大野城築造1350 年・九州歴史資料館移転開館５周年記念

特別展

﹁ 四 王 寺 山 ﹂に 出 逢 え ま す

水城・大野城・基肄城築造1350年事業

大野城のすべて︑

平成 27 年

そ し て ︑あ な た の 知 ら な い

―大野城から祈りの山へ ―

10月24 日〜12月 6日
開館時間
休 館 日
会
場
観 覧 料

土

日

午前 9 時30 分〜午後 4 時 30 分
（入館は午後 4 時まで）
月曜日（祝日・振替休日の場合はその翌日）
九州歴史資料館 第１展示室
一般 200 円
（150 円） 高大生150 円
（100 円） 満 65 歳以上・中学生以下 無料

※
（ ）
内は 20名以上の団体料金
※障がい者等とその介護者１名は無料です。
障害者手帳等をご提示ください。
※満 65 歳以上の方は無料です。
年齢がわかるもの
（健康保険証・運転免許証等）
をご提示ください。
※土曜日は高校生も無料です。

主催 九州歴史資料館

「大城」銘墨書土器

文化庁

奈良時代 大宰府政庁周辺官衙跡出土
九州歴史資料館蔵

記念講演会

事前申込必要

「大宰府四天王寺と秋田城四天王寺」
［日 時］平成 27年 11 月 22 日（日）13:30〜16:00
［講 師］三上喜孝（国立歴史民俗博物館准教授）
松川博一（九州歴史資料館学芸員）
※詳しい情報は、
裏面をご覧ください。

平安時代
福岡・宇美八幡宮蔵

重要文化財 石造如来形立像

記念イベント

申込不要

記念茶会
［日 時］平成 27年 10 月 25 日（日）10:00〜15:00
（お抹茶・菓子代：300 円）

アクロス福岡ミュージアムコンサート

公共交通機関 ［西鉄電車］西鉄天神大牟田線三国が丘駅から徒歩で約 12 分
［JR］JR 鹿児島本線原田駅からタクシーで約 5 分
自
動
車［九州自動車道］筑紫野 IC から鳥栖筑紫野道路経由で約 15 分
（無料駐車場あり）［大分自動車道］
筑後小郡 IC から国道 500 号線・
県道 88 号線経由で約 15 分
［福岡都市高速］水城出口から国道 3 号線経由で約 25 分

［日 時］平成 27年 11 月 7 日（土）

①13:30〜14:00

②15:00〜15:30

［出 演］寺田蝶美（筑前琵琶）森下香蘭（ヴィオラ）
丹羽 肇（ベース） 月岡翔生子（ピアノ）

九州歴史資料館
KYUSHU HISTORICAL MUSEUM

九州国立博物館蔵

経筒といえば四王寺山
名品中の名品

中国・宋時代

重文 白釉経筒

【主な展示品】重文＝重要文化財 市指定＝太宰府市指定文化財

写真撮影 山﨑信一

桃山時代

福岡・立花家史料館蔵

京都・北野天満宮蔵

山名の由来「四王寺」建立の根本経典
国宝 金光明最勝王経
奈良時代

大野城築城を記した
最古の写本

平安時代

重文 豊臣秀吉判物

重文 日本書紀

秀吉が名将高橋紹運へ送った激励状

奈良・西大寺蔵
写真提供 奈良国立博物館

大野城築造1350 年・九州歴史資料館移転開館５周年記念特別展

四王寺山の1350年
―大野城から祈りの山へ ―

平成 27 年 10 月 24 日
（土）
〜 12 月 6 日
（日）

大野城の正門を護った
迫力の鬼瓦
鬼瓦

奈良時代

九州歴史資料館蔵

大野城跡や県民の森として知られる四王寺山。あるときは防衛の最前線として、あるときは仏教の聖地とし
て、
さまざまな歴史の舞台となってきました。
本展では、665 年の大野城の築造にはじまり、四天王寺の建立や経塚文化の盛行、原山や崇福寺の興隆、南北
朝の動乱や岩屋城の戦い、
祭祀・伝承にいたるまで四王寺山 1350 年の歴史を振り返ります。
国宝・重要文化財約 20 件をはじめ、ゆかりの遺宝を通して
「大野城」
のすべて、そして、
「四王寺山」
の多様な
姿をご紹介します。

個人蔵

！
城門新発見 ！
鍵となった話題の絵図

江戸時代

市指定 太宰府旧蹟全図 北図

Image:TNM Image Archives

名筆鑑賞
万葉びとも愛した「大城山」
国宝 元暦校本万葉集
平安時代

大分・安国寺蔵

原山にて再起！
将軍足利尊氏の偉容

南北朝時代

重文 足利尊氏像

重文 大応国師像

月
日︼

崇福寺開山 大応国師自賛の肖像

日〜

15

福岡・興徳寺蔵

月

11

鎌倉時代

︻展示期間

会
※期中︑展示替えがあります︒全期間展示されないものもあります︒

10

事前申込必要

「大宰府四天王寺と秋田城四天王寺」
［日 時］平成 27年 11 月 22 日（日）13:30〜16:00
［会 場］九州歴史資料館 研修室
［演 題］
「大宰府四天王寺の成立と展開」
松川博一（九州歴史資料館学芸員）
「秋田城四天王寺と四天王法の広まり」
三上喜孝（国立歴史民俗博物館准教授）
秋田城四天王寺の遺宝
［定 員］160 名（事前申込必要・先着順）
重文 銅印「四王寺印」
［受講料］無料
平安時代 京都国立博物館蔵
※申込み方法
参加希望者の方は、
「講演会名・住所
（市区町村名まで）
・氏名 ( ふりがな )・電話番号」
を明記し、九州歴史資料館まではがき・FAX でお申し込みください。
当館のホーム
ページからもお申し込みできます。
定員になり次第、
締め切らせて頂きます。

東京国立博物館蔵

【展示期間 10月24日〜11 月15 日】

24

特別展開催記念講演会

申込み先：九州歴史資料館 〒838-0106 福岡県小郡市三沢 5208-3

FAX 0942-75-7834

TEL 0942-75-9575

アクロス・文化学び塾

「四王寺山の1350年−大野城から祈りの山へ−」
［日 時］平成 27年 11 月 21 日（土）14:00〜15:30
［場 所］アクロス福岡 セミナー室２（福岡市中央区天神 1-1-1）
［講 師］松川博一（九州歴史資料館学芸員）
［受講料］500円
［定 員］70 名（事前申込必要・先着順・10 月１日（木）から受付開始）
［問合せ先］アクロス福岡文化観光情報ひろば
TEL 092-725-9100

写真提供 九州国立博物館
写真撮影 山﨑信一

九州歴史資料館 TEL.0942-75-9575 FAX.0942-75-7834
KYUSHU HISTORICAL MUSEUM 〒838 - 0106 福岡県小郡市三沢 5208-3 http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/kyureki/

