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九州国立博物館を愛する会

皆さん、明けましておめでとうございます。
昨年、十月九日には開館以来

1

千万人目の入館者を迎え

ました。博物館七年間の成果ですが、同時に「愛する会」
の支援や応援の中で得られた結果と感謝しております。し
かしこの事は次に進むための「はじめの一歩」でもありま
す。そして、
「愛する会」と協働していく道を探る。これが
今 年の テー マ で す 。 数 々の 新 鮮 な提案 を 期 待 し て お り ま
す。
・・・ということで、本年もよろしく願います。
九州国立博物館長 三輪 嘉六

あけましておめでとうございます。
九博を愛する会は三月に設立五周年式典を開催し、今後五年
間の方向性についてまとめ、「市民との共生から真の協働に
展開し、その代表的な団体になる」ことを誓いました。具体
的な活動として、アジアとの交流事業、子どもたちの育成事
業などが明確化されました。本年度も二月に「九博子どもフ
ェスタ」
・新規事業で「九博ふるさとセミナー」
、三月には「九
博デー」など多くの事業を展開します。会員の皆様の温かい
ご支援をお願いしまして、新年のあいさつとします。
九州国立博物館を愛する会 理事長 前田 和美
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パート 2

４F

文化交流展示室

の紹介

九州国立博物館では、4 階の展示室名を「文化交流展示室」としています。日本と諸外国、
とりわけアジアとの交流史を中心に展示するというコンセプトで展示構成が行われており、
展示ブース区分Ⅰ（縄文）～Ⅴ（近代）へと時代を追って回ることもできるが、見たい時代
の展示だけを見る通路も入り口から簡単に行けるようになっています。これは他館ではなか
なか無いことです。さらに素晴しいことにどこかで常に展示替えが行われていることです。
いつも変わらずの“常設展示”にはしない並々ならぬ努力が感じられます。中でも「トピッ
ク展」は“ミニ特別展”とも謂うべき素晴しい内容です。
（トピック展については５ページで
も触れています。）
それから忘れてならないのはボランティアの存在です。展示室のあちこちに「展示解説ボ
ランティア」が待機しています。声をかけると丁寧に説明をしてくれ、一層理解が深まり得
した気分になります。まず気軽に尋ねてみることだと思います。
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「火曜午後班（展示解説部会）はこんな事もしています」
展示案内ボランティア 火曜午後班（原 賢康）
毎週火曜日の午後 3 時からミュージアム・トークが行われています。学芸員の方々が夫々
のテーマで目の前の展示物を直接解説するもので魅力のライブです。我々は、４階の展示室
内でトークの案内や資料の配布、また円滑な進行と雰囲気作りをしてサポートしています。
それだけでは、もったいないので録音したものから文書にまとめて、後日ボランティア室に
掲示し、またファイルに保存しています。聴き書
きは、展示物に関わる言葉や文字、時代背景等、
学芸員の専門的な話を間違えずにそのまま記録
する事に、かなりのエネルギーをかけます。それ
だけに３，４枚の文書がまとまると充実感を覚え
ます。皆さんも、是非ミュージアム・トークにお
いでになりライブを楽しんで下さい。どなたでも
自由に参加できます。また機会があれば、「聴き
ミュージアム・トーク中

書き集」にお目を通して頂ければ嬉しい限りです。

小学校の団体の受け入れはエントラン
スホール前で、交流課職員と展示解説部員
から、おおよその注意事項や展示室概要の
説明をした後、8～10 名程度の班にわかれ
て 4 階の展示室に向かいます。

四階にはこんなコーナーも
あります。
印籠も飾ってます。
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森實久美子（九州国立博物館研究員）
“東洋美術の殿堂”ボストン美術館から
アメリカのボストン美術館から日本絵画の粋を集めた展覧会がやってきます。同館は、質量とも
に世界屈指の日本美術コレクションを誇り、
“東洋美術の殿堂”とも称されます。そのコレクション
の礎は、およそ百年前、ボストン美術館の草創期に在職したフェノロサやビゲロー、岡倉天心らに
よって築かれました。幕末から明治にかけての激動の時代、市場には数多くの美術品が出まわって
いました。日本美術に魅せられた彼らは、熱い情熱と優れた鑑識眼によって多くの作品を収集し、
アメリカで日本美術の素晴らしさを伝えようとしたのです。本展は、彼らが集めた日本美術コレク
ションから厳選した 46 件をご紹介する、ボストン美術館史上最大規模の展覧会です。
ボストン美術館がほこる珠玉の名品たち
本展は、全５章で構成されています。
第 1 章「仏のかたち 神のすがた」では、仏教絵
画 17 件をご紹介します。とりわけ、東大寺に伝来
した「法華堂根本曼荼羅図」は、奈良時代に描かれ
た極めて貴重な作品です。また、
「馬頭観音菩薩像」
は、平安貴族たちの美意識を反映した、華麗な装飾
が見どころです。
第 2 章「海を渡った二大絵巻」では、遣唐使・吉
備真備の活躍をユーモラスに描いた
「吉備大臣入唐

法華堂根本曼荼羅図

絵巻」と、平治の乱をダイナミックに描いた「平治物語絵巻」を全巻展示します。
第 3 章「静寂と輝き―中世水墨画と初期狩野派―」では、鎌倉時代から禅僧画家を軸に発展した
水墨画の、閑寂にして高雅な世界をご覧いただきます。室町時代以降、400 年以上に渡って画壇に
君臨した狩野派草創期の作品もご紹介します。
第 4 章「華ひらく近世絵画」では、日本絵画史上もっとも華やかなりし時代、近世の絵画をご覧
いただきます。狩野派や長谷川等伯、尾形光琳など、個性豊かな作品の競演をお楽しみください。
第 5 章「奇才・曽我蕭白」では、個性的な画風で注目を集める曽我蕭白の作品を展示いたします。
なかでも横幅 10 メートルを超える「雲龍図」は、圧倒的な存在感を放つ傑作です。修復後初公開と
なる大迫力の龍をぜひ会場で体感してください。
まぼろしの国宝 九州初上陸！
明治 32 年（1899）
、岡倉天心は福岡において、九州博物館設立の必要性を説きました。それから
113 年、天心が心血を注いで作り上げたボストン美術館の日本美術コレクションがついに九州に初
上陸します。かつて海を渡った至宝の数々が一堂に里帰りする本展、天心やフェノロサに思いをは
せながら、日本絵画の豊かな世界をご堪能いただければ幸いです。
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その１「江戸の粋、印籠
－フィンランド・クレスコレクション」

場所

九博

４階文化交流展示室 関連第９室

期日

１２月１９日（水）〜３月１０日（日）

印籠は明治以降その精緻な漆芸技法や優れたデザイ
ン性に魅了された海外コレクターによって蒐集されま
した。その中でもフィンランドのクレス夫妻は有名で、
蒐集・研究・アーカイブス化と世界でも素晴しい評価を受けておられます。
その中から選びぬかれたわが国初公開の 124 点の優品と高円宮両殿下コレクション
江戸の粋な世界観を堪能してください。
の 14 点の貴重な根付も同時展示されています。
その２「雪と火炎土器」

場所
期日

九博

４階文化交流展示室 関連第３室

１月２２日(火)〜３月１７日(日)

縄文時代の火炎土器の実物の展示と
共に、
レプリカや破片など実際に触っ
て感じることも出来るそうです。

新春特別公開「徳川美術館所蔵

国宝初音の調度」

場所

九博

４階文化交流展示室

アプローチ付近

期日

１月１日(火・元日)～１月２７日(日)

「九博子どもフェスタ」の応援にお出かけください！
日 時： 平成２５年 ２月 ２４日 （日）

１０：００～１６：３０

会 場： 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ほか
「九博子どもフェスタ」は今年で５回目になります。
特別展「ボストン美術館

日本美術の至宝」が開催中でのこのイベントは、会員の皆さ

まと同じく、子どもたちに、
「将来の九博ファン！」に成って欲しいとの願いもあっての開
催です。今年は各ボランティアの皆さんが新しいワークショップを例年以上に工夫を加え
て準備しました。子どもたちが家族、そして友達と目を輝かせて、ボランティアスタッフ
とゲームやワークショップに興じる姿を見て楽しみ、参加してお楽しみください。またお
知り合いの方へのイベント案内を是非お願いします。
詳細内容はチラシ・九博を愛する会ホームページ(HP)・九博 HP をご覧下さい。
尚、NTT ハローダイヤル

℡０５０-５５４２-８６００

でもご案内いたしております。

又、特別参加として筑紫地区児童画展（小学校 48 校各学年 1 枚の優秀な作品約 300 点）
が

2 月 1９日（火）～２４（日）までエントランスホールで同時開催されます。

会員の皆様のご来館を心からお待ち致しております。
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第２回

島田美術館

島田美術館は“愛”に育まれた複合文化施設だった！
島田美術館は、
（宮本）武蔵会会長であり熊本城顕彰
会常務理事として活躍された島田真富翁の遺志を実現
するため昭和 52 年に開館された私立美術館です。
氏は生前古美術研究家として、また熊本に残る武人
文化の保存研究に打ち込まれ、その間に魁集された多
くの歴史資料や古美術品が私蔵されまたは死蔵に堕す
る事を危惧し国民共有の財産として保存する事を願わ
＜島田美術館 前景＞

れたのでした。

この美術館は翁の志を受け継ぎ、細川氏ゆかりの品々や「五輪の書」を書いた晩年の宮本武蔵
ゆかりの様々な書や作品が展示されています。
「物を見るときは座って見るもんぞ。ただの礼儀作法じゃなか。昔
の美しかもんは、絵も道具も皆、座って眺める時に一番ようわかる
ごつ出来とる。」武人文化の研鑽に生涯を捧げた翁の精神が伝わっ
てきます。取材に訪れると翁のお孫さんに当たる清川真潮さんが案
内をしてくださいました。物静かな佇まいの中に翁の精神を受け継
がれている緊張感があたりの空気を清澄にします。
よく見ると美術館の隅々に心あふれる気遣いが施されていて、あ
あ、これがある意味公立にはない私立の文化施設の良さだと思いま

＜島田真富翁の胸像＞

した。ただ単に美術品や工芸品を展示解説しているだけでなく、
“精神”
を“心”を受け継がれているのだと感じました。
お話を伺ううちにこの美術館は４つのギャラ
リーと制作公開棟、café 木のけむりを擁する複合
的な文化施設だという事に気づかされました。こ
のギャラリーでは地元の作家ばかりでなく沖縄
や京都など全国の現代作家の作品を展示し続け
られています。
素晴らしいのはそのラインアップのクウォリテ

＜ギャラリーＤ＞

ィの高さ。翁の薫陶の元物を見る訓練に磨かれた審美眼の高さを感じ
ます。そのジャンルは染色物、陶器、写真、織物、絵画、木調、刺繍、
彫刻、アクセサリーなど多岐に渡りその造詣の深さに感動しました。
よい作品はその良さが解る観客がいなければ成り立ちません。正に島
＜宮本武蔵像＞

田美術館印の作品群と言えます。
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これも公共の施設にはできない、私立ならではの洗練された個人の審美眼に支えられた“美
しいもの”の選択が良い形で現れた例ではないだろうか、“文化”とはその作品を通してその
“精神”を学び大切に受け継いでゆく事のような気がしてきました。
＜制作公開棟＞

＜café 木のけむり＞

古き良き文化を大切に保存管理するだけではなく、現代の精鋭な作家の作品を紹介し新しい
作品を生み出す制作公開棟では今日も若い作家たちが作品作りに携わっていらっしゃいます。
Café 木のけむりの名前の通り美術館は美しいお庭に囲まれています。
そこで戴く珈琲の味もまた美味しく、心洗われるひと時が過ごせました。
島田美術館は「美しいもの」を通して“美しい心”を生み出す複合的な文化施設でした。
翁の精神のエッセンスを受け継ぎながら新しい“美”に向かって創造的に活動される島田
美術館のスタッフの方々に今日一日、大切なお宝を戴いた気がします。
＜交通＞

＜アクセス＞

●九州自動車道 熊本 I.C.よ
り車で 40 分
●九州自動車道 益城 I.C.よ
り車で 40 分
●熊本空港より車で 50 分
●JR 熊本駅より車で 8 分
●バス｜交通センターより・都
市バス９番のりば［荒尾橋
線］乗車 10 分・慈恵病院前
下車徒歩 3 分
・都市バス 23 番のりば［城西
校］乗車 10 分・終点城西校

島田美術館

熊本県熊本市西区島崎４－５－２８ TEL０９６－３５２－４５９７
開館時間 午前１０時～午後５時（入館は午後４時３０分まで）
休 館 日 毎週火曜日 年末年始
一般７００円

展示替えの都合で休館あり

大学・高校生４００円
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小・中学生２００円

奈良国立博物館へ行ってきました！
交流委員会 久保山辰巳
11 月７日（水）から８ 日（木）の２日間、
奈良国立博物館を訪ねる旅行へ総勢 34 名の参
加で行ってきました。
出発日は早朝 7 時の新幹線にて大阪に向けて出
発です。大阪駅からはバスにて大阪城を見学し、
昼食後に世界遺産でもあります法隆寺に参拝
法隆寺参道にて

しました。晴天にも恵まれ素晴らしい景色を堪

能しながら、ガイドさんから五重の塔の事を詳しく説明していただき、また夢殿の堂内では、
聖徳太子の等身像とされる救世観音像も見学することができました。
次の目的地は今回の旅行のメインであります興福寺です。「もう一度、阿修羅像に会いに行
こう！」ということで阿修羅像に再会してきました。国宝館では阿修羅像はもちろんではあり
ますが、数々の素晴らしい貴重な文化財と出会うことができました。
朝が早く、よく歩いたので皆さんお疲れ気味です。こ
こから宿泊先のホテルに向かいます。
ホテルは「春日山原始林」の中腹にたたずむ「万葉
若草の宿 三笠」という素敵な宿です。
夜の懇親会では交流委員会のビンゴ大会等で盛り上が
り、カラオケを歌ったり、踊ったりと 非常に楽しい懇
親会となりました。
ある部屋では夜遅くまで酒盛りが開催されていたよう
奈良博物館長のご説明を聞く

です・・・

２日目も晴天に恵まれ、奈良国立博物館で正倉院展の見学です。開館前から行列ができる程
の人気の特別展で、すでに多くの方々が並んでいました。私たちは奈良国立博物館のご厚意で
博物館研修室にて館長御自ら正倉院御物のご説明をいただき、かつスムーズに観覧できました。
観覧後は名物のシカと戯れながら、春日大社や東大寺の奈良の大仏などを見学しました。
短い２日間で、たくさん歩きましたが、天
気にも恵まれ無事に博多に到着し旅行を終
えることができました。みなさんお疲れ様
でした。
楽しい夕食
東大寺にて セント君と一緒に
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「山本作兵衛コレクション展」観覧と筑豊一見の旅
広報委員会

随行記
松山 勝利

光陰矢の如し、昨年１１月末佐賀城他を訪ねて早
や１年、今年はかって栄華を極めた石炭の町筑豊を
訪ねました。１２月５日朝９時観世音寺を出発、車
中では筑豊出身の木村、永吉両氏から事前知識をご
説明頂き無事最初の目的地田川市石炭・歴史博物館
館長のお話を伺う

に着きました。安蘇館長にお出迎え頂き早速館長の

案内で見学開始。屋内の展示室は採炭現場で働く人々の様子や石炭産業の歴史が一目でわ
かる様になっています。続いて国内初ユネスコ世界記憶遺産に登録された「山本作兵衛コ
レクション」に足を運びました。山本は明治２５年現飯塚市
生まれ、７歳の時から父について炭鉱に入り以来永年にわた
り炭鉱員として働き、６０才半ばに日記や自らの経験を基に
絵筆を取るようになり、独特のタッチで１千点以上の作品を

炭住の食卓

残しています。当日は３０数点が展示されていました。明治から昭和にかけての炭鉱労働
者の厳しい実態が生々しく描かれ何か別世界を見るような思いでした。次に屋外の展示場
見学、採炭そして石炭運搬用の機械等それから当時の住宅の復元、炭住を見ていると昔の
炭鉱員の日常が目に浮かぶ様です。最盛期筑豊の出炭量は日本全体の約半分におよんだそ
うです。しかし昭和４０年代から始まったエネルギー革命でその座を石油に譲り渡したわ
けです。今回の見学を通じてあらためて感じる事は
今日の日本の繁栄の礎を築いた一端は石炭であり、
且つ歴史の大きな流れを思わずにはいられません
でした。昼食は「道の駅おおとう桜街道」で当地名
物のしじみ汁等のお弁当を賞味酒好きの小生にと
っては肝臓にとっても、とってもいいお昼でした。
さて最後の訪問先は飯塚の嘉穂劇場です。当劇場は昭和６年に設置され、幾多の危機に
遭遇、特に平成１５年の大雨で壊滅的な被害を受けましたが、多くの人々の援助も有り、
江戸歌舞伎小屋様式の姿を今に残しています。私にとって芝居小屋のバックヤードを見る
のは初めての経験、全てが驚き、感動の一時でした。廻り舞台他装置は殆ど人力で動かし
且つその精密さ、何と江戸時代の日本人の技術力の高さ、素晴らしいの一言です。完全に
脱帽。劇場支配人のお話によると数年前にベートーベンの交響曲第９番を九響で演奏した
時の事。ドイツ人指揮者の感想「現代技術の粋を集めたホールと違い反響板もないし、ち
ょっとしたミスでも直ぐわかるので、ある意味で大変だ」しかし考えてみると、ベートー
ベン時代は嘉穂劇場の様なところで演奏していたんですよ、嘉穂劇場でベートーベンが聴
きたい・・・。

会員の皆様ぜひ一度筑豊を訪ねて下さい。素晴らしいですよ。

最後に

田川市石炭・歴史博物館の安蘇館長はじめ今回の見学旅行でお世話になった方々に厚く御
礼申し上げます。
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賢者は歴史に学ぶ
九博を愛する会監事

福山 漢治

歴史に「たら、れば」は禁句ではあるが、敢えて言えば“福岡鴻臚館”発掘が 10 年早けれ
ば、九州国立博物館は鴻臚館跡地付近の平和台（福岡城跡）一帯に建設されていたかもしれな
い。
鴻臚館は 1987 年（昭和 62）に平和台野球場の撤去整備中に発見されましたが、実は歴史学
者の間では、鴻臚館から博多湾と志賀島が眺望できるところとして、福岡城跡（その上に平和
台野球場などが造られていた）しか考えられないと、1915 年頃から考えられていました。
その九州の迎賓館と、九州国立博物館との組み合わせは、大方の喝采を得たかも知れない。
筑紫地区では、1980 年に“愛する会”の前身“誘致する会”を立ち上げ、太宰府の名を前面
に運動を展開していました。一方の鴻臚館発掘は遅々として進まなかったのも幸いして、1996
年に国立博物館設置は太宰府に特定されました。
また、この鴻臚館とは別に、国立博物館の強力なライバル候補地に宗像大社を中心とする宗
像地区がありました。ご承知のように宗像大社には海上 50 キロ沖の玄海灘に浮かぶ沖津宮（沖
ノ島）という世界遺産候補があり、氏子総代に“出光興産”という応援団があり、太宰府と最
後まで競い合ったと聞き及んでいます。
このような経緯をして、5 万坪の太宰府天満宮の土地をどう転ぶとも知れない 1970 年代に
国博建設予定地にと、福岡県に寄贈した第 38 代西高辻信貞宮司の先見性に富み大胆な着眼に
畏れ入る次第です。
かつて、太宰府に国鉄（JR）鹿児島本線が参道入り口に太宰府駅を計画したとき、地元の人
たちが道真公の聖地に黒い煙は不浄であると、反対した悲しい歴史を信貞宮司はしっかりと身
に沁み込ませていたのかもしれません。
歴史はいろんな面で繰り返され、賢者はそれに学ぶのでしょう…。
編集後記
あけましておめでとうございます
昨年は多くの戦後の日本文化を担ってこられた方々の訃報が相次いだり激動の一年でしたが、
２０１３年、九博はボストン美術館展で華々しく幕が開きました。日本にあれば国宝級じゃな
いかと思われる見ごたえたっぷりの展示品に思わず驚嘆すると同時に、これらの物が海外に流
出せざるをえなかった事情や、逆にそのおかげで今ここに私達が出会う事ができる幸せに複雑
な感慨が浮かんできます。愛する会広報部はこれからも様々な視点から文化にアプローチし紙
面の充実を図っていきたいと思います。
今年も「アクト」をよろしくお願い申し上げます。
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（藤村信一）

