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         九州国立博物館を愛する会 理事長  前田和美    

 愛する会は去る２月 23 日に福岡県から「第一回ふくおか社会貢献

活動表彰」の【地域貢献部門】に選出され、表彰されました。この

表彰は県内の数多くのＮＰＯ･ボランティア団体の応募の中から５

団体だけが選ばれたもので、非常に価値ある賞です。「誘致する会」

「支援する会」そして「愛する会」と 20 年以上に渡る博物館支援な

ど多くの活動が高く評価されたものと思います。 

 九州国立博物館は開館 3年足らずで、来館者 500 万人を達成し、内外の多方面から注

目され、新しい博物館を目指し運営されています。私はこの表彰を弾みに、会員の皆様

と共に今後さらに、九博支援活動を強めていきたいと思っています。 

 

ふくおか社会貢献活動表彰(地域貢献活動部門)～推薦について～ 

去る 2月 23 日、「九州国立博物館を愛する会(以下

「愛する会」)は、福岡県より「ふくおか社会貢献

活動表彰(地域貢献活動部門)」を受けました。それ

には、九州国立博物館･アジア文化センターから「愛

する会」のこれまでの活動について、多大な評価を

頂き、推薦を受けて候補に上がり、選考の結果表彰

に至ったものです。 

 推薦書はＡ４／６ページの書式に、被表彰候補団

体の業績･功績･推薦意見等を記入、さらに添付参考

資料を加える･･･といった面倒な手続きがありました。 

 このたび、アジア文化センターから、上記推薦書の要旨を頂きました。ここに改めて｢アク

ト｣の紙面を借り、引用ご披露いたします。 

 『･･･「愛する会」は、その前身「九州国立博物館を誘致する会」及び「九州国立博物館を

支援する会(以下「支援する会」)」の時代を含めて、「博物館における市民参加のあり方」

について、自主的に研究し実践してきた。
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 特に建設候補地が大宰府に決定してから開館までの期間、「支援する会」ではその組織内

に「ボランティア研究部会」を立ち上げ、「博物館におけるボランティアのあり方」につい

て、ゼロからの検討をはじめた。有識者を交えての勉強会や、国内外の博物館を視察して学

んだ成果を、提言書「九州国立博物館のボランティアについて」にまとめると共に、その結

論を基にして、博物館と地域を結びつける多彩な事業を実践してきた。 

 これら一連の活動によって「支援する会」に培われたボランティアについての幅広い見識

は、博物館やその周辺地域において、その後の取り組みについても重要な意味をもたらした。

例えば博物館において、初期ボランティア組織を立ち上げる際の原動力になった。開館を前

にして、館内ボランティアを公募、840 余名の応募があり、その結果 300 名が選考された。

この人数を組織化するにあたり、経歴や考え方の異なる多数の市民をまとめていくことの難

しさに直面した。そのような状況で「支援する会」の会員(多数の会員が館内ボランティアに

応募)が、リーダーシップを発揮し、独自の経験や知識を活かしながら組織作りへ向かい、軌

道に乗せていった。 

 こうして館内ボランティアの組織化は円滑に進み、現在では類例を見ない規模のボランテ

ィアがいきいきとして活動を続けている。これを地域の側から眺めると、「博物館のボラン

ティア組織が、地域の生涯学習活動の大きな受け皿となっている」と捉えることができる。

つまり、地域における「住民参加の場」を創造し、その充実へと「支援する会」が育んでき

たノウハウが活かされ貢献されていった。 

 その後には「愛する会」の取り組みが実践されることによって、博物館の周辺地域におい

て、他所では見られない「博物館と市民が共生するまちづくり」が促進されている。 

 このように本団体が一貫して「博物館への市民参加」に取り組んできたことは、館内ボラ

ンティアの充実と、地域における市民活動の場への創造～地域活性化が促進されることへの

つながりとなった。これら一連の成果は、地域貢献活動部門の表彰趣旨に合致するところ偉

大であり、本団体の取り組みは当該表彰に強く推薦に値するものである･･･。』  

以上、身に余る推薦の言葉を頂戴し、栄冠を得ることが出来ました。これを機会に更なる成

長と発展を目指し、続けていかねばならないと実感しています。    （深田） 
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― 報告 ―  愛する会主催   

「 九 博 子 ど も フ ェ ス タ」  大 成 功 ！ 

去る２月２１日（土）～２２日（日）、九博を愛する会の事業委員会を中心に九博ボランテ

ィアの協力を得て、子どもたちを対象に、博物館のおもしろさや楽しさを体験するイベント

「九博子どもフェスタ」を、また１７日（火）からは、小学生の皆さんが授業で描いた絵の

展覧会「筑紫地区児童画展」も同時開催しました。当日は大勢の参加者で九博は大変賑わい

ました。平常の倍以上（約 6,500 人～7,400 人）の来館者があり、１日 2,500～3,000 人前後

の親子連れなどがこのイベントを目当てに来館したと思われます。 

２１日は、ホールで演劇・コーラス・演奏、そして既に名物になりつつある当会の影絵「天

神さまのものがたり」をホールほぼ満席の皆さまに観賞していただきました。 

また、２１,２２日ともエントランスでは作り・調べ・遊ぶなど１１の体験コーナーで大変

多くの子どもさんに楽しんでいただきました。 

（1）ホール公演  

 

 

          
   （影絵の練習をする皆さんたち）        （太宰府少年少女うたい隊の皆さん） 

 他に、大野城・小郡の子どもたちの合唱やバンブー演奏、そして「劇団道化」の劇「あは

はのぷん」、いわおたかのりさんのコンサートと盛りだくさんの内容を楽しんでいただきま

した。 

（２）エントランスでの体験コーナー 

１１のワークショップが、愛する会と九博のボランティアさんによって開かれ、大変多くの

子どもたちがバックヤード見学や、組みひものストラップ・かざぐるま作り、ゲームやパズ

ルなどに挑戦しました。ボランティアさんたちは昼食を取る暇もないくらい熱心に教えてい

ただきました。

（愛する会の影絵団員が熱演した「天神さまのものがたり」） 
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（愛する会担当の「かざぐるまを作ろうよ！」と「ひもを結んでストラップ！」） 
 

      
「わたしは遣唐使」（人間すごろく）：遣唐使のことをゲームを通して学べます。 
（ゲームをする子どもたち）        （井上太宰府市長も楽しく参加されました。）  
 

    
「チマチョゴリを着て見て遊ぼう！」：お隣の国、  「パズル（タングラム）で遊ぼう！」：かっては 
韓国について少し理解が深まりました。       世界中で遊ばれていたパズルです。 

 

このような子ども対象の大イベントは九博では初めての催しでしたが、愛する会と九博そし

てボランティアが協力してやり遂げました。内容の検討・子どもが理解できる言葉の使い方・

安全の確認など研究検討を重ね準備をしました。ボランティアの熱心な活動と九博職員の協

力助言に感謝いたします。資金面では花王・コミュニティミュージアム・プログラム 2008

による助成によって行なうことができました。私たちもこの体験から多くを学ぶことができ

充実した活動でした。 
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第１３回 九博デー パネルディスカッション 「過去から育む未来」  

去る、３月２１日（土）九州国立博物館ミュージアムホールにて第１３回九博デーが開催

されました。先ほどお亡くなりになった「九博を愛する会」特別顧問 有吉林之助氏の功績

をあらためて偲ぶと共に誘致する会・支援する会と続いてきた「愛する会」のこれからを展

望しようと言う主旨で行なわれたものです。 

パネリスト    三輪嘉六 （九州国立博物館 館長） 

         西高辻信良 （太宰府天満宮 宮司） 

         前田和美 （「九博を愛する会」 理事長） 

司  会     林田スマ （大野城まどかぴあ男女平等推進センター所長） 

パネルディスカッションは午後１時から上記の出席者で始められました。紙面の都合上一部抜粋

要約し敬称略で掲載いたします。 

林田 「過去から育む未来」博物館のある

街太宰府の創造という事で進めて

まいりたいと思いますが、その前に

今ご覧になった有吉会長の映像を

見て感想を一言ずつお願いします。 

西高辻 グッと来ました。私にとっては先

代の宮司が亡くなりました後、親代

わりのように思っておりました。会長は先代が博物館用地として５万坪の土地を寄付

した際、まだまだ博物館を誘致するには他の民間の方の土地を売っていただかなけれ

ばならない事が解りましたが、その土地をお売りになるつもりがないという時に、会

長はその土地とご自分の土地を交換しましょうという事でその土地を取得し、後に県

に寄付されるという事がありました。土地一つの問題にしても有吉会長のこのような

「思い」「志」があったような気がします。 

三輪 私にとっては有吉会長は励ましを受けた方。後押しをしていただいた方。そして後に

は厳しいプレッシャーを与えて下さった方として深く心に残っています。 

前田 私にとって有吉会長はいつまでも私の会長でございます。会長の下で「誘致する会」

の事務局長をやらせていただきながら、博物館というものはどういうものかを教えて

いただいたような気がします。朝早くから夜遅くまでとにかく忙しい毎日でした。 

林田 その「誘致する会」のおかげでこんなに立派な博物館が此処にできました。それから

「支援する会」「愛する会」と続く中で、その博物館の＜愛し方＞を皆様とご一緒に

考えてまいりたいと思いますが、地域と博物館の連携という事について少しお話して

いただきたいと思います。 

三輪 東京の準備室に居りました時から市民と共生する博物館という思いでやってまいりま

した。市民に愛される博物館がやがて同心円的に広がり世界に愛される博物館になる

のだと思います。
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西高辻 天満宮と博物館の連携はとても大きなものだと思います。間にあるアクセストンネ

ルは地域に開かれた博物館というしかけを太宰府全体に広げてゆく、太宰府全体がテ

ーマパークになるんだという意識の表われです。 

林田 その中の接着剤的な役割、愛し方のモデルを示されているのが「愛する会」だと思い

ますがそのあたりで一言お話下さい。 

前田 ２月に「九博子供フェスタ」というものをやらせていただきました。子供達に博物館

は楽しい所なんだという事を感じてもらえたのではないでしょうか。このような活動

が将来の「まちづくり」「ひとづくり」に繋がってくると思います。 

林田 さて、博物館はこれからが正念場だと思いますが、これからの博物館が抱えている問

題や課題についてお話いただきたいと思います。 

西高辻 たいがい博物館は３年立ったら飽きられるんです。飽きられない事が大事です。こ

れは「愛する会」にも関わる問題ですが。愛する会は博物館が主体でやっている「友

の会」とは違う「贔屓の会」なんです。贔屓というのは文句も言えば金も出す。口も

出してお金も出して育ててゆくというのが贔屓です。ですから「この頃特別展は面白

くないよ。」と言うのも愛する会の役割ですし、入場者が少ないと見れば愛する会の

一人ひとりが動員を掛けましょうというのも愛する会の役割なのです。市民の目線か

らどうやって博物館を盛り上げてゆくか？面白くするかという事を考え行動するのが

「愛する会」だと思います。 

三輪 殆ど言ってくださったので・・（笑）私達はそれをいかに忠実に実行するかという事

だと思いますが、まずその活動を継続しなければならない。様々なご意見や評価をい

ただきながら、常に多勢の人に来ていただける博物館を目指さなければならないと思

います。また、３～４年に一度は動員数に拘るだけでなく、今回の「陶芸展」のよう

にこの博物館の思いを十分に伝えられるような展覧会もやる必要があるのではないか

と思います。 

前田 私共は博物館のよきサポーターになろうと思いますが、まだまだ博物館の情報が地域

に浸透しきれていない部分が多くあります。その中で「通信員」というものを設けよ

うと思っています。その事を通して地域の若い人達の育成、「まちづくり」に役立て

たいと思います。また若い会員が少ないという事がありますので、そちらの方も頑張

りたいと思います。 

林田 どうもありがとうございました。今日は故有吉林之助会長の功績を偲び、これからの

地域と博物館の連携についてお話いただきました。これからも博物館の＜愛し方＞のよ

きモデルとして「愛する会」のご活躍をお祈りいたします。本日はどうもありがとうご

ざいました。 

（要約 藤村） 

 

 



 7

《 九博 特別展の見どころ 》 

《特別展紹介》チベットが九州国立博物館へやってくる！ 

特別展「聖地チベット ポタラ宮と天空の至宝」 

臺
だ い

信
のぶ

祐
ゆ う

爾
じ

（九州国立博物館 文化財課長） 

 2009 年 4 月 11 日(土)～6 月 14 日(日) 
 午前 9:30～午後 5:00 （入館は午後 4:30 まで） 
月曜休館（ただし、4 月 13 日・5 月 4 日は開館） 

 

このたび、九州国立博物館では、世界的に大きな関心を呼んでいるが、まだあまりなじみ

のないチベット文化を紹介するわが国初の総合的な特別展「聖地チベット ポタラ宮と天空

の至宝」を開催する。総数 123 件中 3 割が国家一級文物（日本の国宝）という名品揃いの特

別展で、世界文化遺産に登録されているチベット自治区ラサと河北省承徳にある宮殿（ポタ

ラ宮、避暑山荘）、寺院などで大事にされてきたものばかりである。 

チベット族は、古くよりチベット高原（平均標高 4000m 以上）で遊牧（ヤク、ヒツジ、馬

など）と農耕（ハダカオオムギなど）に従事し、ソンツェンガンポ王のもとで統一国家とな

った 7 世紀以降インドと中国から大乗仏教を受け入れた。土着のボン教による迫害の時期を

経て、11 世紀初め頃からインドの後期密教に学び、更なる体系化をはかってきた。こうして

チベット密教は人々に信仰され続け、今日もなおラサのポタラ宮、ジョカン寺など、各地で

五体投地礼を繰り返す巡礼者の姿が見られる。 

チベット密教圏は、チベット高原各地だけにとどまらず、モンゴリア、北京、五台山、南

京、杭州などきわめて広範囲にわたっている。これは、元朝（モンゴル族）、明朝（漢族）、

清朝（満州族）という歴代皇帝たちがチベット僧に帰依したためである。皇帝は、各地に仏

教寺院を建立し、宮廷工房で仏像仏画仏具などを作らせた。1642 年に、ダライラマ第 5 世は

政治面と宗教面の最高指導者を兼務するというチベット独特の政教一致体制を確立し、ポタ

ラ宮はその権威の象徴となった。 

この特別展「聖地チベット」では、チベット密教美術の世界を中心に、チベットにおける

仏教受容のありさま、チベット周辺地域（中国、インド、ネパールなど）からもたらされた

仏像、仏画、経典、元・明・清の各王朝との関係を取り上

げるとともに、装身具やチベット医学の世界などにも触れ

ている。 

カーラチャクラ父母仏立像（14-15 世紀、シャル寺）は、

4 つの顔を持つ仏とその明妃（ルビ・みょうひ）が見つめ

合いながら抱き合う姿をとり、慈悲の象徴である父と、悟りの

知恵を象徴する母の合一により到達できる悟りの世界を象徴し

ている。修行を積んだ僧侶以外の眼に触れさせないようシャル

寺では普段錦をまとっているが、今回は本来の姿を拝めるまた

とない機会である。独特の姿形をしたチベット密教の仏たち

を通して、チベット文化への理解を深めるきっかけとなる

よう、多数の方々の来場を願っている。 
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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 
問合先

（※注 1）

４月７日（火） 

～４月１９日（日） 
９：３０～１７：００ 申込なし 

特別展「聖地チベット」関連ｲﾍﾞﾝﾄ

張昌絵画展「チベットの美」 
ｴﾝﾄﾗﾝｽｰﾙ Ｂ 

４月１２日（日） 
①１３：００～ 

②１５：００～ 
申込なし 

きゅーはくミュージアムコンサート 

「Ｒｉｎｇｉｎ’ Ｂｅｌｌｓ Ｒｏｎｄｏ Ｃｌｕｂ

（リンギンベルズ・ロンドクラブ）」 

ｴﾝﾄﾗﾝｽｰﾙ Ａ 

４月２５日（土） １４：００～１５：３０ 

応募締切りました

※特別展入場券

か半券の要提示

特別展「聖地チベット」関連ｲﾍﾞﾝﾄ 

椎名誠講演会「チベットの青い空 

―カイラス巡礼記」 

ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾎｰﾙ Ｂ 

４月２５日（土） 

～５月１０日（日） 
９：３０～１７：００ 申込なし 

特別展「聖地チベット」関連ｲﾍﾞﾝﾄ

椎名誠写真展「チベットの青い空」 
ｴﾝﾄﾗﾝｽｰﾙ Ｂ 

５月９日（土） 
①１３：００～ 

②１５：００～ 
申込なし 

きゅーはくミュージアムコンサート 

「ＴＨＥ ＳＯＵＰ ＳＴＯＣＫ」 
ｴﾝﾄﾗﾝｽｰﾙ Ａ 

５月１０日（日） 
１３：００開場 

１３：３０開演 

全席指定２，５００

円 

第１２回九博朝日寄席 

「喜多八・扇辰 皐月の競演」 
ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾎｰﾙ Ｃ 

５月１２日（火） 

～５月２４日（日） 
９：３０～１７：００ 申込なし 

特別展「聖地チベット」関連ｲﾍﾞﾝﾄ

四島司写真展 

「チベットの貌（かお）」 

ｴﾝﾄﾗﾝｽｰﾙ Ｂ 

５月１６日（土） １３：３０～１５：３０ 要申込 
ガムランワークショップ 

～ジャワのガムラン演奏を体験～ 
ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾎｰﾙ Ｄ 

５月２３日（土） １４：００～１５：３０ 

要申込・受付先着順

※特別展入場券か

半券の要提示 

特別展「聖地チベット」関連ｲﾍﾞﾝﾄ

曽布川寛講演会 

「チベット密教の世界」 

ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾎｰﾙ Ｂ 

６月１３日（土） 
①１３：００～ 

②１５：００～ 
申込なし 

きゅーはくミュージアムコンサート 

「ＭＡＰＬＥ’ｓ」 
ｴﾝﾄﾗﾝｽｰﾙ Ａ 

６月２０日（土） １３：３０～１５：３０ 要申込 
ガムランワークショップ 

～ジャワのガムラン演奏を体験～ 
ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾎｰﾙ Ｄ 

※注１      

Ａ 九州国立博物館 ＮＴＴハローダイヤル  ＴＥＬ050-5542-8600 （8:00～22:00）   

Ｂ 「聖地チベット展」イベント事務局  ＴＥＬ092-711-5491 （平日 10:00～17:00）   

Ｃ 朝日新聞社 事業本部西部企画事業チーム  ＴＥＬ092-411-1137 （平日 10:00～18:00）   

Ｄ 九州国立博物館 交流課教育普及担当  ＴＥＬ092-929-3294    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            九 博 豆 知 識 九州国立博物館を支える重要設備 

中央監視装置（BEMS ＝ビルエネルギーマネージメントシステム） 

BEMS とは、エネルギー設備全体の省エネ監視・制御を、自動化・一元化する制御管理システムのこ

とです。 

エネルギー運用データの収集からその分析をし、運転の最適化や熱源の制御、故障予兆監視等、

総合的なマネージメントを行っている大切な装置との事。その中には勿論、環境管理も含まれます。 

BEMS では、約 2500 ポイントの監視や制御を行い博物館をしっかり管理しているそうです。そのデータは

過去 13 ヶ月分のデータが保存されています。 

 環境に優しい博物館はこの様にしてまもられています。    次回も、どうぞおたのしみに・・・。（西村） 



 9

掲 示 板 

交流委員会からのたより 
交流委員会委員長 川添廣志 

先日の冬季例会のコンサートでは、みなさんにたいへんお世話になりました。 

日田のシンガー『いわおかたかのりありがとうコンサート』にご協力していただき、たい

へんありがとうございました。会員さんの中で、コンサートに感動したという方の感想など

を聞いて、少しほっととしました。 

交流委員会では現在、新年度に向かって何をしたら良いかを打ち合わせしています。私た

ちの役目は交流ですので、前年度に完成した九州国立博物館を愛する会のホームページとブ

ログを会員さんはどのように活用してもらったら良いか？またその延長線上にある、九州国

立博物館の通信員制度をどのように作ったら良いのかなどを、話し合っています。また博物

館の応援として、特別展や企画展のちらしなどを私たちが所属している諸団体へ、九州国立

博物館を愛する会のアピールをしながら配布する方法なども大切ではないか？などの意見も

出ています。また、視察研修については、これまでは海外中心でしたが、九州再発見の旅な

ども良いのではという意見も出ています。会員のみなさんでご意見がありましたら、どしど

し、九州国立博物館を愛する会のブログへご投稿をお願いします。 

ブログ名とアドレスは下記の通りです。 

あなたも九州国立博物館を愛するかい？ 

http://weblog.necosize.jp/?hpac=kokuhaku&offaet=1 

 

 

ピッカ美化隊、地元･太宰府･九電･九電工と共同清掃活動 

3 月 25 日は電気記念日、そして九博デーにちなんで太宰府市、地元馬場区、九電、九

電工の皆さまのご参加を得て九博通りの清掃活動を行いました。太宰府市からは井上市

長をはじめ８名の参加、地元馬場区からは区長と公民館主事が参加、九電からは 20 名、

九電工からは 8名の参加、ピッカ美化隊は 23 名、計 61 名が参加しました。 

九電･九電工の皆さんはバケット車 3台で次々と街路灯のゴミをふき取り、残りの人

たちは春になり、伸び始めた雑草を除去しました。 

作業終了後は公民館で鶏飯のおにぎりを食べながらみんなで歓談しました。九電･九

電工さんからは省エネ･環境の有益な話もあり、ウェットティッシュのプレゼントもあ

りました。 

「また来年もやりましょう」ということで事故もなく無事解散することができました。

（井手） 
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リレー随想 

「シルエットデザイン冷蔵庫」 

 太宰府石坂 松 岡 良一 

九博子どもフェスタで「パズル（タングラム）であそ

ぼう！」を担当しました。 

“あじっぱ”で「タングラム」はいつも目にしていまし

たが、これをワークショップで子供達にどのように楽し

んでもらうか、担当スタッフと何度も検討、試作品作り

に苦労し自宅でテストを始めたのが、このようなことに

なるとは・・・・・ 

この試作品、市販のマグネットシートをカッターナイ

フで切り２枚重ねに貼り付けました。 

白い冷蔵庫のドアーにはる
・ ・

と白黒の綺麗なシルエットになり、自由に動かすことができます。 

たった７つの片（二等辺三角形大２・小２・中１ 正方形１ 平行四辺形１）の組み合わせ

で数千のいろんな形を楽しむことが出来る「タングラム」 

最近は帰宅すると、ほとんど毎日、冷蔵庫の前に立ち動物・人・建物・標識等などのシル

エットを作り楽しんでいる私です。こんなに夢中になるとは思いませんでした。我が家の古

い冷蔵庫は世界に一台しかない、毎日変わる「シルエットデザイン冷蔵庫」に変身したので

す。 

ところで、この「タングラム」、子どもたちの創造力を高める良き教材とも言われています。 

「九博子どもフェスタ」でも、多くの子どもたちが目を輝かせて家族と一緒に楽しんでいま

した。 

  今後“あじっぱ”でもホワイトボードの前で親子が一緒に考える「タングラム」コーナー

ができるように取り組んでいきたいです。 

タングラムについて、ご参考までに 

幾何学文様の「タングラム」は２００年

以上前に中国で生まれたと考えられていますが、詳しく

は分かっていません。パズルとしてドイツで開発され、

欧米でチャイニーズパズルとも呼ばれて親しまれ、フラ

ンスのナポレオンもセント・ヘレナ島でこのパズルで過

ごしたとか・・・・日本でも「清少納言知恵の板」とい

う同様のパズルがあります。 

 

 

 

編集後記 

「愛する会」も丸２年。周囲の期待もふくらんでいます。会の目的・意味をもう一度確か

めて、具体的な目標をたて、行動に移る事が求められています。会員の皆様一丸となって

助け合いながら頑張りましょう。総務からも呼びかけがありましたが、若い新会員の参加

を期待します。 


