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九州国立博物館を愛する会理事長 川添廣志  

九州国立博物館は、設立準備期間を含め 13 年間にわたって九博を支えてこ

られた三輪嘉六館長が退任をされ、島谷弘幸館長が新たなスタートをされま

した。また時同じくして九州国立博物館を愛する会の設立から中心的役割を

果たされてきた前田理事長が退任され、私がバトンタッチをすることになり

ました。九州国立博物館を誘致する会・九州国立博物館を支援する会から続

いてきた『九州国立博物館を愛する会は』本当に長い歴史のある民間団体で

あり、またたくさんの諸先輩が活動され、九州国立博物館のサポーターとして重要な役割を

果たしてきました。この会が今後もすばらしい役割を果たし、また会員のみなさんが楽しい

活動ができるように、会員のみなさんといっしょに一生懸命に活動をしていきたいと考えて

おります。また平成 27 年度は九州国立博物館 10 周年を迎える記念すべき年でもあります。 

本年も『九州国立博物館と市民のかけはし』となるよう諸活動を行っていきたいと思いま

すので、会員のみなさまの暖かいご支援をお願いして挨拶とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3２号 

2015 年 7 月 15 日 発 行 

九州国立博物館を愛する会 

 

            退任のご挨拶 

 愛する会会員の皆様には８年間に渡りご協力頂きましてありがとうございました。

この数年、体調不良の為、理事長としての責任を果たす事が出来ず申し訳なく思って

います。博物館活動と携わって２８年間、様々な思い出があります。誘致する会の組

織づくり、文化庁から調査費がつき博物館設置の決定、そして九博の開館、「愛する会」

の創立など他ではできない事を体験させて頂きました。今後、川添理事長をはじめ、

三役、理事、会員の方々と共に力を合わせ九博をもっと盛り上げてください。よろし

くお願いします。           九博を愛する会  前理事長  前田 和美  
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 「次の１０年」にかける思い ～九州国立博物館～ 

九州国立博物館長 島谷 弘幸  

面白く、分かり易く、親しめる博物館 

三輪前館長がテーマにされていた「学校より面白く、教科書より分

かり易い」のモットーはこれからも踏襲していき、これに加えて、｢親

しめる｣博物館を目指します。博物館というのは、主に保存と活用と

いう２つの大きな使命があります。「物を次の世代に伝えていく」と

いうのが何より重要ですので、九博は、「博物館科学課」や保存修復

に関わる人たちを確保しながら、次世代に伝えていくという仕事をしています。そして、「守

る」だけではなく、研究や展示、講演会などで、物の持つ魅力を伝えていくというのが、２

つ目の大きな使命だと思っています。その物の魅力をどう展示するか、どうわかりやすく説

明するか、教育的な配慮をしながらやっているのですけれども、見てもらうことがいかに楽

しく、わかりやすいかをプラスしていきたいと思っています。 

 九博の「目玉」は何か 

 「分かり易く」展示するのが１番目ですが、２番目として、「九博に行ったらこれを見よう」

という目玉が何かを考えることが大切です。 

 台湾國立故宮博物院の名品というのは、白菜（翠玉白菜）や東坡肉（肉形石）だけではな

く、早春図や書譜など山ほどありますが、目玉を上手につくって、白菜と東坡肉のある部屋

に導いています。九博というのは、何が目玉なのか、館員に宿題を出しています。 

 憩いの場としての博物館 

 「次の１０年」を見据えたときに、私が考えているのは、博物館に用がなくてもふらっと

行きたいと思えるような博物館です。自然と博物館が好きな人が集まって、１つの憩いの場

ができるような博物館が目標です。 

１０年ではできないと思っているのですが、２０年、３０年くらい計画を立てて、例えば

屋外で花を楽しめる「花の博物館」のようになり、九州国立博物館が作品と共に人々の憩い

の場になるように努めて参ります。博物館というのは

１０年でおしまい、２０年でおしまいというわけでは

なく、日本国がある限り未来永劫続いていくわけです。

その基盤づくりをして、三輪先生から私にバトンタッ

チされたように、次の人にバトンタッチしていきたい

と思っています。 

これからもどうぞ宜しくお願いいたします。     
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平成 27 年度の基本方針 

理事長 川添廣志  

九州国立博物館を愛する会の総会で申し上げましたように、本年の活動の基本方針をアクト

の紙面でも述べさせていただきたいと思います。 

本年は島谷弘幸新館長を迎えるとともに九州国立博物館が 10 周年を迎える記念すべき年で

す。この記念すべき年だからこそ、九州国立博物館を愛する会は『基本』に戻り、前田和美

前理事長が掲げてこられた『３つのかけはし』①会員同士のかけはし、②会員と九州国立博

物館とのかけはし，③市民と九州国立博物館のかけはしをテーマに昨年実施してきた『7 つ

の取り組み』を深耕し、九州国立博物館のサポーターとしての役割を果たしていきたいと考

えております。 

３つのかけはしとは 

① 会員のみなさんが楽しく・心の充実・知的満足を感じる活動ができる会にする 

『会員同士のかけはし』 

② 九州国立博物館と会員のみなさんが共に九州国立博物館を愛し、理解し合う機会を作る 

『会員と博物館とのかけはし』 

③ 地域の人々・子どもたちに九州国立博物館のすばらしさを感じてもらう取り組みをする 

『市民と博物館のかけはし』 

私たち九州国立博物館を愛する会はこの 3 つのかけはしになるため、7 つの取り組み課題を

各委員会に活動の中でおこなっていただきたいと考えております。 

１会員相互のコミュニケーションをいっそう強化し、会員の信頼関係を育もう。 

２会員の拡大を強力に推進し、昨年設置した事務局を強化しよう。 

３九博を愛する会をＮＰＯ法人の調査から準備の年にしよう。 

４九博を通して、アジアとの交流に関連する事業、勉強会を実施しよう。 

５子どもたちの育成を九博を通して応援をし、小さな九博ファンを育もう。 

６九博が地域に根ざし、地域が賑わう為に地域との連携事業を提案し、実施しよう。 

７市民・会員の為の九博を活用した自主的研修会や勉強会を実施しよう。 

以上です。   

本年は特に新たな委員会、ブランデイング委員会を設置

しました。これは５と６の項目に関連した活動になると

思います。また今後もみなさんのアイデイアで新たな委

員会を発案していただくことも大切なことだと考えます。 

最後に、本年は九州国立博物館が 10 周年を迎える記念す

べき年です。10 周年の支援活動も積極的に行っていきた

いと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願い申し

上げます。 
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平成 26年度 活動報告 

 

  ＜古代の歴史散策らくらくツアー＞ 

総務委員長 田中宏明   

平成 27 年 3 月 29 日 第１９回九博デー「古代の歴史散策らくらくツアー」を開催いたしま

した。今回の企画は九州国立博物館にて開催されていました特別展「古代日本と百済の交流」

にちなんでもっとも関係の深い基肄城、大野城、水城の遺跡を巡るツアーの企画です。九州国

立博物館（九博）から岸本研究員、小島研究員に参加頂き、車中や現地にて解説をお願い致し

ました。また九州歴史資料館（九歴）では小田室長の講演や館内の案内を行って頂き「僕たち

のまち歴史」を学んだ１日でした。 中でも基肄城の水門跡の石積みや大野城の百間石垣を古

代の人たちはどのように造っていたのか想像したしだいです。最後に今回の企画に参加された

皆さま、またお手伝いを頂いた皆さまへ感謝申し上げます。引き続き愛する会をご支援下さい。

ありがとうございました。 

日 付 活   動 時 間 場 所 備 考 

4月 7日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 11名参加 

4月 14日 会報誌「アクト」第 27号発行 10:00 九博会議室 500部 

4月 17日 特別観覧例会「近衛家の国宝・京都用明文庫

展」 

16:00 九博ミュージアムホール 78名参加 

4月 18日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 11名参加 

5月 10日 ふるさとセミナー 13:30 宇美町地域交流 C. 37名参加 

5月 16日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 15名参加 

6月 2日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 10名参加 

6月 10日 ピッカ美化隊活動 10:00 花壇他花植準備、施肥作業 12名参加 

6月 20日 ピッカ美化隊活動 10:00 花壇・プランターにポーチュラカ植つけ作業 15名参加 

6月 22日 通常総会   九博研修室 115名参加 

7月 14日 会報誌「アクト」第 28号発行 10:00 九博会議室 500部 

7月 23日 特別観覧例会「クリーブランド美術館展」 16:00 九博ミュージアムホール 106名参加 

9月 1日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 1６名参加 

9月 19日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 11名参加 

9月 25日 第 9回太宰府古都の光 18:00 九博館外スペース 延べ 272名参加 

10月 8日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 11名参加 

10月 14日 会報誌「アクト」第 29号発行 10:00   500部 

10月 17日 東京国立博物館研修旅行 １泊２日   東京国立博物館 39名参加 

10月 24日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 9名参加 

10月 27日 ピッカ美化隊活動 10:00 花壇他花植準備、施肥作業 9名参加 

10月 29日 特別観覧例会「台北国立故宮博物院の至宝

展」 

16:00 九博ミュージアムホール 107名参加 

11月 4日 ピッカ美化隊活動 10:00 花壇・プランターにビオラ植つけ作業 9名参加 

11月 21日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 8名参加 

12月 1日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 8名参加 

12月 19日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 11名参加 

1月 13日 会報誌「アクト」第 30号発行 10:00 九博会議室 600部 

1月 16日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 11名参加 

1月 18日 影絵「水城跡のものがたり ひともっこ山と父子島」

公演 

11:30 九博ミュージアムホール 延べ 269名参加 

名参加 1月 27日 新年会 18:00 浜太郎 40名参加 

1月 28日 特別観覧例会「古代日本と百済との交流」 16:00 九博ミュージアムホール 107名参加 

2月 20日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 7名参加 

2月 22日 九博子どもフェスタ 10:00 九州国立博物館ホール 延べ 3500名参加 

3月 2日 ピッカ美化隊活動 10:00 九博周辺道路 9名参加 

3月 25日 第 7回国博通り街路灯・周辺道路清掃 9:30 九電・九電工・自治会協働 62名参加 

3月 29日 第 19回九博デーバスハイク 9:30 九歴・基山・大野城・水城 72名参加 
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＜第 4回ふるさとセミナー＞ 

交流委員会 出村孝洋  

「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４回目。4 月 29 日

に大野城まどかぴあの多目的ホールで開催しました。念願の大野城市での開催が実現でき、135

名もの方にご参加いただきました。 

川添理事長の挨拶からスタートし、第 1 部を九州国立博物館

学芸部企画課アソシエイトフェローの酒井田千明様より「柿

右衛門窯の歩み－歴代柿右衛門とその作品－」と題し、歴代

柿右衛門の歩んだ道のりが、苦労と挑戦など窯元の継承のた

めに尽くされ、今日の柿右衛門窯の礎となったことなど柿右

衛門窯 370 年の歩みについてお話をいただきました。 

“有田焼”といえば柿右衛門と言っていいほど知らない人はいないほどの知名度ですが、それ

は歴代の柿右衛門たちの想像を絶する挑戦の連続であったことを知り、才能は必要ですが努力

無しには成功することはできないと実感させられました。 

第 1部の講演が終わり第 2部の講演の前に大野城市の井本市長が多忙のなか駆け付けていただ

き御挨拶をいただきました。 

第 2 部は大野城市ふるさと文化財課主任技師の上田龍児様より「大野城築造前後の大野城－乙

金地区の発掘調査成果を中心に－」と題しまして今年で築造 1350 年を迎える大野城跡に近接

する大野城市乙金地区での発掘調査の進展に伴う大野城築造直前の 6～7 世紀の様相など最近

の発掘調査成果を中心に、古代山城大野城のお膝元にある個性豊かな遺跡群などを紹介し当時

の地域社会の一端に迫ったお話をしていただき

ました。講演を聞き我々の住む筑紫地区は日本の

なかでも素晴らしい歴史の宝庫でこの筑紫地区

に住んでいることをこころより誇れることだと

実感しました。 

水
城
堤
を
見
下
す
公
園
に
て 
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大英博物館 The British Museum ：1753 年から 8 万点の収集品から始まった大英博物館は、現在

約 700 万点の収集品を所蔵し、先史時代から現在に至る世界中のあらゆる文化を網羅しています。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

英国・ロンドンに所在する大英博物館は、250 年以上の歴史を持つ世界有数の博物館で、

展示室は常に各国から来た来館者で賑わっている。この博物館には、人類がはじめて手にし

た利器や信仰の道具から、現代の美術品、消耗品に至るまで、何でも揃っている。とくに、

今春封切られた「ナイトミュージアム エジプト王の秘密」では、大英博物館が舞台のひと

つであった。 

 そんな博物館が総力を挙げて企画し、世に送り出したのがこの特別展「大英博物館展－100

のモノが語る世界の歴史」である。世界各地で大絶賛を博したこの展覧会が、東京都美術館

に引き続いて、いよいよ 7月 14日に九州に上陸する。しかし、本展は、今までの大英博物館

の展覧会とは大きく異なっている。というのも、大英博物館長、ニール・マクレガー氏の肝

いりで、８コレクション部門が選りすぐりの 100点を出品し、それで世界の歴史を語らせよ

うというのだから。そんなことが出来るのも、世界を探検してありとあらゆるモノを収集し、

人類の智慧を結集させようとしたヨーロッパ啓蒙

時代の遺産があってこそだろうが、展示品はオリ

エントやギリシャローマにとどまらず、アジア・

アフリカから新大陸・オセアニアに至るまで、ち

ょっとした世界旅行気分を味わえる。中でもメソ

ポタミアの古代都市、ウルの王の墓から出土した

スタンダードは 5500年前の工芸美術の極致であり、

ラピスラズリの青が映えて何より美しい。最後に、

九博会場オリジナルとなる、101番目の展示品はい

ったい何か？それは会場でのお楽しみとしたい。 

 

 

 

 

ウルのスタンダード イラク 

ⓒTrustees of the British Museum 

 

http://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s40.html
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本年、開館１０周年を迎えた九博では、

特別展・文化交流展示室の展示共に大変充

実した内容の記念展が開催されます。お見

逃しないようにご覧になってください。 

１０周年記念特別展  

 

 

期間：平成 27 年 7 月 14 日（火） 

～9 月 6 日（日） 

１０周年記念特別展 美の国 日本 

期間：平成 27 年 10 月 18 日（日） 

～11 月 29 日（日） 

１０周年記念特別展  

アフガニスタン美術展（仮称） 

期間：平成２８年１月～２月（予定） 

 

文化交流展示室トピック展示 

１０周年記念特別展 「推定客館跡」 

特別史跡追加指定記念 

新羅王子がみた大宰府 

 展示期間：平成 27 年 9 月 22 日（火） 

～11 月 29 日（日） 

展示室：関連第１室 

 奈良時代に日本に来た新羅王子の足跡を

たどりつつ、太宰府市内で新たに発見さ

れた「推定客館跡」の出土品が紹介され

ます。 

 

文化交流展示室「今月の名品」 

４階の展示室中央コーナーが、「今月の名品」

コーナーとしてリニューアルされ、九博オ

ススメの逸品が展示されています。「今月の

名品」は「旅を続けた古代の鐘」 

「国宝 梵鐘（ぼんしょう）」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示期間：平成 27 年 5 月 12 日（火） 

～8 月 16 日（日） 

観世音寺（太宰府市）の鐘についで九州

では２番目の古さを誇ります。 

この鐘は伯耆国（現鳥取県）にあった金

石寺のものでしたが、中世に出雲国（現

島根県）の出雲大社の所有となり、更に

幾つかの寺を転々とし、明治時代に大阪

の古物商から西光寺が買い取り、ようや

く九州で安住の地を得たということです 

 

 

 

期間：平成 27 年 7 月 14 日（火）～7 月 26 日（日） 

会場：九州国立博物館屋外 

 

九博展示案内 

大英博物館展 
100 のモノが語る世界の歴史 

平安時代・承和６年（８３９） 

西光寺（福岡市早良区）所蔵 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A2RA0nXe_41VqiEAckGDTwx.;_ylu=X3oDMTFvanI2cXZuBHBhdHQDcmljaARwb3MDMgRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=15cnrvdfu/EXP=1435470238/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E5%9B%BD%E6%97%97
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博多どんたく港まつり「九博どんたく隊」参加しました！ 

九州国立博物館 総務課 田上 真也  

早いもので、今年は九博開館１０周年を迎えます。 

当館では、開館１０周年を記念してどんなイベントを実施するか、検討を重ねているところで

すが、10 周年記念イベントの第一弾として、まずは２日間で 3 万 3 千人が参加し、200 万人も

の見物客が訪れるという「博多どんたく港まつり」にパレード隊として参加し、皆様に１０周年

の感謝をお伝えすることになりました。 

また、愛する会と九博ボランティアの皆様にもどんたく隊に参加していただくことで、九博と

市民の一体感を育み、１０周年事業の最高の景気づけとなるのではと考え、お誘いをさせていた

だきました。 

パレード隊の結成については、他の記念事業とは違い、若い非常勤職員の有志達が中心になっ

て企画、演出、運営などを行ってきました。 

パレード隊には「針聞書」にある「はらの虫」キャラクターの着ぐるみや九博建物の形をした

山車の製作、アジアの民族衣装や立花宗茂をはじめとした戦国大名展に関係する武将隊、クレオ

パトラやファラオといった大英博物館展に関係するキャラクター、大伴旅人をはじめとする万葉

貴族など、素晴らしい発想と行動力で楽しいパレード隊を作り上げてくれました。 

前日は雨で天候の不安もありましたが、当日は好天に恵まれ、皆様にも率先してパレードを盛

り上げていただいたので、沿道の見物客にもこれまでの感謝と「博物館は楽しいところ」という

メッセージを伝えることができたと思います。 

最後になりますが、愛する会の皆様には急な呼びかけにもかかわらず、幟旗でのＰＲやお囃子

隊としてご参加いただき、ありがとうございました。この取り組みが皆様の楽しい思い出の１つ

となればと思います。 

今回のどんたくで味わった興奮と一体感を忘れず、開館１０周年をさらに楽しく盛り上げてま

いりたいと考えていますので、 

皆様のご協力をよろしくお願い 

申しあげます。 

 

 

 

 

編集後記 

 今号巻頭にてご案内の通り「愛する会」発足以来10年にわたり我々会員の先頭にた

って頑張ってこられた前田理事長が今回退任されました。長年のご苦労に感謝すると

共に尚一層健康に充分留意される様お祈りいたします。 今後は川添新理事長のも

と、我々「アクト」編集スタッフ一同も更なる誌面の充実に向け努力しますので、会員の

皆様方のご意見、ご提案等どしどしお寄せ下さい。 

松山 勝利   

 
 

写
真
提
供 
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佐 

豊
実
氏 


