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座談会 

｢北斗の水くみ｣写真展を中心に 

 

出席者： 

石黒正紀、平井正則、平松秋子、堀内伸太郎、

宮川幹平、伊津信之介（順不同・敬称略） 

 

司会：「北斗の水くみ」写真展、今回、2014

年に初めて最優秀賞が出まして、これまでも

う７年ですか。その実績というのは、どこか

らも評価されていることなのですけれども、

実行委員長の平井さん、「北斗の水くみ」へ

の取り組みについて、何か語るところがある

と思うので、ぜひ、まず切り出しにお願いし

ます。 

 

平井：10年、電子博物館で水くみを取り上げ

たことで、かなりたくさんの宗像市のことを、

九州、ほとんどの人たちにそういう話が伝わ

ったということは非常に大きいことで、もと

もと大学で、昔、新聞だとかでやっていたの

だけども、そういうものとは比較にならない

くらい情報が伝わって、すごいなと思いまし

たし、そういうものが宗像市の関連の、こう

いう皆さんの力であるということが、やはり

情報源として非常に大きかったのではないか

と思います。 

10年のうちの最後である去年、全国で北斗

七星を取り組んでもらおうかなという取り組

みまで進んでいるということで、これは百年

の計ですから、10年くらい大したことないの

ですけれども、ぜひ、よりたくさんの方に理

解していただいて、楽しんでいただきたいと

思っています。 
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それから、もう１つは、ステップアップに

ついては、宗像市が公園をつくっていただい

たと。公園は、全国的にもそういう観望公園

というのは珍しいのと、実際、星を見ようと

か、そういうのは全国であるのですけれども、

どうしても夜だし、トイレがないとか、非常

に危険だとか、そういう点でいうと全国的に

も珍しい星を見るだけというか、空を見る公

園ができたということは大きいと思いますね。

アマチュアの天文家の方々のごく市民的な観

望会に関わっては、非常にいい代表となるよ

うな公園と言っていいと思います。 

ただ、やはり現実には、行ったら、みんな

花火をしていたりとか、いろいろな問題、明

かりの問題はあるのですけれども、でも非常

に素晴らしいと思います。１つのステップア

ップかなと思います。これも、むなかた電子

博物館の活躍に、大いに負っていると自負し

ております。 

 

 

司会：「北斗の水くみ」写真展は、運営委員

会のほとんど全員で取り組んでいるのですけ

れども、写真を実際に撮っている人は少ない

のですけれど、平松さんは写真も撮られてい

て、「北斗の水くみ」との関わりで何かござ

いますか。 

 

平松：これは、去年の 8月 25日 8時 52分で

す。少年自然の家の屋上から撮りました。 

 

 

この時間帯は、まだやはり高いですね。でも、

大変きれいに晴れて、よく見えました。７つ

見えるというのはなかなか難しいのです。去

年は、やはり雨が多くて、なかなか機会が少

なかったのですが、確実にひしゃくの底が２

つ海面につく、これを撮るのは難しいですね。 

 

司会：そうですね。その辺りで、平井さんは

ずっと天文を専門でやられてきて、海面ぎり

ぎりの星を含めた写真を撮るというのは、か

なり難しいのではないですか。 

 

平井：これは、難しいというのにいろいろな

意味があるのですけれど、例えば、もう少し

南のほうに行くと沈むのです。水平線の近く

で沈むと、２つの星は見えなくなるのです。

水をくまないのですね。結局、ちょうど宗像

の所で２つもかすかに見えて、かつ、ひしゃ
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くの全体が見えるという意味で非常にいいの

だけども、普通の人は理屈で考えると、「い

や、ここのほうが沈むのではない？」という

話があるのです。そういう現実の現象に対す

る見方でいって、宗像の特異な部分が、アマ

チュアの方でも、結構うわさだと抜けてしま

うのですね。だから、実際見ていただいて、

「ああ、なるほど、こんなふうに」というこ

とが、まず１つ。 

それから、でもやはり宗像でも低い所では、

大気減光で暗くなる。それから、周りのシテ

ィライトではないけれども、船とかの明かり

でつぶれてしまうのですね。それは、今年の

７月から、この電子博物館の活動として、カ

メラでそれを追い掛ける。そして、ある程度

のテクニックも擁して、下の２つがきちんと

目で見たように見えるように、そういうよう

な実験を計画していますので、今年の終わり

にはこういうふうになるのですよということ

をお見せすることができるかもしれません。

それは１つの、皆さんに対して、提供として

非常に大きいと思います。 

そういう周りの邪魔な光によって隠される

部分もあるけれども、幾何学的にはそういう

点では、非常に宗像ならではの姿をしている

というふうに思っています。答えになったか

どうか分かりませんけれども。 

 

司会：天候というのが、経年変化、だんだん

に変わっていくのと、それから年によって変

わりません。今年 2015年は、非常に雨が多

いのですけれども、昨年 2014年もかなり天

候に恵まれない状況でしたよね。そうすると、

長い時間軸の中でだんだん気象状況が変わっ

ていくのと、それからここのところ数年、異

常気象のようなことが起こっているのと、

「北斗の水くみ」写真展をずっと開催し続け

ることの関連性というのは何かお考えがあり

ますか。 

 

平井：いやいや、10年で写真展が若干疲れて

いるというか、少し鈍化しているのですね。

もちろん、最初は話題になるとわーっと押し

かけたわけですけれども、だんだん寂れてい

っている部分があるので、その辺は我々の活

動の中で冷静に捉えていきたいというのが１

つですね。 

それから、天候に関わる部分は、北斗七星

は私も少し紀要に書きましたけれども、千年

オーダーの姿ですよね。我々は、今、人生 80

歳か 90歳か知らないけれども、100年程度の

気象記憶ですけれど、我々は、江戸時代はこ

うであるというような周期を見ているかもし

れないので、私は異常気象とかそういうのは

非常に好かんのです。そういう見方はいけな

いと思うのです。もっと、ロングスケールの

気象現象の変化が起こっているのであって、

極端に言えば、非常に寒い時期と非常に暑い
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時期があって、スケールはもっとでかいので

す。だから、あまり異常気象だという議論は

蒙昧にやらないほうがいいのではないかと。 

ただ、我々のいわゆる産業革命以降のいろ

いろな仕事によって大気が汚れていくという

ことについては事実でしょうから、その要素

がどのくらいあるかは十分なスケールで考え

ないといけないのではないか。ただ、そう言

う私にとって一番謎はＣＯ２がどんどん増え

ることです。明らかに増えているわけで、そ

れについてだけは少しクエスチョンですけれ

ど、それ以外については天候で雨が降ったり

とか、そんなのは昔、江戸時代にはこの辺は

日照りが続いてとか、いっぱいあるのですよ。

そういうことを我々の人生ではなかなか気付

かないから、データも非常に少ない時代のも

のでもあるし、あまりペシミスティックにこ

の天候状況を考えないほうがいいのではない

かというのが１つ。 

それからもう１つは、そうやって人々が、

宗像の方々が生活の中で空を見ているわけで

すから、行って、「ああ、曇り空だった」と

いう以上に、我々宗像の地元の人たちが自然

とともに生活しながら、「あ、きれいな空が

来た。北斗七星の水くみを見に行ってみよう」

という、そういうことが我々の基本的スタン

スですから、グローバルに北海道の人が見て

「九州は雨が多いから」ではなくて、この宗

像の地で生活する中で、「今年はこのくらい

晴れたな」「このくらい水くみが見えたよ」

というような姿になってほしいということで

す。今言っているのとは少し違う向きを、視

点を我々は提供しなければいけない。そうい

う見え方を、我々は天候を踏まえてやる必要

があるのかなと思います。 

雨が多いというのは、私は 30年も教育大

にいて、30年も学生に卒業論文で１年中空を

見させています。ある年は、もう全く空が見

えなかったとかあるのですよ。そういう子は、

自分の目的が果たせなくて卒業して、いまだ

現場で一生懸命やっていますね。自然という

のは、そういうものもあるんだよということ

は、きれいな空ではなくて、勉強かなと思う

ので、私はそういうことについてはあまりペ

シミスティックになる必要はないと思うので

すね。 

むしろ「北斗七星が水をくみます」という

呼びかけの中で、空を見ようよという、そう

いう姿勢をつくることがやはり大切かなと思

います。単に水くみではなくて、そういう学

習でもあると思うのです。 

 

司会：生の、現実の、現在の自然に接する機

会をつくるという意味で、「北斗の水くみ」

写真展に参加するというのは意味があること

なのですね。何かこの話題に関連して。 
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平井：堀内さん、写真でというか、今までの

全体を見たらどうですか。こういうところは

ないなとかいうのはあるのですか。 

 

堀内：自分も平松さんに誘われて、何度か写

真を撮りに行ったのですけれども、やはりそ

の日の雲の出具合とかが、条件が大変シビア

で、雲が少し出たら駄目だし、昨年の夏のよ

うに天候不順が続いたらどうしようもないで

す。 

ただ、この宗像ならではの天文現象を電子

博物館ということで外部に発信できるという

のは、地域、国を越えていろいろな人が見て

くれるというのが一番いいと思います。今ま

でずっと実行委員会に入っていて、そう思い

ます。 

 

平井：北斗七星は７個もあるから視野が広い

と言えば広いけれども、狭かったらあまり雄

大でないよね。そのくらい大きい。その代わ

り、視野が広い分だけどこかが曇ったりとか、

部分的な曇りというのは存在するのだけど。

堀内さんは写真が上手だよね。 

 

司会：堀内さんは、前は写真の学校へ行って

いたのですものね。 

 

平井：だから、応募するなということはあり

ますけれど。まだまだ今の姿をどうやって撮

るかについては、いろいろ工夫があってしか

るべきです。 

 

司会：ところで、話題が変わって、「北斗の

水くみ」写真展の応募の要求として、北斗七

星が水をくむというのと、もう１つ風景も一

緒に撮れているというのが、こういうテーマ

の与え方というのは、ほかの天文の写真では

あるのですか。 

 

平井：ありますよ。ただ、北斗七星と地域と

いうのを結び付けた写真展ということですね。

この場所の北斗七星。北海道とかで見ると寒

く見えるとか、そういうのは結構あります。

我々が取り組んだときに、宗像ユリックスの

プラネタリウムでも、彼らがということでは

ないけれども、「全国で北斗七星めぐりみた

いな形の写真展をしたらどうですか」という

話もあったのですけれども、ちょっと我々は

まだ余裕がなくて、やめているのです。 

そういうことを言っていたら、ＪＲで 

「ななつ星」とかいう高級電車が走ったそう

で、何かあまりよく分からないのですけれど、

何となくみんな気分良さそうですね。でも、

「北斗星」という特急は北海道で展開されて

いますよね。そういったこともあるので、北

斗七星というのは結構ポピュラーなので、そ
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の写真を撮ろうという人たちの取り組みは歴

史的には随分たくさんあるのです。ただ、今

やそういう特異な北斗七星というのは、取り

組みは少ないです。 

 

司会：難しいと言えば難しいですよね。地球

から北斗七星まで距離はどのくらいあるので

すか。 

 

平井：そんなことを言われても。（笑） 

 

司会：無限大に遠い距離と、近い数十メート

ルの距離の被写体を同時に一緒に完璧に撮れ

という、かなり要求度の高い写真展ですね。 

 

平井：プロも無限大に、天体に対して撮ると

いうことですからね。 

 

宮川：そうですね。学校等でも、学生さんが

写真を撮るというのは、最近みんなスマート

フォン等があるので、写真を撮ることの敷居

は非常に低くなっていると思うのですけれど

も、スマートフォンの搭載カメラ等でもそれ

なりに撮れるものなのでしょうか。それとも

やはり厳しいでしょうか。 

 

平松：いや、今できるのです。最新のスマホ

で撮れるのですよね。 

 

平井：夜間モードというのを使うとね。この

ごろは、若い人は見るよりも写真を撮るほう

がですね。 

 

宮川：そうですね。観光地でも写真を撮って

回っているようですけれども。 

 

平井：私たち年寄りは、星を見ないと、写真

を撮っていると星を忘れてしまうものね。や

はり我々は頭が固いのかな。 

 

宮川：ただ、比較的そういった意味では、す

そ野が広がる素地はあるような気がするので

す。「こういうのも撮ってみたらどう」とい

うのを１つきっかけとして示せればね。 

 

平井：平松さんは頑張って、「その辺で撮れ

るよ」と随分言っているのだけれど、なかな

か伝わらないよね。 

 

平松：そうですね。 
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司会：写真展は、回を重ねて、今度、８回目

です。むなかた電子博物館は 10年目、北斗

の写真展は８年目。そうすると、むなかた電

子博物館の歴史の中で北斗の写真展の歴史は

８年となると、結構、具体的に北斗の水くみ

海浜公園ができたということで、北斗の水く

み海浜公園というのが宗像の観光地図などに

は必ず出るのです。そうすると、この北斗の

水くみ海浜公園で北斗の何かをやるというの

が、去年、名前ができて公園の整備もできた

ので、これからかなり委員会としても取り組

む必要があるのか、あるいはこれまでどおり

なのか、その辺は、実行委員長は何かありま

すか。 

 

平井：今年度の計画は今から作るのですけれ

ども、公園で見るというのは、普通の方々に

あまり心配なく、非常に安心して、安定して

見られることがやはり非常に大切ですね。だ

から、アマチュアの方々はご存じですけれど

も、すごく厳しい条件の中で写真を撮ったり、

楽しんだりするのが、天文のマニアの方には

楽しいのだろうけれども、普通の方々にはと

にかく入り口としても、公園にはトイレもあ

るし、危険もない所で、特に夏は夜間、壮大

な景色を眺められると。問題は天候がうまく

いくかということだけですけれども、そうい

う取り組みをぜひやって、公園をうまく利用

してほしいなと思います。 

 

宮川：それであれば、電子博物館の中での公

園に関しての特集というか、実際のものはほ

かにもあると思うのですけれども、それがあ

るからといって、こっちがやってはいけない

ということはないはずなので、写真展と絡め

て、ここで撮りやすいとか、そういったそこ

の特徴、良いところを、ぜひどうぞというと

ころを話してもいいのではないかと思います。 

 

石黒：ですから、あらためて紀要の中で、１

回「北斗の水くみ」に焦点を当てて何かつく

ってみるという手はあると思います。 

 

平井：結局、私は何回も書いているのですよ。

見てくれないけれど。それの特集を組むとい

うのはいいと思います。 

 

司会：それとあと、今、宗像の人にできるだ

け写真を宗像で撮ってもらうということを中

心にして、去年から、できれば離れた所の人

にもということなのですけれども、あそこに

水くみ公園ができて、トイレもあるというの

ですけれど、そのすぐ近くに「道の駅むなか

た」というのがあって、かなり広い駐車場が

あって、そこは 24 時間のトイレもあったり、

水も取れたり、結構キャンピングカーがとま

っているのですよ。宗像は宿泊施設もかなり

あるし、キャンピングカーで泊まって、すぐ



96 

そばの水くみ公園で「北斗の水くみ」を実際

に見たり、写真を撮ろうよというキャンペー

ンというのも、結構観光協会などと一緒にな

ってやったら、「北斗の水くみ」の普及にも

つながると思うので、この辺りはぜひ実行委

員会にお願いしたいところです。 

 

平井：だから、実際に撮っている姿を、ノウ

ハウをページにするなり。 

 

司会：多分、ネット、ネットと言うけれども、

実際に観光で宗像へ来たら、「ああ、ここに

水くみ海浜公園があるんだ」と。そこで何が

できるかというのを知るとしたら、やはり現

場に案内のパネルのようなものがあったほう

がいいかなと、今、思いました。 

 

平井：水くみ公園というのだから……あの壁

の所に一応写真と説明が入っています。 

 

司会：ありますね。 

 

平松：銅板が入っています。だけど、もうさ

びがきている。 

 

平井：そうなのです。塩でわーっとなってね。

多分そうなるよね。なかなか難しい。 

 

司会：だから、あとは電子博物館とのリンク

をＱＲコードとか、最近スマートフォンはか

なり普及して――日本だけはなぜかガラケー

という、昔ながらの携帯にまた戻る人が多い

みたいですが、あれは少し話が変わってしま

いますけれど――そこから電子博物館の「北

斗の水くみ」の解説とかにいければいいです

よね。そうすると、このごろ読む機会が多か

ったのですが、あの解説がもう少しいろいろ

な視点から書く必要があるかなと。その「北

斗の水くみ」の写真展の内容紹介を、もう少

しこれから心掛けていったほうがいいかなと

思います。 

 

平井：今年、その動画ができれば、それを大

いに利用して、動画でアピールしていくと。

YouTubeというのは、見た人が反応するよう

な何かあるのですか。 

 

宮川：そうですね。そこにログインをしてい

ればですけれども、コメントを入れることが

できます。あと、良いか悪いかの評価ですね。

そういったものを入れるということができま

す。 
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平井：YouTubeもいいのですけれど、返って

くるのがあまりすっきりしないから、どうし

たものかなと思っていたのです。 

 

司会：だから、むなかた電子博物館の１画面

から YouTubeにいけるようにして、そこから

返ってきたものをこまめに拾っていくという

ことで、できるだけ自動的なレスポンスと手

動のレスポンスとか、こういうものがありま

したとかというのを付けていくと、反応も出

てくるのではないですかね。 

だから、やはり電子博物館で写真展を１回

だけやって、それで終わりにしないで、それ

をどれだけつなげていくか、あるいは広げて

いくかということで、ほかの地域からも人に

来てもらう。それから、いつでも見られると

いうのが電子博物館ですけれども、それにつ

いての話題を何か投げかけるというのもいい

かもしれないですね。 

 

平井：公園がオープンした時に、宗像市はお

金もないし、市議会議長と市長と私と呼ばれ

て、３人でテープカットしたのです。下に幼

稚園とか小学校の子どもたちがいて、

YouTubeに載ったのですが、全然反応がない

のです。何だこれはみたいな。やはり取り組

みは重要ですね。 

 

司会：だから、ひょっとすると、「北斗の水

くみ」というのが YouTubeみたいな画面でぱ

っと出ても、そこに星のマークをちゃんと大

きくするとか、そういうのがないと、普通の

パソコンで見てもよく認識できない、インパ

クトが少ないというのはあるかもしれないで

すね。そうすると、やはりこれって何だろう

といったときに、もう１個リンクをプッとや

ると動画が出てくるとかアニメーションにな

るとか、そういう点では「北斗の水くみ」の

歌というのは結構面白いと思うのです。 

 

平井：確かに。どういうふうに歌われるか、

大きいなというのは。せっかく有名になろう

と思っているのに。 

 

司会：あとは、私はずっと思っていたのです

けれども、この日本の宗像を中心にした場所

以外の地域の「北斗の水くみ」というのは、

いったい現場で見るとどうなるのかと。 
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平井：チュニジアの事件があったときに。 

 

司会：ちょうどあのときに、別のツアーに少

し前後して私はしたのです。あのクルーズで

チュニジアへ行くというのも候補にあったの

ですけれども、ちょうど日程が合わなくて、

行っていたら私は博物館に必ず行くから、そ

ういう惨事に巻き込まれていたかもしれませ

ん。だから、今まで安全で、起こり得ないよ

うな所でも、今、起こっていますよね。そう

いうこともあって、なかなかへき地へ行って

「北斗の水くみ」を実際に見るという機会が

少なくなったので、できれば日本以外の場所

での…… 

 

平井：済州島は非常に近いので、北海岸だか

ら、飛行機を降りてすぐだから、ぜひと思っ

たのだけれども、ちょうど船が沈んだりして

話題になったから、少し行きにくくなったけ

れど、７月だから。 

 

司会：あそこだと緯度が同じくらいですか。 

 

平井：ちょうど北側の海岸がね。朝鮮の灯火

が見えなければいいと思うのですけれど、聞

いたら朝鮮の灯は見えないと言うのです。空

港から少し離れて東側の海岸に行けば、後ろ

には山があるし、結構いいのではないかと思

うのです。韓国の我々のグループが、やるや

るとか言っていて、なかなかしてくれないけ

れども。あそこは豪邸がいっぱいあって、私

たちはなかなか行かないと言っていたから、

結構リゾート地ですかね。福岡からだと 30

分くらいで、飛行機は週に２～３回飛んでい

るからすぐ行けるのだけど、なかなかお金も

ないしとか言って。ぜひ行こう。近くの写真

を。 

 

司会：いいですね。むなかた電子博物館主催

とはいかないけれども。 

 

平井：今度、実行委員会で行きましょうか。

ツアーを組んで、実際に行きましょう。 

 

司会：話題も尽きませんけれども、むなかた

電子博物館の座談会として、「北斗の水くみ」

をこれから取り組んでいくということで、

2015年、今度の「北斗の水くみ」写真展は、

何か意気込みとか、こうしようとかいうのは、

これからですか。 

 

平井：また、もう少し周知して、日常的にそ

ういう情報が、もう一度入ることが重要かな
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と思います。あと、撮った動画をどうやって、

天候も踏まえて使うか。こういうことがある

のですよということを、それもお伝えする。

オープンに、我々の動画が見られるような情

報を発信することで、地域の方に 10 年目に、

写真展は７年目ですが、もう一度北斗を見る

という姿勢をつくっていただきたいなと思い

ます。郷土の自然ということを踏まえて、ま

ず、そこからもう１回出発しようかなと思い

ます。 

 

司会：ということで、締めくくりとして確認

ということはないですけれども、「北斗の水

くみ」写真展というのは、結局、現実の自然

をいかにその時点で観察するか、それの手段

として写真を撮ろうということで、大きな違

いはないでしょうか。 

今日は、貴重な時間を割いていただいて、皆

さんありがとうございました。 

 

 

 

平井：むなかた電子博物館の将来はないので

すか。 

 

司会：むなかた電子博物館の将来ですか。で

は、ここで１回切って、むなかた電子博物館

の部分だけ。これはざっくばらんに、あとで

どこかに突っ込むとして、むなかた電子博物

館のこれからについて何かありませんか。 

 

平井：将来について、今 10年、では、これ

から先 10年をどうするかということについ

て、皆さんにぜひ。 

 

平松：やはり双方向的にならないと発展しな

いと思うのです。 

 

平井：そういう例はありますか。例えば、発

展してこんなにというのは。 

 

平松：それは、やはりそういうところに見に

行かないといけないかなと。 

 

平井：例えば、どこですか。ご存じの所で言

うと。 

 

平松：金沢で、すごく有名な電子博物館があ

りますね。随分、昔だったから…… 

 

平井：金沢ですか。金沢市にあるのですか。 
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司会：でも、電子博物館だったら、ネットで

見られるわけでしょう。 

 

平松：見られます。 

 

平井：双方向のコミュニケーションをやって

いるということですね。金沢の何ですか。建

物？ 博物館ですか。 

 

司会：金沢大がやっているのでしょう。 

 

平井：金沢大学ですか。 

 

平松：最近、ちょっと見ていなかったから…

…。 

 

司会：だから、双方向でも、インターネット

の仕組みを使った双方向というのでないと、

電子博物館には合わないのです。だから、そ

こを電子博物館としてどうして実現していく

かというのが、今も、少し前も話題になった

ことだと思います。例えば、「仙人に聞く」

みたいなことを、ずっとむなかた電子博物館

に質問したり問いかけたら、答えが返ってく

るということだけれども、その仕組みができ

ていないということが、双方向が実現しない

ということです。だから、どこかほかにある

というよりも、むなかた電子博物館がやろう

としていることが実現していないということ

が、問題ではないかなと思います。 

 

平松：それが実際問題になる点として、要す

るに子どもが見たら、ここが分かりませんと

質問をしてきますね。では、それに対して答

える人がいないから、できないのですか。 

 

司会：いえ、その仕組みを、子どもが質問し

たのか、あるいは誰かいたずらで質問してい

るのかというのを区別することができないと

いうのが一番の問題です。例えば、学校へ行

って、学校の先生も一緒にいて、先生が代表

で質問するとかいうようなことだったら問題

ないのですけれども、本当に子どもだけで質

問が出てくるかどうかですね。 

先ほども話が出たことなのですけれども、

蝶の西田さんが一生懸命新しく写真を載せた

りして、いろいろ知らない蝶もあるはずなの

だけれど、誰からも「これは何だ」とか「こ

れについてはどういうことなのか」とかいう

のを聞かれることもなかったし、反応が全く

ないのです。その反応が全くないのが、私は

日本人の大きな特徴でもあると思いますけれ

ども、もう１つはやはり電子博物館の仕組み

の問題でもあると思うので、そこのところを

むなかた電子博物館としてこれからどうして
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いくかというのは、とても大事なことだと思

うのです。 

 

平井：ただ、例えば水くみのときに、我々が

発信したときに、宗像市の子どもたちが夏休

みにどうしたかというと、宗像ユリックスの

プラネタリウムに電話をかけて、「水をくむ

そうなのですけれど、どうしてですか」とか

たくさん質問があったら、そう言ってしまえ

ば悪口だけれど、プラネタリウムは「そんな

ん、知るか」と言って切ったという例がある

のですよ。本当かうそか知らないけれども。

だから、こちらがどういうふうに迎えている

かということによって決まるので、それを伊

津さんがむげに「いや、インターネットでな

いと駄目だ」とかという問題ではなくて、ど

うやってそういう声を入り口につくるかとい

うことが、やはり、ちょっと検討することは

将来としてあるのかなと。 

伊津さんの所にも、観望の日に、「水くみ

は何時ですか」と年配の方から電話がかかっ

てきて、そういう問題に対してどうするかと

か、カメラはどういうのかとかいうのがある

のです。そういう方々に対する双方向という

ことは、今おっしゃったように、レベルとし

て、この辺のレベルの双方向がいいとか、こ

こまですくい上げるとか、いろいろあると思

うのだよね。だから、その辺の検討は、将来、

インターネットである必要もないこともあり

得るのではないのかね。 

 

司会：だから、いわゆる現実の空間で、現在

起こっている事柄について、インターネット

はサポートにしかすぎないということと、電

子博物館の中で、「北斗の水くみ」を実際に

観望会や観察をするということをどうやって

フォローするかというのは、やはり実行委員

会として考えていかなくてはいけないですね。 

 

平井：至近の例で、私がいろいろな肩書で、

名刺も含めて宗像の役所で配ったりお話しす

ると、「その博物館は、どこに行きゃいいん

ですか」と、大概聞かれるのですね。だから、

逆に言うと、例えば、私は「海の道むなかた

館に、どうぞ行ってみてください」と。ここ

の窓口に居て、「実は、こういうものです」

と説明するとか、そういうのだって、双方向

であり得ると思うのだよね。だから、ちょっ

と、まだまだその双方向が、インターネット

だけでは有効ではないような状況が確かにあ

る。 

ここでも、せっかく「水くみ」でこうダイ

ヤル作っているのだけど、そのまま放っぽら

かして、そこに飾っているだけだものね。そ

うではなくて、来た人がここかと分かってい

ただきたいのだけど、そういうふうな入口が

ないのだよね。それをどうするか。 
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平松：いや、たまに動かしています。で、ど

う見るかというのを聞かれたりします。 

 

司会：だけど、あそこに案内のパネルが１枚

あるだけで違うでしょう。 

 

平松：違いますね。 

 

司会：それがないのですね。ただ、もう実物

が置いてあるだけだから、あれはまあ……。 

だから、そのときに、できれば実物のパネ

ルを載せてやるというのも親切だけど、もう

１つ、私としては、ＱＲコードとか何かでネ

ットのほうにできれば誘導していく。だから

現実に、そこで対応することはできる。それ

だったら、もうずっといつだってできるわけ

で、ここに金さえ出せば「北斗の水くみ」展

示コーナーをつくってやればいいだけですね。 

でも、それで解決したら、電子博物館より、

現物の博物館のほうがいいじゃないと。そう

いうことになるので、そこの行きつ戻りつの

ところをどうしていくかというのは、とても

重要なことだと思います。はい、宮川さん。 

 

宮川：それぞれ、さまざまな施設、先ほどの

公園もそうですし、ここもそうだと思うので

すけれども、そういったその現地に行った人

が、そこでもやはりスマートフォン何なりで

調べるというのが、今の大きな使い方である

と思うのですね。 

今、先生が言われた、ＱＲコードの話は、

非常に示唆に富んでいると思うのですけれど

も、その現場について調べるときに、その現

場の人に聞かずにそこでネットで調べるとい

うのは、今の使い方の一般的なものだと思い

ますから、そこで誘引する、ＱＲコードもそ

うですし、もしくはＧＰＳ等々、その地理情

報ですね。そういうところから、そこにマッ

チするような情報を提供できるような仕組み。

まだ、今すぐというわけではないかもしれな

いけれども、技術的にはできているものです

ので、だから…… 

 

平井：それはお金がかかるのですか。 

 

宮川：そのＧＰＳ情報を受け取って、それに

対して、それに対応するページを返すような

プログラムにすればできます。ですから、例

えば、今、水くみ公園にいるということであ

れば、水くみ公園でアクセスすると、もう、

電子博物館のトップで、もう水くみ公園にな

ったりとかですね。そういった…… 

 

平井：それは別に、そんなにお金がかかるの

ですか。 
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宮川：そこまでは。要するに、技術と手間と

いうところでしょうか。はい、ですから、お

金というよりも。 

 

平井：その技術的なという、煩雑さですね。 

 

宮川：ええ。なので、個別識別するユーザー

アカウントなどで、興味を持っているという

ものと同時に、今どこにいるのかという地理

情報を基にして、マッチする情報を提供する

というのがウェブの流れでもあるので。その

リアルなものとうまく組み合わせてやってい

くというのが、今後一つの形になるのではな

いかなというふうに思います。もちろん、そ

の全くの、まだ行っていない状況で調べると

いうことも、今まで従来型の形ですけども。 

 

平井：それも必要ですね。 

 

宮川：行ってみて、やはりもう少し調べたい

というニーズに、すべての資料を置いておく

というのもなかなか現実的ではないので、そ

うなると、そこで電子博物館のものを提示す

るというのは面白いかと思います。 

 

司会：今、トヨタのレンタカーを借りると、

トヨタのカーナビが日本全国だけど、宗像だ

とレストランとか名所とかいうのを紹介する

ようなキャンペーンをやっています。それで、

そこのお店に行くと割り引きになるみたいな。

だから、今、宮川さんが言ったみたいなこと

というのは、もう現実に、それはトヨタがど

このカーナビ使っているのか、カーナビの会

社と連携してやっていることなので、だから、

宗像市の観光課が、多分、そういうふうに今、

観光にかなりお金を使っているので、そうい

う可能性というのはかなり強くなってきてい

るから、電子博物館として、それにどうやっ

て一緒になってやっていくかというのは大事

なことかもしれないですね。 

昔、ＧＰＳを使うというのは、すごくお金

がかかったのですけれども、最近はグーグル

マップに代表されるように、ＧＰＳで自分の

スマートフォンの位置を出すというのは、ど

んなアプリケーションでも持っていますから、

だから、それは大したお金は……。 

 

平井：今、インターネットで、グーグルで

「水くみ海浜公園」といって、歩くのと車と

何とかと、ルートが出ているのです。 

 

司会：例えば名称で入るのか、それとも地図

の番地で入るのかというところがありますね 
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平井：それは、名称で入りたいよね。名称が

入らないと。 

 

司会：だから、そのためには、みんながもっ

と検索するという検索順位が上がっていけば、

名称で出てくる。 

 

平井：それで上がっていくわけですか。では、

みんなで…… 

 

司会：だから、ある面で言うと、もうみんな

に、海浜公園に来た人にはスマートフォン持

っていたら、ちょっと検索で、ここでしまし

ょうとかいうふうに。 

 

平井：西さん、1,000（ガン 37:31）くらいプ

ログラムでばーっと入れてしまってさ。そう

したら、しゅーっと上がっていくよ。 

 

司会：だから、それをみんなやろうとするの

で、それでは駄目だというふうにグーグルは

はねつけます。 

だから、今、変な怪しい商法で、決まった

サイトをひたすらクリックするとポイントが

付いて、そして後で報賞金が出るみたいのを、

年寄り相手にやっている会社があるのです。

もう、振り込め詐欺みたいなものです。だか

ら、結構お金持ちの、60代以上の人がそんな

のにはまっているというのがあるから。 

 

平井：だから、平松さん、双方向ということ

はどんどん前に進んで具体化してきて、種類

が増えたり、質が違ったりしているわけね。

だから、将来、双方向というときに、システ

ムを含めて、どこのところがポイントかとい

うことをやはり考えるようになってきたので

す。だからその辺を、やはりもう少し具体的

に将来として考えないといけないのですね。 

 

司会：だから、双方向で、相手は、今、むな

かた電子博物館を特定して聞く必要がなくな

っているのです。アンドロイドのスマートフ

ォンを持っているけれども、そこに「音声で

検索」という、そのボタンを押して「ハッシ

ュドポテトって何？」って聞くと、いろいろ

なところにいくでしょう。「何とか商店って

何？」って聞くと、そこ。 

だから、もうそういうことで言えば、電子

博物館が、特別そこへ行って聞かなくてはい

けないということではなくなっているので、

その中に、電子博物館がいかに有効な情報を

出すかということが、結果的にその人を博物

館に連れて行くことになるので、方法よりも
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内容の問題がとても大事になると思うのです。

宮川さん、そこはどうですか。 

 

宮川：そうですね…… 

 

平井：電子博物館という知名度は、九州は…

…あまり関東だと知名度は、やはり結構低い

のでしょうね。そういう知名度はどうやって

広がるのだろうね。 

 

宮川：そうですね……なかなか難しいですね。 

 

司会：だって、アクセスログを見て、アクセ

スのカウントが低いです。あれはまさに、知

名度が低いということです。ということは、

結局、むなかた電子博物館にたどり着くのが、

ＵＲＬを書いても、みんなそんなの使いはし

ないから。すると、検索していく。そうする

と、みんなの興味のある内容でいく。そうす

ると、興味が出てくるためには、「北斗の水

くみ」を、もっともっとみんなが、「あ、ど

ういうことだろう」と言えるように、今は、

現在のメディアを使ってやっていくことでし

ょうね。 

 

平井：やる必要があるんだな。 

 

宮川：そうですね。 

 

石黒：１つのきっかけは、「北斗の水くみ」

なので。もう１つ重要なことは、結局やはり

中身をどれだけこう充実するかということで、

現実にリニューアルできない部分が大量にあ

るので、そこを１回見直しをしなければいけ

ないのだけど、今、その見直しをして直せる

人材がいないのです。それで、もう１つやは

り重要な問題は、ここにそういうことをやっ

てくれる人たちをどう集めるかという、そこ

がもう１つ大きなポイントになるのですね。 

 

平井：内側はね。 

 

司会：だから、私は、この間、先ほども少し

提案したプログラムのコンテスト。むなかた

電子博物館で、今、ＧＰＳで位置をうまく使

うプログラムのコンテストとかね。あるいは、

遺跡の立体展示をするプログラムとか、一般

のちょっと若いプログラムをするような人が

たどりつけるような、「北斗の水くみ」写真

展みたいなコンテストをやっていくこととい

うのは、とても有効だと思いますね。 

 

宮川：そうですね、ええ。 
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司会：何か知りませんかといって一本釣りで

当たった人は大体忙しい人ですから。かなり

高い金払わないと、時間をとってもらえない

とすると、まだ学生で結構能力があって、自

分の力を発揮できないような人たちの層を、

もし見つけることができたら、それはあっと

いう間に進んでいくと思いますね。 

 

宮川：そうですね。それは、我々にとっては、

またそういったものを求めている層というの

は確実にいますので、作っていきたいと、ど

うやって作ったものを見せればいいんだ、何

を作ればというところは、実はあるところが

あるので。そういったテーマとして提示する

というのは、いいものであろうなというふう

に思いますね。 

 

平井：ちゃんと公募するのね。 

 

宮川：そうですね、ええ。こういうものを作

っていきたいと。それで、ええ。 

 

司会：だから、恐らく、そのプログラムをし

ているようなユーザーの集団に接点を求めて、

そこからも発信してもらう。とにかく、いろ

いろな人たちから YouTubeや Facebookや

Twitterや、そういうものを通して、「あそ

この博物館でちょっと面白いことをやってる

みたいだから、出してみないか」と。そのと

きに、多少 10 万円くらいの賞金を付けても、

むなかた電子博物館がこれから変わっていけ

るのだったら、そんなに高いものではないと

思いますね。 

 

平井：まあちょっと、お金はないのであれだ

けども、ボランティアも踏まえて、正式に公

募して、ディテールを踏まえて、意見を見て

みて、その様子によって、お金の問題もある

かもしれないし。もう少しエンジンがいない

と。 

 

司会：あと、もう１つは、そのお金をどう作

るかというのは、これから電子博物館にとっ

て大事だと思うのですね。バナーで協賛を求

めて……だから広告を出してもらうと、その

企業に拘束されてしまうけれども、バナーを

載せるだけだったら、その企業は自分の企業

のサイトへいくわけだから、むなかた電子博

物館の内容がどうだということは、あまり関

係ないとすると、「北斗の水くみ」写真展が

これだけ注目されるようになってきたら、星

座関連やそういう所のスポンサーにバナーを

出してもらうというのは、少しは可能性が出

てきているのではないかと、私は思うのです

けれども、平井さんどうですか。 
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平井：いえ、幾つか、トライとしては最初の

ころ、バナー作ってもらってやっていたんだ

けど、あまりスポンサーは出す価値を認めな

いから。無理やり景品だけ取ってくれという

ことになったのですよね。だから、そうです

ね。どちらが悪いとも言えないと思うので、

やはり我々の立ち上がりが問われているとい

うことは事実。そこに載せるから価値がある

ということではなくて、もう少し、やはり例

えば有名になるとか、そういう問題があるの

ではないかと思います。 

 

司会：だから、多分、企業や団体のバナーを

載せると、企業や団体は、むなかた電子博物

館に多少はアクセスしてくるようになると思

うのです。だから、そのお金が高くはなくて

もいいから、バナーを出してもらうことで、

電子博物館の周知を進めていくことが可能な

のです。 

最近、宗像市のウェブサイトが新しくリニ

ューアルしたのです。すると見苦しく、見苦

しいと言ったら語弊がありますけれども、表

面にいっぱいバナーが出ていたのが、お金を

かなり出している所以外は出てこなくなった

のです。だから、そういうことで言うと、今

まで出していた企業に「むなた電子博物館、

ちょっとバナー出しませんか」というので、

バナーが表面に出る必要はないので。電子博

物館の協賛とか、あるいは何ていうのだろう

な、寄進。神社の寄進とか、お寺の寄進のよ

うな形でバナーを１つ出したら幾らというの

を…… 

 

平井：まあ、そうだね。人件費を出すほど、

そういうふうな展開というのは、やはり営業

マンが１人いないと駄目で、また人が足りな

いよね。 

ちょっと話があれですけれども、今年、ユ

リックスのプラネタリウムで「北斗の水くみ」

というテーマをやるのですよ。もう多分、や

って……知りませんか。 

 

平松：見ました？ 

 

堀内：何かの、多分、そういうふうなのを…

… 

 

平井：多分、新年度で始めている可能性があ

るんですね。誰かがちょっと見に行って、そ

このときに、今言ったような、むなかた電子

博物館の宣伝が入ればね。やはり、我々が宣

伝すると同時に、宣伝費を稼ぐというふうに

考えないといけないと思うのです。もう一発

ではなかなか難しいと思うので、関連ある所

から始めていけば。 



108 

 

宮川：あと、人というところで言うと、先ほ

どその仙人の話がありましたけれども、その

仙人に聞いたときに返す。単純に、基本、機

械的に例えば情報を、ＡＩなり何なりで検索

エンジンを取るというだけだったら、もう本

当に相当進度が進んでいるので、我々用とし

て別個にやるならば、もうその場ならでない

と分からないような、そういった、地元の人

でないと分からないか、もしくはそういった

ところに本当に詳しいか、そういった、何と

いうのですか、宗像市域に限らないでもいい

のですけれども、そういったものに、草の根

で詳しい方を、協力者という形で参画してい

ただく。そういった方とのコネクションをよ

り密にしていくというところでですね。 

仙人が、もちろんその質問を受けたところ

で、そういった方が答えていく、仲介に入る

ような役割を持っているということでしたか

ら、その辺りがより活発化していって、あと

はそれに答えてくれるんだというところです

ね。私の学校の中でも、やはり「質問どうぞ」

と言っても、なかなか来ないわけで、それに

対して、何かしらの質問をさせたときに返っ

てくるというような形ができると、途端にや

ってくる。「あ、この先生は答えてくれる」

ということになると思うのです。 

最初は、学校なり何なりでいいと思うので

すけれども、そういった質問なり何なりを頂

いたものを、きちんと返しているということ

をしっかりと出す。一方は、どういう形にな

るか分からないですけれども、見せていくと

いうことと併せてやっていくと面白いのでは

ないかなと思います。 

 

司会：そうですね。だから、こちらの呼び掛

けを、宗像市の広報の折り込みで入れると、

印刷代だけで入れられるのです。宗像市に何

万人かいても、１円としても何万円かで全戸

全家庭に配布できるので、うまくそれを使う

というのも１つですよね。だから、普通の新

聞折り込みでは、結構お金かかるけれども。 

 

平井：例えば、ユリックスに持って行って、

今の「北斗の水くみ」を見に来た人にみんな

配ればいいじゃない。 

 

司会：パンフレットをね。だから、そういう

地道な活動が大事だと思うのですね。 

 

平井：そういうことから、積み上げていくと

いいのです。 

 

司会：だから、今、このお手元にあるパンフ

レットを、ちょっと新しく作ってみて、これ

では地味だなと思って 200か 100しか作って

ないのですけれども、こういうのをここの玄
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関と、取りあえず道の駅のインフォメーショ

ンの所には置かせてもらっているけれども。 

 

平井：ユリックスにぜひ、使った人にも渡し

てもらってね。 

 

司会：今度、持って、置かせてくれませんか

ということで、近々、行ってみます。 

それで、実は、道の駅は同じような宗像市

関係のものがいっぱいあって、やはりはけな

いのです。だから、いやもう、だいぶ前に置

いたけれど、というのも、まだ残っていたの

で、新しいのに入れ替えてきましたけれどね。 

だから、こういう媒体で、あってもいいけ

れども、もっと効果のあるものをまた。 

 

平井：この中に、白い紙で「人を求めます」

と書いたらどう？ 今、伊津さんの言うプロ

グラムみたいなことで、可能な方は協力くだ

さいと、連絡場所。連絡場所も、これがまた

大変だね。 

 

司会：だから、そういうプログラムに協力す

る人はメールとかそういうのでいいから、全

然問題ないのですよ。ただ、問題は、そうい

うのを使っていない人がどうやってコンタク

トするかというと、やはり観望会をやります

とか、あるいは植物に興味のある人に来ても

らおうと思うと、植物の観察会をやりますと

かいう、実際のイベントというのはやる必要

があるかなと思いますね。 

だから、そのときに、例えば野鳥の観察と

いうのを、時々、野鳥の更新がされないとい

う文句はあるのです。更新がされないけれど

も、ではそれについて誰か、どうなっている

かという質問とか意見は来るかというと来な

い。そうしたら、やはり、それは日本野鳥の

会か何かの、宗像支部か福岡支部とコンタク

トを取って、野鳥観察会をするしかないです

ものね。だから、そういうことで言うと、現

実に何かをするためには、今までのパソコン

でチャカチャカとやっていればいいよという、

私の好きな道だけでは駄目だということです

ね。 

 

平井：それは、「水くみ」でもそうなんだか

らね。写真だけでやっていればいいのだけど、

やはり実際に観望会やって、直接に１人でも

２人でも、方々のご意見を頂いていくという

のは、やはりモチベーションが出るわけです。

あるいは、テレビでもそういう絵を作るとい

うことで苦労しているわけだから。 

 

司会：そうすると、その発掘ですね。私は、

ではお米作りの一から十までというのはやっ

てもいいかなと思う。でも、鳥の観察はうち
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の庭から見える鳥だけでいいやということな

ので、そうすると、鳥のことについて、チョ

ウチョは出てきたけれども、植物について、

ほかの昆虫についてというのをどうやってい

くか。これは、大学に投げても絶対広がらな

いし、難しいところですね。 

 

平松：これから発見していく１つに、「北斗

の水くみ」の観察とか、そういう技術的、そ

して、普通の市民にＰＲするというのを、平

井先生が北九州で「星のソムリエ」をされて

おりますけれども、そういったものを「北斗

の水くみ」でも、実際にそういう人がこれか

ら出てくると、10年 20年、それくらいにで

きると思うのですね。まず、育てないと発展

しないので、それをぜひ平井先生、育てて…

… 

 

司会：だから、今度、平井さんにそこまでを

要求したら難しいけれども、この郷土文化学

習何とか館という、ここに、歴史と遺跡だけ

ではなくて北斗の認識を持ってもらうという

ことは、とても大事だと思うのです。だから、

ここのボランティアの人たちが、それしか対

応できないのだったら、別の層の…… 

 

平井：あれは望遠鏡がいるのですよ。北九州

の場合、望遠鏡も準備して買ってもらって、

しばらくしてセットができたのです。ここで

やるのだったら、そういうまず施設がないと

できないのですね。だから、その辺がちょっ

と難しい。そうすれば、別に幾らでもできる

のですけれどね。あまり今、福岡の…… 

 

司会：はい。話も長いのですけれど、突然で

はありますけれども、まあそういうふうに。

ちょっと難しいことは別として、将来展望に

ついて話していただきました。では、ここで

ひと区切りつけたいと思います。 


