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「太宰府古都の光」、お楽しみいただけましたか？

九州国立博物館を愛する会  事業委員長 松岡良一

九州国立博物館開館１周年を記念してこのお祭りは始まりましたので今回で９回目です。

今年の九博会場のテーマは筑紫地区の大きな宝物、今年築堤１３５０年を迎えた「水城跡」

を取り上げました。私は通勤のため４０数年何げなく通り過ぎて来たこの水城跡に倭国（大

和）を守るため、こんなに厳しい現実があったことを今年４月市民ミュージカル「ASUKA」の

公演ではじめて知りました。

例年、九博を愛する会は九博会場に「光のオブジェ」と｢影絵｣をそれぞれ展示、演じてま

いりましたが、今年はテーマを一つに絞り準備に取り掛かりました。お蔭様で会員スタッフ

は勿論、多くの皆さま方のご協力によりこのイベントを好評のうちに終えましたことに心か

ら感謝申し上げます。特に貴重な夏休みをこのオブジェ作りに費やしていただいた筑陽学園

デザイン科のお二人の生徒さん本当に有難うございました。
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影  絵         影絵担当リーダー 宇都宮 隆志  

今回の影絵は、水城築造１３５０年を記念しての「水

城跡のものがたり ひともっこ山と父子
て て こ

嶋
じま

」と昨年子ど

もたちに好評でした「飛んでいったバナナン！どこへ行

くの！」の２作品を上演しました。

「水城跡のものがたり・・・」は、これまでやったこ

とのない新規のテーマでした。脚本家の原稿をもとに、ものがたり全体の骨格部分を変えずに

所要時間内に収めることに配慮しながら、何回かの推敲を重ねました。

水城の大堤は、農民をはじめ、多くの人びとがこの一大事業に従事していたということで、

多彩な人物がこれまでになく多く登場し、人形の制作にはかなりの時間を要しました。

声優の方も一人二役・三役を演じることになりました。

影絵の魅力は、影絵をとおして、各々の登場人物になりきって演じることが重要であり人形

づくりの段階から工夫を凝らし、人形を操作する人と声優が連携し、臨場感を高めるように努

めました。また、ものがたりの全体の展開を分かり易くするため、歴史上の人物である山上憶

良によるナレーションやＢＧＭ、見取り図・映像などによる場の設定にも気を配りしました。

このように見てくると影絵って結構奥の深いものですね。

今回は、新作ということもあって、７月からテーマづくり、

脚本づくりを開始し、８月から本格的な準備作業にかかり、

９月は集中的に練習しました。

最初は、不安もありましたが、スタッフ一同、一丸となっ

て取り組み、「水城跡のものがたり・・・」の大役を果たすこ

とができました。関係者の皆様、出演者の皆様と共に喜びを

分かち合いたいと思います。

光のオブジェ作り
（水城跡に立って）

        オブジェ担当リーダー 松岡良一

今年のオブジェ作りのテーマは築堤１３５０年を迎え

た水城跡、又影絵も「水城跡のものがたり」構想を事業

委員会の賛同を得て早速、市民ミュージカル「ASUKA」
の脚本・制作をされた藤村信一様にオリジナル作を依頼、

立派な脚本を書いていただきました。

オブジェ作りは特大灯篭の枠作りを元会員の宮内啓一様に、そして絵画は筑陽学園デザイン

科の二人の生徒さんに描いていただきました。夏休みに入った８月初め、デザイン科の先生に

概要を説明、数枚のジオラマ（九博文化交流展示室入口にある）写真をお渡ししただけでした

ので、９月初め出来上がりを見せていただき驚きました。１３５０年前の堤防づくりに汗を流

す庶民の様子等を本当にいきいきと描いているではありませんか。二人の生徒さんにはまだ感

想を聞いていませんが、この水城跡の昔と今を描くため水城跡に立って懸命に考えをめぐらし

たと思います。その他今回は、オブジェ作りの組み上げ場所と保管場所に九博研修室他をご提

供いただいたお蔭で台風接近に備える必要もなく作業をスムーズ進めることが出来ました。関

係者の皆さま本当に有難うございました。

平成２６年度 太 宰 府 古 都 の 光
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✪✪ 待望の事務局開設 ✪✪

場所：（旧国士舘大学太宰府キャンパス）

住所：太宰府市御笠５丁目３－１

電話：０９２－４０８－３６０２

さる 9 月 8 日、旧国士舘大学跡地に待望の「愛する会事務局」が誕生致しました。電車

経由では五条駅からまほろば号で一時間に 1 本の運行です。車利用の方は、西鉄太宰府駅

前県道 35号線を北行、信号「内山入口」を過ぎ、道沿い右手に「ラーメン大よし」が出て

きたら、さらに 50ｍ。右折の三叉路があり、曲がると 300mほど直行。前方左手の 3階建

てビルの中です。直上の駐車場使用不可。10 メートル過ぎ左折、広い駐車上を利用。車を

降りたら、太宰府市公文書館の玄関を入り、すぐに左折。高回廊式で太宰府市上下水道局ビ

ルの 3 階に繋がっています。月水金の 13 時から 16 時まで、事務員の渡辺さんが連絡等対

応されます。挨拶代わりに顔を覗かせて下さい。

はじめまして。

この度ご縁がありまして「九州国立博物館を愛する会」の事務

局のお手伝いをさせていただくことになりました渡辺孝子と申

します。歴史ある太宰府に暮し九州国立博物館をより身近に感じ

る仕事に就けたことを大変嬉しく思っております。

「九州アジア国立博物館を誘致する会」「九州国立博物館を支援する会」を前身とする会で

あると伺いました。長きにわたる皆様方の熱い思いにふれ・・・なお一層、気を引き締めて

業務にあたり、お役に立ちたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

少々不便な所ではございますが、事務局からの四王寺山の眺めもなかなかのものですよ。

春には桜も見応えがありそうです・・・楽しみです（笑）

お近くにお越しの際は是非とも事務局へお立ち寄り下さいませ。お待ちいたしております。

車で 5分・徒歩 26分とは、左の地図スタート

地点からです。スポーツ公園近くからです。

拡大

35号線
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  第５回

広報委員会 松山 勝利

緑豊かな静かな森の一角、小郡市三沢の地に装いも新たに 2010
年 11 月、移転開館し新たなスタートをきった九州歴史資料館。

もともとは古都大宰府に福岡県初の本格的な公営博物館として

設置されました。いにしえの九州は大陸との交流窓口として重要

な役割を果たしてきました。その九州の歴史、特に大宰府史跡の

発掘調査、研究を目的に開館されたとの事です。

九州歴史資料館には展示室が 4室あります。先ず 1階、第 1展示室に行きました。ここで

は大宰府史跡の出土品をはじめ、旧石器時代から近代迄の九州、福岡を語る上での貴重な文

化財が展示されています。

次に同じ 1階の第 4展示室に足を運びますと、何

と足元のガラス越しに遺跡の一部が切り取り展示

されています。強化ガラスで出来ており、乗っても

問題ないのですが、最初は何だかおっかなびっくり、

とてもユニークな展示室でした。尚、同じ 1階の第

2 展示室には床に 10 万分の 1 の九州の衛星写真が

あります。この上に立つと、はてしない宇宙、そし

て地球、人間がなんとちっぽけな存在であるかが実

感されました。私だけの感じ方でしょうか…。

第 3展示室は階段を昇って 2階左側にあります。ここには瓦や土器が年代順に展示されて

います。又ここからは、吹き抜けになっている第 1 展示室を上から見ることができます。違

った視点から展示物を見ると、新たな発見があるかもしれませんよ…。

広々とした中庭、バックヤード見学はいかが…。ここから文化財整理室での出土資料の整

理作業あるいは最新の機器を備えた保存科学室での修復作業が見られます。文化財用の X線

CTスキャンの導入は、日本で 2番目だそうです。

尚、当日は大変お忙しいにもかかわらず、学芸調査室の朝山指導主事にいろいろ貴重な話

を伺いました。ご説明によると日々の研究、調査、展示などの他にいろんな事を企画、実施

されています。主なところでは①講演会（その時々の時勢に応じたテーマ…例えば今年は黒

田官兵衛）、②年 1回の特別展、数回の企画展の開催、③土・日・祝日のボランティアさんの

案内による古代体験、などがあるそうです。

古代体験では、古代衣装を身にまとい役人・女官の気分になったり、土器の復元（パズル）

を体験したりと、お子様をはじめ皆様に大変人気があるようです。それからイベントも実施

されています。7 月に行われた「きゅうれき七夕イベント」では、九州産業高校弓道部の実

技、そしてジャズコンサートが披露されたそうです。その日は館長以下関係者の方々は浴衣

姿で対応されたとの事。普段の九歴のイメージからは想像できない、ほのぼのとした何とも

言えない雰囲気が伝わってきますね。

今回の訪問で強く感じたのは、九州歴史資料館は本来の役割はそれとして、新しい方向性
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を模索されているのでは、ということです。

元々は調査研究（発掘調査）機関の色彩が濃いの

ですが、博物館機能の更なる充実とともに親しみ

易い九州歴史資料館を目指されているのではな

いでしょうか？朝山指導主事のお話や館長の浴

衣姿から想像されるのが、近い将来の九州歴史資

料館の姿ではないかと思っています。残念なこと

に今回、都合がつかずボランティアの方々との交

流会が出来ませんでした。しかし、さるボランテ

ィアの方のお話では日々、学芸員とのふれあいが沢山あり、大変充実感があって楽しいそう

です。現在ボランティアは 26名、朝山指導主事の希望では 40人は欲しいとの事でした。

今回の訪問で、我々広報委員みんなが一様に感じたこと、それは九州歴史資料館は意外と

面白く楽しい所！ 従来抱いていたイメージと違いますね、こんなところではないでしょうか

…。行ってみての、気付きです。

西鉄大牟田線「三国が丘」駅から歩いて 12～13 分、遊歩道も整備され、近くには三沢遺

跡もあり、静かな環境の中、散策を兼ね、ぜひ、九州歴史資料館をお訪ねください。

最後に、今回お世話いただいた朝山指導主事をはじめ、関係者の方々には厚く御礼申し上

げます。

九州歴史資料館 〒838-0106 福岡県小郡市三沢 5208-3 TEL：0942-75-9575 FAX：0942-75-7834

学芸調査室指導主事 朝山 陽一郎  

九州歴史資料館は、展示、講演会、イベントなどをとおして、九州・福岡の歴史

に関する調査研究の成果を日々発信しています。

また土曜、日曜、祝日に開催している「古代体験」では、昔の人々の様子や、調査

研究のすすめ方を知る体験ができます。

昔の人々の様子を知る体験メニューは、粘土を型に押し込んで瓦のミニチュアを作

成する「瓦マグネット」（有料：200円）、金属を溶かして昔のお金をつくる「和同開

珎鋳造」（有料：100 円から）、古代の官人の衣装をまとう「古代衣装」（無料）など

があります。

調査研究のすすめ方を知る体験メニューは、バラバラになった土器などを組み立て

る「土器パズル｣(無料）、瓦などの表面の模様を写し取る「拓本とり｣(無料）などが

あります。また、中庭からは実際に土器などを修復する作業の様子を見学できます。

いずれの体験も、当館ボランティアがお手伝い、ご案内いたします。

最新の情報は当館ホームページ（「九州歴史資料館」で検索）をご覧ください。
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台北國立故宮博物院－神品至宝－ １０月７日～１１月３０日

（九州国立博物館文化財課主任研究員  畑 靖紀）

台北の國立故宮博物院は、中国の歴代にわたる 70万件近くもの優れた文物を収蔵することで知

られた世界的な博物館です。そのコレクションは歴史的にきわめて重要なものばかりで、これら

を抜きにしては中国文明の『本質』を理解することは出来ません。

本展覧会では、その所蔵品のなかからとくに 110 件を厳選し、中国の文化と歴史を語るうえで

欠くことのできない『神品』の数々を公開します。

まず「特別展示」において故宮が誇る至宝「肉形石」（展示期間：10月 7日(火)～10月 20日(月)、

上記期間中は無休）と「人と熊」（図版、展示期間：10月 21日(火)～11月 30日(月)）を展示し、

素材の美と至高の技の競演をお楽しみいただきます。

続く「第一章 中国士大夫の精神」では、中国において文化の指導者として活躍した士大夫が

愛した汝窯の青磁、宋元の書画、権力を象徴する古代の青銅器を展示し、皇帝や知識人の美意識

にせまります。「第二章 天と人との競合」では、祭祀に欠かせない礼器である古玉器から精緻で

高雅な明時代の工芸まで、美しく巧みに作り上げられた器物の世界をご覧いただきます。最後に

「第三章 中国歴史文化の再編」では、乾隆帝をはじめとする清時代の皇帝が主導した文化事業

とともに、官営の工房で制作された超絶技巧の精緻な陶磁をご紹介します。

國立故宮博物院の所蔵品は、中国の歴代皇帝たちが選び抜いた、まさに文明の精華です。皇帝

たちが収集し、権力を象徴するものと位置づけた文物を通じて、中華文明の神髄をひろくご紹介

します。

皇帝をも癒すこの笑顔

人と熊 清時代・18～19世紀

（展示期間：10月 21日(火)～
11月 30日(月)）

■國立故宮博物院とは■

1925 年、清王朝のラストエンペラー・溥儀が退去した後の紫禁

城に誕生しました。その後、文物は国際情勢の変化や内戦のあおり

を受けて移動を余儀なくされ、最終的にその一部は台湾に渡りまし

た。1965 年、台北市郊外に展示施設が建築されて以降は、特別展

を中心とした多彩な活動が全世界の注目を集めています。

皇帝をも癒すこの笑顔

人と熊 清時代・18～19世紀

（展示期間：10月 21日(火)～
11月 30日(月)）

話題の「肉形石」をはじめ、当館だけで限定公開される書画などの

文物はあわせて46件。おそらく九州だけでなく日本全国が、そして中
国文明に関心をもつ世界中の人々が、故宮でも数年に一度しか公
開されない文物の数々を鑑賞する絶好の機会となることでしょう。

(九州国立博物館ホームページより)
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● スーパーハイビジョンシアター

４階の文化交流展示室に入ってすぐの左側に、世界初のス

ーパーハイビジョンシアターがあります。絵画、陶磁器、漆

工品などの館蔵品、九州ゆかりの文化遺産や歴史的景観等が、

現行のハイビジョンの１６倍に当たる超高精細８Kスーパー

ハイビジョン映像で上映されています。走査線は４，０００

本にもなるのです。３５０インチの特大画面、３，３００万画素の映像は細部に亘るまで鮮明

に映し出され、絵画などは本当に美しく細かなところまではっきり見ることができますし、物

凄い迫力で迫ってくるようで圧倒されます。まだご

覧になっていらっしゃらない方、４階展示室にお越

しの際はぜひ体験なさってください。

上映は１０：００～１６：３０まで、３０分毎に上

映されています。

座席が３４席しかありません。あらかじめ好きな時

間の整理券を求められることをお勧めします。４階

の文化交流展観覧料は必要です。

● 茶 室

九州国立博物館に茶室があることをご存知でしょうか。

吉兆庵（きっちょうあん）と宝満亭（ほうまんてい）の

2つの茶室があります。

♥ 吉兆庵は、茶の湯の世界を体感していただく場として、

移築された 4 畳半の茶室がしつらえてあり見学のみと

なります。

♥ 宝満亭は、日本文化の体験の場として、８畳と４畳の２室を茶会その他催事にご利用いただ

くことができます。利用料金が必要です。ご予約、お問い合わせ等は、下記番号へ

♥ ご見学は、日曜日１４：００～  ４０分程度の見学ツアーをしています。

受付は当日１２：００～１４：００ １Fあじっぱ前ボランティアガイドカウンターまで

団体見学は火曜日、金曜日に実施しています。１０日前までに交流課へ相談ください。

参加費は無料です。

お問い合わせ先   TEL ０９２－９２９－３６０２

FAX ０９２－９２９－３９８０

映像作品のひとつ

｢受け継がれるおもい、小さな島の教会群」
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  改めて [ 来年 10周年を控え ]

九州国立博物館副館長 大西 浩二  

岡倉天心が「九州博物館設置の必要」を提唱して 100 年。大宰府の歴史的背景、地理的条件

と粘り強い誘致活動そして地域市民の誘致運動が結びつき、この地に九州国立博物館設置が実

現した。

地域市民の誘致運動、それは簡単なものではないようである。開館以来、地元への博物館誘

致を目指し、全国から当館への視察にこられるが、自治体レベルでの誘致活動にとどまり「市

民レベル」への活動に広がらないとの話をよく聞く。地域市民の誘致運動はまさに、この地域

の方々の文化意識の高さと、「この地に国立博物館を」へという熱い思いからのものでもあり、

誘致を成功させた大きな要因となっている。九州国立博物館のコンセプトの一つである「市民

との共生」は、そうした地域の方々の熱意と活力を活かしていきたいとの考えから挙げている。

その九州国立博物館も来年には 10 周年(平成 17 年 10 月 16 日の開館)を迎える。9年目を迎

えた現在、開館からの総入館者数は 1,200 万人に達しようとしており、9 年間の平均入場者数

は 100 万人を超える博物館となっている。

その中で、前身の「誘致する会」から始まり、「支援する会」そして「愛する会」と発展し

てきた「九州国立博物館を愛する会」の活動や成果そして、そのご尽力には、改めて敬意を表

わすとともに、厚くお礼を申し上げる次第である。

当館としても、特別展の他、交流展(常設展)では、展示品の入替え(300 回／年)やトピック

展の開催、全国の名品の特別公開を行うとともに、様々なイベントを企画、実施し、多くの方々

が何回も足を運んでいただき、楽しんでもらえるように、日々努力を重ねているところである。

とは言え、開館ブームや震災、国際情勢等の要因もあってか、この 2，3 年は入館者数が減

少していることも否めない状況である。来年 10 年目を迎えようとしている今、もう一度、惜

しみない努力の中で、多くの方にご来館いただけることを期待しているところである。今後も

引続き、「愛する会」の皆様には更なるご支援をお願い申し上げる次第である。そして、九州

人の「九州百年の夢」であった九州国立博物館として、九州の「愛する会」として発展して行

くことを、私としてはひそかに願っている。

＊来年は開館 10 周年です。皆さまとともに祝い、多いに盛り上がって行きたいと考えており

ます。宜しくお願いいたします。

編集後記： 今年は水城大堤築造 1350年。そして来年

は九州国立博物館開館 10 周年です。思えばもう 10 年も

経つのか…と時の流れの速さにビックリ。「愛する会」も

同じだけ年をとりました。影絵はこの辺りにはあまり見ら

れない試みとして今では「愛する会」の財産となりました。

作品も年々増えて、これからも九博とともに歩んでいけれ

ばと思います。言葉ではなく行動だということで名付けた

「アクト」も 29号を迎えました。来年は切りのいい所で

30 号からの発刊です。これからも「アクト」を宜しくお

願いします。             (藤村 信一)


