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４７号                    平成 31 年 4 月 15 日発行 

  NPO 法人九州国立博物館を愛する会 

〒818-0110 太宰府市御笠 5-3-1 

TEL&FAX 092-408-3062 

《第２３回九博デー》 

『館長と語ろう元気な九州国立博物館を求めて！』   

理事長 川添廣志 

去る 3 月 21 日『第 23 回九博デー』が九

州国立博物館の研修室にて開催されました。 

九博デーとは九州国立博物館が太宰府に

特定されたことを記念して、毎年 3 月開催

され、本年で 23 回目となりました。今回は

本年 3 月 25 日に開催された第 4 回九博子

ども郷土カルタ大会とは別に、九博を愛す

る会会員向けに島谷館長の講演・会員との

交流をおこなうことを目的に開催をしまし

た。 

島谷館長が二代目の館長として就任されて、4 年目

を迎え、今回『あらためて 九州国立博物館の紹介』

と言うテーマでお話を聞きました。 

１ あらためて、九州国立博物館の紹介 

２ 私の研究者への道『書との出会い・師との出会 

い・趣味との出会い』 

３ 人と人との交流 『アジア・米国・コレクター・ 

地域』  

４ 継続的発展のテーマ『文化財の保存と活用・ 

環境整備・人材育成』の流れでお話をされました。私自身はお話の中で、島谷館長が書の研

究家になるきっかけが、小学校の時に落ち着きがないから書道をしなさいと言われたことから

スタートされた事や東京国立博物館での職員時代のお話・新たな第二本館の構想、桜の木を特徴

にした野外博物館の考え・博物館の人材育成の考え方など多岐にわたり、島谷館長の博物館への

思いを一気に語っていただき、感銘しました。 

前三輪館長の考えを大切にしつつ、新たな島谷館長のお考え

が加わった現在、九州国立博物館はますます発展していくもの

と確信しました。講演後の 1 時間は会員とのイスを車座にして、

会員からの率直意見に戸惑われながら、真剣に回答される姿を

見て、私たち九博を愛する会もサポーターとして、真剣活動を

しなければならないと決意したところでした。島谷館長、本当

にありがとうございました。 
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第 11 回国博通り協同清掃活動 

市道『国博通リ』が 今年も綺麗になりました 

ピッカ美化隊 橋本久弥 

国博通りが又々“ピッカビカタイ！！” 今回で 11 回

をカウントし，もはや恒例化したともいえ、九博デーと日

本の電気記念日に因む協同清掃活動イベントとなりまし

た。実施しましたのは 3 月 20 日（水） 好天に恵まれ参

加は当会・九国博・太宰府市・九州電力・九電工・馬場区

町内会の方たちで総勢 70 名を数えました。 

当日は、川添理事長、楠田市長、の挨拶より始まり、高所

作業車チームを除く、参加の皆さんが混じり合い、４コー

スで仲良く清掃作業に汗を流しました。 

作業後は馬場区公民館にて打ち上げの懇親会を催し、作業感想や雑談など和やかにひと時を

過ごし、散会

となりました。 

皆さんの心の

中に清々しさ

が沸いてくだ

さったものと

自負していま

す。（筆者の感

想） 又、毎

回高所作業車

（国博通り街

路灯２４基清

掃）を出動し

て、日頃私た

ちが手の届か

ない部分に配慮くださる九州電力・九電工様に感謝いたします。 

この行事が今後も円満に継続していく価値と必要だと認める会員の皆さん、今はまだ現場の

体験ない方も含め基本のピッカ美化隊の活動（現在時点毎月一回 第三金曜日 10 時 30 分西鉄

太宰府駅構内集合）に先ずはお顔だしください。さぼり自由ですが永続してくださるかたを歓迎

いたします 
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「第４回つくし郷土かるた大会」 

ブランディング委員会 石井 大治郎 

 
３月２４日（日）、とびうめアリーナ（太宰府総合体育館）において第４回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３４校、
応募７５チ
ーム（２２
５名）の熱

戦が繰り広げられ、優勝・準優勝は須玖小学校
A・Bに、３位は春日南小学校と相成りました。
試合中は至る所で子ども達や保護者の笑顔や涙が
見受けられ、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４回
目になります。今回は初めて柔剣道場を利用しました。
前回の反省を活かし、よりよいかるた大会を開くよう努
力した結果、とても充実したものになったと思います。
最後に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、ご協力頂いた皆さまに心より感謝申し
上げます。 
本当にありがとうございました。 
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九州ご当地博物館探訪 

第 10 回「大野城心のふるさと館」 

広報委員会 松山勝利 

今回は昨年、2018 年 7 月にオープンした「大野城心のふるさと館」を訪問しました。入館し

ての第 1 印象は何とも云えない解放感です。というのは１階のエントランスに立った時、積層

するフロアが吹き抜けの空間になっており、建物の外観から受けるイメージと全く異なってい

たからです。それは従来の博物館に我々が抱く固定観念とは全く違う新しい形態だと思いま

す。尚当日は大変ご多忙の中、赤司善彦館長に館の概要そして館の将来像を含め熱い想いを伺

い、その後館内を見学しました。 従来、大野城市

役所に併設されていた「歴史資料展示室」をホー

ル、図書館の複合施「大野城まどかぴあ」の隣接地

にまとめ、新設の博物館としてスタートしました。

ところで大野城市はある調査機関によると生活の利

便性及びインフラ等の整備が高く評価され、２０１

７年度「すみよい街」の全国１位になりました。し

かしその反面、最近の都市部を中心にした人口の流

動化現象が顕著となり、同市もその影響をもろに受けています。親の転勤等による子ども達の

転出も多く、地元の歴史や文化に直に振れる機会もなく郷土意識もなく去っていく人が多いの

も現状のようです。そういう背景を踏まえ、“歴史、まち、人、想い”のもと「つなぐ、つなが

る」をテーマに子どもたちを中心に市民が主役の市民ミュージアムになっています。先に館の

外観云々と述べましたが、外観は大野城の城壁をイメージしたデザインになっており、かつ耐

震性を考慮した建物になっているため固い印象を私が持ったものと納得しました。しかし一旦

館に入るとのびのびとした解放感が楽しめます。                       

 館内の展示は子供たちが楽しむことが主眼、体

験とアミューズメント性を重視しています。その

為に実物資料が他館に比べて少ない。その代り実

物の理解を助けるために①再現映像②模型資料が

多いのが特徴になっています。それでは館内を歩

いて具体的にご紹介しましょう。 

 先ず１階は遊び場をテーマに、昭和の時代を再

現した「昭和の暮らしコーナー」そして未就学児

の遊び場、あるいは小学生以上を対象とした体験

工房が中心になっています。当日も大野城北小の

３年生が石臼で粉ひきの体験を、ボランティアさ

んの協力を得て楽しそうにやっていました。２階

に移動しますとここは「学び場」をテーマに常設

展示が中心になっています。旧石器時代から現代

までの市内の出土品の展示、その中でも牛頸須恵器ファクトリー、コーナーの窯跡や工房の様

子を再現した展示が目を引きました。しかし何と言っても圧巻は百間石垣ウオール・クライミ

ングでしょう。大野城百間石垣を再現したもので、事前申し込みすれば誰でもクライミングが
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体験できます。皆さん、一度チャレンジされたら如何ですか・・最期に３階へ足を運びまし

た。ここは「調べ場」をテーマに企画展示室、ふるさとラボが中心ですが、当日はあいにく企

画展は開催されておりませんでした。 

 館員の方によると、特別展・企画展は年間３~４回予定されており、昨年の開館以来２回実

施されたそうです。３階のもう一つの柱「ふるさとラボ」では地域の歴史・民族関係の図書が

閲覧できます。多くの収蔵品のなかには地元出身の中国文学者、故「目加田誠」と日本古典文

学者の故「目加田さくを」ご夫妻の貴重な資料も含まれています。 

 ボランティア活動については早瀬、今村の両館員に話を伺いました。ボランティアさんは現

在 85 名ほど登録されており、その内活動会員さんは 50~60 名。主な活動内容は①常設展示の

解説②企画展・特別展の解説・監視③ワークショップ④１F エリア子ども遊具・安全の気配り

⑤昭和暮らしのコーナー⑥小中全校の学校対応は別枠で⑦その他旅行会社要請などによる水城

周辺のガイドを太宰府の施設と協力しあって行っている。なお当日ボランティアの方と直接交

流ができなかったのは残念でした。館内を見学して改めて感じたのは、大野城心のふるさと館

に対する赤司館長の熱い想いです。館長が今一番注力されているのは「連携」で、大きく分類

すると以下の２点になります。１、広域連携・・他の博物館との連携を図り、共同企画展を開

催したい。既に韓国国立広州大学校と学術文化交流協定を締結し百済地域の出土資料の借用に

便宜を図ってもらっている そうです。 

今後とも他館との連携を 進めたい意向で

す。２、機能連携・・行政 内部をはじめ地

域の様々な活動主体との地 域連携を図る。

具体的には① 小・中学校 対象に社会総合

学習に合わせた学習プラン を協議しカリキ

ュラムに組み込み、クラス 単位で来館する

ようにした。なお、来館に あたってバス代

は市で予算化されている。 

② 市内各種団体との連携・・子育て支援、障害者支援、商工会等。 

 最後になりましたが「大野城心のふるさと館」はとっても楽しく学べる博物館です。お子さ

んあるいはお孫さんを連れて是非一度訪ねて下さい。きっといい思い出になることでしょう。 

今回お世話になりました赤司館長並びに早瀬、今村両氏に厚く御礼申し上げます。 

追 記： 余談ですが心のふるさと館１階にオープン

カフェのコー

ナーがありま

す。「ここふる」

と愛称されて

います。此処の 売店で販

売されている 品々は東日本大震災や熊本地震などの被災

地や他の社会福祉協議会への支援の目的で販売されています。皆さまからのご協力をどうかお

願い申し上げます。なお私的な感想で憚られるのですが、もうちょっと言うと、店のマスターが

世界一にもなったという大野城市内「豆香洞」でブレンドされたコーヒーが提供されていま

す！！更に付け加えるならば、白木原にある「太平閣」の豚まんも店内販売で食べることができ

ます。これはこれは～脳内に幸福感がどこまでも展がり続けるようなお味。しかも、いずれをと

ってもとってもお値打ちなお値段。赤司館長の戦略が目に見えるようです（たかの） 

 

 

 

「全国の木うそ」の展示が

あったけど、ここふるの話

は嘘じゃなかよ 



6 

 

 

「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」の楽しみ方 

 

九州国立博物館 展示課長 楠井隆志 

 

京都では「千本
せんぼん

釈迦堂
しゃかどう

」の名で親しまれている上京区の大報恩寺
だいほうおんじ

は、およそ 800 年前の鎌倉

時代初め、義空という天台僧によって開かれた密教寺院です。本堂は、ゆるやかな勾配の檜皮葺

の屋根をもち、仏像を安置する正堂（内陣）と参拝者が礼拝する礼堂（外陣）を併設する中世の

典型的な密教本堂です。応仁の乱など幾多の戦火を奇跡的にくぐりぬけ、建立当初の姿をよくと

どめており、洛中最古の木造建造物として国宝に指定されています。 

  大報恩寺は、近年の仏像ブームのなか、鎌倉時代前期の仏像の宝庫として注目を集めています。

鎌倉時代を代表する仏師のひとりである快慶
かいけい

が最晩年に手がけた「十大弟子立像」（重要文化財）、

快慶の一番弟子・行
ぎょう

快
かい

が制作した秘仏本尊「釈迦如来坐像」（重要文化財）、快慶と共に活躍し

た運慶の弟子・定慶
じょうけい

の代表作「六観音菩薩像」（重要文化財）など、鎌倉時代前期に活躍したス

ター仏師たちによる名作がたくさん伝わっているためです。 

新時代「令和」最初の九博特別展『京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ』は、2020 年に開

創 800 年を迎えることを記念し、大報恩寺が誇る鎌倉彫刻の名作を一堂にご紹介する展覧会で

す。愛する会の皆様には、私がおススメする本展の楽しみ方をお教えします。 

出品点数は全部で 44 件といつもより少ないのですが、そのぶん、ゆったりとした空間づくり

ができました。仏像作品の大半は円形ステージ上に展示しますので、さまざまな方位から、近寄

って鑑賞することができます。 

本尊「釈迦如来坐像」は、切れ長の力強い目が特徴です。どうしてキラッと光るのか、目をじ

っと見つめてみてください。また、全身が金色に輝いていますが、肉体部分と衣部分では金の輝

き方が少し異なります。どのように違うのか、どうして発色が異なるのか。それも、皆さん自身

で確かめてみてください。 

「十大弟子立像」では、弟子たちの個性や年齢が豊かに表現されています。袈裟
け さ

や衣の部分を

よくご覧ください。彩色のほかに、きりかね技法による細密な文様が見えてくるでしょう。これ

らが金箔を細く切って貼り付けたものだと知ると、この技法がいかに繊細で高度か、へぇ～と驚

かれるのではないでしょうか。  

「六観音菩薩像」のコーナーでは、いっぱいいっぱいステージに近づいください。近寄ること

で、衣が複雑に折りたたまれ、ごく自然に波打っているさまがよくわかります。頭髪もボリュー

ム豊かで、美しくくしけずられています。そして、表面全体に細かな鑿
のみ

跡があることも気づかれ

ることでしょう。作者である定慶の巧みな手仕事が見えてきます。最後に、数歩下がって全体を

引いて見てみましょう。生命感あふれる顔立ちやしなやかなしぐさが品よくまとめられている

ことがよく分かります。 

近寄って良し。引いて良し。ぐるっと周って、これまた良し。これが、私がおススメする「大

報恩寺展」の楽しみ方です。さわやかな季節、ぜひ九博にお出かけください。そしてゆっくりと

鎌倉彫刻の競演をご堪能ください。 
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重要文化財                  重要文化財 

目犍連
もくけんれん

立像（十大弟子立像のうち）     如意
に ょ い

輪
りん

観音
かんのん

菩薩
ぼ さ つ

坐像
ざ ぞ う

（六観音菩薩像のうち） 

快慶
かいけい

作                   肥後定慶
ひごじょうけい

作              

鎌倉時代・13 世紀           鎌倉時代・貞応 3 年（1224） 

京都・大報恩寺蔵              京都大報恩寺蔵  

 

  

○「新収品展」の紹介    

 

🔶 新収考古名品展 

  2019 年 3 月 5 日（火）～5 月 6 日（月・振休）文化交流展示室第 3 室 

🔶（part2）新収品展    

  2019 年 6 月 4 日（火）～7 月 15 日(月・祝)  文化交流展示室 

 

※新しく購入したり、寄贈を受けたりした収蔵品が紹介される新しい展覧会が始まりました。

「新収品展」として順次展示紹介されていくようです。 

 現在公開されている Part１は、阿形邦三氏より寄贈された作品を中心に考古分野の名品が紹

介されています。寄贈者、阿形氏は島谷九博館長様とご親交のあった方と伺いました。収蔵品が

少ない状況で出発した九博にとって有難く、嬉しいことです。寄贈者の方はこの 1 点、1 点に深

い愛情と愛着を持ってお手元に置いてあったことでしょう。皆様、どうぞ文化交流展示室でご覧

になってください。 
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《 リレー随想 》 

 福岡での１年間を振り返って 

九博総務課長 國谷勝伸 

 昨年４月に九博の総務課長に着任してから早いもので１年が過ぎ

ました。私は元々文化庁の文化財保護を担当する部局に勤めており、

九博着任前の１年間は、文化庁京都移転の先発隊として、祇園の一角

に創設された京都事務所に勤務していました。 

 京都着任時は、街の至るところで咲き誇る桜の美しさと、道を埋め

尽くすほどの観光客による賑わいに圧倒されました。京都事務所の最

重要任務は地元とのパイプ作り。近隣自治体や企業からの出向者の

方々と一緒に、地域の文化資源を活用した観光圏づくりを支援する事

業に取り組みました。また、地元の方々のご厚意により、祇園祭で山

鉾を担いだり、寺社仏閣の秘蔵品を見せていただいたりと、京都ならではの貴重な経験をさせて

いただきました。 

 １年間の京都暮らしを経て福岡に着任し、まず感じたことは、とにかく暮らしやすいというこ

と。商業施設や空港などのインフラがまとまっていて便利ですし、東京や京都のように街中が人

で溢れかえっているわけでもなく快適です。ビールで流し込むモツは最高ですし、新鮮な生鮮食

品が安く手に入る点も非常にありがたいです。何かの雑誌で、「サラリーマン２大ブラックホー

ルの１つ」（出向後、首都圏に帰りたくなくなる、という意味）と紹介されているのを見て、妙

に納得してしまいました。 

 そんなサラリーマンを惹きつけて止まない福岡ですが、外国人観光客数も右肩上がりで増え

ており、実際、九博のある太宰府の街中でも、中国人、韓国人のグループを多く見かけます。政

府は、2020 年までに外国人観光客数を 4,000 万人まで増加させるという目標を打ち立てており、

この機を逃さず、太宰府地域一体となっての観光振興、地域活性化に少しでも貢献できるよう努

力して参りたいと考えております。 

  なお、上述の雑誌によると、もう１つのブラックホールは札幌とのことです。ジンギスカンと

ビールの組合せも至高ですね（笑） 

 

《編集後記》 新元号は「令和」！！   

最初は「令和」の「和」は何となく解るけど「令」をどういうふう

に考えるか戸惑った方が多かったように思うが、「人々が美しく心を寄

せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められている」と安倍総

理の説明があり、出典が紹介され、万葉人が梅花の庭で宴を催し、和

歌を詠み合う、そんな雅な美しい情景が具体的に想像されて、一気に

人々の心を掴んだように思われる。「レイワ(令和)」、だんだん麗しい

響きがしてきました。 

 地元にとって誠に有難く名誉なことです。そしてもうしばらく太宰 

府における「令和」フイーバーは続きそうですね。（T・S） 

 

梅
林
の
宴 

＜画 松村栄二＞ 

 


