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第１４回｢太宰府古都の光‐弐の日」は好天に恵まれました 

 令和元年 9 月 25 日（水）18 時～21 時開催 

  

令和最初の｢太宰府古都の光‐壱の日｣（９月２２日開催予定）は台風１７号が対馬海峡を通過

のため残念ながら中止となりました。 

「九博を愛する会」が担当する｢太宰府古都の光‐弐の日｣は好天に恵まれ、初夏から準備に入

った影絵の公演と大型オブジェの展示で来館された皆様に喜んでいただきました。  

今年の影絵は「アルジュノと魔王の戦い」（インドネシアの昔話）と昨年好評の「しあわせの

王子」（イギリス・アイルランドの童話）を公演しまた。 

猛暑の中、週 1～２回練習に参加いただいた影絵スタッフの皆さん、今回は特にインドネシア

の人形を手作りするなど大変だったと思います。 

綺麗な舞台と、細かい人形の動き、声優の皆さんの熱演、好評でした。 

大型オブジェの制作に当たっては筑紫台高等学校美術部の生徒さん達が夏休みを利用し顧問

の先生指導のもと、テーマに沿った「三国志」を制作いただきました。大型オブジェを囲む絵灯

明の一部は、夏休みに入った 7 月、九博来館者に「太宰府古都の光」の PR を兼ねワークショッ

プを実施、令和ゆかりの地、坂本八幡宮など、心込め作成いただきました。 

今年も多くの皆さまのご支援で無事に終了できました。特に日本経済大学経営法科学生、職員

の皆様には最初の設営から最後の片づけまで目に見えないところでご援助いただきました。本当

に有難うございました。 

                     

九博を愛する会 事業委員会 松岡良一 

 

 令和元年 10 月 15 日発行 

NPO 法人九州国立博物館を愛する会 

 



2 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵を描いていただいた筑紫台高校美

術部の皆さま、有難うございました 
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東京は上野恩賜公園内にある東京国立博物館に

着きました。わっくわくするな～ 

 

なんばしよっとお～？ カブトば、かぶっとおと。

福岡の黒田長政公と同じ黒漆塗桃形で大水

牛脇立タイ。 福島正則公との仲直りの兜よ。 

 

＜かるた大会研修旅行＞ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

東京国立博物館の竹之内勝典さまにご案内

していただきます。よろしくお願いいたしまーす。 

7 月 28・29 日、第 4 回つくし郷土かるた大会優勝者

3 名の小学生と保護者 1 名、九博を愛する会メンバー4

名で東京国立博物館への引率研修旅行に行って参りま

した。  

当日、館内の普段では観覧できない場所や史跡・展示

品を分かりやすく丁寧な説明と共に見学させていただ

き、大変貴重な体験ができたと思います。総務課長の竹

之内様はじめスタッフの皆さま、そして東京国立博物館

協力会の大西事務局長様、本当にありがとうございまし

た。 

ブランディング委員会 石井大治郎 
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《 九博・総合案内、館内誘導等担当部門 》 

 

今回はある意味では九博の顔とも云うべき総合案内等の業務を担当している派遣会社、（株）

九電ビジネスフロント・九博来館者対応業務の統括責任者である三浦様を取材しました。 

尚その後九博開館以来総合案内業務に従事されている小林様にもお話をうかがいました。 

（株）九電ビジネスフロントは 8 年前に九博の業務に参入、現在総員約 120 名のスタッフが勤務

しています。但しシフト制で常時 50 名ほどが日常業務に携わっているとの事です。120 名の内

約 9 割が女性、年齢層は 40～50 代が中心で開館以来の方は約 1 割となっています。以下具体的

に業務内容を記します。 

＜業務内容＞ 

①  館内業務・・・入館者の誘導  ② 文化交流展示室の監視（４階） 

③  総合案内（エントランス）    ④ チケット売り場 

⑤ ４階のチケット売り場      ⑥ ４階の案内 

⑦ あじっぱ（九博職員及びボランティアの方々との共同作業） 

 

＜スタッフ教育＞ 

新人教育を数週間実施、その他既存のスタッフについては  

適宜実施  

＜スローガン・特に気を付けていること＞ 

① 来館者の安全第一・・・エスカレーターでの転倒事故等々 

② おもてなしの心・・国立にふさわしい節度をもったおも

てなしを心掛けている。 

＜その他＞ 

① クレーム対応 

他の博物館と違って原則撮影禁止となっており、戸惑う来館者もいるので対応には細心の

注意を払っている。又これは最近の一般的な風潮だろうが、博物館に来るという意識は希

薄になり、お子様や学校団体が館内・展示室内で騒ぐなど問題もある。これに対して親御

さん、引率教員は注意をしません。本来こういった文化施設（公共の場）に来たら他のお

客様に迷惑が掛からないように行動すること、マナーについても学ぶ・教えるのも学習の

一環です。親御さんによってはあじっぱを託児所のように考え、お子様をほったらかしに

して何処かにいってしまうこともあります。 

問題は多岐にわたりますが『クレームはニーズの裏返し』という言葉を念頭に置き、来館

者に不快な思いを抱かせないよう、おもてなしの心をもって日々奮闘している姿がひしひ

しと伝わってきました。 

② クレーム等の苦労もあるが、来館者の方からスタッフの対応が良かったとお褒めの言葉を

もらった時は最高の喜びとの事でした。 

 昨年の警備部門に続き今回総合案内・館内誘導等の部門を取材して改めて感じたのは裏

方といえば語弊が有りますが、いろんな人々の協力の下に九博が運営され且つ又我々来館

者が気持ちよく楽しめているなあと実感しました。 

広報委員会 松山勝利 
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 会員のページ  《 荒井慶子さん～♪ 》 

昭和 6 年 10 月 28 日生まれ 鹿児島県薩摩町出身  

 

Q: 一度、スーパーで同伴のご主人をお見かけしましたが、見守り人のような優しい感じでした・・ 

A: いつも好奇心いっぱいで外に出歩くのと人に出会うのが好き。ボランティアを続けられるのも、行か

せてもらっているようなことだと思います。 

Q:  50歳に若返ったら何をしたいですか・・ 

A: 学校に行きたい。子どものころは学校で勉強するというより

家族の一員としてこまごまとした家のお手伝いが多く、水汲みが

日課だった。戦前・戦中・戦後と学校の授業が殆どなかった。平

成 4年から太宰府市の史跡解説員のボランティアをしている。い

まは小学３・４・６年生が社会見学でよく訪れる。水汲みの話な

どをすると信じられない顔をされる。 

《今回の取材は太宰府市ふれあい館で会うことにしたのだが、荒井さんは、講演会の最中を抜け出して

こられ、表の入口で講演会に誘いこまれた。新聞の切り抜きも趣味のひとつ。探究心旺盛である》 

Q: 愛する会に入会したきっかけは・・ 

A: 博物館が太宰府にできるというので嬉しくて嬉しくて、五条のいきいき情報センターで開かれた説明

会に出向いた。その頃塩谷貴美子さんや故真武秀子さんたちとは太宰府市婦人会の友人として知り合

った。九博の開館前は支援する会で、九博を訪れる人々を案内して回った。120段の南入口階段を走

って上り、一日に何度か往復したこともありました。ボランティア活動の日には家から５㎞の道のり

を一日と欠かさず歩き通い詰めました。自分ながら褒めてあげたい気持ち。 

Q: 愛する会で今はどのような活動をしていますか？ 

A 時々だけどピッカ美化隊で国博通り周辺の紙屑・タバコの吸い     

殻・空き缶拾い・花壇に季節の花植えなど。そして影絵では声が高

いせいか、子ども役の声優など。子どもフェスタも楽しいし、小さ

いうちから博物館に馴染んでもらうことは、とても大切だと思って  

います。            

Q: 嬉しかった思い出などは・・ 

A: 開館前は有吉市長や齋藤課長などにお世話になり太宰府市主催

で、東京国立博物館を

始めいろんなところに

博物館研修旅行に行っ

た。天皇・皇后両陛下

が九博にいらっしゃっ

た時も美智子皇后さまからお声を掛けられ舞い上がった。 

また九博ボランティアの終了式で代表になり、三輪館長から

表彰を受けたこと。この時は活動の経歴が長いということで

譲ってもらったように思います。愛する会になっても日タイ

修好 130年記念旅行の時にタイの方と知り合いになってその後も交流が続きました。 

京都国立博物館研修旅行やいろんなバスハイクなども、皆さんとご一緒で楽しい思い出は数えきれな

ません。 

 

《素直に嬉しい、楽しいと受け止められる心持ちが、様々な障害を乗り越え活動を継続できる力に 

なっているように思いました。これからも元気に明るく活動を続けて下さい》 

（聞き取り 髙野） 
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一級文物 白磁罐 河南省安陽市曹操高

陵出土 河南省文物考古研究院蔵 

童子図盤 安徽省馬鞍山市雨山区朱然出土 

馬鞍山市三国朱然家族墓地博物館蔵 

関羽像 新郷市博物館蔵 

特別展「三国志」 
 

 いまから約 1800 年前の中国では曹操・劉備・孫権などの英雄が天下をめぐり争っていました。

英雄たちがこの乱世に残した足跡は歴史書『三国志』に記録され、やがて『三国志演義』という

創作を加えた物語となり、人形劇・漫画・ゲームなどを通していまも私たちに親しまれています。

特別展「三国志」では、当時の武将たちが使ったり、目にした考古の実物資料を一堂に集め、 

新たな三国志像に迫ります。 

約 10 年前に発見された曹操の墓の出土品が海外で初め

て公開されます。なかでも曹操を意味する「魏武王」の文

字が刻まれた石の札と釉薬のかかった白い壺は必見です。

前者は発掘中の墓が曹操のものであることを決定づける重

要な証拠となりました。後者は現在見つかっている限り、

もっとも古い白磁である可能性があります。もしもそうだ

とすれば、白磁の出現時期は西暦 220 年頃と従来よりも数

百年は遡ることになります。曹操墓の巨大な地下室は中国

の現地を訪れても現在は非公開ですが、展覧会場ではこの

地下室を実寸で再現します。曹操が眠る地下空間の大きさ

と構造をぜひお確かめください。 

曹操のほかにも『三国志』に記録された武将と直接かか

わる展示品を紹介しましょう。ふたりの童子が棒をもって

戯れる絵が描かれた漆器の皿。底裏の銘文から中国西南部

の蜀で作られた高級ブランド品であったことが分かりま

す。この持ち主は呉の将軍、朱然でした。蜀の重鎮の関

羽を生け捕りにした朱然は、蜀にとって仇敵でした。そ

の朱然が蜀のブラ

ンド漆器をどのよ

うな経緯で入手し

たのか。見れば見る

ほど、さまざまな想

像がかきたてられます。 

一方、関羽は魏

と呉の挟み撃ち

にあって捕らえ

られ、非業の最期を遂げました。しかし、その並外れた武

力と、どのような状況でも決して揺るがなかった主君・劉

備に対する忠義は、中国のひとびとの心を捉えて離しませ

んでした。こうして尊崇の対象となった関羽はやがて神と

して信仰され、各地で偶像が作られました。本展のポスタ

ーやチラシでおなじみの銅像は、数ある関羽像のなかでも

屈指の「美関羽」です。その優れた出来栄えは見るものを

圧倒します。 

このほか、九州国立博物館では特別展「三国志」の会期中 

      にさまざまな関連展示を４階の文化交流展で実施します。 
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関羽信仰が日本にもたらされたことを示す長崎市興福寺ご所蔵の関帝倚像や、現存する世界最

古の『三国志』写本は関連 11 室で 11 月 12 日（火）から 12 月 22 日（日）まで。曹操墓で出土

した鉄の鏡（特別展では未出品）との関連が指摘されている伝大分県日田市ダンワラ古墳出土の

鉄鏡は３室で 11 月 6 日（水）から展示予定です。曹操墓の発掘責任者である潘偉斌氏や、三国

時代の鏡と弥生時代の鏡の専門家である九州大学の辻田淳一郎准教授をお招きしての講演会は

11 月 2 日（土）13：30 から１階ミュージアムホールにて開催。詳しくは当館ホームページなど

をご覧ください。 

 

執筆者：九州国立博物館 企画課特別展室 主任研究員 川村 佳男 

  

   

 

◆版
はん

経
きょう

東漸
とうぜん

～対馬がつなぐ仏の教え～ 

期日：令和元年 10 月 29 日（火）～12 月 22 日（日）   

     

 

◆縄文王国やまなし 

          

期日：令和元年 10 月 29

日（火）～12月22日（日） 

  
水煙文土器 釈迦堂遺跡博物館 

 

◆文化財よ永遠にー住友財団修復助成 30 周年記念― 

 期日：9 月 10 日（火）～11 月 4 日（月・休） 

※住友財団はこれまで千件を超える文化財修復に助成をおこな

ってきたそうです。その助成を受けた九州・沖縄の文化財が。紹

介展示されています。 

 

◆館蔵名品展―更紗―生命の花咲く布 

 期日：令和元年 7 月 30 日（火）～10 月 20 日（日） 

※展示期日があと僅かになりました。九博所蔵のコレクションです。   （T . S）                                                 

※版経とは印刷された経典のことです。印刷された

「大蔵経」を、室町時代、将軍や諸大名、対馬の宗氏

などが求め、中国や朝鮮半島から沢山の経典がもたら

されたそうです。今回は対馬ゆかりの渡来版経にスポ

ットを当て、東アジアの文化交流に果たした版経の役

割について紹介する展示となるそうです。 

 

 

千手観音菩薩立像 熊本・千光寺 

※約 1 万年も続いた縄文時代。縄文土器と言えば新潟県・火焔土器

というように思い浮かベがちですが、縄文時代の最盛期に栄えた中

部高地の山梨県と長野県のあたりでは、水煙文土器をはじめとして

優れた造形美の様々な土器が作られていました。本展示では、釈迦

堂遺跡を中心に山梨県出土の土器や土偶が紹介されます。 

※本展は大野城ふるさと館と同時開催されます、 

 

 

 

元版五部大乗経 東泉寺 
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＜編集後記＞ 

前号より表紙絵を担当させて頂いております。 

この文を書いている時点でも、千葉ではまだ停電

が続いているとのこと。自然災害の前では戸惑う

ばかりです。ただ、美しさもまた自然の一面でも

あります。在が太宰府ですのでその近辺にはなり

ますが、自然の美しさをお届けできればと思って

おります。 （松村）                        

                                   

 

 

 

 

 

 

 

＜みせたいように見せる＞      九博総務課 坂口 健 

 

太宰府市役所からの出向で、2019年 4月に九博総務課に着任しました。

前任の村上さんに代わって、愛する会関係の業務を担当しています。 

 九博に来る前の主な仕事は、市教委が主催する文化芸術イベント（コ

ンサート・講演会など）や市民向け講座の企画と運営。これらの事業で

大切なのは、まだ見ぬお客に「面白そう」と思わせること。往々にして、

良い事業をすれば客は来ると考えがちですが、「どれだけ美味いラーメン

を作っても、人は食べる前から味を知っているわけではないので、美味

いだけでは集客にはならない」のです。もちろん、マズければ 2回目の来客はありませんが、そ

れ以前に「食べたことは無いけど美味しそう」と思わせなければ 1回目の来客すらないのです。 

 そこで、担当事業の楽しさを伝える写真を撮ろうと思って、プロカメラマンの講座で習いまし

た。幸いに人柄も教え方も良い先生で、今では休日にも趣味で写真を撮っています。上の顔写真

も自分で撮ったもの。休日の自宅で三脚をセットして、カメラに決め顔しながらシャッターを切

る、という行為を繰り返して撮った 1枚です。そういう事情や、部屋が散らかっているとか、実

はズボンを履いていない（暑かったから･･･）とかいうことは、この写真には現れません。写真

は「真実を写す」と考えられがちですが、実は撮影者が見せたい場所だけを切り取って見せるも

のなのです。 

 日本の博物館では撮影禁止のところが少なくないです

が、最近の九博の展示では、できるだけ来場者が撮影で

きるような場づくりを進めています。写真を撮る際は、

カメラを構える前に「その展示物のどこが最も魅力的か」

を観察して

みましょう。漠然と見て撮るよりもぐっと来る 1

枚が撮れるはず。同じ花を撮るにしても、一般的

には、萎れている部分よりも咲いている部分を撮

るほうがいいわけですから。 

早朝の阿蘇草千里（坂口撮影） 


