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九州国立博物館を愛する会

ピッカ美化隊 橋本久弥

６月１６日（日曜）湯の谷子ども会及び保護者の方々と当会会員の合

同での清掃・花植え作業と館内見学イベントを実施しました。

館の担当職員さんからも挨拶をいただきました。

近辺地域と九博を結ぶ、当会の趣意に沿う行事として、着実に積み上が

っています。
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ご苦労さま。 太宰府駅から博物館まで

の道がきれいになりました。 ゴミをま

とめますので集合してくさい。

あなた しっかり！ 苗がしっ

かり根を伸ばせないわよ！！

ポーチュラカも

安 住 の 地 が で

き，多くの花が

咲くでしょう。
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九州国立博物館を愛する会 平成 2５年度  通常総会報告

ご 挨 拶

  九州国立博物館を愛する会    理事長  前田 和美

6 月 23 日(日)に太宰府市五条のいきいき情報センターで開催しまし

た第 7 回「九博を愛する会通常総会」に多くの会員の皆さんのご出席

をいただきありがとうございました。また、九博三輪館長、原田衆議

院議員をはじめとして、当会の顧問の皆様方にはご多忙の中、ご臨席を賜り心より御

礼申し上げます。

今回は「愛する会」7 年間の総括を行い、新しい時代に即した会へと大きく移行し

た総会でした。「愛する会」設立当初の 5年間は「愛する会」を大きくする為に様々な

事業を活発に行うと同時に会員数も急激に増やしてきました。私たちは九博と市民の

「かけはし」として広報活動、そして九博への提言などを積極的に行いました。地域

の各種団体と提携し包括的な「まちづくり」活動をし、また、次代を担う子どもたち

が九博と郷土を愛し、豊かな国際性を持つような事業を展開してきましたが、前回の

「九博デー」の中で、幾つかの課題も指摘されました。今回の総会で、これら課題を

解決する為、会員の皆様と情報の共有化を図り、私どもの役割を果たす事が確認され

ました。

会員の皆様には何かと、お世話になると思いますが、尚一層のご支援とご協力を切

にお願いします。

福山氏     味酒氏

三輪館長

←佐藤前副理事

和やかに談笑中

ビールもジュース

も美味しいよ
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25 回総会を終えて

専務理事 野田 和宏

平成２５年６月２３日(日)１５：００より、いきいき情報センターにおきまして平成

２５年度通常総会が行われました。当日は、雨にも関わらず例年にない多くの出席で、

平成２５年度新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木村監事

に会員の獲得や会費の徴収についてのご指摘やアドバイスを頂きました。又、会員の方

からの前向きな質問など愛する会への熱意を感じました。

愛する会は新しい試みとして、会員拡大委員会を立ち上げ、会員や法人会員を増やす

こと（目標５０社）に力を入れ、そしてついに正式な事務局を設置するということがあ

ります。今まで（社）つくし青年会議所の事務局をお借りするような形での運営で、正

式な事務局員もいない中、苦労した点も多々ありました。２５年度は、多くのことが改

善され進化した九博を愛する会となるでしょう。新理事１２名にも新しい尽力を期待し

ます。

その後の懇親会では、多くの会員の方々との久しぶり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 7年目を迎えます。総会の中でも、前田理事長の掲げる今後の取り

組むべき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。

会員の皆様にも今後、ご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

寄り道・横道・回り道

アクト 22号で島田美術館を紹介しましたが、そこの「カフェ 木のけむり」が天神マガジン ｅ��

7 月号に載っていました。「美術館と人々をゆるやかな時間でつなぐカフェ」と書いてあり、『何回

でも通いたくなる、何時間でも居たくなる』場所ですって！！
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第３回

春 日 市 奴 国 の丘 歴 史 資 料 館   広報委員 藤村 信一  

――「奴国の丘」は、地域の人に支えられた「希望の丘」だった。――

奴国の丘歴史資料館は、明治３２年、現在の春日市に

あった須玖岡本遺跡の一角から偶然発掘された甕棺が、

その副葬品や単独墓であった事などから奴国王の墓で

あろうと推測され、魏志倭人伝の中に登場する正に「奴

国」の中心地であったと推定される場所に平成１０年に

開館された市立の歴史資料館です。

エントランスに続く小径に珍しい“百合の木”の葉が緑に輝いていました。佐藤さんが「こ

の木は東京国立博物館本館のロータリーにも巨木がありますね。」と教えてくださいました。

瀟洒な建物に入ると、早速、市職員の上原さんの案内で会議室に通され、ここで解説ボラ

ンテイアの皆さんとお会いするや、早速

展示室へ、解説ボランテイアの大賀さん

の熱意のこもった解説に、私のようなま

ったく予備知識のない人間でも目の前

にある銅鏡や矢尻そして須恵器が、それ

を使っていた人々の声が聞こえるよう

にまざまざと訴えかけてきます。

展示室は整然と整理されていますが、これらの展示物は紀元前一世紀から後一世紀にかけ

てのものですから、解説がなければ何もわかりません。「この資料館はボランテイアの方々の

力でもっているのですよ」と言う上原さんの言葉に深く納得しました。解説がなければ何も

解らないまま面白さも感じずに、ただ一通り見て帰った事

でしょう解説のおかげで大宰府政庁から５００年も前の北

部九州への興味が俄然湧いてきます。このあたりは「弥生

銀座」と呼ばれるほど弥生時代の史跡があり日本の先史時

代の北部九州が大陸から一番近い事もあり、歴史の中心的

な所だった事がわかります。

「本当は観音山周辺、那珂川町と春日市の境に面白いものが沢山あるんですよ」とは解説

の上野さん。大小５００基にもおよぶ古墳がそのあたりには点在しているそうです。

このような歴史的な史跡の研究や解説は、今の行政の枠に

とらわれない広域な事業として地域の人々が協力、共同して

盛り上げるべきだという話に、ともすればおらが、おらが街

となりがちな地方の感覚にない開かれた意識の高さを感じ、

「奴国の丘歴史資料館」の宝は、そして価値は、他でもない、

これらボランティアの方々だと思いました。 王墓上石

ボランティアさんとの交流
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館の外には甕棺の墓を発掘調査していた頃のまま保存して

いるドームが二つあります。

２０００年も前の遺跡を掘り当て、多くの副葬品や棺が出た

時の興奮はいかばかりだったでしょう・・。そして此処にも、

それらの重要性を理解し、今の私達の生活に活かそうとして

いらっしゃる人々がいました。行政の枠や地域に拘らないこ

のような人々の市民レベルでの繋がりがこれからは大切なのではないかと感じました。

「奴国」はまた当時の最先端の青銅器や鉄器ガラス製品の一大

工業地帯であった事も確認されています。展示室にも銅剣や銅

矛などの鋳型や、坩堝などが展示してありました。正に弥生時

代の一大テクノポリスです。それらの中から、後の“三種の神

器”と呼ばれるものの意識の原型が形作られています。

歴史は繋がっているのだと改めて思わされました。

    ＜勾玉づくりセット ５０円＞    奴国の丘歴史資料館に行ったら勾玉キット（５０円）

を買って勾玉を作ろう！

作り方の解説書と勾玉用の石。首からかけられる

ように美しい紐と紙やすりがついています。加工

はしやすく、お子さんでも１５分あれば、オリジ

ナルの自分用勾玉が完成します。是非どうぞ。

＜アクセスマップ＞                ＜交通＞

■九州自動車道太宰府インターから車で 10分（5㎞）

■西鉄天神大牟田線雑餉隈駅から徒歩 30分（1.8㎞）

■JR鹿児島本線南福岡駅から徒歩 20分（1.3㎞）

▼県道 31号線岡本町交差点から南西 200ｍ
▼ＪＲ鹿児島本線 南福岡駅下車徒歩 20分

▼春日市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ須玖線 岡本１丁目下車 徒歩５分

▼春日市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ桜ヶ丘線

奴国の丘歴史資料館前下車すぐ

駐車場：25台

春日市立 奴国の丘歴史資料館  福岡県春日市岡本３丁目５７番地

              TEL ０９２－５０１－１１４４

開館時間 午前９時～午後５時（但し、入館は午後４時３０分まで）

休館日  毎月第３火曜日  年末年始（１２月２８日～１月４日）

入館料  無料（但し、特別展によっては有料の場合もあり）

王墓上石（前頁と同じ）

こんな勾玉を作ってね
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「奴国の丘」歴史資料館ボランティアさんのページ

九博を愛する会との交流会

6 月４日九博を愛する会の会員６名がお見えに

なり、当奴国の丘歴史資料館のボランティアとの

懇談会が行われた。当初九博のガイドの方とのみ

伺っていたが、懇談の中で「九博を誘致する会・

支援する会」が発展して現在相当数の会員を擁し

て活動されていることが分かった。以下聞き違い

もあるかと思うが、交流会の感想を述べさせてい

ただく。

数年前、ボランティア活動を始めたばかりの頃、どのような活動をすればよいのかを知る

ために近隣のガイドボランティア団体のイベントや連絡会のようなものに出席したことがあ

る。その時感じたことは、ボランティアには二通りあって、箱物と連結したその枠内で活動

する所（例えば当所）と箱物との連結がなく独立して活動している所（例えば太宰府歩かん

ね）とがある。前者は施設や資料は整備されているが、案内対象が不確定、少数で活動が不

活発になるのはやむを得ない。後者は案内ルートも資料も自分で準備せねばならないが、案

内対象が確定、多数で活動は活発である。いずれも所在する地域または施設（箱物）に特化

し、他地域・団体と交流することは少ない。当時問題になっていたのはボランティア活動を

有料にするか無料にするかだったが、NPOの制度化もあってこの件は問題にならなくなって

いるようである。

今回愛する会の話ではボランティアが連携して出土品の東京集中排除やイベントを共済し

縦割り行政の幣を改めようとするものであったと思う。遺跡が隣接しているが行政区域が別

のため地図に記載されないという例は多い。当資料館館内には全国的に著名な史跡があるが、

調査者が当館所属でないため一切表示展示が行われていないという不条理もある。

また、現在ボランティアで問題になっていることに後継者難がある。是にはいろいろ理由が

あるがその一つとしてガイドがある程度の年数経過するとマンネリ化することも考えられる。

ボランティアが広域に活動できるようになればマンネリ化防止に効果があると思う。

ボランティア団体の連絡会は何回か開催されてきたが情報交換に留まっているようである。

愛する会の目指しておられる広域にわたるボランティア連

携活動は現在行われておらず、行政に頼らないでのこの種

活動は問題が多いと思われるが、実現すれば多くの活動の

活性化が期待出来る。ご意見を伺いながら愛する会の方の

熱意に強い感銘を覚えたものであった。

(奴国の丘歴史資料館ガイドボランティア 大賀利雄)

▲交流会にて見学の様子

▲展示室内部 人形
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博物館を誘致する運動から、現在の愛する会までの長期に亘る活動、お話を伺って、

皆様方の熱意に感動しました。 今後は活動の中を広げ、地域のネットワーク作りの拠点と

なって下さる事、大いに期待しております。

さて、奴国の丘歴史資料館を見学なさって、印象はいかがでしたでしょうか。私共の街

春日は、弥生時代奴国の王都として栄え青銅器を柱に、鉄・ガラス製品の生産に著しい特徴

を持つ地域です。又、還濠集落の規模としても、吉野ヶ里をはるかにしのぐ大きさです。

この地のことを、もっと多くの人々に知ってもらい、又、訪れてもらう為に、ぜひ皆さんに

力をお借りしたいと思います。

９月２８日には「奴国のフェスタ」が市をあげて開催されます。この催事に向けて何か

出来ないかと今考えています。

例えば、九国博のロビーでパネル展やポスターの展示、出来れば勾玉作りや青銅器作りの

体験を行う等…私個人が今思っていることですが。でも、皆さんと交流した事で、夢が膨ら

んできます。楽しくなってきます。有難うございます。

皆様の益々のご活躍と会のご発展をお祈り致します。又ぜひおいで下さい。

(奴国の丘歴史資料館ガイドボランティア 綿屋博子)

▲昔の道具体験学習の様子               ▲青銅器つくり体験の様子

奴国の丘歴史資料館ガイドボランティアは、土日の来館者への対応のほか、小学校の見学案内、

体験学習、資料館事業(子ども歴史クラブや歴史散歩)などさまざまな場面で活躍しています！

  

資料館ガイドらボランティアのさまざまな活動

～小学校の見学案内・体験学習やイベントへの協力～

楽しいよ

また

行きたいな

ドーム内部です。
甕棺墓、土壙墓、
木棺墓、竪穴遺構
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中国 王朝の至宝展開催によせて                九州国立博物館 市元 塁

本展は、夏や殷といった古い時代から、宋時代までを６章構成で紹介します。そして各章では

２つの地域や王朝を取り上げますので、展示では１２の特色ある文化に出会えるわけです。

この壮大な規模の展覧会を、どのように見れば、より楽しめるでしょうか。

中国の歴史はとにかくややこしいという印象です。「殷周秦漢・・・」と、王朝名を呪文のよう

に暗記した方もいらっしゃることでしょう。しかし、王朝名を百遍となえたところで、わかるの

は王朝の前後関係だけで、その中身がみえてくるわけではありません。大切なのは、そうした王

朝名にふりまわされない、大きな流れをつかむことではないかと、最近つとに思うのです。大き

な流れを把握するのは相当に難しいことですが、たとえば、次のように考えることもできるので

はないでしょうか。

紀元前の２０００年頃にまでさかのぼる夏や殷、そして古代蜀の王国では、超自然的な存在を、

積極的に造形化させました。何かをきめるうえで、神の存在が大きな比重を占めていたことを示

唆します。

ところが、紀元前８世紀頃からはじまる春秋戦国時代では、器物に神のような存在をあらわす

ことが少なくなっていきます。それと呼応するかのように、器物のデザインには現実世界に多く

の素材をもとめるようになります。テナガザルの特徴を見事にとらえたベルトの飾りはその一例

です（写真１）。人々の関心が、より身近なものに向けられていったのです。

前３世紀からはじまる秦や、つづく漢といった時代は、前代の流れをくむものですが、巨大な

領土を統治するにふさわしく、始皇帝陵の兵馬俑に代表されるように大量生産（マスプロ）の仕

組みが整備されます。これは他方では没個性的な風潮を生み出したかもしれません。

魏、呉、蜀の三国時代を経て、南北朝時代へと突入する５世紀代にも、前代のマスプロのノウハ

ウは継承されます。一方、西域世界との交流が活発化したことで、植物文様などで器物を飾るこ

とが盛行します。また、書法などの面で著しい成長がみられたように、個々人の内面的な研鑽が

はかられた時期でもありました。

字数ものこり少なくなりましたので、話し半ばですが

筆をおくことにします。ここまでをまとめると、①神を

意識する時代→②身近な世界へ関心が向けられる時代→

③大量生産・没個性の時代→④内なる研鑽と個性の時代。

といった流れをみることができます。

本展は、来館者が思い思いに展示品と向き合い、さまざま

な流れを考案する絶好の機会です。  
「猿形帯鉤（さるがたたいこう）戦国時代
・前三世紀 曲阜孔子博物院」
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場所：九博 文化交流展示室 関連第 11室

江戸時代は、鎖国していて外国とは交流がなかった、と思いきや

どうしてどうして、長崎にはオランダや中国の船・人びとがやって

きて、世界最新の知識や舶来品をもたらし、人々は大いに魅了され

ました。

江戸期の絵画も異国の影響を受け、斬新・個性的で豊かになった

といわれています。絵師たちも、好奇心・探究心をそそられ自分の

絵に取り入れようと試みたのでしょうか。

今回のトピック展示は、その当時を感じていただけるような、

南蛮・紅毛美術コレクションで有名な神戸市立博物館の選りすぐり

の名品 54件が展示されています。

特別展と共々ぜひご覧になってください。

世界遺産 高句麗壁画古墳写真展

平成 25年 6月 4日(火)～平成 26年 2月 2日(日)

場所 文化交流展示室 南側ギャラリー通路

高句麗は今から 1500年ほど前に中国東北部から朝鮮半島北・中部にかけて興った古代国家。

壁画古墳は平壌(北朝鮮)や集安(中国吉林省)などの都に築造されたもので、2004 年に故平山郁

夫画伯らの尽力により世界文化遺産に登録されました。2004年から 2011年に亘って調査が行

われた際に共同通信社が高精彩デジタルカメラで撮影した多数の壁画を見ることができます。

飛鳥や九州の壁画古墳と比較しながら見ると一層面白いことと思います。

１．

   月初めの休館日に展示替えされます。

  ２．

   高句麗国のことや壁画に使われている絵の具や技法など分かりやすく

   パネルで解説されています。

  ３．

   イタリアやアイルランドなどの世界遺産に登録された装飾古墳が紹介されています。

期間：平成 25年

7月 17日(水)～

9月 23日(月・祝)

展示替え

前期：8月 18 日(日)まで

後期：8月 20 日(火)から

高句麗壁画古墳が月替わりで紹介されます。

よく分かるように解説が充実しています。

世界の壁画古墳をスライドショーで見ることができます。

文化交流展示室・写真展

見

ど

こ

ろ
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特別な場所

事業委員会 田中 馨  

私の記憶には、幼い頃から沢山の太宰府の思い出がひしめいている。その中でも「だざ

いふえん」は特別だった。園内に照明、背景を造作して、物語の場面を再現したおとぎ話

の館があった。私はそこが大好きだった。名称は何だったろう。薄暗

い壁奥を覗くと、障子に機織りをする女の人影が写り、障子を開くと

鶴の姿に戻ってしまう。鶴の恩返しである。幼かった私は、本で読み

想像していた場面を、体験する感覚に初めて出会った。それは私が思

い描いたそのままだった。

そして数十年が過ぎ、その「だざいふえん」の敷地から時のトンネルが繋がった。その

入口は未来でも過去でもなく、心躍る場所へのエントランスになっている。そして動く歩

道に案内されて、トンネルを抜けると、壮大な歴史のテーマパーク

が現れる。九州国立博物館だ。

３D をも駆使した映像が溢れて、文章からの想像を苦手とするこ

ども達も、本や教科書に登場する本物を見たり、手に取って触れたり、試すことが出来る

場所がここにある。知識を体験し、それが知恵に進化して、いずれは生きる力さえも養え

る場所であると思う。

歴史との出会いが、楽しければどんなに素晴らしいだろう。また大人にとっても、美し

いものとの出会いが癒しや安らぎもたらし、こどもの様に素直な感動を味わうことができ

る場所があることの幸せ。

開館から一千万の人々の感動とため息を、青い屋根の下に受け止めて佇む、九州国立博

物館は、これからもたくさんの人々の特別な場所になることだろう。

編集後記

今回のご当地博物館探訪は、「奴国の丘歴史資料館」を尋ねました。後漢(中国)
皇帝より日本の奴国王に「金印」を授かったのは、約２０００年前。その「奴

国」の中心地がすぐ隣の春日市に存在したとは、ロマンでした。王朝は移り変

わったものの日本列島に多大の影響を及ぼしてきたのが中国。日中国交正常化

４０周年を記念して、このたび特別展『中国王朝の至宝』が開催されます。政

治の世界では度々諍いが起るものの、『文化交流』によりその歪を和らげるのが

「九州国立博物館」の使命の一つ、その「九博」を市民レベルで支えていこう

というのが「九博を愛する会」、わくわくと胸が膨らんでいきます。ただ今会員

募集中です。(古屋友喜)


