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ご  挨  拶 

九州国立博物館を愛する会  

理事長 前田和美  

昨年度は九州国立博物館を愛する会の『７つの取り組む課題』を掲げ、活動を行なって

まいりました。取り組む課題一つ一つを見ると更なる努力をするものがあります。しか

しながら事業においては太宰府古都の光への参加、年４回の例会、春日市で開催した第

二回九博ふるさとセミナー、ベトナムでの九州国立博物館支援事業、第六回九博子ども

フェスタの開催、年 4 回の広報紙アクトの発行。毎月 2 回実施のビッカ美化隊による清

掃活動、そして年間事業の締め括りとしてエコと環境をテーマにした第 18 回九博デーを

開催しました。平成 25 年度はほんとうに会員のみなさんの努力により、『九州国立博物

館と市民のかけはし』となるすばらしい事業が展開されたと考えます。今後も九州国立

博物館と『協働』していく会として活動をおこなってまいりますので、平成 26 年度も会

員の皆様の暖かいご支援をお願いして、挨拶とします。
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平成２５年度事業報告 
日 付 事    業    名 備   考 

4月 10 日 三役会 青山地建２階 

4月 15 日 アクト第２３号発行 九博会議室   （広報委員会） 

5月 2 日 三役会 青山地建２階 

5月 9 日 例会並びに特別展観覧 特別展「大ベトナム展」   （総務委員会） 

5月 9 日 理事会 九博会議室 

5月 27 日 三役会 青山地建２階 

6月 4 日 九州ご当地博物館探訪 春日市奴国の丘歴史資料館   （広報委員会） 

6月 10 日 理事会 九博会議室 

6月 12 日 三役会 青山地建２階 

6月 16 日 ピッカ美化隊活動 湯の谷子供会花植え共同作業  （事業委員会） 

6月 23 日 通常総会 いきいき情報センター       （総務委員会） 

7月 15 日 アクト第２４号発行 九博会議室   （広報委員会） 

7月 17 日 例会並びに特別展観覧 特別展「中国王朝の至宝」    （総務委員会） 

7月 22 日 三役会 青山地建２階 8月 21 日 三役会 青山地建２階 

7月 26 日 理事会 九博会議室 8月 23 日 理事会 九博会議室 

9月 13 日 九州ご当地博物館探訪 伊都国歴史博物館   （広報委員会） 

9月 24 日 三役会 青山地建２階 9月 26 日 理事会 九博会議室 

9月 25 日 第８回 古都の光（千灯明まつり） 九博屋外ステージ 影絵上演など   （事業委員会） 

10月 5 日 太宰府市民政庁まつり 大宰府政庁址              （交流委員会） 

10月 15日 アクト第２５号発行 九博会議室   （広報委員会） 

10月 22日 三役会 青山地建２階 10月 25 日 理事会 九博会議室 

10月 24日 例会並びに特別展観覧 特別展「徳川家の至宝」   （総務委員会） 

10月 26日 ピッカ美化隊活動 九博花壇の花植え       （事業委員会） 

11月 9 日 九博海外展支援旅行下見 ベトナム 11/12まで        （交流委員会） 

11月 26日 九州ご当地博物館探訪 八女市岩戸山歴史資料館     （広報委員会） 

11月 28日 第２回ふるさとセミナー  春日市奴国の丘歴史資料館    （交流委員会） 

12月 3 日 九博ボランティアと九博海外展支援旅行の打合せ 九博研修室             （交流委員会） 

12月 11日 九博合同忘年会 ウエスタン下大利          （交流委員会） 

12月 15日 九博海外展支援旅行打合せ 九博研修室             （交流委員会） 

12月 15日 三役会 青山地建２階 

12月 16日 九博子どもフェスタの発足式 九博研修室            （事業委員会） 

12月 20日 理事会 九博会議室 

1月 1 日 三役・理事年賀訪問 九州国立博物館 三輪館長 

1月 14 日 九博海外展支援旅行主催～1/19 ハノイ ベトナム国立博物館など （交流委員会） 

1月 15 日 アクト第２６号発行 九博会議室   （広報委員会） 

1月 23 日 例会並びに特別展観覧 特別展「国宝 大神社展」     （総務委員会） 

2月 17 日 三役会 青山地建２階 2月 21 日 理事会 九博会議室 

2月 23 日 九博子どもフェスタ 九博ミュージアム＆エントランスホール  （事業委員会） 

3月 10 日 三役会 青山地建２階 

3月 21 日 九博デー 九博ミュージアムホール   （九博デー実行委員会） 

3月 23 日 三役会 青山地建２階 

3月 25 日 ピッカ美化隊活動 （九博と周辺道路） 太宰府市・馬場区・九電・九電工合同  （事業委員会） 

3月 25 日 理事会 九博会議室 

※ピッカ美化隊活動は、毎月２回 第１月曜日・第３金曜日に国博通りを中心に清掃活動を行っています。 

（祝日等で変更有り） 

平 成 ２６ 年 度  通 常 総 会 
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平成 25 年度 九州国立博物館を愛する会 決 算 収 支 2013.4.1～2014.3.31 

【収入の部】 
№ 科  目 予算 決算 差異 摘要 

1 会費収入 1,478,000 1,846,000 368,000   

  １．個人会員 678,000 518,000 －160,000 226→173 名分 

  ２．法人会員 500,000 495,000 －5,000 30 社 49 口→31 社 49.5 口 

  ３．会員拡大･前年度会費 300,000 833,000 533,000 H24 年度会費分 47.5 万円 

2 雑収入 2,800 208,603 205,803   

  １．つくし風土記販売 2,800 2,800 0 700 円×4 冊 

  ２．受入利息 0 903 903 利息分 

  ３．寄付金収入 0 200,000 200,000 徳する相続からの寄付金 

  ４．その他 0 4,900 4,900 24 年度分 風土記 

3 前期繰越金 435,140 0 －435,140   

  合 計 1,915,940 2,054,603 138,663   

【支出の部】 

№ 科  目 予算 決算 差異 摘要 

1 事務費 630,000 173,301 －456,699   

   １．図書印刷費 30,000 13,976 －16,024 コピー代等 

   ２．備品費 60,000 55,125 －4,875 封筒等 

   ３．通信費 30,000 58,800 28,800 サーバー他 

   ４．諸雑費 10,000 0 －10,000   

   ５．事務局経費他 500,000 45,400 －454,600 慶弔費他 

2 会議費 170,000 136,300 －33,700   

  １．会場費 20,000 0 －20,000   

  ２．諸会議費 150,000 136,300 －13,700 総会等 

3 事業費 865,400 639,105 －226,295   

  １．総務委員会事業 100,000 114,420 14,420 例会事業・郵送費他 

  ２．広報委員会事業 219,400 157,232 －62,168   

  ３．交流委員会事業 150,000 104,525 －45,475   

  ４．事業委員会事業 325,000 202,028 －122,972   

  ５．拡大委員会事業 71,000 60,900 －10,100   

4 九博デー 200,000 206,920 6,920   

5 予備費 50,540 255,305 204,765 前年度未払い分 

6 支 出 合 計 1,915,940 1,410,931 －505,009   
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平成２６年度 総会に際し感じたこと 

専務理事 青山博秋   

平成２６年度 総会に際し感じたこと。それは一言で言うなら「成長の予感」です。 

愛する会の設立総会から、毎年会務に携ってきていますが、今年はそれを感じています。

具体的には、団体・組織としての成長の予感です。正直言って「本当にこのまま続けてい

けるのか？」という不安も感じてきながらの会務運営でしたので、ことのほか嬉しく感じ

ています。 

勿論、まだまだ課題は山積していま

す。例えば、なんと言っても組織とし

て一定の事務機能を司る事務局・事務

局員の問題。またそれを可能にする会

費収入や安定した会費収入を得られ

る「会」としての魅力づくり等々。他

にも運営上では、会員間の事業連携や

コミュニケーション等々、数え上げた

ら切りがありません。しかしそれでも会員ひとりひとりの「組織として育てよう!」という、

また支援いただいている皆様からの、温かくも明確な意思のもとに、この８年という歳月

をかけてここまで来たのも事実です。確かに時間がかかり過ぎた感もあるでしょうが、生

業に勤しむ合間のボランティアとして携わってきた私たち運営方にとって、この歳月とこ

れまで積み重ねられてきた数々の事業やイベントこそ、当然の事ながら現在の大きな礎と

なっていて、それが、今までこれらをひとつずつ行ってきた「思い」や「情熱」という、

一見目には見えない形ないものから、今回、理事長が総会の冒頭挨拶で報告された様に、

「事務局」という形あるものとして、動き出したのです。また併せて、今回の総会定足数

を事前に集計するにあたり、恥ずかしながら毎年催促しておりましたが(^^;)、なんら催促

することなく百を優に超える委任状回収ができたこと。この事実を可能にしているのは、

まさに会員おひとりおひとりの責任ある「期待の

結晶」だと実感できたからです。総会開催に際し、

皆様からの温かいご厚情に対して、この場を借り、

心より感謝を申し上げます。今後、事務局設置に

向けての具体的なアクションを起こしていく訳

ですが、多くの事業やそれを企画・運営する多くの会員の、生き甲斐やり甲斐を支えられ

る、そんな事務局の確立を、前田理事長を先頭に、なんとしても実現していきたいと思っ

ています。引き続き皆様からの温かいご支援ご協力を

切にお願い申し上げ、総会の担当所感とさせていただ

きます。ありがとうございました。 

♪ 皆さん、真剣に聴いています ♪ 
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２６年度各委員会目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜総務委員長 前田 勝一朗＞ 

本年度例会事業につきましては、

会の活動状況を報告する場として参

加者の増加を図るとともに、知人・

隣人等へ九博・特別展のＰＲにつな

げられる場として活用していきま

す。また、将来の会の運営安定化を

図るために、事務局設置に向けた調

整を行い、併せて、会費・会員名簿

の適正管理を強化していきます。 

 

＜交流委員長 久保山 辰己＞ 

交流委員会では、「九州国立博物館と市民の

かけはし」となれるような事業として、「九博

ふるさとセミナー」を継続して実施していきま

す。 

なお、みなさんが活動を楽しみ、知的好奇心

や活動への充実感をもっていただけるように、

親睦や研修を兼ねた旅行を企画いたします。 

１．九博ふるさとセミナー開催(5 月 宇美町）  

２．親睦研修旅行 (10 月 検討中) 

３．九博ふるさとセミナー(11 月 大野城市） 

 

 

＜広報委員長  高野真幸＞ 

 広報誌「アクト」は、第一次編集会議・原

稿依頼・取材・第二次編集会議・データー編

集作業・印刷業者へのデーター発信・宛名貼

り封入作業・輸送業者持ち込みなどの作業を

経て、年４回発行されています。本年目指す

ものは、「親しみ」と「よく活用」です。枠に

制限はありますが、「写真」「コラム」などの

投稿をお願いいたします。 

１． 4 月 15 日 アクト 27 号発行 

２． 7 月 15 日 アクト 28 号発行 

３．10 月 15 日 アクト 29 号発行 

４． 1 月 15 日 アクト 30 号発行 
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（九州国立博物館企画課研究員  鷲頭 桂） 

 

クリーブランドって、どの国の地名？ 

そう聞かれて、アメリカ・オハイオ

州の都市だと答えられる人は、おそら

く少数派ではないでしょうか。しかも、

その土地に、実は全米屈指の日本美術

コレクションがあることは、ほとんど

知られていないと思います。五大湖の

ひとつ・エリー湖の南に位置する人口

４０万人足らずの地方都市で、日本か

らの直行便はなく、決して大きな町と

は言えません。しかし驚くべきことに、この地にあるクリーブランド美術館は、創立から現在ま

で約一世紀にわたって、地域の人々に支えられて、優れた日本美術を集めてきたのです。その粒

ぞろいのコレクションから、さらに選りすぐった名品が、この夏、九州国立博物館にやってきま

す。さっそく、その見どころをご紹介いたしましょう。 

何と言っても注目すべきは、雪村周継の≪龍虎図屏風≫。雪村は、室町時代に、一歩突き抜け

たエキセントリックな表現で水墨画を描いた僧侶画家です。この作品にも「雪村らしさ」が発揮

されています。ねっとりした波や、ひょうきんな表情の龍と虎、渦巻く大気が必見。並べると七

メートルを超える巨大な画面に、ところせましと描かれた龍虎の迫力をぜひ実物で体感してくだ

さい。 

クリーブランド美術館の仏教美術のなかで、専門家のあいだでは知られていた≪二河白道図≫

も今回、里帰りします。一人の僧侶が細く白い道を綱渡りのように進んでいます。彼の背後には

煩悩あふれる現世。彼の向かう先には阿弥陀如来が住まう極楽浄土。彼は無事に彼岸にたどり着

けるのか？絵の右隅には、この絵の注文主と思われる二人の僧侶の名前が書かれているのも面白

く、当時の人々の祈りが聞こえてきそうです。会場では、金泥や截金、鮮やかな朱や青を用いた

繊細な表現を、間近でじっくりご覧いただけます。このほか、平安から明治初期までの貴重な作

品が続々登場し、日本美術千年の歴史をお楽しみいただけます。 

 さて、今回の特別展で在米の作品が里帰

りするのを記念して、４階文化交流展示室

にて、特別公開「海を越えた再会－クリー

ブランド美術館の仲間たち」（7月 15日～8

月 24 日）も開催します。クリーブランド

に所蔵される絵画と、もともとは一つだっ

た作品など、ゆかり深い作品が集合します。

まさに「美」の同窓会です。この夏は、ぜ

ひ九博にお越しください！

雪村周継「龍虎図屏風」（右隻） 室町時代・１６世紀 

クリーブランド美術館所蔵 

雪村周継「龍虎図屏風」（左隻） 室町時代・１６世紀 

クリーブランド美術館所蔵 
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委員会報告 

交流委員会ふるさとセミナー報告  

 交流委員会 副委員長 出村孝洋  

「九博を愛する会」の目的のひとつである九州国立博物館を身近に感じていただくための

「九博と市民のかけはし事業」の一環であるふるさとセミナーも今回で第 3 回目を開催する事

ができました。今回は 5 月 10 日に宇美町地域交流センターの多目的ホールで開催しました。

筑紫地区を離れ、愛する会の会員が最も少ない宇美町での開催にあたって交流委員会としては

参加者の動員に対する不安と宇美町の町民の方が参加していただくことによって、ふるさとセ

ミナーを通じて「九博を愛する会」に興味を

持っていただき会員拡大にも繋がって欲しい

という期待感がありました。実際交通の便が

あまり良くないこともあって、参加者の動員

には大変苦労しましたが、多くの方々にご協

力をいただけたお陰で愛する会より 25 名、

宇美町及び一般の方が 19 名、合わせて 44 名

の方に参加していただきました。九博を愛す

る会青山専務理事、宇美町教育委員会社会教

育課長のご挨拶からスタートし第 1 部を九州

国立博物館 企画課特別展室 研究員の鷲頭 桂様より「九博の近世絵画をとことん味わう」と

題しまして九博にて所蔵されている「群童遊戯図屏風」や「唐船・南蛮船図屏風」など江戸時

代絵画の名品についてご講演をいただきました。 

屏風の中の絵画について今まで意識して見たことがありませんでしたが、鷲頭先生のお話を聞

いて絵画のなかにも作者の様々な意図や意味そして物語があることを知り非常に興味をそそ

られました。 

第 2部は宇美町教育委員会 社会教育課主査の松尾 尚哉様より題目「水城・大野城・基肄城

1350 年事業 大野城と宇美の歴史」について

ご講演をいただきました。宇美町には多くの

史跡があり特に光正寺古墳や大野城などは有

名ですが不弥国＝宇美説や安産の神様で有名

な宇美八幡宮は神功皇后が応神天皇をご出産

された場所といった伝説があることに興味を

もちました。我々の住んでいる地域は史跡の

宝庫だと改めて実感しました。松尾先生の面

白おかしい話し方は会場の笑い声をさそい、

主催者としては大変嬉しく思いました。 

講演が終わり会員拡大委員会の吉村委員長

より愛する会の紹介をしていただきました。また今回のふるさとセミナーについて愛する会会

員以外の参加者にアンケートを取らせていただきましたが、殆どの方から満足しているとの回

答をいただきました。しかし満足していただけなかった参加者の方もいらっしゃいますのでア

ンケートの感想を参考に次回からのふるさとセミナーで参加者全員に満足していただけるよ

う交流委員会一同努力して参りたいと思います。 

最後に今回のセミナーの開催にあたって多大なるご協力をいただきました皆様に心より御

礼申し上げます。誠にありがとうございました。       
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リレー随想 

九州国立博物館副館長  西村栄造   

平成２６年１月から３月にかけて、ベトナム国立歴史博物館において、文化庁、九州国立歴

史博物館、ベトナム国立歴史博物館の共催で、海外展覧会「日本文化展」を開催するとともに、

同期間中に福岡県主催のアニメやファション等の若者文化を紹介する「クールジャパン・フク

オカ」も行われ、併せて四万人の来館者を迎えて成功裡に終わりました。 

これは、その前年の「大ベトナム展」の交流展として現地開催されたものであり、また、平成

２３年 1 月に開催されたタイでの展覧会との連続した、アジアにおける学術文化協定としての

取組の一環でもあったと位置づけられます。 

そのいずれにおいても、開催に漕ぎ着けるまでには、温湿度の展示環境などの山積する諸課

題を数年間にわたる人的交流による具体的な研修等の積み重ねを通して解決し、ようやく実現

に至ったものです。 

所謂、海外展示などの文化交流の実現にあたっては、異なる環境に生きる多くの人々との海を

越えた信頼関係が必要であり、それがすべてであると言っても過言ではありません。 

そういった意味でも、今回の愛する会の

ハノイにおける取組、けん玉や竹とんぼ、

独楽などのワークショップは、まさに人と

人との交流の象徴であり、アジアにおける

草の根交流使として大きな役割を担ってい

ただいたものだとあらためて感謝申し上げ

ます。 

オープニング当日、朝早くから駆けつけて

いたハノイの子供たちの歓声と生き生きと

した瞳は、次世代への交流の架け橋を約束

するものだと海外における文化展開催の本

来の意義にあらためて気づかされ、徹夜に

近い前夜までの準備の苦労が一気に報われ

た思いがしたものでした。 

アジア史的な観点から日本文化を捉えるという当館の大きなコンセプトに基づいて、今後と

もアジア各地との交流をますます推進して行こうと考えておりますが、同時に「市民との共

生・協働」を海を越えて実現させるためには、愛する会の皆様の力がますます重要となってく

るものとおもわれます。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

編集後記 

総会お疲れ様でした。「九博を愛する会」も９年目に入りました。 

各委員会の事業報告や事業計画を聞いていると少しずつ活動が充実してきた様に

感じます。特に拡大委員会の卓上のぼりやチラシスタンドなどの努力は、結果が

すぐに問われる委員会なだけに実質的で頼もしく感じました。 

館長もおっしゃるようにもう一度原点を見直し、新たな改革の時期に来ているよ

うに感じます。皆さんと共にこれからも九博のために頑張りましょう。 

 

ベトナム・ハノイでのワークショップ 


