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第１３回｢太宰府古都の光｣は好天に恵まれました 

平成 30 年 9 月 25 日（火）18 時～21 時開催 

  

今年も｢太宰府古都の光｣の点灯式典は九州国立博物館で厳かに執り行われました。 

九博を愛する会は「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」 の世界文化

遺産登録を祝って大型オブジェを作成、また当日太宰府天満宮の千灯明に合

わせて影絵「天神さまのものがた

り」と新作の「しあわせの王子」を

公演しまた。 

大型オブジェの作成に当たって

は太宰府高等学校芸術科の生徒さ

んに夏休み期間を使って長崎の大浦天主堂をはじめ大村、五島方面

の教会絵と「長崎と天草地方の・・・・」シンボルマーク、並びに書

を描いて頂き、オブジェの手前には十字をイメージしたピンクの絵灯明で飾りつけました。絵灯明の一部は、

夏休みに入った 7 月、九博で来館者に「太宰府古都の光」の PR を兼ねワークショップを実施、心を込めた絵

灯明を当日飾りつけました。 

影絵の新作「しあわせの王子」は 8 月のお盆明けから人形の作成にとりかかり人形操作に入ったのは、9 月

の後半、前日の最後の練習まで心配しましたが当日は「バッチリ」、スタッフの実力に敬服しました。 

最後になりましたが、九博を愛する会会員は勿論、オブジェ作成にあたりご協力

いただいた太宰府高等学校芸術科、九州国立博物館ボランティア、そして 3 年前か

らオブジェの設営に積極的に協力いただき、また影絵の若者役で舞台に花を添えて

いただいた日本経済大学経営法科学生、職員の皆様、さらに気軽にご相談に乗って

いただける多くの皆様に心から感謝申し上げます。有難うございました。 

                         事業委員会 松岡良一 
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小郡市アンビシャス影絵 

 小郡市での影絵の上演とワークショップ  

                             事業委員会 宇都宮 隆志 

  

 私たち事業委員会会は、今年７月２２日（日）、小郡

市の生涯学習センター２５周年記念イベントとして

開催されました『２０１８Ｌet sGOアンビフェスタ』

に１６名（川添理事長他）の皆さんで参加し、影絵の

上演とワークショップ（子どもたちによる人形制作等）

を実施しました。 

 影絵の会場には、足を運んで頂きました親御さんや

子どもたちをはじめ、１００名を超える方々の参加者

がありました。 子どもたちの中には、影絵をはじめ

て見たという子も多く、親御さんの間では、はじめてで面

白かった、親子といっしょに楽しめた、また見てみたいなどの感想が寄せられました。アンビシ

ャス広場で私たちのお世話していただきました伊藤浩一さまからは、「楽しい影絵づくりと試写

で大喜びをしている親子を見て、私自身とても心が和みました。これも愛する会の皆様のお気持

ちが会場にあふれていたからだと思います」とのお礼のメッセージを頂きました。 

 また当会場には、九博を愛する会のはじめての「のぼり」が立ち、会のＰＲ用として、新しい

取り組みも始まりました。 

 記念事業のイベントでこのような場を与え

ていただきました小郡市・小郡市アンビネット

地域連絡協議会、生涯学習センターの関係者の

皆様に厚く御礼申し上げます。 
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きゅーはく突撃取材 

《特任研究員室 臺信祐爾氏を訪ねて》 

広報委員会 松山勝利 

 炎暑とは伝え、木々を渡り来る風には若干涼しさを感じる処暑のある一日、今回の突撃取材は特

任研究員の臺信祐爾氏を訪ねいろんな興味深いお話を伺いました。 

＜プロフィール＞ 

 福岡生まれの臺信氏は、学生時代から西洋美術に興味を持たれ、大学卒業と同時に国際ロータリ

ー財団の奨学金制度など活用され、ベルギーの大学で 3 年間研鑚を積まれました。帰国後、更に仏

教美術を九州大学の修士課程で学ばれたそうです。 

1984 年には東京国立博物館に奉職され、2004 年には九州国立博物館設立準備室に移動し、九博の

設立業務に尽力され、今日に至っておられます。文化財課長と企画課長を経て現在は特任研究員と

して、その幅広い人脈、知見を活かされご活躍されていますが、主に特別展の企画運営そして 4 階

の文化交流展示室関連第 8 室「遣唐使とシルクロード」の内、シルクロード関連企画に携わってお

られます。臺信氏が中心となった特別展は、2007 年の「本願寺展」の大谷探検隊関連コーナーに

始まり、つい先般終了したビュールレ・コレクション「至上の印象派展」まで 10 回に上ります。 

＜特別展の思い出＞ 

その中でも特に印象に残った展覧会は 2011 年の「草原の王朝～契丹展」と 2016 年開催の「黄

金のアフガニスタン展」とのことでした。「契丹展」に関しては開催まで 6 年ほどかかり、その

間、内蒙古自治区の調査研究にあたり、随分ご苦労があったようです。また「黄金のアフガニスタ

ン展」ではエジプトや東地中海・インドなどから運ばれてきた１世紀の作品多数は、現地の博物館

関係者が経験した命がけの苦労の賜物である事を知り、感慨深い思いをされたようです。                                

＜お仕事の内容＞ 

１、特別展の企画、運営そして展示物の解説、講演等 

２、４階関連第 8 室「遣唐使とシルクロード」のうち、シルクロード 

展示の企画 

３、九博紀要「東風西声」の掲載論文の執筆、賓客接遇や図録等出版 

物の英文校閲など。次に臺信氏が 34 年以上に及ぶ国立博物館勤務 

を通じ、本当にこの仕事に出会って良かったと感じておられる点をお聞きしました。 

１、古今東西、多くの知己・友人を得られた事。これは何事にもかえがたい大きな財産である。 

２、展覧会にお越し頂いた方の笑顔に接した瞬間、今までの苦労が報いられる。 

３、今日まで守られてきた作品を必要に応じ修復を加えながら、次の世代へと伝えていく仕事。 

４、発掘や作品調査を通じて、そのたどってきた歴史や価値を明確にすることができる。 

今回の取材を通じ、臺信特任研究員の静かな語り口の中に、氏の幅広い知識、経験に裏打ちさ 

れた仕事ぶり、そして自信、誇りを強く感じました。最後に英仏等語学力を駆使され、今後と 

も益々のご活躍と新たな特別展の企画、実施に参画されることを祈っております。 

  なお追記として、九博が他に先駆けて免震装置を取り入れたことに関し、三輪前館長が当時の 

大蔵省とハードネゴを重ねられた結果だと臺信氏が感慨深く話されたことに触れておきます。 

 

（注）2005 年 3 月と 4 月の福岡西方沖地震があり、免震装置の有効性が実証されました。 

 



 

4 

 

 

《各委員会の欄》 

 

  

≪事業委員会≫   

 

□ 九博子どもフェスタ 

平成 30年内、２回目となる九博子どもフェスタを開催致します。 

従来２月に開催して参りましたが、極寒の折、インフルエンザ流行の影響などを 

鑑み、九博の年末年始休館日２日前の土曜日に開催することになりました。 

みなさまの笑顔に出会えるのが楽しみです。 

日時：平成３０年１２月２２日（土） 

場所：九博ミュージアムホール・エントランスホール 

 

《交流委員会》  

 

□ 九州国立博物館を愛する会親睦旅行  

西郷どんゆかりの地を訪ねる１泊２日のバス旅行 

会員相互の親睦を深め、歴史と文化を学ぶ、「西郷どんゆかりの地を訪ねる  

１泊２日のバス旅行」を企画致しました。特別に、尚古集成館 松尾館長様 

の講演の機会も頂き、明治維新１５０年の記念の年に、近代国家成立の原動 

力となった薩摩の地を訪れ、誰もが愛する西郷どんに思いを馳せながら、 

愛する会の未来をたっぷりと語り合いたいと思います。 

ぜひこの機会に一緒に参加されませんか？ 

日時：平成３０年１１月２４日（土）～１１月２５日（日） 

 

□ 第8回九博ふるさとセミナー 

本年7月21日に開館したばかりの大野城心のふるさと館にて、 

「第8回九博ふるさとセミナー」を開催致します。 

第1部 伊能忠敬没後200年記念講演 九州国立博物館研究員 松浦晃佑氏 

特集展示 「平戸松浦家伝来の伊能図」 

  第２部 大野城心のふるさと館第２回特別展 心のふるさと館研究員 龍 友紀氏 

     講演 「水城・大野城が歩んだ歴史」 

多くの皆様のご参加をお待ちいたしております。お楽しみに！！ 

日時：平成３０年１２月２日（日）１３：００～１６：００ 
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《会員紹介コーナー》 

愛する会 小坪 晋さん 

 

今回ご紹介する方は、平成 7 年発足の「九博を支援する会」から入会さ

れ、同会のボランティア研究部会に所属、現在の「九博を愛する会」で

は事業委員会でピッカ美化隊による花壇整備や国博通りの清掃、影絵公

演では渋い声優として活躍されている小坪 晋さんです。昭和 5 年 11

月 4 日生まれ、10 月のアクト発行からひと月経たずで 88 歳の「米寿」

を迎えられます。 

髙野：さっそくですが、現在太宰府市の大佐野に居住されていますがご出身地はどちらですか。 

小坪：小郡市です。20 歳くらいから 30 年ほど東京で暮らしましたが、縁あって久留米附設高校

の教師として帰郷しました。今は娘夫婦、孫二人と住んでいます。 

髙野：たしか附設で国語の教師をされていた頃の教え子に天満宮の西高辻信宏権宮司がいらっ

しゃったそうですね。 

小坪：そうです。今は太宰府市長を務めておられる楠田大蔵さんも久留米附設でした。 

髙野：67 歳で定年退職をして自治会の副会長や老人会長など町内のお世話役をされていたそう

ですが、九博を支援する会に入会されたのはどのような動機だったのでしょうか。 

小坪：とにかく国立博物館が身近になりそうだということが嬉しくて、百

円募金等われわれはいろんな活動に一所懸命取り組みました。 

髙野：「支援する会」ではどんな感じでしたか。 

小坪：そこではボランティア研究会に所属しましたが、「ボランティアと 

は何ぞや？」というテーマで侃々諤々の議論が渦巻いていました。 

私は地域振興というより、九博そのものの活性化を願って活動し 

ています。 

髙野：私は九博のボランティア 2 期でしたが、小坪さんも 2 期から環境部会に入会されていま 

すね。私は小坪さんとは逆順序で九博のボランティアをしつつ、愛する会に入会しました。 

館外ボランティアちゃあ何かいな？って感じで。市民ボランティ 

アのテーマを当時の三輪館長も推奨されていたように思います。 

小坪：九博のボランティアもつごう 6 年間活動しましたが、九博の開館 

1 年前、「脳動脈瘤」で頭骨を切開する病を経験し、いまでもクリ 

ップが頭のなかに入っています。 

髙野：そのような大手術を受けながら米寿を迎えようという時まで活動 

   を欠かされない。わいがやカフェ、国博通りのゴミ拾い、花壇の土の手入れ、子どもフェ 

スタでは影絵の声優、九博どんたくパレードにも参加されていますね。健康で長寿の秘訣 

を一言でいうならば、どういったことでしょうか。 

小坪：一つには孫の育児に携わったことかな。もう大学生になったけどね。それとよく歩くこと。 

あと、座右の銘という訳じゃないが、『昨日は忘れた、明日は分からん、今日だけが人生』 

で生きていることです。         

（インタビュアー：広報委員会 髙野眞幸） 

 

 

 

 

ピッカ美化隊集合 

九博どんたくパレード 

古都の光で荒井さんと 
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《特別展ご案内》 

明治 150 年 特別展「オークラコレクション」 

 この秋から冬にかけて、九州国立博物館では、特別展「オークラコレクション―古今の美を収集し

た大倉父子の夢」（10 月２日～12 月９日）を開催いたします。 

 明治維新による激動の時代、日本の近代化に貢献し、美術文化の保護・発展に寄与

した実業家たちがいました。そのひとり大倉喜八郎（1837～1928）は、さまざまな

近代事業を展開した大実業家（大成建設・サッポロビール・リーガル・あいおい損

保ほか「元をたどれば大倉創業」という大企業は数知れません）で、廃仏毀釈によ

る寺院の荒廃、仏教美術品の散逸や海外流出を憂い、みずから日本・東洋の古美術を

収集し、大正６年（1917）、わが国初の財団法人の私立美術館、大倉集古館を設立、翌年開館しまし

た。喜八郎の長男で、ホテル・オークラの創業者としても有名な大倉喜七郎（1882～1963）は、そ

の遺志を継ぎ、近代日本画を中心に収集し世界へ紹介するなど、日本文化の海外

発信に尽力しました。父子が精力的に収集したコレクションは、高い美術的価値

と同時に、当時の社会情勢を反映した重要な歴史的意義を有しているのです。 

 本展では、膨大な大倉コレクションを今日に伝え、開館 100 周年を迎えた大倉

集古館の所蔵品を厳選し、一堂に公開します。出品作は、明治維新後の海外流出

から救われた名品など約１１０件（国宝３件、重要文化財 10 件、重要美術品 16

件を含む）で３章構成。 

 第１章は「日本美術の王道」。平安時代から幕末・明治まで「日本美術の王道」

をしめす作品群により「眼でたどる日本美術史」を体験できる格好の機会となり

ます。 

 第２章は「アジアに開いた眼」。大倉喜八郎が集めたコレクションは、アジア諸国の美術にまでお

よびます。目を見張るその幅の広さを満喫いただきます。 

 第３章は「日本から世界へ－珠玉の近代絵画（ローマ日

本美術展）」。喜八郎の長男で後を継いだ喜七郎は、イタリ

ア政府が主催したローマの「日本美術展覧会」に全面協力、

横山大観をはじめ近代日本画の巨匠たちの力作を多数紹

介、日本の伝統美を西洋に発信しました。野心的な試みで

ある、そのローマ展の一部を、再現風にご覧いただきます。 

 これらの名品を通し、大倉喜八郎が行なった文化財保護

の志、アジア諸国にわたる多様な収集、喜七郎による海外

への日本文化発信といった歴史的意義を紹介するのが本展です。明治維新から 150 年目の節目に開

催される本展は、近代の幕開け以後の日本と海外の交流の歴史をとらえる絶好の機会となるでしょ

う。 

 なお、本展の会期（10 月２日～12 月９日）は、2 か月半（10 週間）と比較的長いのですが、文化

財保護のため、11 月 4 日までの前期と 11 月 6 日からの後期で、大きな展示替えがありまして、絵

画や能装束・漆工などは、ほぼ違う内容の展示へと変わります。 

九博を愛する会の皆さまにおかれましては、最低２度みていただかなければなりません。もちろ

ん、３度４度でも……(笑)。圧倒的な質の高さを誇る古今の作品がずらり。どうぞ、ご期待ください。                

 執筆者：九州国立博物館 主任研究員 山下善也 

大倉喜八郎 

国宝 普賢菩薩騎象像 

平安時代 12 世紀 

10/2～21 展示 

夜桜 横山大観筆 昭和 4 年(1929)   

11/6～12/9 展示 
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上記の特集展示を見てきました！  特別展と言っていい規模と素晴らしさです！ 

九博４階の文化交流展示室の半分以上のフロアで開催されています。 

「坂本五郎コレクション」は稀代の目利きと称された 古美術商の同氏の遺志により 259

点が九博に寄贈され、その中から 73 点が公開されています。どれも目を見張る凄いものば

かりです。あの葛飾北斎の重文「日新除魔図」、重文「色絵松竹梅文瓶子」、美しい色絵鍋島

の大鉢や手付鉢、仏像、銅鐸、その他多岐にわたり、どれもこれも目を奪われます。貴重で

美しいです。茶の湯好きの方はぜひ第 11 室へ。茶釜がずらりとほぼ一室を占めて展示して

あります。 

「大宰府研究の歩み」では、「大宰」(オオミコトモチ)という言葉は古墳時代に起源があ

ること、大宰府の研究は江戸時代中頃から始まっていたこと、平戸藩主の松浦静山が大宰府

に関するものを収集して研究していたことなどを新たに知りました。大正・昭和期の中山平

次郎、鏡山猛両先生の大きな業績、1960 年代に始まる史跡発掘の状況等がわかりやすく展

示されています。 

  

「坂本五郎コレクション」は 10 月 21 日（日）までです。特別展「オークラコレクション」

も 10 月 2 日（月）から始まりました。特別展と特集展示の３つの展覧会を併せてご覧にな

ってください。  

（T.S） 

 

 

   

○「坂本五郎コレクション受贈記念 北斎と鍋島、そして」 

 ■会期：平成３０年９月１２日（水）～１０月２１日（日） 

 ■展示場所：文化交流展示室 第１・９・１０・１１室 

 

 

                                           

○「大宰府史跡発掘５０年記念 大宰府研究の歩み」 

■会期：平成３０年９月１２日（水）～１２月２３日（日・祝） 

■展示場所：文化交流展示室 中央の３テーマエリア及び第７室 

 

 

重文「色絵松竹梅文瓶子」 

子」 
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☆リレー随想☆ 

つくしミュージカル１０周年記念「つくしの空は晴れて」を終えて 

交流委員会 副委員長 長濵 善博 

 

９月１日（土）２日（日）大野城まどかぴあにて、つくしミュージ

カル１０周年記念「つくしの空は晴れて」の公演を満員御礼の中、

無事に終えることができました。１０年の間、私たちのミュージ

カル事業に関わって頂いたすべての皆さまに、心から感謝申し上

げます。 

つくしミュージカルは、２００９年（社）つくし青年会議所の青少

年育成事業として行われたミュージカル「ハロー天使です！」からはじまり、そのミュージカル

事業は、２０１１年に熱い思いを受け継いだつくしドリームミュージカル運営委員会（ＴＤＭ）

へと移管され、昨年は九州の市民ミュージカルの団体と一緒に夢の舞台である博多座にてスー

パーミュージカル「九州浪漫」の公演を行うことができました。 

出演者は、毎年募集した上でオーディションにて選ばれ、その年の本番公演を終えると解散し

ます。そして、また翌年、同じようにオーディションをして新しい出演者が集まります。だから

毎年、この舞台をこの出演者で公演するのは、この２日間のみ。たった２日間で２回の公演を行

うために４か月の間、毎週２回、合計４０回以上の稽古を重ねます。毎年、公演が終わると、出

演者の子どもたちは、感動で涙が止まりません。それは、もう二度と一緒に汗と涙を流したこの

出演者で公演することがない寂しさ

と、それぞれ自分の壁を乗り越えて

やり切ったからこその涙。私たちＴ

ＤＭは、この感動の経験とやり切っ

た自信がそれぞれのこれからの人生

において何かひとつでも役に立って

くれることを祈りながら、未来ある

子どもたちのため、この愛する地域

のために、これからもミュージカル

を公演し続けていきたいと思いま

す。今後も温かいご支援のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

 

《編集後記》 

 3 年ほど前から庭木の観察と手入れを毎朝の日課としている。今、ツツジの新緑が美しい。ず

いぶん長い間『若葉の季節は春です』という、とってつけたような眺めかたをしていた。イブ・

モンタンの「枯れ葉よー♬」という秋だけではない。秋から始まるものも意外と多いということ

だ。猛暑も過ぎたことだし、なにか新しいこともやってみよう。（M.T） 

 

  


