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九州国立博物館を愛する会・会報

第２号
2008 年 1 月 15 日発行
九州国立博物館を愛する会

新年のごあいさつ

明けましておめでとうございます。皆様良いお年をお迎えのことと思います。九州国立博
物館を愛する会は、昨年６月再発足以来精力的に活動を進めてきました。本年も大きな取り

組みになる３月の九博デーをはじめとして、博物館と地域にしっかり根を張った懸け橋活動
を続けて参りたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

天皇・皇后両陛下をお迎えして

｢

｣

平成十九年十月三十一日、九州国立博物館では、
天皇皇后両陛下をお迎えしました。三輪館長と小松
部 長 の 案 内で 四 階 の 文 化 交 流 展 を ご 覧 に な ら れ ま
した。愛する会の活動メンバーは同日行われた開館
二周年記念式典に出席し、両陛下にお目にかかるこ
とができました。しかも、私たちに柔らかい優しい
お声で温かい励ましのお言葉を掛けていただき、予
期せぬ出来事に大感激をいたしました。

お言葉を 賜り思わず 畏まり
お答えすべき 言葉出でこず
井 手 良治
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―― 第１回

中国文化交流団

上海・南京・北京訪問 ――

九州国立博物館を愛する会では、会員の見聞・研修の機会を多くしたいと考えております。そこ
で学んだことを力にして活動をさらに活発にしていけることと思っています。
昨年の１１月２４日(土)～２８日(水) ４泊５日の視察研修旅行｢中国文化交流団｣を企画実施
しました。九州国立博物館の光安常喜副館長を団長に３４名の団員は、元気一杯・和気藹々・好奇
心にあふれて有意義な楽しい交流旅行をしてきました。

「九州国立博物館を愛する会

世界文化遺産と博物館を訪ねる旅」を終えて
九州国立博物館副館長

光安

常喜

第１回 中国文化交流団 上海・南京・北京訪問の団長として行く機会を与えていただき、不肖の
私が団長の努めを果たしたかは別としまして、今回の訪問は大成功裡に終わったと思っています。そ
の理由として三つ上げたいと思います。一つ目は参加者の皆様が気持ちよく一致団結して行動できた
こと。二つ目は時期や気候にも大変恵まれ楽しく見学できたこと。三つ目は事務局のおかげだと思い
ますが、企画内容がすばらしかったことです。また、誰一人病人やけが人も出なかったことは何より
の喜びです。
中国は今、北京オリンピック、上海万博の開催を間近に控え、ダイナミックに発展・変貌していま
す。このような中にあって、中国の最新の博物館事情や政治、経済や文化の動向を探るとともに上海、
南京、北京の文化遺産を見学できたことは大きな成果だったと思います。
上海博物館の圧倒的な迫力を持つ青銅器文化、南京博物院の悠久の歴史を感じさせる土器から書画、
陶器に至るまでの展示物は大変すばらしいものでした。また、両館とも特別展の開催中で上海博の「レ
ンブラントと黄金時代」、南京博物院での金の器、玉器、陶器などの「国宝」級の逸品を展示した「鎮
院の宝」展は見応えのあるものでした。
また、大変お忙しい中、私たちを暖かく迎えてくれた龔良南京博物院長・徐湖平前院長、政財界の
中国訪問ラッシュのさなか貴重な時間を割いて日本大使館で講話をしていただいた宮本雄二特命全
権大使には大変感謝申し上げたいと思います。講話も現在の中国における日本観を始めとして、最新
の政治、経済、文化事情をわかりやすくかつ丁寧にお話しいただきました。これらに加えて、世界遺
産を始めとする超一級の史跡・遺跡等を間近で見られたことは大きな成果であつたと思います。
今回の中国訪問で得た知見や人的ネットワークを今後の「愛する会」の活動に活かすとともに文化
交流を着実に積み重ねることで日中の相
互理解増進にもつながっていくことを確
信いたしました。
最後になりましたが、訪問に際して格別
のご高配を頂きました南京博物院・中国日
本大使館関係者、ならびに太宰府天満宮を
始め本訪問団の趣旨に賛同していただき
ご参加いただいた皆様、本訪問を企画して
いただいた「愛する会」事務局、細やかな
お世話をしていただいたＡＮＡセールス
（株）の関係者の皆様に改めて厚く御礼申
しあげます。
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旅日記

初日

11 月 24 日(土)

青山

博秋

早朝、福岡空港に集合。一路、関空へと向かう。矢継ぎ早に乗り換え、上海空港へ降り立つ。ここ
までは、わりとスムーズに着いた。
上海空港から市街地へと向かう訳だが、３日前のルートとは全く違う。そう・・・実は、私は３日前
にも業界の親睦で、この上海に来ていたのだ。
しかし、空港から直接バスで市街地へと向かった為、今からご紹介する、とっておきの感動が無かっ
た。
今回は、まず空港からリニアモーターカーへ乗り換えるため、駅へと向かう。
するとどうだろう！空港では規制されていたピンクチラシ配りの集団に遭遇！必要ないと明確に断
っている私達男性陣に、これでもか！と無理矢理に配布する行為は迷惑千万である。既に中国でもこ
の情景が見られるとは驚きである。女性陣は、「いいわねぇ。いつもこういう誘惑に駆られて旅行し
ているのねぇ！」と、清廉潔白な私達に冷たい視線で感想を漏らした。だが、ふと振り向くと、そこ
に交流委員長の喜んで何枚も貰っている姿が･･･。情けない、諦めの気持ちになる。
気を取り直して、リニアへと乗り込む！間もなく発進！みるみる車速が上がっていく。スピードメ
ーターが車内にも取り付けてあって、現在、どのくらいのスピードが出ているのか、すぐにわかる仕
掛けだ。なんと！最高で４３１㎞出た！日本の新幹線で見る景色とは、明らかに違う。段違いで流れ
ていく。と思うのもつかの間、あっという間に駅に着いた。正味１５分間の体験であった。
それから大好きな中華を食べ、明・清代の特徴が生かされた庭園「豫園」と上海博物館、そして中国
とは思えないお洒落なエリア「新天地」を観光した。上海の新天地付近は、西洋列強の植民地エリア
が存在したために、中国でありながらも、建物施設等にその西洋的な特徴色彩が色濃く残っている。
西洋と東洋が融合した雰囲気がなかなか面白かった。そして、最初の宿へ。
上海のニューオータニはさすがに五つ星。どこもかしこもデラックス！言うことは無い。強いて言
うなら、１８０元（約３千円）のマッサージを体験した私だが、ホテルから出てしばらく歩くと、実
はたったの３０元（500 円）でも、同じ内容のものが体験できた。
オーマイガッ！少なからずともショックを受けたが、そもそもここ中国は貧富の格差が激しい。所
詮、人間の感傷、慣れてしまえばこの貧しさも、なんだか得した気分で悪くないし、豊かさとは単に
贅沢な気分を味わうもの、と割り切ればいいのかもしれない。
そんなことをつらつらと考えながら、その日は床についたのである。
2 日目

11 月 25 日（日）

前田

和美

上海駅から高速鉄道で南京を目指した。移動中は平坦で何処を見ても同じ景色、中国の広大さを改
めて実感し、感動さえ覚える鉄道の旅だった。南京駅に着き、今の中国を代表する都市、上海や北京
と違い、歴史を感じ、古代中国にタイムスリップした様な気がした。交流団はこの旅の目的のひとつ
である「南京博物館」へ向かった。到着後、権院長から歓迎の言葉を頂き、その中で「愛する会」の
存在を高く評価された。南京博物館は石器時代から現代に至るまで豊富な展示物があり、１階で九博
との交流を紹介していた。特別展に多くの人々が、鑑賞する為、長蛇の列を成していた。
（ここでも人
の多さにビックリ）
博物館鑑賞後、孫文が眠る「中山陵」へと向かった。1925 年、「革命はいまだ成らず」と言葉を残
し、この世を去った孫文の陵墓。花崗岩の石段を上がると、瑠璃色に輝く祭堂があり、壁に三民主義
を表す３つの門などが描かれていた。
その後、二日目最後の見学地「中華門」へと向かった。かつて南京城の正門であった中華門は敵を
閉じ込める扉等、国を守り、歴史上も重要な門だった事が伺える。ここで、私は皆さん達と別れ、博
物院の権院長、前院長の徐湖平さん等との夕食会場へと向かった。夕食会では、徐さんの書や絵画を、
九博での展示を依頼し承諾を得た。また、民間のボランティアの交流をお願いしましたが、まだ、南
京博物院では一部の学生が手伝っている位でボランティアは育っていないとの返事。途中、地元テレ
ビ局のプロデューサーも参加し、カンペイ・カンペイの中、終了。（60 度の白酒、20 杯完全にグロッ
キー）
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3 日目
11 月 26 日(月)

松岡

良一

南京空港で、上海からのガイドの呉さ
んと別れを惜しみ北京へ向かう。オリン
ピック開催を翌年にした北京はまさに建
設ラッシュ。取り壊しと建設工事がいた
るところで行われている。車窓から眺め
る巨大な道路と高層ビル群は、その後訪
れた八達嶺万里の長城のスケールの大き
さでは共通するものの、5,000 年の歴史
を誇る中国の都「北京」のイメージから
かけ離れたものに感じた。
4 日目
11 月 27 日（火）

5 日目
11 月 28 日（水）

川添

廣志

いよいよ最終日となりました。
北京の早い朝は零下 1 度、青い空のもとホテル
の外を川口氏と散歩すると、吐く息は真っ白で
す。
近くのマクドナルドに入ると、コーヒーを飲ん
でる人々の姿は日本と変わりません。（価格も）
ほんとうにここは共産主義の国なの・・・・・
14 時 30 分、関空行きに搭乗の予定ですので、
午前中の限られた時間で世界遺産天壇公園を訪
問しました。この公園は明・清代の皇帝が五穀
豊穣を祈った場所だそうですが、私は建物より、
この公園で朝からたくさんの熟年男女が音楽や
体操や踊りなど思い思いに楽しんでいることが
大変印象的でした。あまりお金のかからない高
齢者のエンジョイライフを見て、日本にない何
か大切なものがあるのではないかと感じまし
た。いよいよ最後の中華料理の昼食。5 日間中華
料理ざんまいでしたが、いろんな種類の中華料
理があり、その奥深さを感じました。日本で食
べる焼き飯・野菜炒め・ラーメン・焼きそばな
どほとんど中国がルーツなんだと変な感心をし
つつ、機上の人となりました。関西空港経由の
福岡着、夜 9 時 55 分の到着。みなさんたいへん
お疲れ様でした。

大坪

久仁子

北京２日目は、中国庭園美を極めた世界遺産
「頣和園」から。池には 7mm ほどの氷。夏には
昔、王妃等が通った紫禁城からの水路をたどる
コースもあるとか。11 時、日本大使公邸訪問、
厳重な塀・フェンスに驚く。大使の話は 1 時間
余、夫人のお勧めは淡水真珠、店は「紅橋」。2
班に分かれて昼食の後、天安門広場から故宮博
物院へ。閉門時間が迫りガイドもあせり、急ぐ
急ぐ！故宮は改修中で、美観もままならず残
念。四川料理の夕食。中国雑技団観覧。絵ハガ
キ 4 枚書いて楽しい 1 日も終わり。

5

《特別展紹介》
「京都五山

禅の文化」展
川畑憲子（学芸部企画課特別展室研究員）

九州国立博物館では、室町幕府三代将軍足利義満の御忌六百年を記念して「京都五山 禅
の文化」展を開催しています。
五山とは、中国にならって制定された禅宗寺院独特の格付け制度のことで、時代により変遷
はあるものの、現在は南禅寺（別格本山）、天龍寺（第一位）、相国寺（第二位）、建仁寺（第
３位）、東福寺（第四位）、万寿寺（第五位）を京都五山としています。
今回の特別展は、その京都五山やゆかりの寺院に伝わる名宝を一同にあつめ、京都五山の
禅文化を紹介するはじめての展覧会であり、京都における禅文化の広まりを総合的にご覧い
ただける展示構成となっています。
出品されるのは禅僧の肖像画や
肖像彫刻、詩画軸、袈裟など、国宝
６件、重要文化財１０２件を含む、
２００件余り。半数以上が国指定文
化財であり、中には、寺外初公開の
「釈迦如来坐像および迦葉尊者・阿
難尊者立像」（南北朝時代・１４世
紀、京都・相国寺蔵）も含まれます。
ちなみに、このご本尊は、普段は法
堂の須弥壇上に安置されているた
め、間近で拝観できるのは、この展
覧会が最初で最後かもしれないと
のこと。ぜひお見逃しなくじっくり
とご覧ください。
彫刻のご紹介をしましたので、彫刻の「見せ方」について少しお話しましょう。会場をご
覧いただきますと驚かれるかもしれませんが、今回は多くの彫刻作品をケースに入れず、露
出展示としています。これは、お客様に、ガラス越しでなく直接鑑賞いただきたい、という
担当者の思いから実現したものです。また、いくつかのものは３６０度、あらゆる方向から
見られるよう展示しており、お像の横顔や背中など、普段見ることのできない部分を見るこ
とができます。
しかし、このように露出で展示する際、気を配らなければならないのが、お客様と作品の
安全対策。今回は、黒や茶など渋い色紙を造作に用いたため、暗い展示室の中では、彫刻の
置かれるステージが多少見えづらくなっているのです。作品の細部を見ようとされるお客様
がステージで転ばれないか、できあがりつつある展示を見ながら、担当者全員、心配になり
ました。お客様と作品の安全は守らなければならない、だけれども、鑑賞を妨げるような大
げさなものにはしたくない･･･そこで、実行したのが、床とステージの段差部分に白いテープ
を貼り、照明を当てて認識してもらいやすくするという方法です。先ほどご紹介した相国寺
のご本尊も、このような対策を取っています。
博物館の展示において、作品をより美しく、わかりやすく見ていただけるよう心がけるこ
とはもちろんですが、安全に見ていただくということも、とても大事なことなのです。
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《九州国立博物館
開催日
1 月 19 日（土）

時間
13:00~

イベント情報》

その他
条件
申込不要
費用 300 円
申込不要
限定販売

「禅と食べ物の関わり」
中世博多うどんと饅頭

九州国立博物館

1 月 19 日（土）
1 月 20 日（日）

もよおし

会場

禅と茶の講演会

九州国立博物館

「つくしの茶ばなし」と呈茶会

ミュージアムホール

レストラン前広場

1 月 20 日（日）

13:30~

要申込

記念講演会
「京都五山と禅宗文化」

九州国立博物館

2 月 3 日（日）

13:30~

要申込

三輪館長と女優真野響子さん
による「禅文化と京都を語る」

九州国立博物館

2 月 9 日（土）

13:00~

申込不要
費用 300 円

禅と茶の講演会
「茶道とは」と呈茶会

九州国立博物館

2 月 10 日（日）

①10:30~
②13:00~
③15:00~

要申込

体験座禅会

申込不要

京都物産展

要申込

ガムランワークショップ

2 月 11 日（祝）
2 月 13 日（水）
～17 日（日）

2 月 16 日（土） 13:30~15:30

ミュージアムホール
ミュージアムホール
エントランスホール

問合
※注 1

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

九州国立博物館
１階研修室

Ｂ

九州国立博物館

Ｂ

エントランスホール

九州国立博物館
ミュージアムホール

Ｃ

（※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
Ｂ・ 西日本新聞社事業局企画事業部 092-711-5550
Ｃ・ 九州国立博物館 交流課 TEL092-929-3294
FAX092-929-3980
―――― 次回特別展

３/22(土)～６/１(日)

「国宝

大絵巻展」――――

《活動報告》
第 2 回例会報告
九州国立博物館を愛する会は、全会員の皆様にできるだけ多く参加していただく機会を作
りたいという考えで、総会以外に年３回の例会を設けました。夏・秋・冬に各 1 回開催し、
春は３月に九博デーを実施しそれに当てることとしました。内容としては活動事業の経過報
告・研修会・見学会などを計画し意見の交換を行い、会員相互の情報の共有や理解を深めて
いくことを会の基本方針としました。
第 2 回例会は、昨年 10 月 21 日(日)

つくし青年会議所主催のイベント｢再発見・つくしの

宝｣を後援参加し実行されました。当日は特別講演｢大野城北石垣口門跡を中心とした発掘調
査｣を受講の後、現地四王寺山へバスで移動、昼食を取り、子石垣跡発掘現場・太宰府口門跡・
増長天礎石群などを、県・市の文化財担当職員の誘導で見学し、詳しい説明を受けました。
その後、元の会場に戻り、まとめの講演｢地域文化と世界遺産｣を受け世界遺産の可能性に思
いを巡らすなど、秋晴れの好天気にも恵まれ、収穫多い 1 日でした。
第 3 回例会は、1 月 28 日(月)15：30～ 太宰府天満宮 文華殿 2 階にて
例会と講演（九州国立博物館 三輪嘉六館長）と懇親会を開催します。
ご出席のほどよろしくお願いします。
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ピッカ美化隊の活動報告
―――

筑紫台高校生と花を植える

―――

ピッカ美化隊は、毎月第 1 月曜・第 3 金曜にごみ拾い、
・公園の草取り・花壇の手入れなど
の活動をしています。
昨年 11 月 8 日は、秋晴れのもと筑紫台高校 1 年の生徒さん 60 名とピッカ美化隊の皆さん
17 名で、九州国立博物館の花壇に 400 株のビオラの苗を植えました。最初は土をいじること
に戸惑っていた生徒さんたちも隊員の丁寧な指導に素直に話を聞き、一生懸命に花を植え、
来年もまたやりたいという生徒もいて、とて
も好感が持てました。最後は「やったー！」
と皆でハイタッチをして作業終了！すがすが
しい 90 分でした。後日高校の先生にお尋ねし
たら「子どもたちは有意義だったと言ってい
ます。今後博物館に行ったときは自分の植え
た花を思い出すでしょう。心に残るものがあ
ったと思いますよ。」と言っておられました。
ビオラと生徒さんたちの今後の成長が楽しみ
です。

作業終え 植えし花壇を 振り返る
子らの顔々 満ち足りてをり
井手良治
ふるさと

―――

「国博通り」が「手づくり郷 土 賞」に認定される。 ―――

昨年 12 月に私たちが清掃美化活動をして
ふるさと

いる国博通りが平成 19 年度手づくり郷土賞
（地域整備部門）に認定され、国土交通大臣
の表彰を受けました。この中で私たちのピッ
カ美化隊の活動も含め、地域住民が参加して
維持管理をしている点が高い評価を受ける
要因となったということです。
私たちの小さな活動がこのように評価さ
れることは大きな励みとなります。
このことは太宰府市報 2 月号にも紹介さ
れます。
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《リレー随想》
ヨーガと私

太宰府大佐野
早見裕子
２５年程前、私は大橋に住んでいた。早朝のジョギング中
公園で魅力的な女性に出会った。真っ白な白髪、顔はつやつ
やと若々しく気品に満ちた風貌に仙人のオーラを見た。
「若さ
の秘密は？」と尋ねると「ヨーガのせいかしら」との返事。
「ヨ
ーガ？」初めて耳にする言葉、自分も齢を重ねこんな素敵な
女性になれたらと憧れた。
それから数年後、太宰府に移り住み、幸運にもヨーガ同好
会に巡り合い入会、会員は４～５名。いま、ヨーガは世界的
にブームとなり、ダイエットや美容にも効果があると若い女性に大人気。テレビでも女優の
黒木瞳さんが柔らかい体でポーズをとる CM がある。
もともと「ヨーガ」はインドに興り、空海の時代日本に伝来。仏教や禅とも深いかかわり
があるとの説もある。
私たちのヨーガは、健康の維持と心身の調和を目的とし、今では会員も２０名。体操の心
掛けは①自分の生まれ持った体質を大切に無理はしない②他人と比較しない③自分のできる
範囲で行う、この三点。宇宙や自然界にある、太陽や、魚・猫・山羊・駱駝などの動物のポ
ーズを組み込んだ体操である。トレーニングの前半は真剣に体操に集中し、後半は先生の講
話の後なごやかな雰囲気で隣の人と組んでマッサージをし合う。途端に情報交換の場ができ、
賑やかに（時には、騒がしく）なる。１時間半のトレーニングが終わる頃には、身体が暖ま
るだけでなく心も開放され、至福のひと時。瞑想の時間も大好き。全身がリラックスして、
リフレッシュ。また一週間頑張ろうと思う。
長く続けたお蔭で心身の健康のみならず処世術や生活の知
恵、人間関係の間のとりかた等たくさんの事柄を学び、これら
が心の糧となり、ボランテイア活動を始め私の将来にも役立つ
ことでしょう。
憧れの「仙人」にはなかなか近づけそうもないが、目立ち始
めた白髪を見てはニヤリとし、あの公園での出会いを懐かしん
でいる。
募 集！

次回のリレー随想

募集

文章やエッセイを書くことが好き
なあなた、ご自分の想いを発表しませ
んか。忘れられない話、失敗談、ほの
ぼのとしたありふれた話、自慢話など
何でも構いません。
採用された方にはご本人のイラス
ト画(原画）をさしあげます。
なるべく 400 字以内に収めてくだ
さい。締め切り：3 月 20 日
連絡先：090-3414-1599（佐藤）

編集後記
「九博を愛する会」の多くの方が「九博
を誘致する会」「九博を支援する会」と長
期に渡って活動されてきた筋金入りの強
者で、その情熱を感じる今日この頃です。
2 号にして既に 8 ページ、これは「機関紙｣
ですから「機関本」にならないよう、お手
柔らかにお願いします。
Ｓ．Ｆ

