
 1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         平成 28 年度 九州国立博物館を愛する会 総会を終えて   

理事長 川添廣志  

去る 6 月 18 日「九州国立博物館を愛する会」は、九州国立博物館の研修室にて太宰府市長

を初め、顧問の皆さん、会員の皆さんのご出席のもと総会を開催させていただきました。本年

の総会は例年と違い、念願のＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）申請の審議をおこなう大事な

総会でもありました。順調に行けば、数ヵ月後にＮＰＯ法人格を得ることできる予定です。会

員さんから九州国立博物館を愛する会がＮＰＯ法人になったらどうなるの？と聞かれます。Ｎ

ＰＯ法人格を得ることによって、法人としての権利や義務、責任の所在がはっきりし、行政は

もちろん 博物館の方たちからもこれまで以上に信頼してもらえる団体になれると考えます。

また福岡県の監督のもと、毎年活動を報告しなければならない立場になり、透明性をこれまで

以上に持つ事となります。本年、九州国立博物館を愛する会は 10 周年を迎え、会員の人数も

法人・個人を含め、300 人を越える団体になりました。九州国立博物館と市民とのかけはしと

なり、九州国立博物館を盛り上げる大事な使命を果たすべく、活動の意義をみんなで充分に認

識しながら取り組んでいきたいと考えます。 

その為には会員の皆さんのご協力また活発な活動が大

切になります。本年も役員一同一生懸命に頑張ってまい

りますので、ご支援のほどよろしく御願い申し上げます。 

会員の皆さんが楽しく・心の充実・知的満足を感じる

活動ができる会にしましょうね。 
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九博デ 

愛する会各委員会活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度  通 常 総 会   6 月 18 日（土） 

日　付 平成27年度　活動内容 委員会 場　　所 参加者
4月6日 ピッカ美化隊定例活動 事業 九博 ６名

4月7日 九博館長歓送迎会 交流 九博グリーンハウス ２６名

4月15日 会報誌「アクト３１号」６００部発行 広報 九博会議室 ６名

4月17日 ピッカ美化隊定例活動 事業 九博 ９名

4月21日 特別展観覧例会「九州の群雄とアジアの波涛」 総務 九博ミュージアムホール １２２名

4月24日 事業委員会年度始め全体会議 事業 いきいき情報センター １８名

4月29日 九博ふるさとセミナー「大野城市」 交流 大野城　まどかぴあ １３０名

5月15日 ピッカ美化隊定例活動　ビオラ廃棄作業 事業 九博 １５名

6月15日 ピッカ美化隊定例活動　花壇施肥作業 事業 九博 ９名

6月19日 ピッカ美化隊定例活動　ポーチュラカ花壇植え付け 事業 九博 １３名

6月27日 愛する会総会　 総務 九博研修室 ８６名

7月1日 古都の光打合せ 事業 太宰府館 １５名

7月15日 会報誌「アクト３2号」６００部発行 広報 九博会議室 ６名

7月15日 古都の光準備 事業 太宰府館 １７名

7月21日 7/30計２回　古都の光影絵の準備 事業 大町公民館 計２９名

7月28日 特別展観覧例会「大英博物館」 総務 九博ミュージアムホール １０５名

8月3日 ピッカ美化隊定例活動 事業 九博 １０名

8月6日 8/18,23,27計４回　　古都の光影絵の準備 事業 大町公民館 計６６名

8月21日 ピッカ美化隊定例活動 事業 九博 ８名

9月3日 9/8,15,22,24計５回　古都の光影絵の準備 事業 大町公民館 計９７名

9月4日 九州ご当地博物館探訪取材 広報 いのちのたび博物館 ６名

9月18日 ピッカ美化隊定例活動　　 事業 九博 １１名

9月18日 古都の光（オブジェ作り） 事業 旧九歴倉庫 １８名

9月25日 古都の光（光のオブジェ・影絵）対応 事業 九博 ３０名

10月2日 政庁まつりオブジェ設営 事業 大宰府政庁跡 ８名

10月3日 政庁まつり当日対応 交流・事業 大宰府政庁跡 １９名

10月10日 九博ボランティアフェスタ設営協力 事業 九博研修室 ６名

10月11日 九博ボランティアフェスタ影絵公演 事業 九博研修室 ２２名

10月16日 ピッカ美化隊定例活動 事業 九博 １１名

10月19日 会報誌「アクト３３号」６００部発行 広報 九博会議室 ６名

10月29日 ピッカ美化隊　花壇つくり準備作業 事業 九博 ５名

11月2日 ピッカ美化隊　花壇ビオラ植え付け作業 事業 九博 １５名

11月5日 特別展観覧例会「美の国　日本」 総務 九博ミュージアムホール １３１名

11月12日 ふるさとセミナー・親睦旅行協議 交流 いきいき情報センター １０名

11月20日 ピッカ美化隊定例活動 事業 九博 ７名

11月29日 会員親睦旅行「長府城下町といのちのたび博物館」 交流 北九州市・山口県 ４５名

12月12日 ふるさとセミナー「那珂川町」 交流 ミリカローデン那珂川 130名

12月18日 ピッカ美化隊定例活動 事業 九博 １２名

12月21日 九博子どもフェスタ合同説明会 事業 九博研修室 １６名

1月7日 九博子どもフェスタ準備打ち合わせ会 事業 大町公民館 ２３名

1月12日 「会報誌アクト３４号」６００部発行 広報 九博会議室 ７名

1月15日 ピッカ美化隊定例活動 事業 九博 ４名

1月19日 特別展観覧例会「黄金のアフガニスタン」 総務 九博ミュージアムホール 106名

1月20日 愛する会新年会 総務 焼肉のかわはら ３６名

2月1日 子どもフェスタ合同説明会・チラシ発送 事業 九博会議室 １１名

2月2日 2/16計２回　子どもフェスタ準備練習会 事業 大町公民館 計４１名

2月15日 筑紫地区児童画展設営 事業 九博エントランスホール ６名

2月16日 ～2/21)筑紫地区児童画展 事業 九博 １０名

2月19日 ピッカ美化隊定例活動 事業 九博 ９名

2月19日 九博子どもフェスタ会場設営 事業 九博 １０名

2月20日 　「九博子どもフェスタ」　第１日 事業 九博 ２５名

2月21日 　「九博子どもフェスタ」　第２日 事業 （二日間で来館4,000名） ２５名

2月29日 わいがやカフェ検討会 総務 ぶくら 10名

3月21日 九博デー「高柴昭氏講演会」 総務 九博研修室 90名

3月21日 「つくし郷土かるた大会」 ブランド 太宰府館・九博 ３６２名

3月25日 ピッカ美化隊　電気記念日清掃活動 事業 国博通り一帯 40名
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カフェを体験して(^^♪ 

🎵 ♬  専務理事 青山博秋   

今回も企画側という事で体験しましたが予想に反し、かなり刺激的で楽しいセッションと

なりました。実は三年前には〝木村 航さん″という、お若く優しそうなファシリテーター

にお願いした企画。それが今回、ご存じの方も多いと思いますが、つくし路 100 ㎞徒歩の旅

団長で、県ボランティア研修でも講師をされたことがある、あの〝梶原日出男

さん″だったからです。何よりあの梶原さんの木村さんとは真逆な「インスト

ラクター」の性格も存じ上げていますので、もしかしたら「地獄の特訓」の様

な、激しいフィードバックがあったら…と心配していました(笑)。 

それが開始されるや否や、まるで漫才を聞くかのようなギャグ連発。会場も頻繁に笑いの

渦で始まりました。「男性は女性と、女性は男性と。知らない人とペアを組んで！」との掛け

声で、私が真っ先に駆け寄り選んだその人とは「原田知子」さん。そう確か御主人が衆議院

議員の奥様。もちろん遠目に存じ上げていましたが縁もゆかりもなく、講師の指示に素直に

従ったまでです。しかしながら…実は狙っていたのです(笑)。というのも前段の総会で専務理

事と言う立場上、会務運営の執行部でしたが、そこで原

田知子さんの素敵な人柄に魅了されたからです。通常こ

の手の催しに政治家やその奥様が来られたならば、ご挨

拶を頂きＰＲされるのが目的ですよね。それがご挨拶さ

れる機会をあえてご辞退され、スムーズな会務運営にご

配慮頂いたばかりか、本来ならば出席する必要もないその後の「わいがやカフェ」にまで、

それも最終最後までお付き合いを頂いた程です。私は正直、「すごい！ご主人は絶対この奥様

の力にも助けられている！」と確信しました(笑)。そこで自己紹介から始まり楽しいひと時も

過ごせました。さらに！セッションはここで終わらず、なんとその後にも別のお二人の奥様

方とも「人生で楽しかった事」「辛かった事」を語り合い、見ず知らずの方との出会いが、こ

うも短時間で親しくなれるものかと、人間の持っている…、否、私自身が持っている心のデ

ィフェンスの存在、そしてその為に失っている相互理解や共感という喜びの機会を、自ら放

棄している事にも気づかされました。またそのお二人の方とのセッションにもセレンディプ

テイと言いますか、邂逅というものをつくづく感じさせて頂く場となりました。 

最後に 4 人一組での「100 年後の九博」「100 年後の愛する会」というセッションでは、今

まで考えたこともない問いかけであったにも関わらず、「タイムマシンが設置してある」「愛

する会が九博を運営している」等々、意外な答えが出てきて、大いに夢が膨らんだ次第です。

まさに愛する会とは、人と、自分と、そ

して、可能性に出会う場所だと、認識い

たしました。 

是非今後ともこのような企画を多くの

会員と共有したいと思っております。 

ありがとうございました。 

それじゃ、そこの方 
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交流委員会では、会員相互の親睦を深め、歴史と文化を

学ぶ「京都国立博物館を訪ねる１泊２日の旅」を企画いた

しております。 

さらに第６回九博ふるさとセミナーは九州国立博物館で

開催される、特別展やトピック展の説明を、また福岡の歴

史や文化を、多くの方々に知って頂ける機会にと、福岡の

アクロスで開催出来る様に計画致しております。 

交流委員会の事業は会員の皆様と共に楽しみながら作り上

げていきたいと考えています。皆様のご参加を大歓迎いた

します。 

 

NPO法人格を取得することが総会で可決さ

れ、会の活動をさらに発展させるため、会員の

増加が望まれます。各例会やふるさとセミナー

において、拡大の報告と依頼をし、意識の醸成

を図り、会員の増強に努めます。さらに法人会

員の増加のため、法人会員になるメリットを打

ち出していきます。また、九州国立博物館のＰ

Ｒのため、法人会員向け卓上のぼりとトピック

展のチラシスタンドの設置を継続して行い、地

域との連携に繋がるように活動してまいります。 

総務委員会では、組織の中心的役割が

果たせるよう邁進いたします。 

特別観覧例会においては、会員に向け

て活動報告等を行い、情報発信の場を作

り、またホームページを活用してより広

く発信していきます。総会でご承認いた

だいた NPO 法人格移行については手順

に沿って申請を行ってまいります。これ

からもご支援の程よろしくお願い申し

上げます。 

 

 

本年度は NPO 法人化に至る軌跡を含

めつつ、「九博職域探訪」を計画してお

ります。若干不安ではありますが思い切

った角度から「私たちの九博」をご紹介

できるよう試みます。 

また十周年を迎えた愛する会が、地域

の皆さんや九博の皆さんからより一層

親しまれ、信頼されて、協働のステージ

にまた一歩踏み出すことを念じつつ、各

委員や会員さまのスナップも織り混ぜ

てみたいと思います。 

 

九博があり、私たちが住むこの「つくし」の地は、

全国でも有数の歴史の宝庫です。この特性を生かし、

本年度も我々は地域のブランディングを進めていき

ます。昨年度、大好評を頂きました「つくし郷土か

るた大会」を、さらにバージョンアップして開催い

たします。また来年日本・タイ国交130周年を迎える

に当たり、愛する会会員の皆様と共に積極的に国際

交流に勉めて参りたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

開館以来の“おもてなし”の清掃活動を続けます。本活動

が地域の方たちにじわじわと認識されつつあるにもかかわら

ず参加メンバーが固定化・減少傾向にあります。ぜひ、多く

の皆様に気軽に、都合のよい時で構いませんので参加して頂

きたく願っています。 

○定例活動日 月 1 回(第 3 金曜日 10 時半西鉄太宰府駅集合) 

交流委員会            廣田智子 

 

総務委員会   田中宏明 

 

ピッカ美化隊             橋本久弥 

 

拡大委員会         堀 悠祐 

 

ブランディング委員会      石井大治郎 

広報委員会        高野眞幸 

10 周年を迎える「九博を愛する会」、当委員会は、ほぼ毎年同時期に各種

イベントに取り組み、それなりの充実感を共有しながら進めてまいりまし

た。今年は市民目線に立って、活動の輪を広げていく事業に取り組んでまい

ります。事業委員会の皆さま、またご賛同いただける会員の皆さま、今年度

もどうぞ宜しくお願いします。 

事業委員会                松岡良一 
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   「吉野ヶ里遺跡」は弥生時代を解き明かすワンダーランドだった！ 

広報委員 藤村信一  

私達が歴史を振り返る時、何が一番知りたいかというと、案外その時代の

人々の生活実感ではないかと思う。ケースに収まった土器や矢じりや青銅器

などを見るだけではいまいち実感が涌かない。 

吉野ヶ里遺跡は紀元前５世紀頃から３世紀の後半までの弥生時代の遺構が重層的に重なった

弥生時代７００年の歴史の変遷をそのまま感じる事が出来る稀有な、例えばトロイの都に匹敵す

る世界的にも重要な遺跡ではないかと思う。 

約４０ヘクタールという環濠集落の広さは日本でも有数の規模で、現イランのペルセポリスや

現トルコのエフェソスといった世界有数の遺跡にもひけを取らない。 

そこに丁度邪馬台国の時代にあたる弥生後期の遺構が正確に再現されている。 

自然の段丘崖を利用し、深い環濠と丸太の塀に囲まれたその都は、邪馬台国もさもありなんとい

った風情で、北に神の祭祀を行う三層の大伽藍を中心とした聖域から、中程に政事を司る王や支

配階級の居住地域や当時の最先端技術の工房群、その南に庶民の民家が連なるという弥生時代の

集落の構造がよく解る。これは「座北朝南」という中国の思想に基づいているとボランティア会

長の久原さんに教えて頂いた。 

ガイドの皆さんの説明は解りやすく、吉野ヶ里はボランティアガイドの皆さんの力でより一層

生々しく実感できるものになってくる。 

そして、ともすると俗悪なテーマパークになりがちな復元遺構が、きわめて真面目に正確に復元

されていて、いながら楽しく見ることができる工夫が、「葉隠れ」鍋島藩の品性が今も残る佐賀

の人々の矜持を見る思いだった。域内にはゴミ一つ落ちていない。 

ともすると、この様な復元遺構はその歴史的重要さに拘わらず忘れられてサビれきっているか、

俗悪な観光地になっているかのいずれかである。そういう意味では本当に楽しくそして本当に歴

史の世界に浸る事ができる素晴らしい遺跡公園に仕上げられている。 

この古代の都を歩いていると何しろ実寸なので、広場の広さや柵の高さ、背振山の山並みなどか

ら、展示されている土器や武器などを使う弥生時代の人々の暮らしの実感が体に甦るような感じ

がした。 

最後に「お弁当や飲み物を持ち込んでピクニックの様なつもりでお出かけください。」と教え

て頂いた。勿論ゴミは全て持ち帰り・・。進化した吉野ヶ里遺跡に、昔行った事があるという方

も是非もう一度足を運んでみてはいかがでしょうか。 

開園時間                    

 

   

 

 

 

 

 

  

期間 開園時間

　6月1日～8月31日 9：00～18：00

　　上記以外 9：00～17：00

一般 団体 年間ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ

大人（15歳以上） 420円 280円 4,200円

小人（小・中学生） 80円 40円 800円

シルバー（65歳以上） 200円 200円 2,000円

幼児（6歳未満） 無料 無料 なし
吉野ケ里ボランティアさんと広報委員 ひみかちゃんと 

利用料金 



 6 

 

 

  

 

 

 

 

学芸部 特任研究員 臺信 祐爾  

 東山
ひがしやま

魁
かい

夷
い

（1908-1999 年）は、戦後の日本画、なかでも風景画に新境

地を開いた画家です。徹底した自然観察と自然との対話を重ねて作り上

げた東山芸術の世界を、《道》や《緑響く》などの代表作 84 件を通して

ご紹介します。初期から最晩年までの作品を扱う本展は、大規模な展示

替えを 8 月 8 日に予定しています。詳細は、当館 HP でご確認ください。 

 戦前の東京美術学校日本画科と研究科を修了した東山は、ドイツに向

かいます。日本と日本画を外から見てみたいと思ったからです。ほぼ 2

年間の滞在中に、第 1 回日独交換留学生に採用され、ベルリン大学で西

洋美術史を学びます。ヨーロッパ各地の美術館や名勝を訪ねスケッチを

重ねて、帰国します。 

 経済的な困窮や肉親の相次ぐ死、そして画壇で認められないあせりなどに苦しんでいた東山は、

昭和 20 年 7 月に 37 歳で応召されます。敵の戦車に爆弾を抱えて飛び込む訓練に明け暮れていた

8 月、熊本城の天守閣跡から見た阿蘇の風景に心の底から感激したといいます。絵を描くことを

あきらめ、死を覚悟する毎日でしたが、もし再び筆を取ることができたら、この感動をこめて風

景を描きたいと心の底から思ったそうです。ここに、風景画家としての東山の原点を見ることが

できます。 

 ほどなく終戦を迎え、21 年の冬に房総半島の鹿野山
かのうさん

 山頂から

見た夕暮れの雄大な風景に触発されて、《残照》を描きます。日

展の特選、政府買い上げとなり、ここから風景画家としての長い

活躍が始まります。 

 本展のハイライトは、東山が構想から完成までに 10 年もの歳

月をかけた、奈良･唐招提寺
とうしょうだいじ

御影
み え い

堂
どう

障壁画
しょうへきが

 全 68面です。全長 81m

を超える障壁画すべてが、通期で特別出品されます。御影堂には、わが国に戒律を伝えた唐の高

僧・鑑
がん

真
じん

和上
わじょう

（688～763 年）の姿を写した国宝鑑真和上坐像が奉安されています。東山は、多

くの苦難にあいながらも来日を果たした鑑真和上に捧げるために、鑑真が目にすることのなかっ

た日本の海と山（彩色画の第 1 期障壁画、1975 年完成）と鑑真の故郷・中国の山水（水墨画の

《道》 昭和 25（1950)年 

東京国立近代美術館所蔵(通期) 

《残照》昭和 22（1947)年 

東京国立近代美術館所蔵（通期） 

《揚州薫風》(部分) 

昭和 55(1980)年 

奈良･唐招提寺所蔵 

👀 

http://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s44.html


 7 

第 2 期障壁画、1980 年完成）を大画面に描いたのです。 

 律宗の総本山・唐招提寺を開いた鑑真が、6 度目の渡航でようやく薩摩の坊津
ぼうのつ

秋目
あきめの

浦
うら

に上陸し

た（753 年）あと、西海道を管轄する大宰府にお出でになったことを、皆さんご存知でしたか。

761 年には、東大寺に続き、東の下野薬師寺と西の大宰府観世音寺に、戒壇が設けられ、ようや

くわが国でも戒律を僧尼に授けることができるようになりました。観世音寺と戒壇を守る戒壇院

はそれほど大事なお寺なのです。 

 御影堂障壁画は、6 月 6 日の開山忌を含む 3 日間しか毎年公開されませんが、昨年度より御影

堂は解体修理に入っており、今後 5 年間程度、現地拝観はかないません。本展では、現地ほぼそ

のままに、会期中ずっと再現展示されます。この機会に是非、東山の畢生
ひっせい

の大作を間近でご覧く

ださい。 

 

 
 

 

 

 

 

 

火縄銃の世界  

■期間；平成 28 年 7 月 12 日（火）～9 月 4 日（日） 

■場所；文化交流展示室 関連第 11 室 

■概要；火縄銃の伝来から普及への歴史を以下の３章によって説いています。 

    第１章「アジアの火砲と火縄銃の伝来」 

 第２章「諸国の鉄砲鍛冶と砲術流派」 

 第３章「火縄銃その後」 

 

 

全国高等学校考古名品展 2016 

■期間；平成 28 年 7 月 20 日（水）～9 月 25 日（日） 

■場所；文化交流展示室 関連第 3 室 

■概要；全国の高等学校に保存されている考古資料が展示されています。 

    併せて地域の歴史や高校生の活動を紹介しています。 

今年度は８つの高校が出品しています。（福岡県では朝倉、嘉穂高校） 
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      「博物館の内側へ  －九博が市民に開かれた日－」  
              

まずもって、「九州国立博物館を愛する会」10周

年ですね。おめでとうございます。 

思い起こせば、県職員である私が異動により当時

の国立博物館対策室に転入してきたのが、かれこれ

12年前の 2004年４月。九博オープンの１年半前の

事でした。博物館の交流事業全般を担当することに

なったのです。当時はすでに建物は竣工しており、

「中身」を詰める段階でしたが、課題は本当に山積

しておりまして、なかでも特に悩ましかったのが

「館と市民との連携」です。 

初代三輪館長はかねてから「市民に開かれた博物

館」を標榜しておりましたし、市民の期待もまた、

悲願の国博がついに実現ということで恐ろしいほ

ど高まっておりました。にもかかわらず、専門性の

高い博物館と市民とを繋ぐ名案がなかなか浮かば

ずにいたのです。 

そこで、とにかく市民活動の現場に参加すること

から始めようと、私は「九州国立博物館を支援する

会 ボランティア研究部会（以下「部会」）」の定例

会に顔を出し始めました。 

そんなある日、部会主催の九博見学会に同行した

ときのことです。建設時の外観見学から始まったこ

の取組ですが、建物が竣工した後も依然として見学

者は館内に入ることができません。でも皆さんどう

しても中の様子が気になりますから、ガラスに張り

付くようにして一所懸命に館内を覗き込んでおら

れます。その姿に触れたとき、見学者をガラスの内

側へ案内することができれば「開かれた博物館」づ

くりが促進するのではと思い至りました。 

早速、館内見学会の実現に向けて関係者との協議

を始めました。が、もちろんそんなに簡単ではあり

ません。 

当時は外構工事の最中であり、館へのアクセスは

仮設通路に限られていましたし、展示室ではケース

設置なども控えています。安全面への配慮をはじめ、

クリアすべき課題が数多くあり、協議は時に停滞や

後退をしながら、半年もの間繰り返されました。 

それでも部会の皆さんの丹念で粘り強い交渉に

より、次第に問題点の整理がなされ、ついには現在

の総務係内に見学会専用デスクを置かせていただ

き（総務係のこの御決断には今でも本当に感謝して

おります）部会員が常駐して準備を行う体制が整備

されたのです。 

そうした準備が大詰を迎えていたある日、館から

「一般公募の前に、工事期間中に協力していただい

た近隣の方々を最初の見学会に招待しよう」との提

案を受けます。地域を大切にする良き提案であると

ともに、一般見学会に向けた最終テストでもありま

す。すぐに周辺の町内会長さんを訪ね、回覧板で参

加者を募っていただく一方、部会員の皆さんは見学

会の成功に向けて館内案内の練習を何度も重ねま

した。 

かくして 2004年 11月 24日、念願の館内見学会

が開催され、市民の方々―それも御近所の皆さん―

がついに博物館の内側へと足を踏み入れたのです。

高い天井に目をみはり、部会員の説明に熱心に聞き

入るその様子は、多くのテレビや新聞で報道されま

した。こうして、この日、九博は広く市民に開かれ

たのです。この地元見学会の成功を受け、一般向け

案内がスタートします。そして「市民が市民を案内

する」この取組は私たちの想像を超えて評判となり、

開館前の博物館へ―まだ宝物がないにもかかわら

ず―訪れていただいた方は半年間でなんと 8,000

人！非常に大きな成果を残すことができました。 

―こうして開館前の出来事を振り返ってみてあ

らためて思うのは、市民に対して九博の扉を最初に
、、、、、、、、、、、、、、

開いたのは、ほかでもない「愛する会」の皆さん方
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

だということです。 

そのＤＮＡをしっかりと継承していただき、これ

からも九博と市民の新たな出会いをたくさん作っ

ていただければと願っています。 

ところで、見学会の当日に大雪に見舞われたこと

がありましたよね。でも、そんな日も館内を一目見

ようと楽しみにされている見学者がいます。そこで、

館、部会、市、その他大勢の皆さんが力を合わせ、

仮設通路の雪かきをして、その上に「むしろ」を敷

き詰め、安全を確保して見学者をお迎えすることが

できましたね。 

あの日のことは、館と市民が連携した温かなエピ

ソードとして私の心に深く残っています。この先の

10 年もそんなエピソードを積み重ねながら歩んで

いけたらいいですね。がんばりましょう。 

 

  

 

 

 

編集後記 花菖蒲が水面
みな も

にその優美な姿を映す雨の季節は「九博を愛する会」の総会の時期でもあります。

今年の総会は愛する会の10周年そしてＮＰＯ法人化へ向け、会員の皆様の総意を受け次なる10年へ力強く新

しい歩みを始めた記念すべき会でも有りました。 

 今後ともアクト編集スタッフ一同愛する会の理念「3つのかけはし」すなわち、会員同士、会員と博物館、市民

と博物館のかけはし、以上の実現の一助になればと念じています。             松山 勝利   

 

元永 行英 
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