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2019 年 1 月 15 日発行 

 

新春館長・理事長対談  

 

平成の御代から新たな元号に変わる節目の年、島谷弘幸館長も             

九博就任三年目。というわけで川添理事長との対談を企画致しました。 

  

川添 愛する会は九博のサポーターとして「ふるさとセミナー」「子どもフェスタ」「子どもカルタ大会」 

「ピッカ美化隊」などの事業をおこなってきました。さらに愛する会に期待することはありませんか。 

館長 九博を愛する会は九博と市民とを繋ぐ大切な団体として考えています。活動されてきた現状の事業

をもっと深めてもらって戴くこと、特にピッカ美化隊の活動は、野外博物館の構想や近隣住民の皆

様との共生などを考えると本当に貴重な活動をしていただいていると思います。 

川添 九博の本年度お勧め事業はどのようなものでしょうか？ 

館長 2019 年は京都醍醐寺展、京都大報恩寺・千本釈迦堂展、三国志展、フランス絵画展の４つの特別展

を開催予定ですが、まずは１月 29 日から開催される特別展「京都 醍醐寺 真言密教の宇宙」を

一押しと考えています。国宝不動明王像や平安仏の最高峰と称される薬師如来像などの仏画や仏

像、豊臣秀吉の醍醐の花見ゆかりの品々など魅力満載です。 

川添 愛する会の九博の支援は諸団体との連携をキーと考え、昨年は日本経済大学の学生さんと古都の

光、九博ボランティア OG・OB の「博悠会」と子どもフェスタ、太宰府天満宮崇敬会青年部と協同

の影絵などの事業を行ないました。館長は地域連携についてはどうお考えでしょうか。 

 館長 地域との連携では、まず太宰府天満宮を身近な存在として考えています。九博の夜間開館の活性

化、天満宮の宝物殿からの九博への道筋づくり、天満宮への海外からの観光客を九博のエントラ

ンスへ繋いでいくことなどがあるのではないかと思います。 

 川添 愛する会は九博子どもフェスタ等を開催して、地域の子どもたちが九博を身近なものと感じるよ

うな活動をしています。 

 館長 そうですね、九博にも子どもたちの為にあじっぱと言う常設の施設があります。わたしはもっと

活用できるように、靴を脱がずに入場できないかと考えています。埃などの問題があり思案中で

す。 

 

NPO 法人 九州国立博物館を愛する会 
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川添 個人的な事ですが、島谷館長はご出身が岡山県高梁（たかはし）市だとお聞きました。 

館長 はい、高梁で生まれ育ち高校時代までを過ごしました。現在高梁市の市政アドバイザーも努め

ています。小さな山間の町ですが、備中松山城・小堀遠州作庭の頼久寺庭園などすばらしいもの

があります。 

川添 九博を愛する会の研修旅行の候補のひとつになりますよね。 

館長 ぜひ、お出かけ下さい。吉備地方は古来から文化が栄えていた地域で至る所に見所があります。 

高梁川の河口にある倉敷から遡って備中国分寺や一休さんが修行した宝福寺の総社、更に上流 

が備中松山城がある高梁市です。 

  川添 大宰府や平城京の歴史をみても吉備地方は是非覗いてみたい地域です。交流委員会の研修旅行 

の候補地として提案したいと思います。 

もっとお聞きしたいところですが、本日はこの辺で。ご多忙な中、誠に有難うございました。 

＜ピッカ美化隊活動報告＞ 

隊長 橋本久弥 

～来館の人々をもてなす秋～春の花苗を九博の南階段とプランターに植え付けました。苗が 

活着し、花が盛り上がるように咲くのが楽しみです～ 

昨年 11 月、第三金曜の定例活動日、西鉄太宰府駅構内でミーティングのあと、国博通りを中心とした

九博南階段花壇までのルートのゴミのピックアップ作業を終了、すぐにビオラの

花の苗の植え付け作業に取り掛かりました。株数が多く、参加の会員さんには大

変な労力をかけましたが、皆さん笑顔でてきぱきと作業してくださいました。感

謝感激です。 

さて、九博が開館 14 年目に入っています。ピッカ美化隊も同じ時間を過ごし、これからも地道に続け

ていきますが、メンバーの増員をどのようにしていくかが今後の課題となっています。九博を愛する会会

員の皆様にお聞きいただきたい事は、『一歩踏み出して行動を起こす！！』このピッカ美化活動へご参加

いただくことです。身体も心も温まります。みーんな待っとうよ。 

◎ピッカ美化活動日は、毎月第三金曜日 午前 10 時 30 分  

西鉄太宰府駅構内切符販売機前集合（自家用車の方は九博の南駐車

場無料利用可）ですが、ほかに毎年 3 月の電気記念日などの協働清

掃イベントや季節に応じた花植え準備作業等、任意の日取りも少し

あります。 
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永吉博義 記 

平成 30 年 10 月 28 日（日曜日）午後 2 時から一回、太宰府天満宮余香殿ホールにて、影絵 

劇「天神さまの物語」を公演しました。天満宮崇敬会・青年部の創立 30 年記念事業の一環とし

て依頼されたのです。     

菅原道真公が祀られている本

家本元の天満宮での影絵公演

は、私たちにとってはこれまで

にない一大事！光栄の至りとば

かりに大いに感激しメンバーの

テンションは一気に上昇、練習

にも気合が入りました。些事な

れど、本場の特別公演ゆえに従

来の脚本からダジャレやユーモ

ラスな台詞は排除され、史実に忠実な正調・天神さま物語になりました。 

この影絵劇の観覧者は崇敬会青年部の招待客で、幼児、子どもたちとその保護者の方々で凡そ

300 名が参集されていました。影絵上演が始まった瞬間から大ホール全体が静まり、参観の皆さ

んは劇の進行するスクリーンに注目集中され、熱心に観覧していただきました。終了の字幕が出

た直後から万来の拍手が続いた・・ 

舞台解体後の記念撮影では、影絵班 21 名の達成感と安堵の笑顔がはじけていました。 

 

（影絵劇「天神さまの物語」は初上演の平成 20 年から本年 30 年で丁度 10 年になりました） 
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第８回九博ふるさとセミナー 

 

＜交流委員会＞ 長濱 義博 

平成３０年１２月２日（日）、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」が開催されました。第一

部では、九州国立博物館 研究員 松浦 晃佑様に「伊能忠

敬没後 200年記念 特集展示 平戸松浦家伝来の伊能図」に

ついてご講演頂きました。第二部では、ご当地大野城心の

ふるさと館 主任技師 龍 友紀様に「大野城心のふるさと

館 第 2回特別展「水城・大野城が歩んだ歴史」について

ご講演頂きました。ご講演頂きましたお二人の講師の方に

感謝申し上げますと共に、ご参加頂きました皆さま、本当

にありがとうございました。引き続き、交流委員会では近

隣の地域にて、ふるさとセミナーを開催していきたいと思

いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

クリスマス前の｢第 11 回九博子どもフェスタ｣！ 

  

平成 20 年から「九博子どもフェスタ」は、天候不順（時には大雪）でインフルエンザ蔓延期の 2 月に実施、

多くの方から開催時期に疑問の声が上がっていました。そのため、九博交流課と検討の結果、今回は学校が冬

休みに入った 12 月 22 日（土）に開催することにな

りました。告知活動は今までとほぼ同等に実施、当

日の天候も良好、後は元気な子どもたちの訪問を待

つだけでした。しかし、今回は 9 時 30 分開館前に、

待ちわびる家族は少なく実施日変更の不安がよぎり

ました。それでも時間の経過とともに次第に参加者

は増え、10 時ごろには、各ワークショップ会場は定

員いっぱい、いつもの賑わいになりました。 

九博子どもフェスタに参加するボランティアは、子ども達とその家族に、九博が持つ魅力をもっと知ってほ

しい、親しみのある楽しい博物館を感じてもらえればとの

思いで取り組み、その思いが子どもとその保護者に伝わっ

たかなと思える時が最大の喜びです。 

今回は、例年より訪問者は少なかったため、ゆっくり、

いろんなワークショップを楽しめ、参加者にとっては大好

評でした。（次回開催日の検討課題とします） 

 御協力いただいた、九博を愛する会、九州国立博物館ボランテイアの皆さま、そして今回初めて参加いただ

いた博悠会（九博ボランティア OG・OB の集い）有志の皆さん、九州国立博物館交流課の皆さん本当に有難う

ございました。 

                                九州国立博物館を愛する会 松岡良一 
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 特別展「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」  

 

京都市の南東に位置する醍醐寺は、1100 年以上の歴史を持つ真言密教の名刹です。豊臣秀吉が催した

「醍醐の花見」で有名ですが、同じ真言宗の京都・東寺や高野山に比べるとその知名度は一歩譲るところ

があるかもしれません。しかし、その歴史はたいへん長く、平安時代・貞観 16 年（874）、弘法大師空海

の直系の弟子にあたる理源大師聖宝（832～909）が醍醐味の水が湧き出るという笠取山に小さな草庵を結

んだことに始まります。開創以来、真言密教の二大流派のうち小野流の拠点として重要な位置を占めてき

ました。人々の願いをかなえる加持祈祷や修法を盛んに行い、醍醐天皇をはじめとする歴代天皇や室町将

軍など多くの人々の篤い信仰を集めてきた醍醐寺には、千年以上にわたる法脈の相承と繁栄の歴史を物語

るように数多くの仏像や仏画、聖教などが伝わっています。 

 

本展では、密教美術の宝庫ともいえる 醍醐寺の寺宝

約 15 万点のなかから、選りすぐりの名宝 計 104 件（国

宝 32 件、重要文化財 49 件を含む）をご 紹介します。

とくに圧巻なのは、薬師堂本尊である 「薬師如来お

よび両脇侍像」（国宝）。安定感のある 荘重な薬師如

来坐像は、平安仏の最高峰に位置付けら れる優品で

す。 

 

また、「五大尊像」（国宝）は、密教尊像らしい多面多臂の姿で、修

法に用いられたことを物語るように、画面の上の方はお香などの煙によ

って少し黒く変化しています。中世の人々の切実な祈りを感じさせる大

作です。 

 

九博では初めてとなる真言密教をテーマとした特別展です。神秘に満

ちた大迫力の密教美術をぜひ間近にご堪能ください。もちろん「醍醐の

花見」ゆかりの品々や俵屋宗達らの華やかな近世美術も必見です。 

 

  

 

 

執筆者：九州国立博物館 文化財課資料登録室 森實久美子 

  

国宝 薬師如来および両脇侍像 京都・醍醐寺蔵 

国宝 五大尊像のうち不動明王像 京都・醍醐寺蔵 
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特 集 展 示 紹 介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉（TAMA）―古代を彩る至宝－ 

■会期：平成 31年 1月 1日(火･元日)～2月 24日(日) 

■会場：文化交流展示室 第 3室 

■主催：九州国立博物館、福岡県古代歴史文化協議会 

（埼玉県/石川県/福井県/三重県/兵庫県/奈良県/和歌山県 

/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/福岡県/佐賀県/宮崎県） 

■概要：個々の地域研究だけでは見えにくかった日本の古 

代史全体の大きな流れを解明するために、古代歴史文化に 

ゆかりの深い 14県は平成 26年度に古代歴史文化協議会を 

設立し、互いに連携して共同調査研究をおこなってきまし 

た。本展覧会は、そのテーマとなった「古墳時代の玉類」 

の研究成果を広く情報発信するものです。 

        （以上、九博ホームページより抜粋） 

 

上記の 14の県が共同して研究された成果が特集展示として発表 

されました。展示された品々もきっと貴重な、代表的なものだろ 

うと期待しています。勾玉は古代の人々にとってどのような意味 

を持つものであったのか。かつて佐賀県吉野ケ里で出土した大量 

の管玉を拝見しましたがガラス製のものもありました。あの時代 

にガラスはどこから来たのだろうか。きっと海外からだとは思い 

ますが・・・  

また勾玉の材料の瑪瑙とか翡翠とかはどこから調達したのだろう 

か。どういう風にして穴を開けたのだろうか。など、いろい 

ろ解らないことがたくさんあります。今回きっとそれらを理 

解できるだろうと期待しています。展示は元日からの開催で 

す。 

どうぞ九州国立博物館にお出かけください。

（ T .S ）  

（ T . S ） 
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リレー随想   ＜九博開館当初の昂揚感を描きました＞ 

愛する会会員 高瀬昭登 太宰府市文化協会元 NHK 記者 

 

一枚の色紙を大切にしています。 

『市民共生の博物館をめざしてきました。高瀬さんの後押しに感謝。九州国立博物館 

三輪嘉六』平成 21 年（2009）に頂きました。その年 68 歳で NHK 記者を退任するま

での 10 年間、福岡放送局の遊軍記者として地域の話題を取材していました。のちに愛

する会の副理事長を務める佐藤敏子さんに誘われてボランティア研究部会に参加、九博の魅力を伝えるた

めに一生懸命でしたから三輪館長からの色紙は嬉しかったです。しかし九博との縁はもうひとつ昔にさか

のぼります。 

１、平成元年 5 月熊本市で開催された第 64 回九州市長会総会。当時の太宰府

市長は伊藤善佐さん。“九州国立博物館の太宰府市への早期実現に同意する

決議案”が九州・沖縄 92 市長の同意を受けて採択された瞬間です。先行の決

議案の審議が長引いてなかなか太宰府に進みません。当時熊本放送局に勤め

ていた私は一刻も早く「太宰府決定」のニュースを発信したくてやきもきし

ていました。伊藤元市長にお会いすると今でもその話になります。「気楽に

集まれる、例えば日本・アジアの芸能やまつりがある。また来たいと思う場

所にしたいですね」・・伊藤さんの提言です。 

２、４階常設展示室前にある大宰府政庁南門１０分の１の模型。屋根に２匹ネコが乗っています。お気づ

きですか。女性たちが学芸員の厳格な考証を受けながら８カ月かけて製作した木目込み人形「平安時代後

期の賑わい」の一部です。 

３、平成１８年８月 絵画や古文書に次いで彫刻を保存修復する拠点施設が完成、大分県杵築市の人たち

がふるさとの宝「倶利伽羅竜剣」の修理を見学に来ました。文化財を京都まで運ばなくても地元で修理で

きる安心を実感。 

以上ごく一部でも、開館から一年間のニュースをたどると新生博物館の発展の姿と「誘致する会～支援す

る会～愛する会」の頑張りの形が見えてきます。「市民との共生」だけでなく、市民が積極的に「博物館

と共生」する関係がより具体的に進むことを期待しています。 

  

編集後記 

今春第一号（第 46 号）は、券頭に島谷館長と川添理事長の新春対談ということで新しい年に

向けて抱負を語って頂きました。今年は新天皇の即位に伴い、新しき御代が始まります。新しい

時代が明るく、平和でありますよう祈念するとともに、会員の皆様に幸多かれとお祈りいたしま

す。（松山） 


