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「これまでの１０年、これからの１０年」
出席者（敬称略）   九州国立博物館1 館長   三輪嘉六

           九博を愛する会2 理事長  前田和美

                  副理事長  川添廣志

                  専務理事  青山博秋

前田 今年は九州国立博物館が十周年を迎える記念の年になります。

   ある意味私共の「愛する会」もこの九博と寄り添う事で成長してきたような気がしま

す。今日は三輪館長にこれまでの九博と愛する会の活動についてのお考えと、これか

らの九博と愛する会の活動についての抱負などをお伺いできればと思っております。

宜しくお願いします。

                                                  
1九州国立博物館＝九博、
2九州国立博物館を愛する会＝愛する会 と表示します。
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三輪 九博も正確に言えば９年、準備室

から数えると１０年という事にな

りますが、準備室時代から考えてい

た事は、ボランティアという事をあ

まり教条的に考えずに、やりながら

少しずつ一緒に考えていこうとい

うイメージでした。大仰な理想を掲

げたからといって現実的になかな

かできるものではありません。それよりも大事な事は持続するという事だと思います。

そういう意味で、我々は出来る事を一緒になってやっていこう、そして、そういう中

でボランティアの在り方や九博のボランティアの形を見つけていこうというものだっ

たと思います。

前田 私共にとっても手探りの１０年という事が言えます。

三輪 これからは提案型のボランティアというものが求められるのではないかと思います。

提案型と簡単に言いましてもそれには責任も行動も伴わなければならない訳ですから、

なかなか大変な事ですが、例えば５つの提案があったとして、その中で１つでも実り

のあるものになればそれはそれで成功という事になるのではないでしょうか。

   おそらく愛する会の皆さんが目指していらっしゃる事は、九州型のボランティア、

九博型のボランティアという個性化だったと思いますし、これからもそれを目指して

いらっしゃるのだと思います。そのあり方は今まで幾つかの成果を上げてきました。

その一つとして国際交流があるのではないかと感じています。これはたまたま私共が

海外と交流を持ったり、海外に発信したりという活動に敏感に反応して下さった。ま

だ種を撒いた段階ですが、この活動を育て実りあるものにしていかなくてはならない

ような気がします。先ほどボランティアはあまり教条的にならない方がいいという事

を申し上げましたが、この活動も時代の変化やニーズの多様性にどう対応していくか

という事が大切です。

前田 九州型、九博型ボランテイアというものを特に意識していたわけではありませんが、

結果このような形になってきている事が九博のお役にたてばと思っています。

三輪 ボランティアにはルールはないのだと思っています。この九州型と言いますか、九博

型と言いますか、このボランティアの存在が５年目位から他の博物館に対して大きな

影響を与えていると思います。その中で、愛する会の存在は様々な問題意識を他館に

も提起しているのではないでしょうか？私の方からも質問させていただきたいと思い

ますが、今までの活動の中で皆さんが一番印象に残っているのは何ですか？

青山 僕はやはり国際交流ですね。我々一般市民があのような形で海外と交流できるのも、

九博のおかげだと思っています。
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前田 私は開館の時でしょうか･･･長年の苦労が報われたという感じで、感慨も一際でした。

三輪 これからの博物館という事ですが、開館以来今まで夢中で走ってきた、と言えます。

大事なのはこれからの１０年。これまでの１０年で培ったものをどう活かしてゆくか、

特に市民の皆さんとの共生という事をもう一度、今までの経験を踏まえた上で、改め

て点検する事が大切だと思います。

川添 私達も地域と博物館を結びつける活動をより進めていきたいと思っています。

三輪 博物館としても野外での活動の仕方を模索していかなければなりません。

   市長が「屋根のない博物館」と仰られるように、野外博物館の可能性の研究が必要で

す。その為には散策の歩道の整備や広場、宿泊施設などと共にフィールドミュージア

ムの研究が必要だと感じています。

    しかし、それを実際に現実化するためには多くの資金とマンパワーが必要です。こ

ういう時に我々で賄えないマンパワーの部分などをボランティアの方々にお願いして

ゆく事になるのだろうと思います。そしてそれが、ボランティア活動が社会性を持つ

事に繋がるのだろうと思っています。

川添 「ふるさとセミナー」などは九博周辺の博物館と九博を結びつけようという試みです

が、そういう中で自然に地域社会との繋がりが生まれていけばと思っています。

三輪 自然にという所が大切なんじゃないでしょうか。その中で新鮮さをどう保ってゆく

か？という事が課題になってゆくと思います。

   私共もボランティアの活動にしても、やはり１０年も続くとどうしてもマンネリ化

してしまう部分が出てくる。常に自己点検を怠らず、新鮮さを保ってゆく努力を続け

なければなりませんね。

前田 そういう意味では、九博の常設展は常に変化があり工夫されているなという印象があ

りますね。

三輪 これまでの１０年の反省に立って、これからの１０年をどうやってゆくかという課題

はたくさんあると思いますが、私達には今までの１０年という実績がある。前と違っ

てより具体的に考えられる材料がある訳です。

    これからは「市民との共生」というテーマを軸として、心の通った博物館という新

しいステップに向けて期待できるのではないでしょうか？

前田 そうですね、私達もこれからの１０年こそが、今までの活動を通して、これからどう

するのか？という大切な時期だと思っています。

      今日はお忙しい中、本当にありがとうございました。

誌面構成の都合上、一部割愛させていただきました（文責 藤村信一）
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＜東博とスカイツリー＞

  交流委員会 大坪久仁子

10 月 17 日（金）快晴 福岡空港に 7 時集合、8 時発。眼下には素晴らしい富士山が見え

たとのこと。久しぶりの東京である。空港からまずはメトロで人形町へ。ホテルに荷を置き、

近くの中華飯店で昼食。ボリュームたっぷりでリーズナブル。再びメトロで上野へ。アメヤ

横丁を左に見て、上野公園へ。平日の午後、穏やかな陽差しと大きな木々、鳩の群れ。外国

人も多い。東京国立博物館の前には、元九博在籍の谷豊信学芸研究部長、伊藤嘉章学芸企画

部長が出迎えてくださった。博物館の佇まいは百年以上の時を経た威厳がある。中に進めば、

さらに、高い天井、大理石の壁や床など重厚さに圧倒される。奥まった小講堂で銭谷眞美館

長より歓迎の挨拶を戴く。つづいて元九博在

籍の伊藤信二広報室長から「国宝展」の説明、

鈴木みどりボランティア室長から東博のボラ

ンティアさんの現状を紹介された。昼食の直

後で眠気を抑えるのに一苦労。「国宝展」の鑑

賞、約百点の美術工芸品の並ぶ様はさすが東

博だと感心するばかりであった。4 時 30 分集

合写真を撮って人形町へ戻る。「楽蔵」での夕食には、青山専務理事などが合流。廣田さんの

誕生日祝いもあって、楽しい宴であった。

10 月 18 日（土）今日も快晴。8 時 45 分集合。バスは皇居前広場へ。楠木正成像・二重橋

など変わらぬ佇まい。マラソン大会のランナー、サポーターのボランティア、外国人観光客。

人が多い・築地魚市場に着くと、すぐ場内へ急いだメンバーもいらしたようだが、私たちは

場外市場へ。人・人・人、人が多い。人波に押されて歩くうち、テレビ中継中の石田理子さ

んとお笑い芸人に遭遇。「あなたのお母さんの店に

よく行きました」と話しかけるＭさんに「えっ？」

という彼女。さらに話しかけようとするＭさんを、

ＡＤが制して行ってしまった。どこのランチを中継

するのでしょうか。日本橋魚河岸から築地へ来て、

次は豊洲に移転するそうだが、移転に反対する団体

が署名を集めていた。次はスカイツリーへ。武蔵の

国で 634ｍの高さ。ここも人が多い。団体専用ＥＶ

で早い。350ｍ展望室からさらに上の展望室へ。ガ

ラスの床に立つのは、やっぱり怖い。一階に降りる
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と時間切れで、Ｍさんお奨めのお土産は買えずじまい。浅草、いつ来ても人が

多いが、今日はお祭りで更に。丁度、龍を先頭にした祭の行列が入ってきた。

子供たちが可愛い。着物姿のイタリア人女子大生の一団も楽しーいとはしゃい

でいた。それにしても外国人が多い。26 年 9 月末で 900 万人以上の外国人が

あり、記録を更新したとのニュースも頷ける。船着き場まで歩いて、遊覧船の

龍馬号に乗り込む。暮れなずむビル群のシルエットを見ながら、日の出桟橋に

着くころは、すっかり暗くなっていた。空港まで１時間。空港での夕食と買い

物。あとは帰心矢の如しの心境であった。皆さまお世話になりました。交流委

員会のメンバーの方々に感謝です。

第７回「九博子どもフェスタ」に事業委員会のメンバーが中心になり今年も取り組みます。

子どもたちを博物館にと、三輪館長の強い思いが「あじっぱ」に活かされ、その一端を「九

博子どもフェスタ」は担っていると自負しています。「未来の九博ファン！」が、今年もボラ

ンティアの皆さんが工夫を凝らした各種ワークショップに、保護者と一緒に目を輝かせて楽

しんでくれると確信しています。大人だけの参加もできますので賛助会員の皆さまも特別展

観覧の折に一寸、ワークショップを楽しんでみませんか！

尚、このイベントをお知り合いの方にもご案内ください。

詳細内容はチラシ・九博を愛する会ホームページ(HP)・九博 HP をご覧下さい。

ＮＴＴハローダイヤル  ℡ 050-5542-8600 でもご案内いたしております。

又、特別参加として筑紫地区児童画展（小学校 48 校各学年 1枚の優秀な作品約 300 点）が

2 月 17 日（火）～22（日）までエントランスホールで同時開催されます。

会員の皆様のご来館を心からお待ち致しております。

事業委員会 松岡良一

「 」を

日時： 平成２７年 ２月 ２２日 （日）  １０：００～１６：００

会場： 九州国立博物館エントランスホール

・ミュージアムホールほか
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九州国立博物館展示課 主任研究員 岸本 圭

〃       主任研究員 進村真之

今から 1350 年前、ここ太宰府の地には水城や大野城という古代の防衛施設が築かれました。

この背景には百済の滅亡や白村江の戦いの敗北、唐・新羅の脅威といった朝鮮半島における緊

張関係があります。大和朝廷は西海道の政治・軍事の拠点として大宰府をおき、それを山城等

で取り囲んで徹底的に防御することとしたのです。山城の築造に百済から渡来した人々の技術

が活かされたことは、『日本書紀』の記録や発掘調査の成果から裏付けられています。

特別展「古代日本と百済の交流 ―大宰府・飛鳥そして公州・扶餘―」では、古墳時代から飛

鳥時代にかけての百済と古代日本との深いつながりを示す文物の数々を紹介し、長きにわたる

交流の歴史をたどります。交流の始まりを物語る奈良石上神宮伝来の国宝七支刀は門外不出の

宝とされますが、九州で初公開されます（1 月 15
日から 2 月 15 日の期間限定）。また韓国考古学史

上最大の発見とされる公州・武寧王陵出土墓誌を

はじめとする副葬品や、日本の仏教文化のルーツともいえる

扶餘・王興寺址出土の舎利容器など、日本初公開の韓国の国宝、宝物も必見です。激動の東ア

ジアにおける両国の絆や、百済より伝えられた文化や技術が日本へ与

えた影響の大きさを、水城・大野城・基肄城築造 1350 年という記念

の年に再確認してみませんか。

百済展と合わせて特別展「発掘された日本列島 2014 日本発掘」

が同時開催されます。日本国内では毎年約 8,000 件もの発掘調査が行

われており、日々、テレビや新聞などの様々な報道がなされています。

しかし、その成果を一般の方々が目にする機会はあまりおおくありま

せん。より多くの皆様にその成果をいち早く知っていただくため、平

成 7 年度より文化庁が主催し、全国巡回をしているのが「発掘された

日本列島」展です。今年はその 20 周年ということで、通常の速報展

のほかに、今まで紹介された遺跡の数々から特に注目された出土を集

特別展 発掘された日本列島展 20周年記念

「日本発掘 －発掘された日本列島 2014－」

同時開催

金銅製亀形飾金具   

長崎・壱岐市教育委員会



7

め、約 1,000 点におよぶ作品が展示されます。また、東日本大震災の復興のための発掘調査の

成果を「復興のための文化力」と題して、皆様に広く御紹介しています。

今回は、九州国立博物館会場のみで展示される重要文化財、鹿児島県上野原遺跡、長崎県原

の辻遺跡、笹塚古墳、宮崎県えびの市の島内横穴墓群の他に、宮内庁より佐味田宝塚古墳出土

の家屋文鏡や新山古墳出土の直弧文鏡が特別に出品されます。

これだけ多くの優品が一堂に会する機会はなかなかありません。皆様、是非とも足をお運び

いただき、多様性に富む日本列島の歴史をじっくりと堪能してみてはいかがでしょうか。

■展示期間：

平成 27年 1月 14日（水）〜2月 15日（日）

■展示場所：

文化交流展示室 関連第 11室

■概要：涅槃 ねはん とはサンスクリット語のニルヴァーナに由来する言

葉で、迷いの火を吹き消した状態のこと。仏教において悟りの境

地を意味し、とくに釈迦の死を「涅槃」と呼びます。その様子を表

わした涅槃図の制作は釈迦誕生の地であるインドで始まり、仏

教が伝えられるとともに東アジア全域に広がりました。日本では

古くから宗派を問わず制作され、人々に親しまれ、他の地域とは

比べようもないほど豊かな展開を遂げました。

このたびのトピック展示では、約 80年ぶりに存在が確認され、当

館の所蔵となった仏涅槃図を初公開するとともに、時代も地域も

さまざまな選りすぐりの 20点をご紹介いたします。その多彩な世

界をお楽しみください。

重要文化財 仏涅槃図 陸信忠筆 中国・南宋時代 奈良国立博物館

四面像

中国・西魏時代

   

大阪市立美術館
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＜集 い の 森 九 博＞

岡倉天心、西高辻信貞宮司の声が聞こえる・・・

九博開館から 10 年を迎える。かつて太宰府市民が燃えに燃えて誘致運動を繰り広げる中、

予定地の竹藪のあたりに一人の老人がぽつりと呟いた。「この自然が壊れるのは残念。」遊歩道

には鳥の親子が遊んでいる。藍染川の源流があり、隣接していた九州歴史資料館の復元室の窓

からは、猿たちの姿を見ることができた。太宰府市は市民運動を盛り上げるために、「女性の

翼」を企画し、世界の美術館・博物館へと市民参加の研修旅行を行

った。

誘致運動は実った。「誘致する会」は名称を変え「九博を支援す

る会」となった。「支援する会」ではモナコ、フランクフルト、サ

ンクトぺテルブルグ、エルミタージュ、台北、バリ島。個人では、

オルセー、ルーヴル、シャガール、プラド、大英博物館・北京国家

博物院等々の設備や展示方法を見学して廻った。福岡市で開催され

たアジアマンスにも出かけ、開館前、九博のパンフレットを各国の

代表の方々に一つ一つ手渡した。九博の入口に用意された見学用

の踏み台の上で建設現場を何度も何度も背伸びして眺め、開館へ

の想像をめぐらした。夢も現も「博物館」だった。

そうして 2005 年 10 月 16 日九州国立博物館は開館した。

「九州に国立博物館ができて嬉しい」「感謝しまぁーす」。押し

寄せた来館者の声だった。此処に九博ができる以前、この群集は、

何処でどのようなことをしていた人達だったのだろうか。東京か

ら来た小学生の孫は「あじっぱ」などで遊び回り、九博の広場で

飛び跳ねてよろこんだ。国立博物館の誘致運動に出会い、仲間と

巡り合い、この目で開館を見届けられたことは、大変幸せに思う。

九博ボランティアでは、6 年間、資料整理部で主に郷土人形の

調書づくりや展示に携わった。同部の安元氏は、子供たちに読み

伝え、成人して心の灯になるようにと願いを込め、「郷土人形のその背景を探るⅠ・Ⅱ・Ⅲ・

Ⅳ」のピックアップを編集された。先人の知恵に学び導かれ未来につなぐ百年後の九博に思

いを馳せながら・・・

「嘶ける 馬を撫でつつ 蹄切る 音は九博の 森に響けり」  

       九博四阿にて  本山 三葉子  

編集後記

あけましておめでとうございました。九州国立博物館も

１０周年を迎える年になりました。愛する会にとっても

これまでの１０年を吟味し、これからの１０年につなげ

る節目の年だと思います。これまで以上に会員の皆様の

ご協力とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。              （Ｓ・Ｆ）


