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九州国立博物館を愛する会  

理事長 前田 和美  

 九州国立博物館を愛する会は昨年度に設立 5 周年を迎えました。その歴史は昭和 63 年に

始まり、その年 7 月に「九州アジア国立博物館を誘致する会」が発足し、会は誘致運動をい

ち早く強力に進め、地域の皆さんの後押しを受け、平成８年に誘致が成就しました。その後、

「誘致する会」は「九州国立博物館を支援する会」へと変わり、過去に例を見ないような活

発な活動を繰り広げてきました。そして、とうとう平成 17 年 10 月に長年の夢が叶い、この

太宰府の地に日本で 4 番目の国立博物館が誕生し、「支援する会」はさらに「愛する会」へと

移り変わりました。四半世紀という長い歴史と精神を「愛する会」の活動に引継いでいくこ

とは勿論のことですが、さらに設立５周年を契機に今後の活動のあり方を検討してきました。 
 今年の通常総会では、愛する会の

活動の在り方を具体的に示し、「博

物館と共生する活動から協働する

活動」へと大きく踏み出しました。

また、方向性は、事務局が持てる規

模の会員増強・会員同士楽しく交流

ができる定例会の実施・会員の役割

を明確にし、楽しくやりがいのある

団体に・他団体との連携強化・NPO
法人を目指す等が決まりました。 

私は九博と市民の「かけはし」と

なる様な活動の先頭で頑張ってい

く所存です。会員の皆様の温かいご

理解とご支援をお願いしまして、ご

挨拶とします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十番山笠  神武東征傳 

今年も恒例の「飾り山笠」が九博にやってきます。

(表) 「神武東征傳」 (見送り) 「建速須佐之男命」

写真は(表)の「神武東征傳」。日本の成り立ちを記

した「古事記」を題材に、国を治めるための適地を

求めて日向の高千穂を出発した神武天皇が、東方

を目指す場面が描かれています。ことしは「古事

記」が成立して１３００年の節目にあたります。 

( 天神一丁目 十番山笠 2012.7.2 撮影 古屋) 
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  九州国立博物館を愛する会 平成 24年度  通常総会報告 

専務理事 野田 和宏 

 

平成２４年６月２４日(日)１５：００より、太宰府館におきまして平成２４年度通常総会

が行われました。当日は、あいにくの雨で会員６２名と少ない出席ではありましたが、平成

２４年度体制が発表され新しい「九博を愛する会」の船出となりました。 
総会では、前田理事長の挨拶に始まり、審議事項では監査報告で福山監事や前田監事にご

指摘やアドバイスを頂きました。前田監事におかれましては、当初から監事をして頂き、平

成２３年度を以って監事の職を降りられるということでしたので、報告の中でも今までの思

いを述べられました。私自身も大変お世話になり、感謝の気持ちと淋しい気持ち一杯でした。   

今後は、相談役の木村哲也氏が監事を務めていただくこととなっております。 
その後の懇親会では、会員の方々との親睦ができ楽しいひと時を過ごすことができました。 
九博を愛する会も昨年度で設立５周年を迎えました。総会では会則の目的と事業の条項を

改正し、前田理事長の掲げる今後の課題を役員一同取り組み、これからも頑張ってまいりま

す。 
会員の皆様にもいっそうのご理解とご協力を、心よりお願い申し上げます。 
 

詳細報告                   広報委員 藤村 信一 

去る６月２４日日曜日、太宰府館において「通常総会」が開催されました。昨年度の会計

と各委員会活動の報告の後、今後の活動方針、会則の改正（案）、役員の陣容などが提案され

承認されました。（詳しくはお手元の総会資料でお確かめ下さい） 

毎回貴重なアドバイスを頂いている福山漢治・前田利輔 両監事のお話しの後、今年度を

もって前田利輔さんが監事の役を退かれる事が発表されました。 

前田さんは長年にわたる九博関連の市民事業に尽力され、「愛する会」でも常に節目節目に

辛口のアドバイスを賜り、本当にありがとうございました。 

今回も監査報告で貴重なアドバイスを戴いておりますので要点を抜粋致します。 

＜事業監査＞ 

愛する会の事業は年々増えている。 

一人でも多くの活動員を増やす努力をする。 

地域にいる沢山の有識者に参加してもらう。 

九博の方々との意見交換をする。



 3

＜会計監査＞ 

会費未納者対策を整備する。 

会計処理は年間ではなく各月ごとにする。（不正防止） 

誰が見ても解りやすい処理を行う。 

また２４年度の基本方針の中に書かれた「取り組むべき課題」と「愛する会の方向性」に

ついての具体的な行動が求められています。 

しかし、会員数はそこそこ多いものの、実際に活動していただける会員が少ないために、

今ある事業を継続するだけで精一杯というのが現状です。 

愛する会の高邁な目標を実現するためには、今回も監査のお二人のアドバイスが大変重要

だと考えます。この目標をどのように具体的に実現していくのかという議論を充分広く重ね

ると共に、実際に活動していただける会員を増やす事が急務です。 

その点、しっかりした組織をお持ちのＪＣの皆さんのお力に、より一層期待すると共に会

員各位の皆様のご理解とご協力を賜りたいと思うところです。 

特に若い活動員の不足（特に事業委員会）は、愛する会の将来にとっても大きな課題です。

この有意義な会の発展の為にも是非お力をお貸し下さい。 

 

活 動 サ ポ ー タ ー さ ん 募 集 

会員の皆様、九博を愛する会の活動をサポートしてください！  

「九博を愛する会」の活動は多岐にわたり、活動している会員の活動も負担が大きくな

ってきました。そこで、これらの活動を少し応援してくださいませんでしょうか。先の

総会でもお願いいたしましたがなにとぞよろしくお願いいたします。 

皆様の温かいサポートが活動をさらに活気づけることと思います。 

 以下にぜひ応援していただきたい項目を挙げております。 

 

１．ピッカ美化活動（１）年 2 回の子どもたちとの花植え（九博の花壇･プランター） 
        （２）年 2 回の特別活動（九電･九電工･地域･市との共同活動） 

２．九博子ども  （１）ワークショップ（かざぐるま、きめ込みまり、管玉・勾玉 
フェスタ     織物、組みひもなどを子どもたちに教えます。） 

         （２）会場案内（九博での催し物案内やアンケート実施など） 
         （３）事前準備（児童画展や子どもフェスタの前準備） 
３．太宰府    （１）灯篭（オブジェ製作や当日の灯篭点灯監視など） 
   古都の光  （２）影絵（影絵作成や上演の手伝い） 
４．例会・講演会 （１）受付、会場案内など 
５．政庁まつり  （１）準備、警備、その他、会員としてのお手伝い 
６．事務局    （１）郵便物発送、事務処理、記録物整理など 

 

応援していただける方は ※九博を愛する会事務局（ＦＡＸ ０９２－９２１－２９０６）へ 

お名前、ご住所、連絡方法（電話,携帯など）と、応援できることを記入の上ご送付ください。 

どうかよろしくお願い申し上げます。 

                  



 4

畑 靖紀（九州国立博物館主任研究員） 

 今からおよそ 200 年前の京都では、独創性にあふれる、個性的な表現者たちが競い合うよ

うに作品を創り出していました。近世絵画の巨匠である与謝蕪村、池大雅や円山応挙、個性

的な表現で関心をあつめる伊藤若冲、曾我蕭白や長沢芦雪。彼らに加えて近年では、渡辺始

興や鶴沢派など伝統を受け継いだ正統派の画家たちも高い評価を受けています。 

 本展では、この時代の京都を代表する 15 名の魅力的な絵師たちの優品をご紹介します。 

本展の見どころ１－見たかった、あの京博の名作が、九博に！ 
 明治 30 年（1897）に開館し、京都に関わる文化財を 100 年以上にわたり公開してきた京

都国立博物館。その企画協力を得た本展では、国宝 1 件、重要文化財 11 件、重要美術品 4
件を含む総出陳件数 49 件のうち、32 件が同館の所蔵品および寄託品です。所蔵品では、四

条派の祖・呉春（1752～1811）の詩情豊かな秀作である重文・柳鷺群禽図屏風（京博蔵、後

期公開）、寄託品から、写生画の大家・円山応挙（1733～1795）の代表作である重文・雲龍

図屏風（個人蔵、前期公開）をはじめ、重要文化財 4 件、重要美術品 3 件を含む京博のコレ

クションを、ここ九州でまとめて楽しむ千載一遇のまたとないチャンスです。 

本展の見どころ２－あの感動をもう一度！ファン待望の近世絵画展 
 平成 19 年（2007）に 30 万人を動員し、九州に一大ブームを巻き起こした特別展「プライ

スコレクション 若冲と江戸絵画」。本展は、当館ではこれ以来の本格的な近世絵画展の企画

展となります。日本の文人画を大成した池大雅（1723～1776）の国宝・楼閣山水図屏風（東

博蔵、期間限定公開：7 月 10 日（火）～7 月 22 日（日））をはじめ、どの美術全集をみても

必ず掲載されている巨匠たちの代表作が勢揃いです。 

本展の見どころ３－九州初公開の優品、新発見の話題作が続々登場！ 

 圧倒的な描写力を生かした個性的な表現で人

気の高い伊藤若冲（1716～1800）が 74 歳で手

がけた重文・仙人掌群鶏図襖（大阪・西福寺蔵、

前期公開）は必見の九州初公開。もう一人の「奇

想の画家」、曾我蕭白（1730～1781）の群童遊

戯図屏風（九博蔵、後期公開）と月夜山水図（熊

本・見性寺蔵、前期公開）は近年、当館が発見

して紹介した注目の作品です。 

 以上のように、本展では 18 世紀・京都の

魅力的な絵画世界の広がりをご紹介します。

まさに百花繚乱たる日本絵画の豊かな世界

との出会いは、私たちに新たな感動を呼び起

こす絶好の機会となることでしょう。どうぞ

お見逃しなく。
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「過去から未来への橋渡し」 

    広報委員 松山 勝利  
 

 博物館に対して我々一般人が抱くイメージは古色蒼然たる建物、かつ何かアカデミックで

近寄りがたい印象がありませんか？だが九博でまず驚くのは建物側面総ガラス張りの近代的

外観だ。そして今回の見学で改めて認識したの

は、内部の造り、特に文化財の収蔵庫等々に科

学技術の粋が集められている事である。 

九博には収蔵品の収蔵庫が１１室有りますが、

１室だけ見学通路からガラス窓越しに見ること

が出来ます。各室は恒温、恒湿仕様の空調設備

で厳重に管理されているだけでなく、内装材に

九州産の（福岡、熊本、大分）厳選された杉板

が採用されています。杉材は湿度管理に 適なようです。又、室ごとにどの県産か決められ

ているそうです。何か施設・設備に問題が発生した場合、追跡調査がやり易いという事でし

ょうか？その他火災、地震等災害に対する備えも万全です。特に免震装置に関しては日本免

震構造学会賞を受賞しています。続いて博物館のご厚意により６つの文化財修理施設の内施

設２の室内の見学が出来ました。施設２室は書跡、古文書等の修理専門で実に細かく、根気

のいる作業でとても集中力に乏しい私には無理な事だと思いました。修復作業に入る前にＸ

線等を用いて科学的な調査、分析が行われます。 

リーダーのお話では修理技術者に国家試験等特別な資格は必要

ないそうですが、文化財に興味があり且つ強烈な使命感を持った

技術者の集団だと強く感じました。それから修復作業は九博の文

化財だけでなく、外部団体の文化財も受託しているそうです。尚

当施設には外国から技術習得にこられる方もおられ、当日も中国

の研修生を見かけました。日本の素晴らしい保存、修復技術を外

国、特にアジア諸国に伝える事も九博の大きな使命の一つだと、 

実感した次第です。 

 尚修復作業に使う糊の製作を毎年１月、我々一般の人々も参加して行うそうです。完成し

た糊は夫々氏名を記し約１０年間貯蔵し（ウィスキー並に熟成？）使用するそうです。私は

来年１月挑戦します。皆さんぜひ参加しませんか、自分が作った糊が未来に輝きますよ・・・ 

 博物館にはいろんな役割がありますが、ともすれば展示、公開だけに目が行きがちです。 

今を生きる我々の大きな責務は「先人たちの残してくれた貴重な文化財を保存あるいは修理

し、未来へ継承する」こと。その結果として修理技術の継承且つ

又人材の育成につながっており、その第一線に位置しているのが

博物館だと、この見学を通して強く感じました。 

 後に今回の見学に際し、いろいろお世話頂いた九博の関係者

およびボランティアの方に深く感謝いたします。 

 

                           ＜作業にいそしむ職員＞ 

＜作業にいそしむ職員＞
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  第１回   秋月郷土館 

                                                 広報委員  藤村 信一 

―歴史を生き抜いた強者どもの夢はそぼ降る雨の中、静かに佇んでいた― 

    秋月は鎌倉時代、原田種雄（たねかつ）が 1203 年 
１  源頼家から秋月荘を拝領し「秋月氏」を名乗り古処山 

に城を築いた事に始まる古い城下町です。 
   その勇猛果敢な気質は、元寇、南北朝の動乱、応仁の 
   乱など、時代の節目節目の戦での目覚しい活躍が記録

に残されています。１６代種実（たねざね）の時代、

数々の戦の間に次第に領地を広め天正年間（1580年頃）

には豊前、筑前、筑後１１郡を治める戦国大名に成長 
していました。ところが、その大きな勢力と島津との盟約の為に九州制圧を目論む、豊臣秀吉軍

との戦いに敗れ、一族は日向（宮崎）の高鍋に移封させられます。 
 関ヶ原の戦い以降、黒田藩の直轄とな

り長政は叔父の直之を秋月に配しまし

た。直之は熱心なキリシタンであったた

めに今でも十字架を模した灯籠「キリシ

タン灯籠」が残っています。（郷土館蔵）

1626 年黒田長興（ながおき）が秋月５

万石を分封され、ここに黒田分家の秋月

藩が誕生しました。 
 1637 年の島原の乱に際しては、幕府の命により出陣し、この時の様子が「島原陣図屏風（斎藤

秋圃筆）」（郷土館蔵）に描かれています。秋月黒田藩は１２代 250 年あまり続き、明治維新を迎

えます。 

秋月郷土館は 1965 年にオープンし、これら 

秋月の波乱に満ちた歴史と文化を大切に後世に 
伝える、見ごたえのある郷土館です。 
黒田藩や加賀藩のような大大名ではない、小藩 
の生き残りをかけた創意と工夫の苦労の歴史が 
ひしひしと伝わってきます。 

 
取材に訪れると館長の加峰満さん、郷土館友の会会長の

江頭安彦さん、秋月公民館館長の尾石弘子さんが出迎えて

下さいました。館長直々の熱心でユーモアたっぷりの説明

を聞く事ができ、秋月の豊かな自然と共に、ここに生きた

人々の思いや志に触れることができました。 
この他にも土岐コレクションとしてルノワール、パブロ・

ピカソ、シャガールや横山大観、上村松園、奥村土牛、東

郷青児など錚々たる画家の原画が多数展示されています。

＜夏の杉の馬場＞ 

＜左が郷土館館長さん＞ 



 7

 現在桜並木になっている所はその昔は杉並木でその名残で今でもその通

りは「杉ノ馬場」と呼ばれています。この美しい桜並木は、日露戦争の戦

勝記念として地元の方々が杉を桜に植え替えた所から始まっています。館

長さんの子供の頃はまだ杉の切り株があったそうです。 
 

 

 

 

 

 

９月２９日（土）観月会  秋月藩砲術 林流 抱え大筒 の実演 

「秋月大筒保存会」の皆さんによる「秋月藩砲術林流抱え大筒」の実演があります。 

戦国時代さながらの陣屋と衣装をまとい、重さ２５キロの大筒を

手に抱え発砲する迫力ある勇壮な実演をお楽しみください。 

◎郷土館ではこの大筒を実際に抱え、撃つ動作を体験する事がで

きます。 

 

＜アクセス＞                

       

 

 

 

 

 

 

 

 

秋月郷土館  福岡県朝倉市秋月野鳥５３２－２  TEL ０９４６－２５－０４０５ 

開館  午前９時～午後５時  休館  年末と元日 

大人  ５００円   高校生  ３００円   小中生  ２００円     

車 大分自動車道甘木ＩＣより 

国道３２２号線秋月方面１５分 

甘木鉄道＋バス 

甘木鉄道甘木駅下車  

(小郡から 310円) 

甘木バス停から甘木観

光バス乗車約20分 

 郷土館前下車320円 

＜古処地鶏のスモーク＞ 

＜名物葛きり＞ 

秋月の旨いもの 

西鉄バス＋甘木バス 

 朝倉街道駅から甘木

行き乗車 甘木バス停

下車 550 円→甘木観光

バス約 20 分 郷土館前

下車320円 

＜春の杉の馬場＞ 
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春からお世話になっています！ 

九博装こう師連盟 弓場 健太郎   

私が初めて「文化財保護修理」という仕事と出会ったのは九州国立博物館でした。 

当時福岡に住んでいた私はこちらに足を運ぶことがたびたびあり、その時に博物館のバックヤ

ードを案内していただいたことがきっかけでした。 

 文化財の保存修理という仕事に興味を持ったものの、情報や採用自体も少ない状況でした。 

何とか採用試験の情報を得ようと思い、国宝修理装こう師連盟のホームページに紹介されてい

た京都での定期研修会に出席することにしました。 

その際今私が在籍している京都の工房の社長に試験が行われるという話を聞くことができ受

験し、そして運よく採用されました。 

 現在私は入社して 4 年目。九州への出向の話を聞いた時は、正直自分で九州での仕事が務ま

るのか、という不安がまず過ぎりました。 

しかし、同時にこの仕事に就くきっかけとなった九州国立博物館という場所で頑張ってみたい、

という思いが徐々に強まり出向を決意しました。 

 九州国立博物館には装こう師連盟に所属する各工房から技術者の方が出向に来ており、一つ

の部屋で一緒に仕事をするという、京都ではできない経験をしています。 

工房によって使用する道具も違えば、いままで見たことのない方法を目にすることもあります。 

実際に他工房の方々の技術を間近でみることができ、その作業に関われることは私にとってと

ても新鮮でよい刺激になっています。 

道具や方法は違っても目的は一緒、それは「後世に安全な形で文化財を引き継ぐ」ことです。 

 新たな環境で仕事をはじめて 3 カ月。先輩方の話を伺うたびに自分の考えが足りないことを

痛感している毎日ですが、様々な工房の方と働くことができる絶好の機会と考えています。 

今まで自分にはなかった技術や考え方など、出来る限りのことを九州で吸収し精進したいと思

います。 

 

お詫び  前号（19号）3ページの「九博デー」第2部対談で「前の文化庁長官でいらっしゃった河合隼雄さんが・・・」のご発言は、 

三輪館長ではなく大久保邦子さんでした。訂正してお詫び申し上げます。 

 
 
 
 
 
 

編集後記 
総会も終わり、愛する会は三輪館長の言われる共生から協働へと向かお

うとしています。 

活動の充実と共に活動メンバーの不足が問題となりつつあります。 

皆様のご理解を賜りまして、活動会員にご参加頂けますよう心からお願い

申し上げます。                             （S・F）


