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ブランディング委員会 石井 大治郎  

３月２０日、とびうめアリーナ（太宰府総合体育館）及び博物館エントラ

ンスホールにおいて「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・文化を一体的に学ぶこと、またルールやマナーは勿論、その楽しさや

郷土を愛する日本人としての心を学ぶこと、この二つを目的に開催いたしま

した。当日は筑紫地区４７校中３０校、応募６３チーム（１８９名）の熱戦が繰り広げられ、

優勝の栄冠は前年ベスト８の雪辱を果たした太宰府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、本当に思い出となる楽しいイベントとなりました。 

当かるた大会は２回目になりますが、保護者を合わせると４００名強の参加があったこと、ま

た予選をかなり大きな施設で行い、決勝を博物館のエント

ランスホールで行なうなど初めての挑戦もあり、準備等か

なり大変でした。 

しかし、愛する会及びボランティアの皆様、ＪＣＯＢ及び

現役メンバーの方々のご協力により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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9 時 30 分開館と同時に各ワ－クショップごとにセパレートされ

た総合受付コーナーは子ども達が保護者に付き添われ笑顔で参加

券の配布を待ちました。 

九博のイベント担当者の提案で昨年から始めた「参加券」配布

方法は、ワークショップ参加を楽しみにしていた子ども達、対応

するボランティアにとっても大好評。お陰で各ワークショップコ

ーナーの子ども、保護者の皆さんが落ち着いて折り紙のコマ作りやミニ掛け軸作り等に取り組み、

ボランティアとの会話も弾み「九博子どもフェスタ」開催の趣旨に近づいたことを実感、これま

での開催での問題の一つがほぼ解決、工夫次第で改善できることを痛感しました。 

 「九博子どもフェスタ」は子ども達が、“博物館は面白くて楽しいところ”を体感できる数少

ないイベントの一つです。今後も継続したいイベントと考えますが

29年度（第10回目）は全面的に見直す必要性も強く感じています。 

例えば 

➊ インフルエンザ蔓延期の２月開催の件 

➋ 筑紫地区児童画展同時開催の件（九博は 29 年度から金・土曜

日の夜間観覧を計画中のため照明設置が必要） 

➌ ここ数年参加する児童が低年齢化のためワーショップの内

容・対応を考慮する件 

等々、２９年度出来るだけ早い時期に関係者が協議してより良いイベントにステップアップでき

ればと考えています。 

皆様の協力をお願いします。 

最後になりましたが、このイベント開催に当

たりご協力いただいた皆様に心から御礼申し

上げます。尚、九博ボランティア第３期の皆さ

んは今回が最後のイベント参加でした。６年間

本当に有難うございました。 

事業委員会 松岡良一 

 

 

（筑紫地区児童画展 2 月 21 日～ 26 日同時開催） 

整列して参加券をもらう人々 
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   3 月 24 日金曜日 

    電気記念日とピッカ美化活動の関連活動 

 

ピッカ美化隊長  橋本久弥    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九博オープン時より来館者への“おもてなし”のこころで始まって以来 12 年を超え続け

てきたピッカ美化活動です。このなかで地域の皆様と一体となり私達に似合った活動はと…  

先輩方の発想より実現した年 1 回の地域との協働作業日として続け、途中雨天で 1 回パスと

なり今年は 9 回の指折りとなりました。 

 

私達に賛同下さる 太宰府市・九州電力・九電工・馬場区町内会、それに九博の方々の参

加により恒例の開会式を執り行い、芦刈市長・西村九博副館長・山口九電所長のご挨拶と記

念写真撮影ののち作業開始し高所作業を除くメンバーは、混合し一体となり和気あいあいと

活動しました。なお今回の総参加者５０余名と数えました。 

作業終了後に簡素ながら懇親会を設けて感想など述べ合っていただき、ピッカ美化活動の

理解を深めて貰えたのではと感じています。 

懇親会もお開きに近づいたおり、突然に、仁◯加で一話をと、当会の

某氏に振ったところ快く引き受けられ、会場に大うけで疲れも吹き飛び

散会となりました。 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1479385036/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL21oZDYvaW1nMjcwLzQ1MC0yMDEyMTAyNTE1MjkyNTE5MzE0My5qcGc-/RS=^ADBRm1IEr1mwoCnieCfgTddRDnQM4k-;_ylt=A2RivbdMTixYSlAACReU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1479385036/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL21oZDYvaW1nMjcwLzQ1MC0yMDEyMTAyNTE1MjkyNTE5MzE0My5qcGc-/RS=^ADBRm1IEr1mwoCnieCfgTddRDnQM4k-;_ylt=A2RivbdMTixYSlAACReU3uV7
http://3.bp.blogspot.com/-q6nIdvuP3Tk/UbVvKKWbQ2I/AAAAAAAAUqI/vmjGBcBNAmU/s800/clock_1000.png
http://2.bp.blogspot.com/-M7knoAUPdaY/UbVvLNHwaaI/AAAAAAAAUqs/3wiWE7rvp3M/s800/clock_1200.png
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交流委員会 鷺山道子 

第 1部   

「宗像・沖ノ島と関連遺産群」がユネスコ世界文化遺

産に登録されようとしている今、「宗像・沖ノ島と大

和朝廷」と題し、 九州国立博物館 展示課研究員

の小嶋 篤さまにご講演いただきました。1月 1日

より九博で開催されていた「特別展」の内容として、

大和朝廷と筑紫・沖ノ島や朝鮮韓半島とのつながりが

古代の指輪、金銅製龍頭、

鏡、勾玉など多くの出土品で 

比較展示されている等、 

見どころ満載のご説明を頂きました。 

 

 

 

第 2部   

「大宰府の役人と文房具」と題し、九州歴史資料館 学芸調査室室長 

小田和利さまより、ご講演をいただきました。大宰府政庁周辺の役所

跡のひとつ、不丁地区からは本題に繋がる多数の硯・木簡が出土した

ということです。このことから、不丁地区には事務的官司と工房的官司

が存在しただろうと推定されるということでした。 

なお、九州歴史資料館では平成 28年度企画展「大宰府の役人と文房具」が平成 29年 1月

15日(日)まで開催されています。アクト 39号が発刊される頃には終了していますが、ご興味

のある方は、是非図録をお求めください。 

 

今回は、定員として 120名を予定していましたが、立ち見も出て 146名様のご参加を頂き、

関心の高さを強く感じました。愛する会の事業を福岡市内の方々にお伝えできたことも大きな成

果だったと思います。ご講演をいただきましたお二人の講師に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

九歴小田さん 

小嶋さん 

を終えて 

ちょっと一言 

九州国立博物館の裏手を流れる原川には、カワセミが

見られます。文化とともに自然も残したいですね。 

Ｍ.Ｉ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490859415/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC9pbWcvMjAxNTA2LzE3bC9nYXRhZy0wMDAwNzQ0NC5qcGc-/RS=^ADBhtuhYHru4g60LL7fsMfyDJWFIfI-;_ylt=A2Rivb4XZNtY7AkAnA6U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490859712/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ZyZWViaWVzLWRiLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMy8wNy9mcmVlLWlsbHVzdHJhdGlvbi1idXR0ZXJmbHktZHVuZWRoZWwuanBn/RS=^ADBbIMzqw15obxH0Uk7jqHBfD6.hxw-;_ylt=A2Riohc_ZdtYVRkApEeU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490859609/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50ZW1wbGF0ZW1pbGxpb24uY29tL2lsbHVzdC1hbmltYTUwMS5naWY-/RS=^ADB7u3HZKddyjyS7DJff_YZgCzYnjo-;_ylt=A2RimFDZZNtYGlQAVyyU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490859609/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC9pbWcvMjAxNTA2LzE5bC9nYXRhZy0wMDAwNzY0My5qcGc-/RS=^ADBzbM.OJZyzhHEClGovhoh9dTalc4-;_ylt=A2RimFDZZNtYGlQAVSyU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490859988/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QxODQ2LnBuZw--/RS=^ADB2YU.hHBfOYb_o8N_uwXwYTzWZbI-;_ylt=A2RivblUZttYGi8A51KU3uV7
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http://1.bp.blogspot.com/-4P-qdtGXfFA/UNLYzmN19xI/AAAAAAAAIM4/UXWGl9qkRZw/s1600/hiragana_35_to.png
http://4.bp.blogspot.com/-CErqyuSPmEA/UNMVPhLMovI/AAAAAAAAIaw/1NrAtIqigHg/s1600/katakana_24_se.png
http://3.bp.blogspot.com/-At1PWp-T-lQ/UNMVuUzASMI/AAAAAAAAIfg/mxbF9w2UIpE/s1600/katakana_62_mi.png
http://1.bp.blogspot.com/-NCE1SG0K8OA/UNMVcZ9jRzI/AAAAAAAAIc4/Su9DCUjYFMg/s1600/katakana_41_na.png
http://4.bp.blogspot.com/-hOsFN0Dhn9k/UNLe0fakKeI/AAAAAAAAIVI/vzswSMWU0sg/s1600/hoka_06_yokobou.png
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1489738067/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Nkbi1hay5mLnN0LWhhdGVuYS5jb20vaW1hZ2VzL2ZvdG9saWZlL20vbS1pMy8yMDExMDQwOC8yMDExMDQwODE4MjMwNy5qcGc-/RS=^ADB6RzpdkTaDTrEDK21BiSmFvnHc7c-;_ylt=A2RimVLTR8pYNDMAPWiU3uV7
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平成 29 年 3 月 24 日 

 

 

 

 

 本年度、「NPO 法人九博を愛する会」は 10 周年を迎え、昨年 6 月の総会において会員さ

まのご意見をお聞きし、その後理事会で十周年記念事業実行委員会を設置しました。記念事

業に関しては、新たな事業をおこなうのではなくて、現在活動している事業を振り返り、よ

り深める考え方で、それぞれの事業に 10 周年の冠を掲げて実施しました。昨年 9 月 25 日開

催『第 11 回太宰府古都の光』では九博の地太宰府が全国 18 件の日本遺産の一つに認定され、

共に祝う形で実施し、直後の 9 月 27・28 両日には伊藤嘉章副館長にご案内され『京都国立

博物館研修旅行』を会員の皆様と学び楽しみました。『太宰府市民政庁祭り』では初の試みと

なる九博特別展招待券クジ付きわた菓子販売を行い 367 本完売で大いに盛り上がり、収益を

会の運営費に充てました。明けて 1 月 8 日に九州国立博物館情報の出前事業『第 6 回九博ふ

るさとセミナー』を初めて福岡市内へ出てアクロスの円形ホールにて開催しました。2 月 26

日には『第 9 回子どもフェスタ』、また 3 月 20 日の九博デーには、日タイ修好 130 周年記念

の九博特別展『タイ ～仏の国の輝き～』と関連した第 2 回つくし郷土子どもカルタ大会とし

て、61 チームの参加のもと、太宰府市とびうめアリーナで予選を行い、九州国立博物館エン

トランスホールにおいて決勝トーナメントを実施し、盛況のうちに終了しました。優勝者チ

ームの小学生たちは夏休みに「タイ」に招待旅行を致します。また 5 周年の時に目標に掲げ

た NPO 法人化は、昨年 12 月 1 日に登録を終え、会員様ほか内外にむけ、風通しの良い、よ

り透明度の高い組織へと展開致します。 

現時点においては、総会を行う 6 月 24 日土曜日に九州国立博物館において実施する 10 周

年記念式典に向かって、実行委員会で協議を重ねているところです。基本的な考え方は、対

外的にアピールするのではなく、会員さまを対象にした講演『全日本博物館学会会長 布谷

知夫氏』を予定するなど、アットホームな式典をすることを考えています。実行委員会では

今後 10 年間のビジョンをどうするのか？また今後 10 年間のビジョンをどうするのか？記念

誌をどのようなものにするか？などを現在協議しています。 

6 月 24 日に九州国立博物館にて、会員の皆さんと一緒にお祝いをしたいと考えておりますの

でご参加のほどよろしく御願い申し上げます。 

川添廣志   

 

九博を愛する会 10 周年の進捗状況報告 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490944867/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90MTkucGltZy5qcC8wMTAvMjk2LzM2OS8xLzEwMjk2MzY5LmpwZw--/RS=^ADBjapzdSa0q4b_hUNW0UNaHIQ_mx0-;_ylt=A2RCKwfjsdxYGXIAclSU3uV7
http://free-line-design.com/?p=379
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490944867/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90MTkucGltZy5qcC8wMTAvMjk2LzM2OS8xLzEwMjk2MzY5LmpwZw--/RS=^ADBjapzdSa0q4b_hUNW0UNaHIQ_mx0-;_ylt=A2RCKwfjsdxYGXIAclSU3uV7
http://free-line-design.com/?p=379
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490860094/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NvemFpbmcuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8xNTB4MTUweGxhZHlidWcucG5nLnBhZ2VzcGVlZC5pYy41NVhzbmRRYTE2LnBuZw--/RS=^ADBZUq9T_ZJmL4ACOUO6OoQPvMBkxw-;_ylt=A2Riva..ZttYfQYAXkaU3uV7
http://4.bp.blogspot.com/-7T-JzvxK5y0/UNO15R_x8oI/AAAAAAAAIvY/q6WNM45XVhE/s1600/number_1.png
http://3.bp.blogspot.com/-tYr6u3ie0s4/UNw-x5hdEYI/AAAAAAAAJ0Y/dqcpRVu4vr4/s1600/number_0.png
http://2.bp.blogspot.com/-xwZAvsePJvE/U-8GNmdbwZI/AAAAAAAAk04/21MzBYRqG1A/s800/alphabet_character_t.png
http://2.bp.blogspot.com/-LfHbqLCKPMw/U-8GIBKkdsI/AAAAAAAAkzU/Qz0opdVpD4g/s800/alphabet_character_h.png
http://free-line-design.com/?p=379
http://free-line-design.com/?p=379
http://free-line-design.com/?p=379
http://illust-hp.com/img/ringoniko.png
http://illust-hp.com/img/ringoniko.png
http://illust-hp.com/img/kurowaku8.png
http://illust-hp.com/img/kurowaku8.png
http://free-line-design.com/?p=379
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特別展「タイ～仏の国の輝き～」へのお誘い 原田あゆみ（九州国立博物館） 

 

 

 

「タイ～仏の国の輝き～」へのお誘い 

九州国立博物館学芸部企画課 特別展室長 原田あゆみ  

タイでは、ひとびとの日々の暮らしの中に仏教が息づいています。バンコクのような大都市で

も、地方の農村でも、朝、托鉢をする黄衣の僧侶に供物を捧げる人たち、寺院に詣でる人たちの

姿は、日常風景としてそこにあります。本展覧会では、タイの人々の生活と切り離すことができ

ない仏教を柱に、その造形美術を通して、各時代の理想に迫っていくことを心がけました。展覧

会場では、タイに仏像が伝来した 5 世紀から近代まで、とても長い時代をお客様に旅していた

だきます。各時代の仏像のお姿の違いを見ていただくと、各時代の好みがよくわかります。 

（写真１：仏陀遊行像 スコータイ時代 14－15 世紀 サワンウォーラナーヨック国立博物館） 展示室の

最初では、タイ族の国が興る以前、タイ文化が芽吹く土壌を形成した国々

の仏像もご紹介しています。それらと比較して見ていただくと、タイ人は

重々しいものよりも軽やかで優美な姿を好んだことを感じていただけるで

しょう。仏像のほかにも、それぞれの時代で流行したものもあります。ド

ヴァーラヴァティー時代には、石造の法輪を仏塔や仏像とともに祀ってい

たようです。（写真２：法輪 ドヴァーラヴァティー時代  

7 世紀 ウートーン国立博物館） 

仏教のほかにもう一つ展覧会の柱として立てたの

は、日タイ交流史です。明治 20 年の日暹国交樹立は

（タイは当時暹羅【シャム】と呼ばれていました）、

近代国家としての交流のはじまりですが、わが国とタ

イの交流の歴史は、琉球王国の中継貿易から数えると

600 年におよびます。このたびご紹介する日タイ関係

資料の中には、アユタヤーの日本人町の頭領として知られた山田長政（？

〜1630）に関する資料もあります。長政の肖像画は皆さまも教科書などで

一度は見たことがあるのではないでしょうか。 

（写真３：山田長政像 江戸〜明治時代 19 世紀 静岡浅間神社） 

今回、タイ文化省芸術局の特段のご配慮をいただき、タイの門外不出

の名宝の数々が九博にやってきました。また、九博とタイ芸術局が協力

して調査や保存修復を進めてきた作品も含まれています。これまで決し

て国外に出陳されることのなかったタイの国宝が日本に来ることになっ

たのは、九博とタイ芸術局が長年温めて来た信頼関係あってのことです。

九博を愛する会の皆さまの中には、2011 年にバンコクで開催された日タ

イの展覧会に足を運んでくださり、タイの皆さんと交流を深めた方がた

くさんいらっしゃいます。タイの皆さんにとっても、九博に来て愛する会の皆さんと一緒に「ぴ

かぴか隊」としてゴミ拾いをしたこと、皆さんにご招待をいただき温かいおもてなしを受けたこ

となどが、とても良い経験となっています。こうした人と人のつながりが、今回の展覧会に結び

ついたのです。 

特 

別 

展 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490944867/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90MTkucGltZy5qcC8wMTAvMjk2LzM2OS8xLzEwMjk2MzY5LmpwZw--/RS=^ADBjapzdSa0q4b_hUNW0UNaHIQ_mx0-;_ylt=A2RCKwfjsdxYGXIAclSU3uV7
http://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s47.html
http://illust-hp.com/img/kurowaku13.png
http://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s47.html
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新しい年度に当たり、九州国立博物館では様々な刷新や取り組みが行われるようです。 

１．まず、当会報誌「アクト」や「ふるさとセミナー」で随時ご紹介してきました文化交流展示

室の「トピック展示」の名称が「特別展示」と変わります。 

九博のホームページによれば、「より面白く、知的好奇心を刺激する独創的な展示を展開し

ます。ご期待ください。」とのことです。「特別展」に迫る更にバージョンアップした企画、

地域に密着した企画を期待したいです。7 月の「アクト 40 号」から「特別展示」の紹介を

してまいります。 乞う、ご期待！？ 

本年の「特別展示」の予定 

➊「水の中からよみがえる歴史」－水中考古学最前線－ 

平成 29 年 7 月 15 日（土）～ 9 月 10 日（日） 

➋ 対馬－遺宝にみる交流の足跡－ 

平成 29 年 8 月 8 日（火）～ 9 月 18 日（月・祝） 

➌ 神と仏と鬼の郷－国東宇佐六郷満山 

平成 29 年 9 月 13 日（水）～ 11 月 5 日（日） 

 

２．夜の九博～毎週 金曜・土曜 は開館時間が 午後８時 まで～ 

夜間開館が 4 月 28 日（金）より開始されます。夜の博物館観覧、

ちょっとワクワク楽しみです。4 月 28 日（金）には、夜間開館オー

プニングセレモニーが 17：30 より行われます。 

イベント➊ サラ・オレインミニライブ 

    イベント➋ ソフトバンクホークス王貞治会長によるトーク 

  イベント➌ 点灯式他 夜間開館スタート 

 

３．九博の周りの庭園（公園）は  の名所に変身中？ 

庭園には沢山の桜の木が移植されたのをご存知ですか？まだまだ小さな木ですが数年も

すると桜の園になることと思います。更にエスカレーターの横の山には成木のしだれ桜が

移植されて夜間開館開始の頃には丁度見ごろになるでしょう。 

それに先駆け 4 月 22 日（土）夜間開館プレイベント（17：00～17：00）では、プラント

ハンター西畠清順氏のトークショーとプロデュースによるしだれ桜の群生披露が行われま

す。どうぞ夜の九博へお越しください。 

 

４．変更されます 

平成 29 年 4 月 1 日から「九州国立博物館友の会」と「九州国立博物館パスポート」の年会費

や特典内容が変わります。詳しくはホームページなどでご確認ください。 

（T・S）  

九 博 情 報 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490958262/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zYWktY3JlYXRlLmNvbS9faW1nL2NsaXBhcnQvMjAxMi9jbGlfMDQwMi5qcGc-/RS=^ADBgcdR241CqH3zdTaCFirCETp_PUU-;_ylt=A2RCL5015txYSzwASAaU3uV7
http://www.kyuhaku.jp/event/170329/170329.pdf
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        インドの列車と世界の底の街バラナシ  

広報委員会 藤村 信一  

 今年の１月母が亡くなり、６年前に亡くなっ

た父の骨と一緒にガンガー（ガンジス川）に流

すためにインドへ向かった。 

２０時３０分ニューデリー発、バラナシ行きの

列車は時間になっても駅にも到着せず、頼りに

なるのは電光掲示板だけ、何番線から発車する

のかも解らない。結局、夜中にやっと１３番線

に入線し、４時間２０分遅れて、日をまたぎ、

０時５０分に出発した。 

ニューデリーからバラナシ間、約９００ｋｍを

１２時間の予定。２等寝台で一人１８２５ルピ

ー（３６５０円）である。 

同じコンパートメントはインド人の家族だ

った。バックパッカーなので、バックをワイヤ

ーで寝台の柱に括り付け、更にそれを枕にして

寝るので安心して熟睡できる。 

朝になるとチャイ売りがポット片手に周って

くる。チャイ一杯１０ルピー（２０円）これが

旨いので、日に３杯は飲む。 

途中駅に止まる。列車のドアは手動で自分で開

ける。走行中、列車内は禁煙なので、そのドア

の所へ行き、勝手にドアを開けてタバコを吸っ

ていた。 

どのくらいの時間駅に止まるのかもわからな

い。人々はホームに降りて朝ごはんのお弁当や

飲み物などを買っている。 

やがて列車がガタンと音を立て動いてすぐ止

まり、１０秒位するとゆっくり走り出した。皆、

列車に飛び乗る、私も慌てて飛び乗った。 

何をするも自由だが、全て自己責任である。日

本ならやれ安全対策がどうの責任問題がどう

のと大騒ぎだろう。 

列車がホームにかかっている間はゆっくり

走り、ホームから外れると速度を増すというや

り方だ。次の駅から最初のガタンで列車に乗り

込むようにした。 

列車は更に４時間遅れて、ほぼ夕方の５時頃、

バラナシに着いた。 

結局、１６時間列車に乗っていた事になる。 

何とか６時の、ガンガーのガートで行われるヒ

ンドゥー教の儀式に間に合った。 

やっと来た・・・ガンガーはヒマーラヤの娘、

黄泉の入口、大河である。 

次の日、未明に起き、ボートでガンガーへ漕ぎ

出す。灯明をつけまず川へ流す。 

やがてガンガーを朝日が染める頃、父と母の遺

骨は聖なる河ガンガーに静かに呑み込まれて

いった。 

ありがとう、ありがとう、ありがとう。 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

春はあけぼの、やうやう白くなりゆく山…… 

宝満の山すそが薄いベールにつつまれる春の

早朝の散歩もいいものですよ。今号は春にふさ

わしく、元気な子どもたちのかるた大会そして

九博子どもフェスタを中心にお届けしました。

どうか「アクト」を飽かずにお楽しみ下さい。 

松山 勝利   

 

ガンガーのガート 

ガンガーに昇る朝日 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Homan_zan_01.JPG
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Homan_zan_01.JPG

