎23‐5130

巡回行政相談

11日㈬ 13：00〜15：00

加茂町福祉センター

加茂支所市民生活課☎32‐7032

18日㈬ 10：00〜15：00

加茂町公民館

加茂支所市民生活課☎32‐7032

20日㈮ 10：00〜15：00

津山市総合福祉会館

岡山行政監視行政相談センター
☎086-231-4322

勝北公民館

勝北支所市民生活課☎32‐7023

人権・行政・民生合 19日㈭ 9：00〜12：00
同相談
20日㈮ 10：00〜15：00

久米支所

久米支所市民生活課☎32‐7011

人権相談

19日㈭ 10：00〜15：00

津山男女共同参画センター｢さん・さん｣

人権啓発課☎31‐0088

住宅無料相談

26日㈭ 9：00〜16：00

市役所１階市民ロビー

岡山県木造住宅建設協会津山支
部☎22‐4924

※14ページのお知らせにも掲載があります

▶ペンネーム きっくん

応募方法
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応募方法

元気な子どもを育てるために

対象 65歳以上の人（予約要）
申込先 津山歯科医療センター☎22-4021
とき

7月

検索

問健康増進課☎32 - 2069

内 容
乳児健診
１歳６カ月児健診
３歳児健診

と こ ろ

▶曽我 京 さん

（※希望者には作品を返却します）
絵を描いたはがきに ①氏名とふりがな（ペンネーム可）
②住所 ③年齢（学生は学校名と学年も）④次のⒶ～Ⓔの
記念品の中から１つを明記して送る
Ⓐあば温泉無料入浴券（５枚）
掲載者 Ⓑ百々温泉めぐみ荘無料入浴券（５枚）
記念品 Ⓒ津山洋学資料館無料招待券（２枚）
Ⓓ津山まなびの鉄道館無料入館券（２枚）
Ⓔベルフォーレ津山 映画鑑賞チケット（２枚）

問

康

高齢者歯科検診
と き

▶桑守 美羽 さん（７歳）

※お便りの内容は広報紙やホームページで
紹介させていただくことがあります

秘
書
広
報
室
行

今月号の特集
｢ワーク・○○○・バランス」
○に入るカタカナ３文字は？

津山市医師会

土・日・祝18：00～翌８：00、平日19：00～翌８：00

健

行政相談

正解者の中から抽選
で５人に当たる！

休日診療

小児救急医療電話相談☎＃８０００

けいじばん
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江戸時代の津山の城下町
出雲往来を旅する人々

江戸時代、津山の城
下町は出雲往来が通っ
ていたことから、旅人
が宿泊などをする宿駅
としての機能も果たし
ていました。当時の町
奉行の御用日記を見ると、さまざまな諸国の人々が
津山の城下町を通っていることが記されています。
今回はその一例を紹介します。
にんそく
当時、街道などの宿駅では、馬と人足を用意し、
前の宿駅から来た人や荷物を引き継いで次の宿駅ま
てん ま
で運ぶ「伝馬」という制度が整備されていました。
しかし、この制度は主に幕府の役人や大名と家臣、
公家、寺社などが、公用で通行する場合に限って認
められていたもので、一般の庶民には縁が無いもの
でした。この制度は、必要な馬や人足の数、宿泊予
さきぶれ
定地などを書いた先触という書類をあらかじめ宿駅
に出して、準備をしてもらうという仕組みでした。
文化３年（１８０６年）３月 日、町奉行に対し
て１通の先触の写しが提出されます。この先触は、
松江藩の家臣が久世方面から津山に入り、津山の城
下町で休憩したのち、夜に勝央町の勝間田で宿泊す
るというものでした。こういった内容の先触は珍し
いものではありませんが、実はこの一行は、身分を
隠して旅をする松江藩のお姫様だったのです。
『町奉行御用日記』
所蔵 津山郷土博物館

救急医療案内
☎23-9910

2018.7
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