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ブランディング委員会   石井 大治郎  

先日２１日（月祝）、太宰府館及び九州国立博物館会議室においてつくし

郷土かるた大会を行いました。 

筑紫地区に住む子どもを対象に、かるたという伝統の遊びを通じて、この

地域の自然・歴史・文化を学ぶことの楽しさや郷土を愛する心、また日本

人としてのルール及びマナーを学ぶこと目的に開催いたしました。  

当日は筑紫地区４７校中４０校（筑紫野市・大野城市は全校）、応募１０

３チームの中から抽選された６０チーム（１８０名）の熱戦が繰り広げら

れ、優勝の栄冠は那珂川町の安徳小学校に輝きました。試合中は至る所で

子ども達や保護者の笑い声、嘆声が聞こえ、本当に

楽しげなイベントとなりました。 

今かるた大会は初めての試みで、保護者を合わせ

ると３００～４００名の動員があり、まさに試行錯

誤の大会でした。運営等不慣れな部分も多々ありま

したが、愛する会及びボランティアの皆様のおかげ

で何とかやり遂げることができました。 

本当にありがとうございました。 
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九博デー「ふるさと講演会」のご報告 

 

専務理事 青山博秋   

今回の第２０回九博デーには、カルタ大会の予選と並行し「ふるさと講演会」を開催

しました。 

高柴 昭氏の書籍タイトル「邪馬台国は福岡平野にあった」で、著者によるご講演、

休日朝からの開始にも関わらず、お陰様でお申込みをお断りするほどの盛況ぶりでした。 

ところで先日、那珂川町の市政施行への階段が示されました。関係各位には悲願成就

の前進、心よりお喜び申し上げます。しかしながらここである事に気づきました。それ

はめでたくも市政準備に入ったと同時に「筑紫郡」という懐かしい響きもこの世から消

滅する…。その秒読みも始まったこと。ある意味「那珂川町」の存在だけで、「旧筑紫

郡」「筑紫地区」という昔からの連帯感、ゆるやかな一体感も感じていたのではないで

しょうか？それが無くなる…。私はそこに何か一抹の寂しさだけでなく、一種の危機感

を感じています。 

だからこそ活力あるうちに、後人の為に打てる

手立てを考え着手する。それが私たちに課せられ

た責務だとも思います。こんな想いで、広域で一

体感ある歴史コンセプトを発信、しかもインパク

トある「筑紫ブランド」として根付かせたい…。

その手段のひとつが今回の「邪馬台国」なのです。

おかげで満員御礼、質疑応答では情熱溢れるやり

取りも垣間見ました(笑)。 

ボランティアがブランディングなど、おこがましいと一笑に付されるやもしれません。

しかしクラウドファンディングや地域ストーリー等、まちづくりにも様々な視点やイノベ

ーションが求められる昨今。今後も互いに研鑽を積みつつ、引き続き皆様からのご協力を

賜ります様、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

高
柴
氏
の
著
書 

高柴氏の説明 
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平成 28 年 3 月 24 日  

平成 28 年度総会は、今後の九博を愛する会の活動について 

会員のみなさんと考える機会にしたいと思います。 

九州国立博物館を愛する会理事長 川添廣志 

6 月 18 日（土）午後から、九博を愛する会総会を九博研修室にて予定しています。 

終了後、引き続き 2 時間程度、ワールドカフェ方式の懇談会を開催致します。 

『ワールドカフェ』とは、議論を戦わせる経営会議などではなく、それこそお茶をのみ、

菓子をつまみながら雑談に近い雰囲気のなかで、それぞれの素の意見やアイデアを出して

もらう場です。 

愛する会は、2011 年に 5 周年のまとめをはかり、「今後 5 年間の方向性」を会員の皆さ

んに発表致しました。そしてその後の 2012 年に、会の運営の確認・見直しなどの観点か

ら、初めてワールドカフェ方式で意見発表の交流会を開催しました。一般会員の皆さんか

ら多くの意見・不満・提案が出されましたが、現状は如何でしょうか。達成できたことも

多くありますが、今後とも力を注いでいかねばならぬところもあると思います。今回も、

会員の皆さんが愛する会の活動や運営について、日頃思っておられることなどを幅広く掬

い上げ、今後の運営に活かしていけたらと考えております。ご提言の纏めは次回アクト 36

号に掲載して会員の皆様にお知らせしようと思います。どうぞ多数のご参加をお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
前回のワールドカフェ 

 

これはこうだよ 

ふむふむ 
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九博子どもフェスタ 
     今年は２日間開催しました 

 

平成２８年 ２月２０日(土)～２月２１日(日) 

児 童 画 展 ２月１６日(火)～２月２１日(日) 

事業委員会  宇都宮 隆志 

 「九博子どもフェスタ」は、今年度は昨年度の反省を踏まえ、２日間にわたり実施され、両日

ともたくさんの子どもたちに博物館へ来ていただきました。 

 ワークショップの数としては、１日目、２日目とも６種目で、計１２のプログラムを九博ボラ

ンティア等の皆さまといっしょに実施しました。 

 九博を愛する会は、例年好評の風車、折り紙、影絵の他、新規に、毛糸を編んで作るストラッ

プのプログラムを準備し、４種目で実施しました。各種目それぞれ１１２名から最多２２２名の

参加者がありました。 

 今回は、はじめての試みとして総合受付を設け、参加券

を配付し、子どもたちが希望するプログラムをあらかじめ

予約することによって、待ち時間の解消を図り、スタッフ

側から見ても余裕をもって対応することができました。 

 参加券の配付時間や、チラシでの告知等、一部改善の余

地が見られますが、次年度以降もこの方式を継続すること

が望まれます。 

 子どもたちのプログラムを準備し、愛する会とともに

子どもフェスタに参加頂きました九博ボランティアの皆

さま、特別参加頂きました壱岐市立一支国博物館の皆さ

ま、全般企画等を担当して頂きました九博関係者の皆さ

ま、筑紫地区児童画展を通じて、九博子どもフェスタを

盛り上げてくださいました小学校の先生方に心から御礼

申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

総合受付に並ぶ子供たち 

毛糸でストラップ  真剣です 

折り紙  風車できたかな？ 
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NPO法人検討中 

総務委員会 安田慶泰   

会員の皆様こんにちは。現在、我が会は NPO 法人への移行を検討しています。 

NPO 法人という名前はよく耳にすると思いますが、具体的にどんなメリット・デメリットが

あるのかよくわからないという方もおられると思います。 

そこで、本誌の貴重なページをお借りして、皆様に NPO 法人について説明させていただき

ます。文字数の制約もありますので、詳しくお伝えできていないかもしれませんが、本稿が

皆様にとって、愛する会の NPO 移行への判断材料になれば幸いです。 

Q ＮＰＯ法人って何？ 

A 正式名称を「特定非営利活動法人」といい、その名のとおり、営利を目的としない法人

です。愛する会が NPO 法人になるためには、総会で決議をして、福岡県に設立の認証を

してもらう必要があります。 

Q メリットは？ 

A NPO 法人に移行すると法人格を取得することになります。今までは、単なる任意団体と

しての扱いでしかなく、理事長の公的な身分証明もできないので、相手がどう扱ってくれ

るかゆだねざるを得ない立場でした。 

愛する会が法人格を取得することにより、次のような効果がのぞまれます。 

❶ 社会的信用の向上 ➡ NPO 法人は行政の認可を受けた団体ということで、それだけで

高い信用を得ることができます。また、法人としての権利や義務、責任の所在がはっきり

しますので、相手としては安心して取引することができるのです。 

❷ 契約の主体になれる ➡ 愛する会そのものの名義で取引をすることが法律上認められ

るようになります。愛する会の名義で銀行口座を開設することもできます。 

❸ 資金調達が容易になる ➡ 国や地方公共団体等は積極的に NPO 法人を支援していま

すので、助成金や補助金等の支援を受けやすくなります。対外的な寄付も期待できます。 

❹ 税金の優遇がある ➡ NPO 法人の場合、株式会社と違って、収益事業をしない等の一

定の条件はありますが法人税、所得税等の税金はかかりません。 

❺ 資産が持てる ➡ 現金預金や不動産等の資産を愛する会名義で正式に持つことができ

ます。任意団体の場合、対外的には代表者個人名義にせざるを得ない場合もあって、代表

者に相続が発生したりすると非常にややこしくなることがあります。 

❻ 職員を雇用できる。 ➡ 愛する会として、職員の雇用ができるとともに、厚生年金や

健康保険、雇用保険に加入することができます。 

Q デメリットは？ 

Ａ NPO 法人になると、やはりあらゆる場面で責任が伴うことになります。法律上の規制

も受けますので、何をするにも組織的な決済が必要となり、機動的な対応が難しくなるかも

しれません。 

  さらに、福岡県の監督のもと、毎年報告をしなければならない立場になります。加えて、

申告義務や情報開示義務も発生しますので、なかなか運営としては大変です。しかし、この

ことは、NPO 法人の「透明性」にかかわることですので、面倒でも適正に行えば信用につな

がるのではないでしょうか。 
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九州国立博物館企画課主任研究員 市元 塁   

☆兵馬俑は何度も見るべし☆  

兵馬俑の展覧会と聞いて、みなさんはどのようなことが頭をよぎりますか。本展を担当す

る私のもとへは、「兵馬俑は何体くるのだろう」とか、「兵馬俑以外にどんな展示品があるの

だろう」といった期待の声が届くいっぽう、「兵馬俑ならむかし中国でみたからもういい」と

か「むかし展覧会でみたことがあるから見なくていい」といった言葉も耳にします。私は、

そうした方々にこそ、ぜひ本展を見ていただきたいと思っています。なぜなら、一生の間に

同じものを何度もみるというのはじつはとても大切なことだからです。一例をあげましょう。

皆さんにはそれぞれ、毎年楽しみにしている景色というものがあるかと思います。ご近所の

庭先のアジサイ、太宰府天満宮の梅、御笠川沿いの桜、水城のコスモス、宝満山の岩肌をう

めるドングリ。いろいろあるかと思います。それでは、そうした馴染みの景色をみたときの

心持ちというのは毎回同じでしょうか。きっとちがうと思います。その時々の自身の境遇や

積み重ねてきた人生の厚み、はたまた世界情勢、そういったもので、同じものを見たはずで

もおのずとちがう印象を抱くと思います。博物館も同じです。一度みたものをもう一度みる。

その行為の繰り返しは、自身の成長の定点観測にもなるのです。ですから、兵馬俑はもう見

たとか、知っているとかおっしゃる方こそ、何度も見ていただきたいわけですし、今回が兵

馬俑とのはじめてのご対面という方は、また次にみることの期待を胸に、本展に足を運んで

いただきたいと強く願っています。 

➡ここがみどころ   👀 

始皇帝と大兵馬俑展は 3 章構成です。第Ⅰ章では小国であった秦が、

天下統一を果たすまでの軌跡をたどります。そう、秦はもともと西周

という大国に属する小国だったのです。秦は、そうしたなかでも天下

号令の野望を抱いていたのでしょう。今回展示をする秦公鐘は、すが

たかたちは西周の鐘そのものですが、そこに鋳込まれた銘文は秦を賛

美するものでした【写真１】。 

第Ⅱ章は、始皇帝の時代の実像に迫ります。始皇帝が 

どのような宮殿に住まい、そこで見上げた瓦の模様はど

のようなものだったのか、彼がなしとげた度量衡や文字

の統一、そして中央と地方とをつなぐ行政システムとは

どのようなものだったのでしょう。ここでのおすすめは

特
別
展 

【写真１】秦公鐘  

春秋時代・前 8～前 5 世紀 

宝鶏市陳倉区楊家溝太公廟村出土 

宝鶏青銅器博物院 

 

背景の兵馬俑は無料画像です。 

http://farm4.static.flickr.com/3261/3801422499_e0edecce9f_o.jpg
http://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s43.html
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下水道管です【写真２】。日本では弥生時代であった頃の秦では、

かくも見事なインフラが整備されていたのです。 

 

👀見逃さないで！！ 

 

 

 

第Ⅲ章は、いよいよ兵馬俑の登場。選りすぐりの 10 体で構成されます。ところで、どうい

うわけか、兵馬俑は複製品しか海外には貸し出しされないと思われている方もいらっしゃる

ようですが、この 10 体は正真正銘の本物です。そして兵馬俑と来館者との距離感は、現地の

博物館でみるよりもずっと身近です。さあ行こう、九博へ！ 見よう、兵馬俑！ 

 

 

 

今後予定されている特別展のご案内  

 

 

特 別 展   

7 月 16 日(土)～8 月 28 日(日) 

 

日本画家 東山魁夷さんの特別展、開催が待ち遠しいです。

日本やヨーロッパの風景と向き合ったその歩みを代表作で

たどると共に、唐招提寺御影堂の障壁画が特別に出品され

るそうです。滅多にお目にかかれない物凄い大作が見られ

るというのは楽しみです。 

 

特 別 展  

10 月 4 日(火)～11 月 20 日(日) 

 

高山寺といえば何といっても｢国宝 鳥獣戯画｣ですよね。昨年秋ごろ、修理をして色いろ

新しいことが判ったとテレビなどでも特集が組まれていました。鳥獣戯画全 4 巻、九州

初公開だそうです。ぜひ、本物にお目にかかりたいですね。ほかに中興の祖、明恵上人の

生涯を彩るさまざまな名宝が展示紹介されるということです。 

今後の特別展もお楽しみにしてください。 （Ｔ・Ｓ） 

  

 

 

 

 

【写真２】取水口・水道管  

戦国～秦時代・前 3 世紀 

咸陽市咸陽宮殿址出土 

秦咸陽宮遺址博物館 

 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A2RAyghbmPJWOikAc7GDTwx.;_ylu=X3oDMTIwZTIyMW4yBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWMscWh2BHNjA1NaLVdJS0kEc2VjA3NjBHNsawNpbWc-/SIG=14emch6m9/EXP=1458840091/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E6%9D%B1%E5%B1%B1%E9%AD%81%E5%A4%B7
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   ・・・次なる１０年に向けて   －事業委員会の現状と課題－ 

 事業委員会 宇都宮 隆志  

 私は、九州国立博物館を愛する会（愛する会）には、当初賛助会員として、第３者的立場から

愛する会の活動を見て参りましたが、当時の事業委員長の勧めもあって、４年ほど前から事業委

員会に属し活動しております。 

 事業委員会の活動は、毎年９月に実施されます古都の光への参加、毎月実施しておりますピッ

カ美化隊による博物館周辺の花植え・清掃活動、年明けの２月に実施されます九博子どもフェス

タの実施・同時開催の筑紫地区児童画展の支援、並びに他の委員会等が実施するイベントの支援

が主な活動となっています。活動内容としては、古都の光では、光のオブジェづくり、影絵の上

演、九博子どもフェスタでは、折り紙や風車などの製作、影絵の上演が主な内容です。これらの

活動を実施するにあたっては、２～３か月前からの準備と練習が必要になります。活動に携わる

スタッフは、働いている方、他のボランティア活動との併用をやっている方など様々であり、全

員そろって顔を合わせる日が少なく、またスタッフの数も十分でないため、一人が複数の役割を

同時並行的にやれるよう準備日程や練習方法の工夫、学生ボランティアの活用などに配慮しなが

ら対応しています。   

 昨年１月九博ミュージアムホールで実施しました影絵に

よる「水城跡のものがたり」の公演は、水城築造１３５０

年の節目ということもあって、成功させるべくスタッフ一

同、心をひとつにしてがんばりました。やりとげたときの

爽快感は格別でした。 

 このような一連の活動が、愛する会の使命のひとつであ

る地域・市民との共生に重要な役割を担っているものと考

えています。 

 愛する会は、誘致する会、支援する会を引き継ぎ今年で１０年目を迎えます。 

九州国立博物館（九博）が昨年１０周年でしたが、愛する会のこれまでの１０年は、九博の歩み

とともに成長してまいりました。 

 九博は、次の１０年に向け、フィールドミュージアム構想や憩いの場、親しみのある博物館な

どステップアップした博物館像をめざしています。 

 愛する会の活動も更なる役割が期待されます。九博と地域・市民とのかけ橋として、何ができ、

何をしたいのか、もう一度原点に返り、諸施策を推進する必要があります。事業委員会としても、

この１０年の反省を踏まえ、市民目線に立ってどう活動の場を広げていくか、今後の検討課題で

あると考えています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 九州国立博物館も開館１０年目を迎えました。 

博物館と地域の人々を繋ぐ＜かけはし＞として、この毎回様々な歴史の文化・文物を学べる 

素晴らしい機会をより皆様に楽しんで戴けるように、広報誌「ＡＣＴ」も３５号を数えます。 

この「ＡＣＴ］という名前は、「愛する会」の活動がお題目や掛け声に留まらず、 

「行動(Action)」する事により、その思いを形にしていこうという願いが込められています。 

これからも「九州国立博物館」を盛り上げて参りましょう。   S.F 

 


