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≪秋の訪れと共に九州国立博物館では特別展「国宝 天神さま」―菅原道真の時代と天満宮の至宝―が

始まりました。11 月 30 日(日)までの期間です。私たちにとって大変身近な親しい神さま・道真さまの総

てが分かる展覧会へどうぞお越しください。なお、1 階の「あじっぱ」内の｢あじぎゃら｣に天神人形や木

うそなど太宰府ゆかりの品々が展示してあります。これもぜひご覧になってください。≫ 

「花王株式会社」より助成金をいただく！！･ 

～～10 月 6 日(月) 贈呈式・交流会～～ 事業委員長 佐藤敏子 

当｢愛する会｣は、花王石鹸の花王株式会社から助成金 50 万円をいただくこと

となりました。プログラム名は、「花王・コミュニティミュージアム・プログラム

2008」(テーマ)－博物館・美術館等を拠点とした市民活動の応援－です。 

ミュージアムに係わる NPO やボランティア活動団体を対象にしているとのことでしたので、皆さ

んと相談の上応募し、8 月に決定通知が届きました。私たちのプロジェクトのテーマは、｢子どもたち

を博物館へ｣―博物館って意外と面白いね！と思わせるプロジェ

クト― 助成期間は 10 月 1 日より来年の 9 月 30 日まで、助成決

定は 24 団体とのことでした。 

10月6日(月)東京での贈呈式と交流会(会場 墨田区のすみだ事業

所研修センター)に深田重實副理事長・佐藤の２名で出席しました。

亀戸天神の近くでしたのでお参りをしていきました。贈呈式は贈呈

目録の授与・選考委員長の講評・助成団体のプレゼンテーション、

そして交流会(立食パーティ形式)でした。 

プレゼンテーションは団体の紹介・プロジェクトの概要と目標を 3 分間でとのことでした。が、我

が愛する会は 20 年の誘致・支援の長い歴史があり、愛する会になっても活動が多岐に亘っているの

でとても説明できる時間ではなく 3 ページのレジュメを用意しました。プレゼンの後の交流会では多

くの団体の方から会のあり方について質問され、市民が博物館設立に関わり、しかも開館後も活動を

継続していることに関心と賞賛が寄せられました。進んできた道は

間違っていなかったんだと改めて感じました。 

また九博は勿論のことですが「あじっぱ」のことも結構知られて

おりました。さすがミュージアムに係わる方々です。助成を受ける

団体は、１つとして同じはなく発想が個性的で、思いもかけない活

動を展開されているのです。情報をいただきながら視野を広げて学

んでいかなければと大変刺激になりました。そして、花王さんのす

ばらしい見識と社会貢献に感動・感謝しながら帰途に着きました。 

これからの 1 年間、｢子どもと博物館｣についてみんなでよい企画

を立て活動をしていきたいと思います。皆さまのご協力をよろしく

お願い申し上げます。 
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第 2 回 台 湾 視 察 研 修 報 告    交流委員長  川添廣志 

 昨年度は北京にて故宮博物院を見学する機会がありその重要な中身は、台湾の故宮博物院

にあると説明を受けまた。本年大規模な改修工事が終了したということを聞き、今回台湾、

故宮博物院見学を企画し、総勢 38 名の参加で旅行がスタートしました。 

9 月 9 日（火） 

 台湾の近くで台風 13 号が発生したニュー

スを聞きながら、10 時 10 分の中華航空で一

路台湾へ出発しました。台北空港経由で、ま

ずは 初の目的地高雄に到着しました。空港

の近くの港はアジア屈指の貿易港でその規模

の大きさにはびっくりしました。直ぐに大濠

公園を大規模にしたような澄清湖・武聖の関

羽を祀る 4 重の塔（春秋閣）、7 重の塔（龍虎

塔）のある蓮池澤を見学しました。あいにく池は改修中で風景は残念・・・・その後高雄市

内全体が見える、寿山公園に行きました。この山の名前は日本統治時代からのもので、麓に

は神社跡もありました。頂上に小石が轢かれている健康の道がありました。靴をぬいで歩く

とほんとうに気持ちの良いものです。（九州国立博物館のトンネル出口から入館口まで作っ

たら健康をアピールできる博物館になるのでは？・・・・） 

 その後、 初の台湾料理を味わいながら、自己紹介をおこない楽しいひと時を過ごしまし

た。夕食後夜店街を見学しました。某 2 名の方が一時行方不明になりましたが、台湾のセ

ブンイレブンで出会うことができました。太宰府の五条で前田理事長も経営されている『セ

ブンイレブン』に感謝しながら、少し緊張しながらホテルに帰りました。 

9 月 10 日（水） 

 高雄市内で 1番高い 70階建ての豪華ホテル

にて朝起きると、ほんとうに晴天です。まず

は日本時代の高雄市役所の高雄歴史博物館を

訪問です。大きな博物館ではありませんが、

博物館の職員の方のアットホームな対応がほ

んとに感じが良かったですね。日本との深い

係わり合いが良くわかりました。また元市長

室で光安団長に座ってもらいましたが、まさ

しくその雰囲気にぴったりでした。 

 その後バスにて一路台南市に向かいました。日本のガイドブックに載っていない旧日本軍

の飛行士を祀っている飛虎将軍廟を訪問しました。旧日本軍の杉浦飛行士を今も神様として

祀っているなんて、台湾の人たちに大変びっくりしました。またガイドさんから、戦前ダム

の技術者八田与一さんご夫婦の悲しい話、今でも地元の人々に感謝をされている話も聞いて

感銘を受けました。 

 今日の昼食は元祖坦坦麺の坦仔麺を食べにいきましたが、甘口の食事に参加者は不評でし

た。しかしこれが文化の違いなのです。料理を残してしまってすみません。

澄清湖にて 

元市長室にて市長の椅子に座る 
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午後から台湾からオランダ人を追い出した郭成功を祀る延平郡王祠を訪問しました。彼のお

母さんが、平戸出身の日本人であることにびっくりしました。 

 その後、私たちは台湾新幹線に乗車、一路台北市へ向かいました。一面にサトウキビと稲

が広がっていました。南国は気持ちをほっとさせますね。到着後、台北駅の前にあるりっぱ

なホテルに入りました。 

9 月 11 日（木） 

 朝起きると台風の影響か？曇り、晴れ、雨、天候がめまぐ

るしく変わる中、今回の 大の目的地、故宮博物院へ向かい

ました。院長がほんとうに会っていただけるのかと心配しつ

つの訪問でした。 

ホールで周院長と記念品の交換、記念撮影等を行い、その

後グループに分かれ、学芸員さんによる説明が 2 時間にわ

たりありました。ハイテクの機械を使いながら、学芸員さん

からハイタッチなお話を聞くのは大変良いなと思いました。

九州国立博物館ではハイテクの機械はありますが、機械相手に説明を聞くのに疑問を感じて

いましたので、この部分は見習う必要があるのでは・・・・・・しかし 3 階から１階まで、

見せる品物の多いこと、結局、私たち６人は午後も九份観光組と別れ、博物館に残り、閉舘

まで見学をしました。感動！また、昼食は地元の人に混じっての小龍包料理、ほんとうに人

が多く、早くて、あっという間に食事が終わっていました。味は良かったですよ。でも混雑

した長浜ラーメン屋を想像してくださいね。 

９月１２日（金） 

 あっという間の 終日です。台風の影響か？外は時折強い風が吹いています。今日はまず

台湾で一番古い寺院龍山寺をお参り後、故蒋介石総統を記念する中正記念堂を見学しました。

その後、台湾で１番高いビル、タイペイ 101 展望台『５０８メートルの高さ』を高速エレ

ベーターで昇りました。眼下に見る台北市内は昨年訪問した北京とは違う躍動感を感じまし

た。 後の食事はモンゴリアンバーべキューです。何か 終的には野菜炒め定食のような感

じでしたが、沢山の人と食べるとほんとうにおいしいものです。（不満ではありませんよ。）  

３泊４日の短い期間でしたが、中国本土と台湾を訪問すると、ほんとに中国人はすごく活

力のある民族であること、またす

ごい文化財の多さを再認識しま

した。 

九州国立博物館の役割は、や

はりアジアの民族の文化と歴史

をタイムリーにつなぐ重要な役

割があるのではないかと再認識

しつつ、夕方５時２０分、機上の

人となりました。団員が無事帰国

できたことに大変感謝します。 
台湾旅行に参加された「愛する会」のみなさん 
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第 3 回「太宰府 古都の光」―光のオブジェ ・ 影絵― 報告  

九博庭園に “大輪の梅花・光のモニュメントが開花” 

 9 月 25 日、第 3 回「太宰府 古都の光」が開かれました。愛する会は昨年に引き続き 2

度目の参加です。前回は途中からの飛び込み参加、短い準備期間での作品はまずまずの出

来ばえで自信を持ち、今回は更なる飛躍へと発展しました。 

 今年の愛する会は、後援並びに協力団体として正式な参加です。６月下旬来の関係者打

ち合わせ会議に数回出席して協議を重ねた結果、九州国立博物館 特別展「国宝 天神さま」

に因み、点灯式会場に梅の花をイメージした「光のオブジェ･モニュメント」を作成・演出

する事に決まり、大勢の市民の前で大輪の梅花を咲かせて大いに盛り上げました。 

 光グループは 7 月に入ると行動を開始しました。博

物館北側の竹林に分け入り、薮蚊と戦い汗を流して材

料の切り出し、実寸大スタードームの試作、夏休みに

来館の子供たちに博物館への願いを込めたメッセー

ジを書いてもらい、実物のスタードーム・竹製オリジ

ナル灯籠の組み立て、メッセージ・色紙を貼り付け、

会場全体の配置を決め…等々、グループメンバー和気

あいあいのもと 3 ヶ月掛けて準備を仕上げました。後は当日のお天気を祈りその日を待つ

ばかりです。 

 本番の 25 日、朝の天気予報は降水確率 50％、昼には 80％…どんより厚い雲に被われ一

時は小雨も降りだして、中止？かと危ぶまれました。皆の祈りが天神さまに届いたか、3 時

頃には空も明るくなり、“実施決定”の連絡が届きました。6 時の点灯式の開会に間に合う

よう、全員が一斉に設営へと取り掛かりました。 

 予定の時刻に無事点灯式が始まりました。子どもたち

の思いを表したスタードームを中心に、百個余りの灯籠

に順次明かりが灯り、直径 8 メートルの大輪梅花のモニ

ュメントが開花しました。太宰府東小学校の全生徒さん

が絵を描いた 330 個の紙灯籠には、九博ボランティアの

方々の協力を得て灯が入りました。 

 夕闇が迫るにつれ天気も回復、風も静まり穏やかな幽玄の

世界、太宰府古都の光が広がりました。三々五々来場散策の

人々が、梅花のモニュメントを背景に記念写真を撮る情景、

自分が描いた絵やメッセージを見つけて喜ぶ子どもさんたち

等々、市民の方々にもしっかりと楽しんで戴きました。今回

は特に九博ボランティアの参加協力を得て、「九博と地域市民を結ぶかけはし…」を実践

する新しい成果も得られました。心配されたお天気も杞憂に終わり、自己採点の結果は120

点？の演出効果「太宰府 古都の光」でした。（深田） 
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 影 絵 製 作 体 験 記      影絵班 永吉博義 

 7 月初旬、馬場区公民館で事業委員会が開かれ、「博物館の特別展が 9 月から『国宝 天神

さま』となっております。それに因み、今年は天神さまの物語を影絵にしたらどうでしょう

か。」と佐藤委員長さんの提案がありました。 以来 9 月 25 日「古都の光」当日までの間、

影絵班（約 20 名）の楽しく献身的な活動が 15 回に亘って行われました。 

ボランティア 1 年生の老人（私）も見よう見真似で先輩諸氏について回りました。 

 前半、先ずは天満宮の歴史館へと足を運び、菅公さま

の生涯を描いたジオラマを見学、班員の共通のイメージ

作りをしました。 翌週から下絵付の厚紙をカッターナ

イフや鋏で切り（これが大変な作業・・・）、人形と小

道具の作成に没頭。その間に脚本が配布され、美術・音

楽・照明・出演・製作の全てを「KKHI・劇団 コトノ

ヒカリ」？（＝愛する会影絵班）が担当し実行すること

を知る。 

こりゃ大変！至難の業だ！と、たじたじ・・・。2～3 回の

話し合いで配役とナレーターが決まり、私も出演する羽目に

なりました。「今までは他人のことだと思うたに俺が出演とは、

これはたまらん・・」。 

 お盆過ぎての後半は、一瀉千里（いっしゃせんり）、声優の台

詞と人形の配置と動きの連携調整等、練習の連続でした。 裏

方の人形遣いこそ、まさにカゲの主役でもあります。 

10回を超える練習とリハーサルを経て 9月 25日本

番当日は上演 2 回。観覧席満員の大盛況！ 

（大成功！）・・・ 

 影絵班の皆さまお疲れさまでした。忘れられない

のは、リーダーのひたむきさとユーモアです。これ

が一番の宝！結果評価は他人様のするもの。     

自己評価は好評！    自己満足です。 

影絵追伸 「10/27  九博にて上演！」 

開館 3 周年記念行事「お客様感謝デイ」の第 2 部？にて、

かげ絵 「天神さまのものがたり」をご招待参加の皆さま、

館長以下九博の皆さまにアトラクションとして披露しまし

た。急遽のこととて、メンバーがそろわず、慌しく体制を整

えてどうにか演じることができました。 

結果は大変好評で、少し胸をなでおろしました。（佐藤） 
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「大宰府市民政庁祭り」 報告  

9 月 27 日（土）さわやかな晴天の 1日、「政庁まつり」

が行われました。愛する会は毎年参加して九州国立博物館

の広報活動、会のアピールをしてきました。今年の活動は

ワークショップ、舞台からの挨拶と抽選会、影絵シアター

です。まず、午後 14 時半からテントブースでワークショッ

プ（かざぐるま・勾玉、組みひも制作）を行いました。 

 風車は２色の色紙を使い、設計図を引くところから会

員が教えて作ります。部品の補充に大忙しで約 50 本の風

車ができました。樹脂粘土で作る勾玉は８０セットを用

意しましたが、子どもに大人気で予約券を出す盛況。下

準備では商工会の女性部の方々にお世話になりました。

組ひもでは難しいにも拘らず会員の丁寧な指導で、参加

者は６０人を越えました。 

 17 時 15 分、木村副館長、前田理事長ほか愛する会のメン

バーが壇上へ上がりました。木村副館長は「３周年を待た

ずに入館者が５００万人に達したのは、一重に地域の皆様

の応援やご協力の賜物、心より御礼申し上げます。」と挨

拶されました。前田理事長の挨拶の後、抽選を行い 15 組の

皆様に特別展「国宝 天神さま」の入場券が当たりました。 

 行灯に明かりが灯り、お祭りもいよいよ佳境に入った

ところで「影絵シアター」の開演です。プログラムは「飛

んでったバナナ」と「じゃんけんぽん」。賞品もたくさ

ん用意しました。その後影絵を開放して自由に遊んでも

らいました。子供達は大喜び、親御さん達からは、めっ

たにない機会をありがとうとお礼の言葉を頂きました。 

 皆さん、お疲れのはずなのに、もう来年の事を話され

ていました。こういうのを心地よい疲れというのでしょ

うね。 

「立つ鳥跡を濁さず」きれいに片付けて愛する会のブ

ースは店じまいです。 

皆さま、本当にお疲れ様でした。（大坪） 
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事 業 報 告 

タイの博物館学芸員の皆さんと交流 

 JICA 草の根技術協力事業「文化財の保存と活性化」

の研修のため 9月 25 日に来日、九博で研修中のタイ

国の博物館の若手学芸員のカイさん(男)・ヌーデイさ

ん(女)・ラットさん(女)の 3人と私たち愛する会との

交流が 10 月 7 日行われました。 

 まずピッカ美化隊に参加し清掃活動を行い地域と

の連携を体験してもらいました。前田理事長をはじめ

20 名の我が隊員と一緒に黄色のバンダナを首に巻き、

通訳の高田さん（タイの大学教授)と博物館の久保田さ

んともども国博通りの清掃活動を行いました。 

 途中、光明禅寺に立ち寄り日本庭園や茶室を拝見、日

本の美を楽しんでもらいました。地域の人々と触れ合う

機会をつくっていただき感謝しているとのことでした。 

 清掃活動の後、前田、川添、土師、今村、井手のメン

バーで懇談会を行いました。会の組織や目的、愛する会

の事業や歴史などを説明しました。3人は終始興味深げ

に話を聞き色々な意見や質問が出て活発な懇談会とな

りました。｢地域の皆さんが博物館の設置を支援し、完

成したら博物館の発展を応援する活動を続けているこ

とは素晴らしいこと、この会が無ければ博物館はここにはできなかったのでは？博物館を地

域の人々がこのように支援していることは大変珍しく博物館サイドの我々からすると非常に

うらやましい｣との感想が述べられました。 

 「これからの愛する会の方針は？｣との鋭い質問に前田理事長も一瞬たじろきながらも｢他

の団体とのネットワークを強めて博物館を支援していきたい。｣との回答に 3人とも納得！と

いう感じでした。 

 愛する会の｢愛する｣ということはタイでは

ラックといい、愛という意味の他にいつまで

も続くという意味もあって大変良い名前であ

るとのこと、ますます愛する会の価値が上が

ったような気持ちになりました。 

 タイのボランティアとの交流もあればいい

ですね、ぜひタイに来てください！との提案

に、我々もぜひそう願いたいですね！と言って懇談会は終わりました。 

 この後、前田さんと川添さんは居酒屋でさらに懇親を深められたとのこと。（井手）  
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《 九博 特別展の見どころ 》 

《特別展紹介》九州国立博物館開館三周年記念・西日本鉄道創立一〇〇周年記念 

特別展「国宝 天神さま－菅原道真の時代と天満宮の至宝－」 

松川 博一（九州国立博物館展示課研究員） 

九州国立博物館では、菅原道真の生涯と天神信仰のひろがりを紹介する特別展「国宝 天

神さま―菅原道真の時代と天満宮の至宝―」を開催しています。本展は、開館三周年記念の

特別展として、これまでご支援ご協力を頂いている地元の皆様への感謝の気持ちを込めて、

福岡・太宰府にゆかりが深く今も「学問の神様」として多くの人々に親しまれている「天神

さま」をテーマとした展覧会です。 
 「天神さま」こと菅原道真（八四五～九〇三）は、平安時代を代表する学者・詩人であり

有能な政治家でしたが、政争により遠く大宰府に左遷され、悲哀と病苦のなか、五十九年の

波乱に満ちた生涯を閉じられました。その霊を慰めるために建立されたのが太宰府天満宮と

北野天満宮に代表される全国の天満宮（天神社）です。その後、道真を祭神とする天神信仰

は、時代の流れとともに、多様な姿をみせ、多くの階層や地域の人々の崇敬を受けてきまし

た。そして今日では、「学問の神様」「受験の神様」として日本人にもっとも親しまれている

神様といえます。 

 この展覧会では、太宰府天満宮や北野天満宮をはじめ、全国天満宮の至宝を中心に、菅原

道真と天神信仰のすべてをご紹介します。道真の形見の品とされる国宝「伝菅公遺品」（大阪・

道明寺天満宮）やその生涯を描いた国宝「北野天神縁起絵巻 承久本」（京都・北野天満宮）、

道真御自作と伝えられる国宝「十一面観音菩薩立像」（大阪・道明寺）、道真が編纂した歴史

書の 古本である国宝「類聚国史」（東京・前田育徳会）など、「天神さま」ゆかりの国宝が

これまでにない規模で集います。さらに今回、アメリカのメトロポリタン美術館から「北野

天神縁起絵巻」が里帰りするととともに、水鏡天神や梅ヶ枝餅の由来など福岡の天神伝承を

多く含む対馬新発見の「天満宮縁起絵巻」（長

崎・八幡宮神社）、道真の 古の伝記「北野天

神御伝」（神奈川・荏柄天神社）など、展覧会

初公開の文化財が出品されています。 
本展を通じて、皆さんの知らない様々な天

神さまに出会うことができれば幸いです。今

秋、国宝１８点、重要文化財２１点を含む約

１２０点の「天神さま」ゆかりの至宝が、道

真終焉の地・太宰府に集いました。ぜひこの

機会にひとりでも多くの方々にご覧頂ければ

幸いです。 
 

 
 
 
 

 

国宝 北野天神縁起絵巻 承久本 天拝山の段 
（京都・北野天満宮所蔵） 

会  期  平成２０年（２００８）９月２３日（火）～１１月３０日（日） 

休 館 日  月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は開館、翌日休館） 

※ ただし、９月２９日（月）は開館。 
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《 九州国立博物館のイベント情報 》 

 

開催日 時間 その他
条件 もよおし 会場 問合せ

（※注 1）

10 月 24 日(金) 14：00～ 
15：00～ 申込なし

『きゅうはくカフェコンサ

ート』 
九州国立博物館
エントランスホール 

A 

10 月 15 日(水) 
～ 

10 月 26 日(日) 
9:30～17:00 申込なし

西日本 100 周年記念 
「天神 100 年  
   にしてつ 100 年」

九州国立博物館
エントランスホール

D 

10 月 21 日(火) 
～ 

11 月 3 日(月) 
9:30～17:00 申込なし

「国宝 北野天神縁起絵
巻 平成記録本展」全 9
巻（高精細複製）公開 

九州国立博物館
ミュージアムホール 

A 

11 月 26 日(水) 
～ 

11 月 30 日(日) 
9:30～17:00 申込なし

日本インドネシア国交樹立

50 周年イベント（仮称） 
「留学生と交流しよう  
インドネシア・カルチャ

ー・デー」 

九州国立博物館
エントランスホール 

ミュージアムホール 

A 

12 月 2 日(火)～ 
12 月 7 日(日) 9:30～17:00 申込なし

第 25 回九州・中国地区 
伝統的工芸品まつり 

九州国立博物館
エントランスホール 

A 

12 月 23 日 
（火・祝） 未定 有料 

金額未定
第 11 回九州朝日寄席 九州国立博物館

ミュージアムホール 
B 

（※時間、場所、内容等が予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。） 

※注 1 A・ 九州国立博物館ハローダイヤル 050-5542-8600（8：00～22：00） 

B・ 朝日新聞社事業本部西部企画事業チーム 092-411-1137（平日 10：00～18：00） 

    C・ 九州国立博物館 交流課教育普及担当 TEL 092-929-3294   

    D・ 西鉄お客様センター TEL 057-000-1010 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  九 博 豆 知 識 

 皆さーん！九博エントランスホールの天井をご覧になったことがありますか？ 
黒い丸太が沢山（全部で 4000 本使用）施してありますが、あれは、主に熊本県、

大分県など九州一円から集められた杉の間伐材（立木密度を疎にし、残った木の

肥大成長を促す為に林木の一部を伐採したもの）を上手く利用したものです。建

築デザイナーのセンスの良さとでも申しましょうか・・・現代風の建物も何とな

く柔らかな雰囲気になっていると思われませんか？  捨てられるかもしれなか

った間伐材も、九博に使われてきっと喜んでいることでしょうね。 
 九博では“地球にやさしい”を考えて、他にもいろいろ工夫がされております。

 次回もお楽しみに・・・。 
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リレー随想 

     「初めての歩き遍路」             三宅 秀昭 

 今から凡そ 1200 年前に、お大師様が修行された足跡を

辿るお遍路。 

いずれは行かねばならぬお浄土へ、どの様な道筋を辿る

べきか。ひょっとして何か良い答えを見出すことが出来

るかも知れない。そのような思いもあって、昨年、一念

奮起して四国八十八か所のお遍路の旅を歩いてする事に

した。 

しかし、全長 1400 キロにも及ぶ道のりを一気に歩くことは、私の体力と都合もあり無理な

ので、「一国巡り」の変形で３年をかけて巡ることとした。 

 昨年は、胎蔵界曼荼羅になぞらえたとされる阿波の「発心の道場」と土佐の「修業の道場」

の半分まで歩き、今年はその半分を歩くつもりが今のところ多忙なため果たし得ないが、こ

の秋にはぜひとも修行に出かけたいと思っている。 

遍路は極力、修行と祈りの旅にするべく、出来るだけ旧遍路道を歩く事にしたが、平坦な田

園の一本道や浜辺の道もあるが、峠越えや尾根歩き、山の中腹や山頂の札所を目指し山の登

り降りとまさに体力修行であった。 

今では残り少ない古い遍路道に、江戸の頃の年号を記した墓石を見ると、白装束で遍路する

意味がわかるような気がしてくる。 

 それでも四国の人々はお遍路さんには暖かく、次第に都会では失われてゆく人の心の奥深

さを感じさせられる旅でもある。また歩き遍路の良さは、道筋で古い神社を見つければ狛犬

を写真に撮ったり、小さな港町で昔の歌人の碑に出会ったり、あるいは寺領の女人結界碑を

見つけたりと楽しみも多いことである。寺の宿坊に泊まり早朝のお勤めにも清清しさを感じ、

遍路旅で出会った歩き遍路の仲間と話すのも良い

体験である。しかし、昨今は歩き遍路をしている人

は、１％にも満たないと宿の主人は言っている。札

所にしても近郊の旅館にとっても旅行社のバスで

の団体遍路のほうが経営的には良いらしい。 

 未だ般若心教も体の一部になり得ず、旅の途中で

土地の人に、何かを掴み得るのは８８箇所を廻って

からよと諭されたりもしているが、結願めざして

「同行二人」を続けて行くつもりである。 

 編集後記 
相変わらず活発な活動が続く「愛する会」の行動力には感服するのみです。 

これからも、九博を様々な形で盛り上げて、多くの方々に来場していただく 

事を願っています。また、この活動がより豊かに発展するよう、会員の皆様 

にも少しでも多くの参加者を募っていただけるようお願い申しあげます。 


