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令和 2 年度基本方針 

理事長 川添廣志 

九博を愛する会は本年度 13年目を迎えました。新型コロナウイルス感染症の影響により九州国立博物館

が臨時休館となり、6月2日に再開館いたしましたが、観客の入場制限が続いている状況です。当会も 2月

から事業を自粛し、本年度に入っても活動休止の状況が続いております。しかしながら、活動が再開できる

時に備え、本年度基本方針案を発表させていただきます。 

昨年度『活動会員高齢化の解消』及び『個人会員・法人会員の入会数の停滞解消』を十分に行うことがで

きませんでした。その為、再チャレンジを致します。また新たに、文化交流展示室での『特集展示』のすば

らしさを伝えることが、私たち自身の学びとなり、九博への支援活動となると考えます。 

本年度は【４つのテーマ】を掲げて活動をおこなってまいります。 

① 楽しい活動を目標にして、会員の仲間づくりをします。 

・『ピッカ美化隊活動』を中心に地域の子供たちや諸団体と連携した九博の花いっぱい活動を行う 

・『古都の光』『出前影絵公演』で地域の子どもたちに九博を身近なものにしていく 

・『九博子どもフェスタ』を継続し、九博館内・館外ボランティアさんと子どもたち・九博職員さんとの
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一体感を形成する 

・『九博つくし郷土かるた大会』を法人会員さんと連携し、子どもたちと地域の歴史を通じた交流を推進

する 

・会員さま向けの日帰り研修旅行などを企画し、交流を図ります 

・『会報誌アクト』やホームページを通じて会員同士のコミュニケーションがより活発になるよう QR

コード取得推進などで改善を図ります 

・『観覧例会』の貴重な機会を最大限楽しい時間にするアイデアを捻出します 

② 九博が身近にあるという感動と感謝を伝えるため、法人会員・個人会員をもっと増やし

ていきます。 

・昨年目標への再チャレンジ。法人会員 100 社、個人会員 300 名。 

 紹介運動に力を入れて参ります。 

③ 文化交流展示室での『特集展示』を学び、より多くの方々にそのすばらしさを伝えます。 

・従来の特別展観覧例会はもとより、九博研究員独自企画による特集展示の講演と観覧の実現をはかり、

私たち自身が学んだことをより詳しく地域の皆様に発信できるように致します。 

④ 草の根九博応援ネットを充実させ、サポートする力を広げていきます。 

・当地域にある文化施設で『九博ふるさとセミナー』の出前講座を開催し、 

各施設研究員や職員さんと講演会などの共同発信を通じ、互恵関係の強化につながる機会を増やします。

同時に会員の皆さまへ地区内文化施設への知見を広げていただく機会をつくります。 

・当会の各事業に関連して各種団体との連携を推進し、協力や共催などの交流で九博への応援ネットを

充実させてまいります 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大の終息が見通せない中ではありますが、活動再開ができるときに 

備え、上記の４つのテーマに関しての準備・研修等を行ってまいりたいと考えます。このような環境だか

らこそ、私たちは九博の職員の方 ・々会員同士のコミュニケーションを重視して、応援団の仲間づくりを地

道にこつこつと推し進めてまいりたいと考えております。本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。 
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《令和 2 年度総会を終えて》 

  去る 7 月 8 日 14 時から、いきいき情報センターにて令和２年度

の総会を開催いたしました。しかし今回の出席者は 10 名…。そうで

す。ご存知の通りコロナ禍での総会開催で、感染予防の為に書面議決

を前提としたからです。今期の総会は様々な団体が至る所でこの書面

議決の方法を採用した模様ですが、実際に会場に出向いた者にとって

は、かってない独特の雰囲気で、やはり少し寂しい

印象を持ちました。書面議決票 152、委任状による

もの 53 で合計 215.現在の会員数 320 の 1/2 が定

足数ですので無事に開催でき、議案すべても賛成

可決を頂いた事を、ここに謹んでご報告申し上げ

る次第です。但し事業報告と決算、そして事業計画

と予算に関しては全員の賛成を頂きましたが、本

年度個人会費の来年度繰越に関しては、お二方のみ反対という事で、その理由まではわかりかねますが、こ

の投票の意味を真摯に踏まえて、本年度の事業遂行を心掛けたく思っております。最後になりますが、マイ

クロソフトの現CEO サティア

ナデラが今回のコロナにより

「2 年分のデジタル変革が2 ヶ

月で起きた」と言っているそう

です。確かに本当に時代変化が

激しい世の中になりました。し

かし私たち愛する会も、今回の

コロナというピンチを、更なる

喜びを感じ取れるような、そん

なきっかけにしたいものです。 

専務理事 青山博秋 
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《令和１年度事業一覧》 

日 付 事 業 名 時間 場  所 備  考 

4月15日 会報誌「アクト47号」発行 10:00 ぶくら  

4月18日 4月度理事会 18:30 九州国立博物館  

4月23日 特別展観覧例会(京都大報恩寺展） 16:30 九州国立博物館  

5月16日 5月度理事会 18:30 九州国立博物館  

5月17日 ピッカ美化隊活動 ビオラ撤去 10:30 九博広場・南階段  

6月21日 ピッカ美化隊活動 ポーチュラカ植え付け作業 10:30 九博広場・南階段  

6月21日 6月度理事会 18:30 九州国立博物館  

6月29日 通常総会・講演会 13:00 九博研修室  

7月17日 特別展観覧例会(室町将軍展） 16:30 九州国立博物館  

7月18日 会報誌「アクト48号」発行 10:00 いきいき情報センター  

7月19日 7月度理事会 18:30 九州国立博物館  

7月27・28 古都の光プレイベント  九博エントランスホール  

8月20日～ 古都の光影絵練習  大町公民館  

8月21日 8月度理事会 18:30 九州国立博物館  

9月18日 きゅーはく突撃取材 10:00 九博総合案内  

9月19日 古都の光オブジェ組立 10:00 元九州歴史資料館倉庫  

9月20日 9月度理事会 18:30 九州国立博物館  

9月25日 第14回太宰府市古都の光影絵上映 18:30 九州国立博物館 屋外  

10月5日 太宰府市政庁まつり 12:00 とびうめアリーナ  

10月6日 第9回九博ふるさとセミナー 13:00 太宰府天満宮余香殿  

10月15日 会報誌「アクト49号」発行 10:00 九博第2会議室  

10月17日 特別展観覧例会(三国志展） 16:30 九州国立博物館  

10月21日 10月度理事会 18:30 九州国立博物館  

10月23日 ピッカ美化隊活動 ポーチュラカ撤去作業 10:30 九博広場・南階段  

11月17日 万葉と紅葉を巡るバスツアー 9:00 太宰府市・筑紫野市  

11月19日 11月度理事会 18:30 九州国立博物館  

11月25日 ピッカ美化隊活動 ビオラ植え付け作業 10:30 九博広場・南階段  

12月18日 12月度理事会 18:30 九州国立博物館  

1月13日 かるた大会チラシ仕分け・発送 13:00 愛する会事務局  

1月14日 会報誌「アクト50号」発行 10:00 いきいき情報センター  

1月20日 1月度理事会 18:30 九州国立博物館  

2月17日 2月度理事会 18:30 九州国立博物館  

2月18日 特別展観覧例会（フランス絵画の精華展） 16:30 九州国立博物館  

2月27日 九博、休館を発表 その後、6月2日から再開となる  九州国立博物館 緊急事態宣言 

3月16日 3月度理事会 18:30 九州国立博物館  

3月19日 電気記念協働清掃活動（太宰府市・九電・九電工・自治会） 9：00 国博通り 期間未定延期 

3月22日 九博デー・つくし郷土カルタ大会」  とびうめアリーナ  中止 

3月24日 きゅーはく突撃取材【博物館科学課 木川課長】 10：30 九州国立博物館  

※ 上記一覧には、理事会以外の各事業部会議・三役会を省いています。 
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自 2019. 4. 1 

    至 2020. 3. 31 【収入の部】   

№ 科  目  予算（A) 決算（B)  差異（B-A) 摘要 

1 会費収入  1,950,000 1,717,000   -233,000  

 １．個人会員  810,000  807,000  -3,000  

 ２．法人会員  1,140,000  910,000  -230,000  

2 雑収入  9,050  501,023  491,973  

 １．チケット販売手数料  8,000  10,900  2,900  

 ２．受入利息  50  23  -27  

 ３．寄付金収入  0  100,000  100,000 SOMPOちきゅう倶楽部 

   寄付金収入  0  239,000  239,000 宅建協会 かるた購入 

 ４．その他  1,000  1,000  0 名刺作成他 

   その他  0  41,600  41,600 市民祭り 

   その他  0  106,500  106,500 交流委員会旅行代金 

   その他  0  2,000  2,000 年会費誤入金 

 合計  1,959,050  2,218,023 258,973   

         

【支出の部】        

№ 科  目  予算（C) 決算（D)  差異（C-D) 摘要 

1 事務費  949,600  873,266  76,334  

  １．図書印刷費  30,000  23,925  6,075  

  ２．備品費  30,000  31,946  -1,946  

  ３．通信費  120,000  109,011  10,989  

  ４．リース費  129,600  129,600  0  

  ５．諸雑費  40,000  53,278  -13,278 トナー 

  ６．事務局経費他  600,000  525,506  74,494  

2 会議費  70,000  69,121  879  

 １．会場費  40,000  46,362  -6,362 総会 

 ２．諸会議費  30,000  22,759  7,241 市民祭り 

3 事業費  690,000  627,682  62,318  

 １．総務委員会事業  100,000  74,502  25,498  

 ２．広報委員会事業  200,000  189,751  10,249  

 ３．交流委員会事業  110,000  215,440  -105,440 バスツアー代金 106,500 

 ４．事業委員会事業  150,000  111,213  38,787  

 ５．拡大委員会事業  30,000  0  30,000  

 ６．ブランディング事業  100,000  36,776  63,224  

4 九博デー  100,000  0  100,000  

5 予備費  149,450  453,750  -304,300 カルタ制作費 

 その他  0  2,000  -2,000 年会費誤入金分返

金 

6 支出合計  1,959,050  2,025,819  -66,769  

         

 収入－支出  2,218,023 - 2,025,819 ＝ 192,204  

         

 平成３０年財産目録  繰越金  令和1年度

収支 

 翌年度繰越

金 

 

 4,213,094 - 0 ＋ 192,204 ＝ 4,405,298  

《令和１年度決算》 
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あの特別展はどこ行った？  

特別展「ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展」 

 

 オランダのライデン国立古代博物館は、世界に名高い古代エジプトコレクションを誇ります。また、現在

もエジプトでの調査を継続しています。 

 注目すべきは、初代館長キャスパー・ルーベンスの英断です。研究のために行うミイラの解剖によって、

貴重な文化遺産が損なわれることを憂えた彼は、人類が将来、ミイラを傷つけぬまま中身を見る技術を開発

するであろうと見越して、ミイラをほどかず保存することにしました。 

 そのおかげで、ライデン国立古代博物館が所蔵するミイラは、破壊や変質を免れ、人類が獲得した CT ス

キャンなどの技術によって、その内部を詳しく知ることができるようになりました。 

 特別展「ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展」では、ライデン国立古代博物館が実施した最新

の CT スキャン調査の結果とともに、ヒトや動物のミイラ、棺、死者の書をはじめ、石碑、神像、宝飾品な

ど、同館所蔵の約 250 点を公開します。 

 死を身近に感じ、来世での永遠の生を得ることを望んだ古代エジプト人の独特の死生観を、展覧会を通じ

て体感していただきたいと思います。 

 

アメン神に捧げられたカーエムテルの像 

新王国時代、第 19 王朝（前 1292～1191 年頃） 

ディール・エル＝メディーナ 

 現代のルクソール近郊にある「王家の谷」には、ラメセス 2 世の王墓が造営されま

した。その墓の装飾に携わった職人が、カーエムテルです。この像はアメン神に捧げ

られたもので、彼が手に持つのは、ヒツジの姿を現すアメン神の姿です。 

Image © Rijksmuseum van Oudheden (Leiden, the Netherlands) 

 

パディコンスの『死者の書』 

第 3 中間期、第 21 王朝（前 1076～944 年頃） 

 来世へ赴く死者のためのガイドブックが『死者の

書』です。パピルスに書き込まれた長大な文書の 1 枚

目には、アメン神殿領の家令であった神官パディコン

スが、神々をたたえる姿が描かれています。左端から

イシス神、オシリス神、両神をたたえるパディコンス、

ラー・ホルアクティ神、同神をたたえるパディコンス

です。 

Image © Rijksmuseum van Oudheden (Leiden, the Netherlands) 
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ホルの外棺 

後期王朝時代、第 25 王朝（前 722～655 年頃） 

テーベ 

Image © Rijksmuseum van Oudheden (Leiden, the Netherlands) 

 ミイラを収める棺に、色鮮やかに描かれた絵画も、ぜひその細部までご覧くだ

さい。アメン神のウアブ神官だったホルの棺には、襟飾りの下に『死者の書』の

一場面が描かれています。死者の心臓を天秤ばかりで計量しているところです。

この計量により、死者が生前に正直者であったかどうかを判定し、合格すれば来

世にたどり着けるのです。 

 

作品はいずれもライデン国立古代博物館所蔵  

 

『最新情報は古代エジプト展公式ＨＰを参照ください』 http://ｌｅｉｄｅｎｅｇｙｐｔ．ｊｐ/ 

 

※上記案内を4月発行予定のアクト掲載として、九州国立博物館企画課長の白井克也さまからご寄稿いただいて

おりました。九博と札幌の展覧会は残念ながら中止になってしまいました。しかし国内巡回展として福岡から近い

ところでは、山口県立美術館が 2021年9月18日（土）～11月7日（日）の間、予定されています。エジプトやイン

カ、中国など、ミイラはおどろおどろしたものでは決してなく、日本でも即身仏などがあるように崇敬・慈愛の対象と

して祀られたもののようです。古代エジプトの人々がどのような死生観をもって生活をしていたのか興味深いとこ

ろです。来年、山口県立美術館に出かけてみましょうか（ ＾ω＾）・・山口！そう言えばあのノジケイさんは今？ 
  
 

 

 

九博を愛する会の皆様、会の発展の為ご尽力お疲れ様です。 

私は昨年 10 月に宇部市に転居してまいりました。地域の文化、

歴史など興味津々で家族で楽しんでおります。宇部は瀬戸内海 

に面し、古くから交通の要衝として賑わい、第一次大戦前後の 

石炭景気で、人口 5 千人から 3 万人に膨れ上がり現在 16 万人 

を有し、来年市制 100 周年を迎える工業都市です。 

市内には至る所に UBE ビエンナーレ彫刻コンクール入賞者の作品が展示され、街の景観に溶け込んでいます。 

常盤公園には動・植物園・遊園地等が有り、家族連れの憩いの場で素敵な公園です。公園で放し飼いにされてい 

たペリカン、カッタ君を覚えていらっしゃいますか？近くの幼稚園で園児と遊ぶ姿が放映され有名になりました。 

山口宇部空港の駐車場一帯のバラ（5 月頃）が素晴らしいですよ。コロナが終息した暁にはぜひお越しください。 

因みに病院と美容院、焼肉屋さんの多さにはビックリ！家の近くは自然いっぱいで濁った川にはブラックバス、 

ボラ、亀、鯉等々太公望の穴場です。10ｃｍほどのボラが水面をジャンプするのを眺めながら犬の散歩も格別 

です。野尻敬子 《 昨年ご子息の家族と生活を共にするということで太宰府から宇部に引っ越しされ 

ました。会報誌アクトの取材協力員山口県担当のお一人として投稿頂きました 》      

 



8 

 

 
九博再開館とお願い  

 
 全世界を襲った新型コロナウイルス感染症による影響のため、

九州国立博物館も2月27日㈭より臨時休館を続けてきましたが、6

月2日㈫より再開館しました。開館にあたっては、スタッフの体

調管理、館内消毒の強化、アルコール消毒液の設置など、お客様

が安心して観覧できる環境を整えています。 

ご来館のお客様には、感染拡大防止のため、下記の取り組みに

ご理解とご協力をお願いします。 

 

⚫ 入口の体温測定で３７．５℃以上の発熱がある方は入館できません。 

⚫ 入館時はマスクを着用してください。マスク着用でない方は入館できません。 

⚫ 入館時に「ヘルスチェックシート」に記入・提出をお願いしています。 

⚫ ご来館中に体調をくずされた場合は、お近くのスタッフにお知らせ下さい（スタッフ

からお声がけする場合があります） 。 

⚫ 入場列や展示室では、他のお客様と２ｍほど距離をお取り下さい。  

⚫ 展示室内の混雑をさけるため、やむを得ず入場制限を行う場合があります。  

⚫ 感染防止のため、一部の施設やサービスを停止しています。 

⚫ 10名以上の団体でのご入館はお断りしています。 

 

 なお、今年度に予定していた展覧会のうち、いくつかが変更を余儀なくされました。春の

特別展「ライデン国立古代博物館所蔵古代エジプト展」は中止となり、夏の特別展「海幸

山幸－祈りと恵みの風景－」と秋の特別展「加耶」は、令和３年度以降への延期を決定し

ました。こうした状況ですが、４階文化交流展示では開館 15 周年にふさわしい充実した展

示を企画しています。皆様のご来館をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
総務課長 執行正一 

   

① 周囲の人達のためにマ

スクを忘れずに、そして

手の消毒 

② カメラによる体温測定で 

入場可否あります。 

できればお家を出る前に 

自己チェック 

③ 感染経路の速やかな調査 

のため体調・渡航歴そし 

て連絡先を記入してね 
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文化交流展 

開館15周年記念特集展示 

大宰府史跡指定 100年記念 筑紫の神と仏 

会期：令和2年6月2日（火）～8月30日（日） 

展示場所：文化交流展示室 第6・7室 

概要；今回の特集展示は、九博が平成17年（2005）以来取り組

んできた大宰府学研究事業の成果を発信しています。 

   「信仰」にスポットを当て、古墳時代より続く神祇祭祀、

国家宗教となった仏教等について、発掘調査出土品や

寺社に伝わる貴重な文化財を基に考察が進められてい

て、貴重な素晴らしい展示品を観覧することができます。 

文化交流展 

開館15周年記念特集展示 

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館蔵品巡回特別展 

しきしまの大和へ‐奈良大発掘‐ 

期間：令和2年7月28日（火）～12月20日（日） 

展示場所：文化交流展示室 第2・3室 

概要：本展示は、「しきしまの大和」と万葉集に詠まれた奈良を、

長きにわたって発掘、研究をしてこられた奈良県立橿原考古学研

究所の附属博物館に収蔵されている優品が紹介されています。特

に縄文から中世の出土資料を展示し、外来文化を受け入れながら

独自の文化を形成した日本の姿が紹介され、またムラから都市、国 

家へと歩んだ足跡をたどる展示となっているそうです。                       

（ T・S ） 
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《愛する会理事・故松山勝利さんのこと》 

副理事長 髙野眞幸 

進行性癌で治療を続けながら、研修取材・編集に精魂を

傾けていた勝利兄貴が、先月 6 月 23 日午前 7 時 53 分

天国に召されました。今は永遠の笑顔でご仏壇にあら

れます。負けず嫌いでビョーキなくらい駄

洒落をとばされていましたが、振り返れば

生来の前向きな精神のなせることだった 

  と、背筋を伸ばして生きる姿勢に頭の下がる思いでいっぱいです。7 月 8 日の総会後、  

会場から近いご自宅に川添理事長など 4 名で弔問させて頂きまし

た。松山さんは 5 月 27 日にかかりつけの病院に入院されました。

6 月 7 日自宅の枇杷の実を数個もって見舞に伺いました。コロ

ナの防疫体制下、面会謝絶でしたが運よく奥様が来院されてお

り、１分間ほどアクトの編集・発行の件で話ができました。当日の夕刻、携帯に

メールが入りました。『わざわざ差し入れまで頂きありがとうございます。元気

に一日も早くなって役にたちたいと思っています（原文）』とありました。それ

からわずか 2 週間。もっともっと話ができればよかったのにと悔し涙も噴き出し

て、しかし誰もが通る道だと

観念しました。 

太宰府短歌会にも所属され

ていました。西日本新聞社の 

文化欄によく投稿されていたようで昨年の福岡 

県民文化祭の短歌部門で「秀逸」の表彰を受賞されていましたが、ポツリともそのようなことを周囲 

に仰られなかった。太宰府市倫理法人会での活動もあり、愛する会会員への入会にも随分とご尽力頂き 

ました。 『ヒトに生まれ、人間に生きる』  

生きるってことを背中で見せて頂きました、有難うございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます 

 

（残された勝利兄貴のユニフォーム） 

 

 
新聞掲載の折々奥様が短冊を作られて壁に 
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特集 

その１、「古代日本の『西の都』～東アジアとの交流拠点～」 

 このたび、平成２７年度に認定されていた日本遺産「古代日本の「西の都」～東アジアとの交流拠点」について、

太宰府市単独の地域型から、筑紫野市・春日市・大野城市・那珂川市・宇美町・佐賀県基山町を含む範囲への拡

充が認定されました。 

 これまで、九州・筑紫の地におかれた「大宰府」を中心に繰り広げられた東アジアとの国際交流の歴史と文化に

焦点を当てたストーリーにより、太宰府市が認定を受けていました。しかし、古代「西の都」に関連する文化財は、

近隣の市町にまで広く分布していることから、福岡県・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市・宇美町・

佐賀県基山町が共同し、複数市町による広域型への変更を申請していました。 

 今回、文化庁から広域型への拡充が認定を受けたことにより、「天下之一都会」と呼ばれた「西の都」をめぐる壮

大なストーリーを、より一層充実させることができました。 

「西の都」大宰府 

日本の西、九州・筑紫の地にはかつて都があった。それが大宰府である。1300 年前、そこには「大君の遠

の朝廷」である大宰府がおかれ（『万葉集』）、「天下之一都会」と呼ばれた。（『続日本記』）。古代・中世を通して、

日本の宮都や海外からもたらされる先進文化で彩られていた。 

世界とつながる「西の都」 

1300 年前、中国の唐王朝が世界帝国として繁栄していた。このため唐の文物・文化・政治システムを周辺

諸国は進んで取り入れ、日本も、大宝の遣唐使・粟田真人が唐から先進の情報を持ち帰り、改革を進めた。 

こうして日本は歴史上もっとも国際色豊かな時代とといわれる奈良時代を迎えることとなる。皇帝に厚遇

された粟田真人が見た唐の都長安は、東アジアの先端となる都市であった。彼が収集した情報をもとに平城

京と大宰府はつくられた。筑紫には天智朝に水城や大野城、基肄城など、すでに百済の宮都を模した要塞が

築かれていたが、唐の宮都を実際に見た粟田真人が赴任し直接造営に携わることで、「西の都」として新たに

生まれ変わったのである。それは水城や大野城、基肄城など前代の要塞を利用し、その中に約 2 キロ四方に

わたって碁盤目の街区（大宰府条坊）を設けた本格的な都城であった。大宰府政庁や関連する役所を街区の

北の中央に据え、その前面に朱雀大路を敷設した。その幅は長安城朱雀大街の 1/4、平城京朱雀大路の 1/2

という規格をもち、国内 2 位の広さを誇っていた。まちには人々の住まいとともに、官人子弟の教育機関

（学校院）、天皇にゆかりのある寺院（観世音寺・般若寺）、迎賓館（客館）など、宮都と同様の施設が備えられた。 
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屋根には都と同じデザインの蓮華文の甍が軒を連ね、粟田真人が唐で見た、獅子像と同じ顔の鬼瓦が行き

交う人々を見下ろしていた。四方へ広がる官道は、文物・文化の交流を支えた。 

このように大宰府は、東アジアの国際標準の都の仕様で築かれた都市であった。それはこの地を訪れた

人々に日本の国際性を目に見える形で示すべく、古代国家が威信をかけて築いた「西の都」だったのである。 

こうして、外国使節や商人が往来し、舶来の品々が行き交う国際都市が誕生したが、それは「西の都」成立

以前からの盛んな国際交流の地であった筑紫という素地の上になりたっていた・・・このあとの続きは来年1

月発行のアクト52号でご紹介いたします。待ちきれない方は福岡県庁のホームページをご覧ください。 

 福岡県庁ホームページ 「 ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｐｒｅｆ．ｆｕｋｕｏｋａ．ｌｇ．ｊｐ 」 

【構成文化財：３０件】 

当初認定1９件：  大宰府跡、大野城跡、水城跡、観世音寺・戒壇院、筑前国分寺跡、大宰府学校院跡、国分

瓦窯跡、宝満山、梵鐘、太宰府天満宮、太宰府天満宮神幸行事、太宰府天満宮の伝統行事、万葉集筑紫歌壇、

大宰府条坊跡、官道、軍団印出土地、般若寺跡、南館跡、太宰府の梅 

追加認定１１件：  基肄城跡、阿志岐山城跡、次田温泉（二日市温泉）、塔原塔跡、天拝山、杉塚廃寺、牛頸須

恵器窯跡、牛頸須恵器窯跡出土ヘラ書き須恵器、御笠の森、善一田古墳群、裂田溝 

（以上福岡県のＨＰより）  

編集後記 

今年は愈々オリンピックだ！ 

    日本中が浮き立っていました。そこへ突然コロナウイルスの来襲！！ 

いろんなことが変わってしまいました。 

当会の活動も悉く中止となり、広報誌「アクト」も 

漸く発行にこぎつけました。 

遅くなりましてお詫び申し上げます。 

これからもできることを探して活動してまいります。 

一層のご協力をお願い申し上げます・ 

（広報委員一同） 


