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佐賀市大隈記念館

日毎に秋が深まってきました。大隈記念館の木々も紅葉し、秋の風に吹かれて落ち葉が舞っています。
新館長と新学芸員が在任して半年が経ちました。改めて大隈侯の功績を再認識し、幅広く大隈侯を
知っていただけるよう、これからも記念館としてさまざまな活動を行って行きたいと思っています。

今年度は記念館や生家にて様々なイベントを企画しております。5 月と 10 月には生家にてアロマイベントを開催
いたしました。11 月 12 月のイベントは行政書士の先生による無料相談や、書道の先生による美文字レッスン、ま
た就職活動応援講座といった様々な内容を企画しております。この機会に大隈記念館に足を運んだこともない方も、
是非遊びに来てくださいね。詳細は大隈記念館 TEL0952-23-2891 ホームページ http://www.okuma-museum.jp
まで！皆様のお越しをお待ちしております。
◎ 遺言・
遺言・相続講座と
相続講座と無料相談会 (大隈記念館にて
大隈記念館にて)
にて)

大隈記念館活用事業
平成２５年１１月～１２月イベント案内

11 月 17 日(日) 講座：10 時～11 時 相談：11 時～13 時
大隈記念館活用事業

主催：遺言・相続サポート「コスモスさが」
大隈記念館活用事業

◎ 心ときめく
ときめく美文字レッスン
美文字レッスン (大隈重信旧宅にて
大隈重信旧宅にて)
にて)
講座・
講座・相談ともに
相談ともに無料
ともに無料

心ときめく美文字レッスン
就職活動応援講座

無用な
用な家族の
家族の争いを防
いを防ぎ、財産 をどう分
をどう分
配するか。
するか。遺言と
言と相続につい
相続について分かりやすく解
すく解
説するミニ講座
するミニ講座を
講座を開催します
開催します。
します。
講座後は
座後は、遺言と
遺言と相続に
相続に関する相談会
する相談会を
相談会を
開催します
催します。
します。
講座・
座・相談会ともにお
相談会ともにお申
ともにお申 し込み不要で
不要です。
す。

ワンポイントレッスンであなたも美しい文字
が書けるようになります。手書きの文字は
心を伝えます。右脳を使い、いつまでも心
ときめかせ、若々しい人生を送りましょう。

その表情
その文字で大丈夫？

11 月 24 日(日) 14 時～16 時
主催：江口京華書道教室

お気軽にご
気軽にご 参加ご
参加ご利用ください
利用ください。
ください。

大隈記念館活用事業

遺言・
遺言・相続講座と
相続講座と無料相談会
11 月 １７日
１７日（日）
講座 １０時
１０時～１１時
１１時
相談 １１時
１１時～１３時
１３時
場所 大隈記念館

日 時：平成２５年１１月２４日(日)
時 間：１４時～１６時
場 所：大隈重信旧宅(生家)
参加料：５００円
筆記用具をご持参下さい

生き生きとした表情や凛とした態度で面接官
にアピールしましょう。声の出し方、120％
の笑顔、あなたの印象は15秒で決まります。
日 時：平成25年12月1日(日)
時 間：14時～16時
場 所：大隈記念館会議室
参加料：500円
手鏡・筆記用具をご持参ください

◎ 就職活動応援講座
～その表情
その表情・その
表情・その文字
・その文字で
文字で大丈夫？
大丈夫？～ (大隈記念館にて
大隈記念館にて)
にて)

12 月 1 日(日) 14 時～16 時
主催：接遇マナー京華会

主催 遺言・
遺言・相続 サポート「
ポート「コスモスさが」
コスモスさが」
行政書士 による無
による無料相談会を
談会を開催している
開催している団体
している団体です
団体です
連絡先 徳永法務事務所 電話 09520952- 2929-3221

主 催 ： 江口京華書道教室
代表者 ：江口京子
連絡先 ：江口京華書道教室
電話 0952-60-1327

主 催： 接遇マナー京華会
代表者： 江口京子
連絡先： 接遇マナー京華会
TEL：0952-60-1327

8 月～9 月にかけて大学生のインターンシップ受け入れを実施しました。３つの
大学の学生さんたちがそれぞれ２～３日ずつ当館を訪れました。展示資料の入れ替
え作業等を一緒に手伝ってもらい、当館のイメージチェンジに力を貸してくれまし
た。短期間ではありますが、社会人として過ごした数日が学生さんたちの就職活動
や将来に少しでも貢献できれば嬉しく思います。

▲ 展示資料入れ替えの様子

今年も昨年に引き続き早稲田大学連携・市民公開講座が当館において行われ
ました。この講座は大隈侯の思想や精神を学び、地域でリーダーシップを発揮
する人材の育成を目指すという目的で行われ 10 月から 11 月にかけて 3 回にわ
たって講座が開催されました。早稲田大学名誉教授片岡寛光先生と教授島善高
先生による対面授業の他、ネット回線を使いテレビカメラを通じて東京から講
義を行い、質疑応答するという形で行われました。参加された皆さんは貴重な
話に熱心に耳を傾けていました。
▲ 市民公開講座の様子

今年も佐賀バルーンフェスタ開催の１０月３１日（木）～１１月４日（月）
までの５日間、大隈重信侯生家の一般公開が行われました。その期間にあわ
せて「まきの会」の皆さんには生家でガイドをしていただきました。ガイド
だけでなく、今年は、大隈侯が大好きだったと言われる丸房露のお菓子と嬉
野茶のおもてなしもありました。期間中は県内外から多くの方が来られ生家
の雰囲気を楽しまれていました。会の皆さんが大隈侯について勉強されたこ
とを広用紙に書き、わかりやすく大隈侯について紹介し、またクイズや紙芝
居も行い、大隈侯のＰＲに一役買っていただきました。
次回の生家一般公開は２月１５日(土)から３月２３日(日)のひな祭り期間
中を予定しております。公開中の土・日曜はまきの会が生家をご案内いたし
ます。ぜひ足をお運びください。

大隈侯は明治維新以来、三度佐賀に帰郷しました。大正 6 年（1917 年）、龍泰寺で大
隈家の墓地改修の法要を行う為、三度目となる最後の帰郷を行いました。5 月１９日に
佐賀駅に着き、現在当館の近くにある、歴史民俗館の一つになっている古賀善兵衛の邸
宅に宿泊しました。写真は古賀家にて撮影されたもので、中列右から大隈信常、重信、
綾子、熊子、そして後列の中央にいる男性が古賀氏です。帰郷した大隈侯は 8０歳とい
う高齢ではありましたが精力的に講演を行いました。三度の帰郷を少ないと考えられる
方もいますが、大隈侯の故郷に対する思いは人一倍強かったのではないかと思います。

▲「大隈重信・綾子・熊子・信常と

この写真はパネルにして記念館の２階に展示してあります。どうぞご覧下さい。

古賀善兵衛家」（1917 年）

◎ 開館時間：
開館時間：9:00～
9:00～17:00（
17:00（入館は
入館は 16:30 まで）
まで）
◎ 休館日 ：年末年始（
年末年始（12/29～
12/29～1/3
1/3）
◎ 入場料 ：大人 300 円・こども
・こども 150 円（団体割引あり
団体割引あり）
あり）

◎大隈記念館・
大隈記念館・生家活用事業募集中！
生家活用事業募集中！
大隈記念館・生家を利用して、皆様のお持ちのワザや技術を市民の皆様に紹介されませ
んか？例えば「水引の結び方」
「お手玉の作り方」
「風呂敷の活用術」
「手芸」など人々に
知ってもらいましょう。ご興味をお持ちの方は以下までお気軽にご相談ください！
連絡先：大隈記念館 TEL：0952-23-2891 E-mail:kinenkan@b1.bunbun.ne.jp

◎大隈重信侯 九十三回忌法要の
九十三回忌法要のご案内
平成２６年 1 月 10 日、大隈重信侯の命日に、大隈家の菩提寺である佐賀市の龍泰寺
で九十三回忌の法要が行われます。

◎最寄りのバス
最寄りのバス停名変更
りのバス停名変更のお
停名変更のお知
のお知らせ
平成２５年４月から大隈記念館最寄りのバス停の名前が変更しておりますので、改めてご
案内いたします。バスでお越しの際はお間違いのないよう、どうぞご注意ください。
変更前：県立病院東門 →

変更後：大隈記念館入口

▲「大隈記念館入口」バス停

