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第４回「太宰府古都の光」光のオブジェ・影絵を終えて 

「国宝 阿修羅」様のおかげです！ 

九州国立博物館開館を記念して始まった「太宰府古都の光」は第 4 回目を迎

えました。今年のこのお祭りは関係者の努力で「光の道」が九博から参道、五

条、観世音寺、政庁跡、国分、水城跡（東門・西門）と一本の道に繋がりまし

た。これは市民参加型のお祭りに漸く近づいた事を意味していると思われ関係

者の 1 人として本当に喜んでいます。 

私たち九博を愛する会はこのイベントの協力団体として参加、光のオブジェ作りと影絵上演

を今年も計画しました。（今回から影絵上演場所を太宰府館から点灯式会場へ変更） 

ところが、「国宝 阿修羅」展、あの記録的な来館者のお客様対策のため九博庭園が今年は

利用できず、「太宰府古都の光」九博会場は太宰府天満宮こども遊園地前広場で開催すること

になりました。 

今年の実質準備作業は 8 月上旬の竹材料の切り出

しに始まり、夏休みに来館の子供たちに博物館・阿修

羅への願いを込めたメッセージを書いてもらい、会員

の宮内氏が今年も 1 人で加工した竹ひごを、20 人近

くのメンバーで高さ１８０ｃｍの堂々とした大型オ

ブジェ 4 基に組み上げ半紙を貼り、開催前日には子供

たちのメッセージを貼り、当日を迎える事になりまし

た。このオブジェ作成には会員の皆さんの全面的なご

協力と、九博、太宰府天満宮、他多くの皆さんにご支援いただきました。 

紙面を持ってあらためて御礼申し上げます。 

阿修羅様のおかげで今年の天候は良好、14 時過ぎから会場設営、光のオブジェ班は主催者側

が準備した、かがり火のまわりにあの大型オブジェと館長、副館長の灯篭、竹灯明、紙灯明が、

そして九博ボランティアの皆さんが準備した太宰府東小学校の子供たちの絵灯明が周辺の通

りに準備され、点灯式を待つばかりになりました。 

点灯式は定刻の午後 6 時 15 分に始まり特別展から帰宅される方、古都の光を今年も楽しも

うと提灯を持参された方々等で大賑わい、西空に日が沈み辺りは幻想的な世界に一変しました。

そんな中、近くの梅林で影絵が始まりました。内容は愛する会メンバーの末金さんのレポート

の通りですが、この設営には会のメンバーは勿論ですが、配電・音響・環境整理といろいろな

方々が、ほとんど事前の打ち合わせがない中、自主的にご協力頂きました。 

本当にありがとうございました。そして無事に終了する事ができましたことを阿修羅さまのお

かげとあらためて感じている今日この頃です。           松岡 良一
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影絵「飛んで行ったバナナン！どこへ行くの？」 

9 月 25 日の古都の光で小学生が影絵を今回初めて演じました。 

素晴らしい出来映えに感動！！拍手がいっぱい・・・！！参加者一同喜び合いました。 

小学生 15 名、お母さん 4 名が公民館に集まり午後 4 時から 6 時まで九博を愛する会の佐藤

さんとお母さん方の演技指導で練習を始めました。影絵人形を持ってはしゃぐ子供さんの目

がいきいきと輝き楽しい表情になってほっと安心！正直、胸をなでおろしました。 

子供たちはてきぱきと役割分担をしながらお母さん方と、愛する会の熱意あるお世話と準備

に支えられ、4 回の短期間の練習にもかかわらず演技がぐんぐん上達して本当にびっくりし

ました。 

本番では光のオブジェの観客も足を止めて影

絵に見入り沢山の拍手が湧きました。 

影絵を終えて“やった・出来た・良かった・・・”

等、互いに拍手し合って喜びが、お互いに伝

わり、皆の顔が達成感に満ちて笑顔がとても

印象的でした。事業部長の松岡さんの提案に

より小学生の影絵に取り組んだことは大きな

成果があったと思います。たずさわられた愛

する会のメンバーの方々、お疲れ様でした。 

“ありがとうございました”と挨拶する子供たちとお母さん方の輝いた瞳と笑顔が今でも浮

んで温かい気持ちになります。多忙の中お世話して下さったお母さんと演じた子供さんに拍

手を送ります。子供さん、お母さん方も演じる楽しさを共有でき喜んでいただきました。 

今後も地域の皆さんの参加が楽しみです。 

九博を愛する会の影絵「天神さまのものがたり」 

2 月に開催した子供フェスタに続いて大変好評でした。 

影絵をご覧になった人の声を紹介します。 

＊ それで太宰府天満宮はここにあるんだね！ 

＊ 道真が太宰府に来られた理由が・・・そうゆう

ことなのね！ 

＊ 道真の人物とか、時平の人物とか歴史的なこと

が、そうなんだと再認識した！ 

＊ 情感がよくこもって感情のあふれるシーンも

あり上手で良かった。 

このような一般の声もあり愛する会の大作の“天神様のものがたり”の影絵はプロの方や、

一般の人も称える出来映えであり演じた事は意義があると思います。次の大作を期待したい

ものです。 

お互いに多忙の中やれば出来る九博を愛する会のメンバーは頼もしいものです。 

いろいろ大変でしたがお疲れ様でした。                末金 厚子 
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「政庁まつり」 報 告 

秋晴れの１０月３日（土）政庁跡にて、「太宰

府市民政庁まつり」が開催されました。今年も愛

する会は九州国立博物館の広報活動、会のＰＲを

してきました。今年の活動は、昨年に引き続き「勾

玉・組紐」などのワークショップや、影絵シアタ

ー、そして舞台での挨拶と抽選会を行いました。 

 ワークショップでは、９月より事業委員会にて

材料の買い付けや予約、また粘土を色付け、小分

けするなどの準備作業を行ってきました。粘土の乾き具合や加工のしやすさなどを、次年

度の参考になるように、勾玉１２０組、組ひも７５組を用意しました。 

 当日まつり会場では、勾玉の人気が高く、午後遅く

来る子供たちの事を考慮に入れ、１４時と１６時の２

回に分けて行いました。会員の方の丁寧な指導で子供

たちも喜んで制作していました。 

 夕方少し暗くなったところで、松岡委員長率いる

「影絵シアター」の開園です。今年は影絵をやったこ

とのない子供たちに、自由に影絵で遊んでもらいました。子供たちや、親御さんも大変喜

んでいました。     

 政庁跡にも行灯が灯り、いよいよ舞台の出番がやってきました。前田理事長の挨拶、そ

して森田副館長から阿修羅展の御礼や、次の特別展の「古代九州の秘宝」のお話をいただ

きました。 

その後は抽選会です。今年はペアで２０組の

特別展入場券をプレゼントしました。会場の

方も一喜一憂しながら、抽選券を確認してい

ました。最後にはブースにて簡単な打ち上げ

をし、会場の片づけをして、終わりました。 

最後になりますが、朝からテントの準備、そ

して駐車場の誘導をしていただいた会員の皆

さんお疲れ様でした。 

久保山 辰巳  
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《 九博 特別展の見どころ 》 

        開館 4 周年記念特別展 

『古代九州の国宝－邪馬台国もここからはじまった－』 

九州国立博物館展示課長 赤司善彦 

九州とは何か？のっけから禅問答ではないのですが、当館が展覧会の名称に「九州」の文

字を入れた初めての展覧会でもあります。九州の歴史に正面からアタックし、その特質を探

ろうとする試みです。 
さて、九州は日本列島の西の端に位置していますが、アジアや西洋に最も近いため、古来

より人やモノの往来が盛んでした。新しい文化は常に異文化と接触する交流の最前線で誕生

します。もちろん、受け入れの中継地点ではなく、ここで伝統と融合した文化が、日本の各

地に広がっていきました。この先進性こそ、九州の特質だといえるでしょう。しかし、これ

だけではありません。古墳時代以降、権力の中枢が近畿地方で成立して以降、中央から遠く

離れた辺境の地に位置付けられていたのも事実です。大宰府は菅原道真公が流されてきた場

所であったことからも分かると思います。そして、大野城や水城を築いたように、有事に際

しては、防衛の最前線に立たされてきました。沖縄の基地や、長崎の原爆投下もこうした地

政学的な意味合いから理解できるのではないでしょうか。先進性と辺境性が交錯しながら、

九州の歴史は歩んできたころにその特質があるのではないでしょうか。 
展覧会では、北の大陸ルート、南の南方ルート、西の東シナ海ルート、そして東の瀬戸内

ルートという 4 つの方向から九州が外来の文化に影響を受け、そして育んだ独自の文化を紹

介します。 
ところで、一番気になる展覧会の目玉ですが、まず、北の代表が、日田市で出土した金銀

や宝石をあしらった鏡でしょう。日本国内では他に例を見ない鏡です。もしかしたら、卑弥

呼が中国からプレゼントされた鏡の一つかもしれません。次に南の代表は、鹿児島県の上野

原遺跡で出土した最古の耳飾りです。耳たぶに穴を開けてそこに嵌め込む大型のイヤリング

です。東は、教科書でおなじみの国宝中の国宝、ヤマト王権との関わりを示す熊本県江田船

山古墳から出土した鉄刀と埼玉県稲荷山古墳から出土し

た鉄剣でしょう。この２振りの刀剣には、同じ｢ワカタケ

ル大王｣(雄略天皇)の名が、金と銀とで刻まれています。

窒素ガスで厳重に護られてきたこの 2 本の刀剣を、関係

者の協力で展示できることになりました。今世紀中に、

この 2 振りの国宝を見る機会はないでしょう。最初で最

後です。 
西の代表ですが、島原の乱の舞台となった原城出土の

黄金十字架は必見です。天正の遣欧少年使節団が、ロー

マ教皇グレゴリオス（グレゴリオ暦を採用した教皇）に

謁見した際、キリシタン大名の有馬晴信に託された品だ

といわれています。 
この他にも、九州ゆかりの名品たちが一堂に会し、歴

史のかなたに消えた九州の姿を浮かび上がらせます。 
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秋 季 例 会 報 告 と 案 内 

 去る９月１４日の秋季例会に多数ご出席いただき有

難うございました。愛する会始まって以来の出席率で

した・・・(^^;) 

東京博物館で１００万人突破した美少年「阿修羅」の

力を改めて感じた次第です。 

今回例会を企画していたところに、博物館のご好意で

愛する会の会員さんへ「阿修羅展」を休館日に開放して

いただけるというお話がありました。研修会にしようか

とも考えましたが、例会にすることで日ごろの活動内容

や、愛する会の現状を会員の皆様に伝えるチャンスでは

ないかと思い、日にちのない中 ばたばたと開催に向け

て準備を始めました。 

会員の皆様には案内が届いて開催までに日数がなく

ご迷惑をおかけしたのではないかと 

思いますが、予想以上の出席を戴き改めて感謝しております。既に「阿修羅展」に足を運ば

れた方から当日、「もっと早く企画して欲しかった～」との声を聞きましたが、鑑賞が終わる

と「待ち時間がなく、スライドでの解説付きでとてもよかったよ～また違った阿修羅を見る

ことが出来ました。ありがとう」と声をかけられ、これからの例会も会員さんが喜んで来て

頂ける企画をして行こうと思います。 

最後になりますが、今後も特別展の研修会、冬季例会

（Ｈ２２．１予定）を開催して行きますので、皆様の

ご出席をお願いいたします。有難うございました。 

吉村 美和  

 

 

『九州国立博物館を愛する会』 秋 季 例 会 感 想 

阿修羅展に参加して 

阿修羅展の感想を書かせていただく前に、この様な機会を作って頂いた事

を感謝申し上げます。 

阿修羅展を見る前に、テレビや阿修羅新聞で沢山のにわか知識を詰め込ん

だ私はまるで恋人に会うような気持ちで阿修羅展に・・。 

学芸員の方の説明を聞きながら、早速会場へ。ゆっくり見たいと思い、一番最後からつい

て行きました。 

あー、これが 阿修羅・・。と立ちすくみ、しばしその何ともいえない吸い込まれそうな

お顔を見ていると、ピカ美化隊の隊長井手さんとお会いし、阿修羅について詳しく教えて頂

きました。両手を挙げているのは、太陽と月を持ち上げ、両横の手は弓を持ち、過去の争い

を表しているそうです。そして残りの二つの手はお釈迦様のセミナーを受け、過去の過ちを

悔い、前で手を合わせています。衣装のなだらかなドレープの描き出すカーブや、衣装を合
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わせたときの模様の位置関係などに時代のセンスを感じます。もう少し近くに寄って細かい

ところまで見ていると、いつの間にか私一人。 

意外と小さいというお話を聞いていましたが、私にはとても大きく見えました。 

あーこのまま、ベットでも持ってきてここに泊まりたい気持ちです。 

思わず手を合わせ会場を出ました。 

大変な大入りで待つのに３時間見るのに１０分というこの阿修羅展をこのようにゆっくり静

かに見られる貴重な体験と心豊かなひと時に感謝いたします。      広田 智子 

 

阿修羅展に参加して 

思い起こせば半世紀ほど前に、奈良興福寺で阿修羅を拝観しました。高校生の私でしたが

その感動が忘れられず、もう一度機会があれば阿修羅様にお会いしたいと思っておりました

ら、幸いにも福岡で阿修羅展が開催される事を知り、是非拝観したいと願っておりました。

時期を見て当博物館に行きたいと思っておりましたが、連日参加者が多くて日時を決める事

ができず、如時にしようかと悩んでいました所、「九州国立博物館を愛する会」のメンバー

である松山様よりご招待の案内がありましたので、二つ返事で参加させていただくことに致

しました。 

「阿修羅に合える」喜びと感動で会場に向かいました。愛する会の方々のご尽力で、一般参

加者では聞く事のできないような専門家によるご案内で阿修羅の魅力を再確認して展示場に

胸ふくらませて入場いたしました。 

何の障害物も無く、四方八方から手を振れんばかりに阿修羅を拝観する事ができ又愛する会

の方々のご案内やご配慮により、身近に堪能させていただいた事が出来ました。会員の方々

のご配慮とご尽力に心から感謝申し上げます。 

本当にありがとうございました。                金子 範子  

  
 

九州国立博物館を愛する会秋季例会 「国宝 阿修羅展」を見て 

「国宝 阿修羅展」は、９月２７日(日)にやっと終了しま

した。来館者は期間中７０万人を突破、博物館入り口では、

連日「何時間待ち」の表示が出され、多くの立ち並ぶ人が見

られる大変な混雑ぶりでした。 
９月７日、九州国立博物館を愛する会秋季例会は、その「国

宝 阿修羅展」をゆったりじつくり鑑賞できる機会となりま

した。 
会員だけでなくその家族等３名まで特別閲覧できるという

事で、私は妻、弟夫婦を誘いました。会場のミュージアムホ

ールでは、九州国立博物館の職員による「阿修羅展」の大型

スライドによる丁寧な解りやすい説明、しかも当日は休館日

という事で、入館者は私たち愛する会のメンバーとその関係

者のみ、ゆったりと心行くまで「阿修羅像」を鑑賞できました。 
「九州国立博物館を愛する会」ならではの企画で、鑑賞した後、妻や弟夫婦からは「よか

った」という感謝の言葉や電話があっておりました。         古屋 友喜 
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タイ学芸員との交流  

『本年も、昨年に続き、JICA 草の根技術協力事業で来日されたタイ研修生と九州国立博物館で交

流事業をおこないました｡』 

川添 廣志 

昨年、九州国立博物館から、『愛する会』にJICA草の根技術協力事

業で来日されたタイからの研修生との交流事業のひとこまをいただき

ましたが、本年も２回目の交流事業参加の要請をうけましたので、前

田理事長を中心に行事に参加しました。来日されたタイの研修生は本

年も３名で、タイ王国国立博物館学芸員ウサーヌオンピエンパークさ

ん（女性）ナコンシ・タラマート国立博物館館長アノン・ヌーペーンさん(女性)、タイ王国国立美術

館学芸員ソムポット・スカーブーンさん（男性）です。７月１７日の歓迎レセプションに参加して、

互いに自己紹介をし、公式行事の入っていない７月３０日の夕方に、昨年に引き続き、非公式に前田

理事長と私とで、宿泊所に近い、ＪＲ二日市に近い居酒屋で懇親会をしました。お酒はあまり飲まれ

ませんが、日本の食べ物では豚肉以外は良く食べられました。（片

言英語でなんとかコミュニケーションをとりました。） 

翌日７月３１日午前中は、ピッカ美化隊の清掃活動に参加し、

その後、前田理事長、佐藤さん、青山君、土師君、野田君、川添

とで、博物館の会議室で、九州国立博物館の誘致運動、『愛する会』

の歴史、現在の活動等を一生懸命に説明しました。博物館ボラン

ティア活動については、タイではまだまだ普及していませんが、

それに近いものがあることなどが分かりました。みなさんタイに

戻れば、博物館の高級官僚なので、私たちもたいへん勉強になり

ました。 

帰国が近くなった８月５日には３人は久留米の花火大会を博物館担当の久保田さんと見学に行か

れるということでしたので、私も一緒に参加しました。人が多くて、たいへんでしたが、日本の美し

い花火の写真を一生懸命に撮っておられました。日本のすばらしい思い出になられたのではないでし

ょうか。また事業委員会のメンバーで千羽鶴まではいかないが三十羽鶴をタイの博物館発展と友好平

和を祈念して贈りました。８月８日には無事タイに帰国されたそうです。 

この事業は本年で終了するとのことで、残念ですが、

いつの日か、タイに、『愛する会』で訪問できたらと思

いつつ、九州国立博物館を通してこのような交流事業

に参加できるのも、『九州国立博物館を愛する会』のお

かげだと感謝しつつ、報告に代えさせていただきます。 
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―   影絵芝居に参加して 

九博ボランティア   鈴木 滋  

 大町公民館の広間に入ると、何やら、モノづくりの熱気が漂

っている。ボール紙や黒の画用紙やら赤や黄色や水色のセロフ

ァン紙が散乱し、中には慣れない手つきでカッターナイフを突

き刺している人も居る。私は言われるままに、お姫様らしい造

形のものを渡され、形を作りはじめる。短めだった十二単のす

そを作者に無断で勝手に（スミマセン）長くして、模様をくり

抜く。セロファンで色付けし、竹を縛りつけ出来上がった。道

真の奥方だ。 
 と、ここで、手を動かせるようにしてほしいと、要求が出る。最初からの設計であれば問題は

無いが、奥方の手をどうやって切り離して、手を動かすようにするか？どうやらこのプロジェク

トは、すこしずつ、完成をめざす、世に言うスパイラル方式の型作りをやっているようだ。 
 周りを見ると、それぞれが、それぞれの工夫を凝らしながら形をつけていく。天満宮の大型模

様も出来てきた。梅もきれいに出来上がってきた。 
奥方は、ばっさりと片すそ半分で分断し、すそを継ぎ足しどうにか手が動くように見せかける

ようになった。 
 と、次は、時平の口を動かせとの要求が来た。 
 次は、弓を射る道真を。これは難しい。納得できないが誤魔化すしかない。本当は右手を動か

し、弓を絞るのだが、左手の弓を動かして･･･ 出来れば、全体を作り直したいが、そのままにな

ってしまった。 
 手伝いのつもりで参加した私は、時平の声出演ということになり、悪役の声を演出。ナレータ

ーの開さん、天子役の永吉さんと 3 人の掛け合いのこのシーンは、阿吽の呼吸のごとくになって

しまった。 
 人形を操る皆さんも、それぞれが熟練の域に達しており、そのエネルギーに感心する。ＢＧＭ、

サウンドも見事。総勢 20 名近くの参加者による集合芸能らしきものが出来た。大衆芸能の一歩は

こうして生まれるものかと思う。 
脚本の藤村さん、下絵作家の萱島さんからも幾度と無く指導を頂いた。 
愛する会の中で、愛する会の影絵が、これからも発展させていけたら、素晴らしいと思う 3 つ

の利点があると考えるのだが？ 
一つ目はチームワークが取れる。お互いが助け合い（時にはムカッとしたり）、人間性を知り合

って、高めあって、良い人間関係が生まれるようだ。 
二つ目は、少しでも見せるものが出来たことで、参加した私たちの自信に繋がった。一人では

成し得ない事も、多くの人が集まって初めて完成できた喜びは大きい。 
三つ目は更なる発展の可能性が見えてきたと思える。“どう

なることか？”から“何とかなるさ”に変わった。というの

は私だけだろうか？新しい人たちが加わっても、全員が交代

しても“きっとうまく行く”と思えるようになった。別の題

材の影絵にも挑戦してみたいと思うのは私だけ？ 
また、みんなで集まろうと声がかかったら、足を引っ張る

かもしれませんが、次も懲りずに参加しますのでよろしくお

願いします。 

 

随
レ 想 

リ 
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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)

１０月２３日（金） 

～１０月２５日

（日） 

１０：００～ 

 １５：３０ 
申込なし 

４周年記念協賛企画「出前温泉・足湯」 

～お！館外にもあった 至福の時間～ 

屋外ﾚｽﾄﾗﾝ前 

広場 
Ｂ 

１０月２５日（日） 
１２：３０～ 

 １３：３０ 
申込なし 

八代妙見祭ＰＲ事業 

「中島町獅子舞 演舞」（仮称） 

屋外ﾚｽﾄﾗﾝ前 

広場（雨天時ｴﾝ

ﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ） 

Ｃ 

１０月３０日（金） 

～１１月２９日

（日） 

９：３０～ 

 １７：００ 
申込なし 

第 4 回九州地域ブランドフォーラム 

「九州ものづくり王国」「九州食の王国」 

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 

屋外 
Ｄ 

１１月３日 

（火・祝） 

①１３：００～ 

②１５：００～ 
申込なし きゅーはくミュージアムコンサート ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ Ａ 

１１月１４日（土） 
１３：３０～ 

 １５：３０ 

要申込 

対象者：小学生

～高校生 

第４回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 Ｅ 

１１月１７日（火） 

～１１月２３日 

（月・祝） 

９：３０～ 

 １７：００ 
申込なし 

トピック展関連イベント  

栗原隆司写真展 「宝満山 2009 春夏―祈り

と山麓のくらし―」（仮称） 

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ Ｆ 

１１月２２日（日） 
１４：００～ 

 １７：００ 
  

トピック展開催記念講演会 

｢祈りの山 宝満山 -山岳信仰と修験道-｣ 
ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾎｰﾙ Ａ 

１２月１９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 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ Ａ 

１２月２０日（日） 
１３：３０～ 

 １５：３０ 

要申込 

対象者：小学生

～高校生 

第５回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 Ｅ 

※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 福岡県観光温泉地協会／TEL０９２－６４３－３４２９（県国際経済観光課内）  

Ｃ 熊本県八代市文化課／TEL０９６５－３５－２０２１  

Ｄ 日本イベントプロデュース協会九州本部／TEL０９２－７１１－５５５０（西日本新聞社事務局内） 

Ｅ 九州国立博物館 交流課教育普及担当／TEL０９２－９２９－３２９４  

Ｆ 九州国立博物館 展示課／TEL０９２－９２９－３２９５  

 

 

 

 
「古都の光」「政庁まつり」と愛する会はもはや太宰府になくてはならない 

ボランティアグループになってきました。普段の地道な「ピカ美化隊」の活動は九博を訪れる方々の歩

く道々を気持ちよく演出しています。例会はそんな愛する会を支えて頂いている賛助会員の皆様に、な

んと観覧３時間待ちと言われた「阿修羅展」をじっくり落ち着いてご覧いただける機会を実現する事が

できました。これからも九博と地域の皆様のよい＜かけはし＞となれるように、努力していきます。ま

だこの会をご存じない方が周囲にいらっしゃったら是非参加していただけるよう御薦め願いたいと思い

ます。                                      （Ｓ.Ｆ） 

編集後記 


