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子ども親善大使を擁して輝きの国タイへ 

理事長 川添 廣志 

 

 

 

  

子どもたちに「九州国立博物館を身近に感じてもらうこと」・「筑紫地区の歴史を知ってもらうこ

と」を目的にNPO 法人九博を愛する会が主催した「第 2 回九博子どもカルタ大会」は 3 月 20 日

に太宰府市とびうめアリーナにて 61 チームの参加で予選をスタートし・準決勝・決勝戦を九州国

立博物館にて行いました。参加の子どもたち全員に 4 月から開催される特別展「タイ～仏の国の輝

き」のチケットを配布致しました。其の中で太宰府小学校チーム（岩崎心暖さん・安永瑶桜さん・

馬場悠寧さん）が昨年の悔しい思いを糧に練習をして優勝されました。 

本年は日タイ修好 130 周年記念の年で、タイ展が日本にて開催され、日本展がバンコク国立博

物館に開催される年でしたので、NPO 法人九博を愛する会は宅建協会さまの協賛を受け、特別に

優勝チームの子どもたち（岩崎心暖さん・安永瑶桜さん・馬場悠寧さん）をタイのバンコク国立博

物館に子ども親善大使として派遣しました。 

7 月 28 日（金）福岡空港からタイのバンコクに向かって私を含め 10 名で出発しました。約 5

時間 30 分後に無事到着、雨季の為、時々スコールのような雨もありましたが、子どもたちは太宰

府市内とは一味違う活力と人と車の多さに驚いていました。 

7 月 29 日（土）ホテルを 8 時 30 分に出発、バンコク国立博物館に到着すると、館長のラッチ

ャノックさんが自らお迎えをしていただき、大感激でした。まずは勉強！ バンコク国立博物館の

学芸員さんに博物館の中をご案内をしていただきました。その後、別室で太宰府の名物土産「木う

そ」の贈呈式をおこない、館長と子どもたちとの懇談会となりました。タイのお菓子をいただきな

がら楽しいひと時を過ごしました。その後バンコク国立博物館では、亡くなられた前国王の葬式の

準備が行なわれていましたが、通常では立ち入ることのできない場所への見学ができたのは大きな

思い出になりました。午後からは時々のスコールの中、王宮・エメラルド寺院等の見学などをしま

した。世界各地から来ている多彩な旅行者の多さにも圧倒されました。 

7 月 30 日（日）は朝早く起きて、バンコクから 100 キロほど離れたタイ

ガー動物園を訪れました。虎の子どもたちと記念写真を撮り、ワニ釣りを

し、タイガーショーを見学、象に初めて乗ったり、わくわくとした一日を

過ごしました。福岡市動物園とはまた違った雰囲気のタイの動物園に驚き

の連続でした。日本では経験できない動物園見学であったと思います。 

7 月 31 日（月）に変わった夜中にバンコク空港を出発、朝 8 時 30 分に福岡空港に到着。飛行

機で寝るのもなかなか大変でしたが、短い期間に思い出が凝縮した親善旅行であったと思います。 

今回西日本新聞のバンコク支局の取材を受け、西日本新聞の朝刊に掲載され子どもたちの思い出に

なったのでは、と思います。最後に福岡県事務所の久保田さま・九州国立博物館の島谷館長を始め、

館の職員のみなさまには大変御世話になりました。大変ありがとうございました。 

九博を愛する会九博を愛する会九博を愛する会九博を愛する会九博を愛する会九博を愛する会九博を愛する会九博を愛する会 
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「八女市岩戸山歴史文化交流館いわいの郷」を訪ねて 

広報委員会 松山 勝利  

 今回、６世紀前半ヤマト王権を揺るがした大事件「磐井の乱」を率いた「筑紫
ちくしの

君
きみ

磐
いわ

井
い

」そして、

その一族関連の古墳及び資料を展示している「いわいの郷」を訪ねました。いわいの郷は、前身の

「岩戸山歴史資料館」が老朽化の為、岩戸山古墳の北側に 2015年 11月新装オープンしました。基

本的には旧館の資料を引き継ぎ、岩戸山古墳をはじめ八女古墳群から出土した貴重な資料を展示し

ています。当日はご多忙の中、交流館係

の石井龍一さまにご案内を頂きました。

古代人の生活体験や勾玉・石包丁作り等

ができる実習室そして定期的な歴史講座

を行う研修室等々素晴らしい設備が完備

されています。常設展示室は磐井の乱を

率いた「筑紫君磐井」にスポットを当て

古代八女の新たな「発見」をコンセプト

に我々を誘
いざな

ってくれます。埴輪、石人
せきじん

、

石馬あるいは鉄製の鎧、馬具など当時の

磐井一族がヤマト王権に対抗するだけの強大な力を有していた事を裏付ける貴重な資料だと思い

ました。見学後館員の方そしてボランティアの方々と交流しましたが、現在ボランティアの人数は

60～70代が中心で 30名との事でした。主に古墳の案内そして古代体験などのお手伝いをやってお

られるようです。郷土愛に満ちた熱い思いが伝わってきました。昼食後バスで移動、徐福伝説でも

知られている童男山古墳を見学しました。徐福は今から 2千数百年前秦の始皇帝から不老長寿の妙

薬を探すよう命を受け、海上を漂流の末八女で亡くなり、童男山に葬られたという伝説があります。

その同じ地に磐井一族が円墳を築き、童男山古墳として今に至っています。円墳は全部で 27 基あ

り、横穴式石室が多いのが特徴です。 

 今回の訪問でヤマトにも匹敵する北部九州最大の前方後円墳「岩戸山古墳」を目の当たりにし、

郷土の英雄「筑紫君磐井」の強大な権力を再認識させられました。 

 最後に今回お世話になりました、川述昭人館長はじめ関係者の方々そしてボランティアの方々に

厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 
  

 
所在地：福岡県八女市吉田 1562-1 

電話：0943-24-3200 
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平成２９年９月２５日（月）開催 

事業委員会 松岡良一 

今年の「太宰府古都の光」は＜壱の日＞９月２３日（土）、

＜弐の日＞９月２５日（月）、いずれも好天に恵まれ開催さ

れました。＜弐の日＞は太宰府天満宮秋の大祭、千灯明に

合わせての開催で、九州国立博物館はこのお祭りの点灯式

典会場です。この日、九博は月曜日の休館日（１８時～２０時まで４階文化交流展示室のみ特

別無料開館）に当たり来館者を心配しましたが夕刻から思いのほか多くの家族連れで賑わいま

した。 

私たち「九博を愛する会」は第２回目から九博会場を担当、影絵人形劇の

上演と大型オブジェの展示を続けてまいりました。今年の大型オブジェのテ

ーマは「九博・来春のしだれ桜」としました。ご承知の通り九博は今年４月

から「夜の九博」で毎週金・土曜日は営業時間を２０時まで延長し、また九

博北側庭園奥には８０数本のしだれ桜を植樹、来春から、桜のシーズンは景

勝地として期待されています。 

大型オブジェ作成に当たり今年は筑陽学園高等学校デザイン科の皆さんに一本の大きなしだ

れ桜を描いていただき、オブジェ周辺は満開のしだれ桜の花びらをイメージしたピンク色の絵灯

明で飾り付けして見ました。また、遠く山裾には皆さんに描いていただいた絵灯明に色とりどり

の蛍光紙を加工して飾りつけ「夜の九博」をイメージしてみましたがご観覧いただいた皆様、感

想はいかがでしたか。 

影絵人形劇上演は、今年は６年ぶりに「天神様のものがたり」を

演じました。 

影絵を演じてきたスタッフにとっては、一番思い出深い演目の一つ

で６月中旬からほぼ毎週一回の練習を積み本番に挑みました。当日

は点灯式典参列の来賓（太宰府天満宮宮司はじめ）の方々もほとん

ど影絵公演をご覧いただき天満宮の皆様にも好評だったとお聞きし

ています。 

この影絵上演には日本経済大学の女学生３名にも声優として参加いただき、またオブジェ設営

における電気配線他も元気な同大学生に積極的に参加いだきました。 

昨年も指摘しましたが、「太宰府古都の光」は２０年、５０年と伝統的なお祭りとして残して

いきたいと考えます。そのためにはより多くの人々が企画段階から参加できる仕組みが必要です。

今年、日本経済大学でこのお祭りについて５０数名の学生に説明する機会

をいただきました。 

最後になりましたが、会員スタッフは勿

論、九博ボランティア、日本経済大学の皆

さま、そして筑陽学園高校デザイン科の皆

様に心から御礼申し上げます。ありがとう

ございました。 

 

 

  

★  第１2 回「太宰府古都の光」は大盛会！！  ★ 

準備に大わらわ 
舞台裏はこんな感じ 
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今回はかねてから気になっていた「きゅーはく女子考古部」を、愛する会会員の島松尚宏さん

とご一緒に取材しました。平成 27 年から活動が始まり現在 3 期生の活動が行われています。 

残念ながら部員さんたちにはお会いできませんでしたが、九博職員で女子考古部マネージャー

の西島亜木子さんと山室翔子さんにお話を伺うことができました。 

➊ さて、女子考古部とは    

考古学好き、興味はあるがどうしたらいいかわからない女子のための部活です。 

➋ 次に活動内容や活動日は  

  活動期間は 1 年間(5 月～3 月)、活動日は毎月 1 回土曜日(予定) 年間 11 回活動 

  活動内容は第 1 回～第 4 回オリエンテーションと九博が準備したプログラム、第 5 回～第

11 回は部員による自主企画(自分たちが興味があることをする)の活動と「古代の宴」(活動

の発表会) 

➌ どのような活動  

・九博準備のプログラムでは、考古学の基本を学ぶ、九博を知る、太宰府史跡や近隣の遺跡を

巡る、古代の衣装（貫頭衣やアクセサリー）を作る。 

・2 年間の自主企画の活動では、縄文編みや籠作り、土器作り、古代食・縄文スイーツ(チョコ･

クッキー･コーヒー) 作り、舞の稽古と楽器（土笛・骨笛・古代琴）作り、古墳測量・各地の

古墳見学などを自分たちで提案・計画して取り組む。 

❹ 応募の条件等は  

 考古学に興味のある女性。初心者大・大・大歓迎！  

年齢は問いません。（但し小学生以下は保護者と一緒の申し込みで） 

 募集は 20 名程度、(現在活動中の 3 期生は小 1 から 70 歳代までの 29 名) 

 ブログやＳＮＳやメール・口頭などで「きゅーはく女子考古部」を発信してくれる方。 

❺ 活動を具体的に伺うと 

9 月のテーマ「貝とベニバナで布を染めてみよう！」では、吉野ヶ里近くの海のイボニシ貝を

採集し、そのパープル腺からほんの僅かの紫色の原料を抽出し布を染めることを体験すると

いう活動です。ベニバナ染めは吉野ヶ里公園の方に教わり染めます。貝で布を染めることを

貝紫染めと言い、古代から高貴な色で知られています。佐賀県の吉野ヶ里遺跡の墓から最も

古い布が見つかっているとのことです。おそらく古代の人になったような気持ちでドキドキ

ワクワクの体験だと思います。そして学問的な、基本的なことを自然に学ぶことができると

は何と深い！何と羨ましい！と思いました。 

わからないことは九博職員で女子考古部顧問の岸本圭さんをはじめ考古担当研究員さんたち

がいつでも指導してくださるとのこと、素晴らしい環境です。 

以前インターネットで「ファンファン福岡」の中に「きゅーはく女子考古部」を見つけて驚

いたのですが、部員さんたちも考古部での体験をＳＮＳなどで発信し、九博

をアピールしてくださっているようです。 

参加したい方は、毎年４月頃募集が行われます。もっと詳しく知りたい方は、

九博ホームページの「博物館ブログ 九博界隈」または、「ファンファン福岡」

をご検索ください。 

広報委員 佐藤敏子 
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➊ 東京まで車ば飛ばして、孫の結婚式に行

くことになった。インターチェンジのあ

たりで、スピードばゆるめたところがど

うかいな、ドンと追突されたばい。 

＊大丈夫やったとな～？ 

ああ、スピードも出とらんかったし、た

いして凹んどらん。まーだ九州道やった

けん、ショックばうまく吸収「九州」し

たごたる。♪ 
 

➋ 下関ば過ぎて調子よくとばしよったと

ころがどうかいな、山口県警の白バイか

ら止められたっタイ。 

＊切符きられたとな～？ 

いんや、中国道で止められたケン、忠告

「中国」だけで済んだバイ。♪ 

 

➌ 夜の 3時ごろ大阪ば抜けて、有名な

大山崎の合戦があったっていう天王

山トンネルに差し掛かったバイ。そー

したら案の定、甲冑姿の亡霊たちが出

てきたバイ。トンネル抜けても叫びな

がら追いかけて来よんなるバイ。 

＊どげんなったとな～？ 

ああ、怨霊やら時代遅れの迷信「名神」

って、笑ってバイバイしたバイ。♪ 

 

❹ 祝宴・お披露目まえのゲン担ぎで琵琶湖

の見えるとこで休憩したバイ。 

＊琵琶湖って海のごと広かっちゃろ～？ 

 そうたい、清々しか風の吹く大海原と一緒

たい。気持ちんよか～♪ 

＊オチはなかと？ 

 いっつもかっつもバカ言うとられん、ここ

は母なる海「産み」の前奏曲バイ。♪ 

 
 

❺ 腹減ったけん、一気に飛ばして静岡の由比パーキングエ

リアで名物のサクラエビ丼ば注文したバイ。 

＊美味かっちゃろ～？ 

ああ、はーいって店員さんの返事がしたけん振り向いた

ら、おらん。声だけしよる。あっ、それもそうタイ、ここ

は透明「東名」やったバイ。♪ 

 

 
 

●式場で新郎新婦に声かけたバイ。嬉しくて飛行機で飛んで

きたかったばってん、お前が非行「飛行」少年やった頃

ば思い出すけん、ちょこっと遠慮ばして車で来たとよ。 

＊爺ちゃん、そこまで気ば使わさしてごめん。ばってん、そ

れでようやく決心がついたバイ。 

●僕は天国からお呼びが 来るまで「車で」この嫁に一生、 

拘束「高速」されてもよか。♪ 

＊ばってん、中国道ってね。なして山陽道じゃなかったと？ 

●うむっ、お前のごたあお尋ね者じゃあ、陽のあたる道は通

れんと。♪ 
 

番 外 

まで

＜＜＜読者投稿欄＞＞＞ 

を設けました。 

俳句・川柳・短歌・エッセー・

料理レシピ等、お名前・連絡先

明記のうえ、気軽にご応募下さ

い。但し、文章等 1 ページに収

まるようにして下さい。600 字

～800 字に挿絵や写真含みます 

Tel.Fax：092-924-2222 髙野 

又右エ門 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1507120984/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Nkbi5hbWFuYWltYWdlcy5jb20vY2VuM3R6RzRmVHI3R3R3MVBvZVJlci8yMjM3MDAwMDE3Ni5qcGc-/RS=^ADBat3AYkOF9KVyGrUagi4ZjX_.5Jo-;_ylt=A2RCL7HXhdNZnw4ABlCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1507120984/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2dhaGFnLm5ldC9pbWcvMjAxNjA2LzMwcy9nYWhhZy0wMTAxNjIuanBn/RS=^ADBemIdzRpU.vDH2tO7mzefC.v7_uY-;_ylt=A2RCAwbYhdNZQEsApAOU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1507120984/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL21lZGlhLmlzdG9ja3Bob3RvLmNvbS9pbGx1c3RyYXRpb25zL2NpdHktcm9hZHMtYW5kLW1vdG9yd2F5cy13aXRoLWNhcnMtbG9ycmllcy1hbmQtYnVzc2VzLWlsbHVzdHJhdGlvbi1pZDQ2NzE1OTg1NA--/RS=^ADBtbUtCzzbH2MdgTW69uDNM9QfMoY-;_ylt=A2RCAwbYhdNZQEsA3gOU3uV7
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九州国立博物館 企画課文化交流展室 酒井田千明  

この秋、九州国立博物館では、特別展「新・桃山展―大航海時代の日本美術」を開催いたし

ます。開館より数えて５０回目の特別展となる本展は、室町時代 末期の「鉄砲伝来」から江戸

時代初頭の「鎖国」までの、約百年間に焦点を当て、この時代における日本美術や文化の展開

を、「文化交流」という視点から改めて見つめ直すものです。  日本では三人の天下人―織田信

長、豊臣秀吉そして徳川家康―が活躍したこの時期、世界では、ポルトガルのアフリカ西海岸

への進出を契機に、ヨーロッパ諸国によって新航路の開拓や新大陸の発見が展開されました。

ポルトガルと スペインは、アジアや南米に到達して交易と宣教を積極的に推進し、やがてオラ

ンダやイギリスも交易に参入してきました。アジアでは、遥か昔から近隣諸 国間での交流の歴

史がありましたが、ここにヨーロッパ勢力が参入にしてきたことで、交易ネットワークがヨー

ロッパや南米まで拡大しました―大航海時代の到来です。 

 

本展では、こうした日本を取り巻く世界情勢を背景として、三人の天下人がとったそれぞれ

異なる外交姿勢が、当時の日本美術にも反映されていたことに着目します。キリスト教に寛容

だった信長、南蛮ブーム全盛期の天下人だった 秀吉、そして、東南アジアとの交易を促進し、

メキシコとの通商を模索した家康。三人の天下人を各章の案内役とし て、それぞれの時代を彩

った名宝の数々をご紹介いたします。  また、本展では、大航海時代における日本と海外との

交流を、地球規模で 捉えることを試みています。交易によってもたらされた貴重な作品の数々

を通じて、様々な国・地域・民族が交わり、繋がった、国際色豊かな交流の様子をご覧いただ

きます。 

さらに、エピローグでは、日本初公開の外国製の屏風をご紹介いたします。大航海時代、日

本の屏風は世界に輸出され人気を博しました。残念ながら、日本から輸出された作例は現在見

つかっていませんが、メキシコやマカオでは、日本の屏風の影響を受けたと考えられる、油彩

画の屏風（ビオンボ）が制作さ れました。国外のコレクションに収められた貴重な屏風を公開

し、近世初期に日本絵画が海外の美術に与えた影響の軌跡をご覧いただきます。 

本展は、当館の開館以来のコンセプトである、「文化 交流」を軸に据えた特別展です。桃山
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http://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s49.html
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美術を代表する 狩野永徳や長谷川等伯による名画や、茶の湯の

名品も多く出陳し、国内外の世情や動向を背景にダイナミック

に展開した、日本美術・文化をご覧いただけます。 6 週間と

いう短い会期の展覧会ですので、ぜひお見逃し ないように、多

くの方々にお楽しみいただけましたら幸いです。  

  

  

  

 

 

 

 

■展示期間： 平成 29 年 9月 13 日（水）〜11 月 5日（日）  

■展示場所： 文化交流展示室基本展示室（一部）および第 5・6・7室  

■主 催： 九州国立博物館、 

国東半島宇佐地域・六郷満山開山 1300年誘客キャンぺーン実行委員会 

大分県立歴史博物館  

■特別協力： 六郷満山会  

■協 力： 西日本新聞社  

■概要： 大分県国東半島の山間に点在する数多くの寺院や行場を総称して「六郷
ろ く ご う

満山
まんざん

」といいます。

六郷満山では、伝説的聖僧・仁聞
にんもん

 によって始められた山岳信仰と宇佐神宮を発祥とする八

幡信仰が融合した独特な山岳仏教文化が花開 き、いまに受け継がれています。 

平成 30 年(2018)、六郷満山は開山 1300 年を迎えます。これを記念し、六郷満山の歴史と文

化を物語る信仰遺産をご紹介します。 

  ４章からなる展示で、独特の仏教文化を示しています。 

第一章 古代宇佐の仏教文化 遠く異国より海を渡り、豊国に伝来した仏教文化 

第二章 六郷満山の祈り   猛々しく切り立った岩山の麓ではじまった六郷満山の祈り 

第三章 国東の神と仏と鬼  古来、神と仏と鬼が共に在り、信仰を集めてきた六郷満山 

第四章 国東の石造文化   自然豊かな国東半島で育まれた力強く、素朴な石造物 
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飛鳥時代 7 世紀 

虚空蔵寺跡出土 

宇佐市教育委員会 
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        （公財）九州国立博物館振興財団専務理事就任の挨拶  
 

九州国立博物館 振興財団  

    専務理事 繁竹 治顕  
         

 九州国立博物館との“ご縁”は、開館１年目

の「うるまちゅら島 琉球展」に始まります。

太宰府に自宅を建て、希望かなって５年ぶりに

ＮＨＫ福岡放送局に転勤で戻ってきたところ

でした。以来、特別展の主催者というだけでな

く、地元の一市民として博物館に接してきまし

た。今回、振興財団の専務理事として博物館の

お手伝いができるのを光栄に感じています。 

 四半世紀をＮＨＫの報道現場で過ごしまし

た。記者として最初に勤務したのは青森県八戸

です。「地震が起きたらお前たちは八戸港へ行

け」。新米記者と若いカメラマンに課されたの

は、津波の警戒取材でした。ある時、上司にた

ずねました。「本当に津波が来たらどうしたら

いいのでしょうか？」。返事は何だったと思い

ます。「そんなことは自分で考えろ」。今は「危

ないところには絶対近寄るな」と指示しますが、

当時は理不尽がまかり通っていました。東日本

大震災の津波の映像を見て、あの頃だったらと

背筋が寒くなりました。 

 五輪など海外のスポーツ大会の取材で印象

に残っているのは、地域の人たちのボランティ

アとしての運営協力です。「好きこそ物の上手

なれ」といいますが、競技をよく知っている人

たちが、楽しみながら自分の持ち場を毅然と担

当します。取材陣にもまったく臆するところが

ありません。日本では学生アルバイトを使うこ

とが多いのですが、欧米ではこうした地域の人

たちの力が、大会運営の原動力になっていると

実感しました。 

 地域の文化を地域の力で育てる。「愛する会」

の皆さんと連携して、九州国立博物館を応援

したいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

編集後記 

「まほろばの移ろう刻
とき

に想いはせ若き日偲ぶゆきあひの空」 

私が拙い一首を詠ませて頂きましが、立秋の頃の空を 古
いにしえ

の人は「ゆきあひの空」

と表現したそうです。彼岸も過ぎ、一雨毎に秋の深まりを感じる今日この頃です。

しかしこの時期、夏の疲れがどっと出やすい季節でも有ります。皆さん身体には充

分気を付けて下さい。 

 さあいよいよ芸術シーズン到来、九博では「新・桃山展」が開催中です。大航海

時代の日本美術をぜひ鑑賞にお越し下さい。 

 松山 勝利   

 


