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第１００号（２０１５年７月） 

★★★  おかげさまで第100号！ ★★★ 

平成 19 年(2007)4 月、3 施設合同ボランティアの発足にあわせて創刊した「ボランティア NEWS」。

平成 23年(2011)8月にボランティアグループ名が「ひろしま歴史探検隊」に決まって以降は、「ひろ

しま歴史探検隊ニュース」として発行を続け、このたびめでたく 100 号を迎えることができました！

当初は「どんな情報を提供したら喜んでもらえるのだろう…。」と手探りの状態でしたが、みなさん

のボランティアに対する熱意とご協力のおかげで、「ひろしま歴史探検隊」もこのニュースも、ここ

まで続けてくることができました。本当にありがとうございます！これからも 200 号、300 号…と発

行していけるよう努力してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

◆７月の研修会は古代のものづくり！～文化財課～ 

 7月の研修会は、夏休みを中心に公民館などで実施する機会の多い、ものづくりのメニューを行いま

す。まず7日(火)は、粘土で「縄文ペンダント」(写真：左)と「古代ミニフィギュア」(写真：中)を作

ります。縄文ペンダントは縄文時代のデザインを参考にしながら素焼きのペンダントを作ります。古代

ミニフィギュアは埴輪をモチーフに親指大の人形を作ります。続いて14日(火)は、滑石というやわらか

い石を削って「まが玉」(写真：右)を作ります。材料費は7日(火)が100円、14日(火)が390円です。奮

ってご参加ください！お待ちしています。（文化財課 田原） 
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◆「おばけ屋敷でおどかし隊」に参加しませんか？～郷土資料館 

今年も暑い夏がそこまでやってきています。郷土資料館の夏といえば、そう…「おばけ屋敷」です

ね。昔の人が怖いと感じたものを、子ども達に体験しつつ学んでもらおうという恒例の企画ですが、

よりしっかりと学んでいただくため(笑)、「おどかし役」を募集します。原則として、会期中の土日

および祝日、午後 1 時から 3 時までお願いいたします。もし、

土日祝だけじゃものたりないっ！という方はご相談ください。

また、小道具や衣装は郷土資料館で準備しますが、自分で準備

されてもかまいません（ただし、事前に担当者にどのようなも

のを準備するのか教えてください）。 

これまでも子どもたちを恐怖のどん底に突き落とした経験

者はもちろん、そういうのはやった事ないなぁという人も大歓

迎ですので、是非応募ください。（郷土資料館 本田） 

 

◆「夏休みカンタン工作」にご協力ください～郷土資料館 

 これまた夏休みの恒例行事「夏休みカンタン工作」を今年も行います。幼児でも簡単にできる工作

ですが、そのぶん準備はカンタンではありません(泣)。というわけで、その下準備のお手伝いをいた

だける方を募集いたします。7月 9日(木)および同 15日(水)の午前 10時から午後 3時まで作業を行

います。なお、併せておばけ屋敷の準備も行う予定です。どちらか一日のみの参加でもＯＫですので、

よろしくお願いいたします。 

 また、実際に教室で工作指導をしてくださる方も募

集します。今回は7月23日から31日までの教室が対象で、

日程・内容は4ページのとおりです。一日 1 種類の工

作を、午前の部(10:00～11:30)と午後の部(13:00～

14:30)に分けて行いますが、どちらか片方のみの参加

でも構いません。子ども好き・工作好きな方は是非ご

参加ください。（郷土資料館 本田）  

わしらと一緒に驚

かそうで。 

去年のカンタン工作の様子。大盛況です。 
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◆今年は被爆70周年 史跡広島城内の被爆痕跡をガイドします 

今年も8月5日(水)・6日(木)の両日、広島城内での被爆痕跡ガイドを実施します。今年は被爆70周年

でもあり、天守内で防空作戦室の展示を行いますので、広島城でも特に力を入れたいと思っています。 

全国から訪れる観光客は、広島に来て原爆ドームは見学しても、広島城に来ると原爆との結び付きを

考えない人が多いようです。70年前の8月6日、広島城内で起こったことを、①被爆後、基壇だけ残る大

本営前、②半地下の被爆建物中国軍管区司令部防空作戦室内外、③被爆樹木や原爆で焼けた石が残る中

御門周辺の3か所でガイドをしていただきたいと考えています。暑い盛りですので、ガイドは両日とも

半日交替で行います。皆様の積極的な参加をお待ちしていま

す。また、7月25日(土)は定例会を兼ねてガイドの事前研修

を行いますので、初めて参加される方はぜひご参加ください。

難しい場合でもガイドの資料をお渡ししますので、よろしく

お願いします。（広島城 玉置） 

 

１ 研修会のご案内 ※事前に担当施設にご連絡ください。 

 
２ 事業のご案内 ※事前に担当施設にご連絡ください。お申し込みはお早めにお願いします 

 

日 時 事業名 内 容 会場（担当施設） 

7/7(火) 
10：00～12：00 

◇7月の研修会◇ 

①縄文ペンダント作り 
②古代ミニフィギュア作り 

【材料費】100円 
※詳しくは 1ページをご覧ください。 

文化財課 

7/14(火) 
10：00～12：00 

◇7月の研修会◇ 

勾玉作り 

【材料費】390円 
※詳しくは 1ページをご覧ください。 

文化財課 

7/25（土） 
10：00～12：00 

■定例会■ 
被爆 70周年記念展示 

「広島城と陸軍」 
及び防空作戦室見学 

広島城で開催中の展示解説を行うとともに、
防空作戦室などを見学します（担当は秋政 
主任）。防空作戦室集合です。 
なお、当日はいつどこガイドを行いません。 

広島城本丸上・下段 

防空作戦室及び天守 

（広島城） 

日 時 事業名 内 容 人数  会場（担当施設） 

都合のよい日 いつでもどこでもガイド 

土日は多くの入館者が見込まれま
す。ガイドをお願いします。 
※7/3、12、18 は、観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲ
ﾄﾞ活動日のため行いません。 

制限

無 
広島城 

7/9(木)･15(水) 
10：00～15：00 

夏休みカンタン工作 
の準備 

夏休み期間中に行う「カンタン工作」
の準備。併せておばけ屋敷の準備
を行います。 

5人 

程度 
郷土資料館 

7/10(金) 
10：30～14：50 

小学校団体への対応 「昔のくらし」解説と「火おこし体験」
のサポート 

3人 

程度 
郷土資料館 
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日 時 事業名 内 容 人数  会場（担当施設） 

7/14(火) 
9：40～12：20 

出張事業 

「はにわ作り」 
粘土(500g)を使ったはにわ作りの指
導 

3人 
安芸区 矢野南小学校 

(文化財課) 

7/15(水) 
14：10～15：45 

出張事業 
「まが玉作り」 

滑石を使ったまが玉作りの指導 2人 
中区 幟町小学校 

（文化財課） 

7/18（土）～8/30（日） 
のうちの土日祝 
13：00～15：00 

夏休みイベント「おばけの夏休み」 
「おばけ屋敷でおどかし隊」 

郷土資料館のおばけ屋敷の中で、
おばけになって入館者を驚かせま
す。 

各日

2人

程度 

郷土資料館 

7/22(水) 
13：00～16：00 

出張事業 
「はにわ作り」 

粘土(500g)を使ったはにわ作りの指
導 

2人 
中区 吉島公民館 

（文化財課） 

7/23(木)、7/24(金) 
10：00～11：30 
13：00～14：30 

夏休みカンタン工作 
「とびだすオバケ」 

工作の指導 
※一日だけ、あるいは一部の時間
だけでも構いません。 

3人 

程度 
郷土資料館 

7/26(日)、7/27(月) 
9：30～12：00 

親子で楽しむ！ 
古代ワークショップ 

粘土(1kg)を使ったはにわ作りの指
導ほか 

各日

2人 
文化財課 

7/28(火)、7/29(水) 
10：00～11：30 
13：00～14：30 

夏休みカンタン工作 
「でんでん太鼓」 

工作の指導 
※一日だけ、あるいは一部の時間
だけでも構いません。 

3人 

程度 
郷土資料館 

7/29(水) 
9：30～11：30 

13：00～15：00 

出張事業 

「古代ミニフィギュア作り」 
粘土を使ったはにわ風の小さな人
形作りの指導 

各回

2人 

西区民文化センター 

（文化財課） 

7/30(木)、7/31(金) 
10：00～11：30 
13：00～14：30 

夏休みカンタン工作 
「オバケのしおり」 

工作の指導 
※一日だけ、あるいは一部の時間
だけでも構いません。 

3人 

程度 
郷土資料館 

8/5(水) 
10：00～12：00 

出張事業 

「古代ミニフィギュア作り 
& 古代服の試着体験」 

粘土を使ったはにわ風の小さな人
形作りの指導と古代服試着の補助 

2人 
佐伯区 吉見園公民館 

（文化財課） 

8/5(水)、6(木） 
[午前]         9：30～13：30 
[午後]13：30～17：00 

現地で見る！ 
広島城の被爆痕跡 

両日とも午前・午後で交替します。 
5・6 日両日の半日ずつの参加は可
能です。例年 6 日の参加が少ない
のでよろしくお願いします。 
※詳しく 3ページをご覧ください。 

各日 
午前 
午後 
とも 
8人 

広島城跡内 

（広島城） 

8/7(金) 
10：00～12：00 

出張事業 
「古代ミニフィギュア作り」 

粘土を使ったはにわ風の小さな人
形作りの指導 

2人 
南区 大河公民館 

（文化財課） 

8/8(土) 
10：00～14：30 

出張事業 

「古代体験 & 土器作り」 
古代体験（弓矢、火起こし、古代米
炊飯）と土器作りの指導 

5人 
東区 森林公園 

（文化財課） 

8/10(月) 
10：00～12：00 

出張事業 

「まが玉作り 
& 古代服の試着体験」 

滑石を使ったまが玉作りの指導と
古代服試着の補助 

2人 
東区 二葉公民館 

（文化財課） 

広島城         TEL 082－221－7512  FAX 082－221－7519 
担当／玉置・前野  メールアドレス 玉置 tamaki@rijo-castle.jp 

ホームページ  http://www.rijo-castle.jp 
 
郷土資料館                                 TEL 082－253－6771  FAX 082－253－6772 

担当／本田・正連山 メールアドレス kyodo@cf.city.hiroshima.jp 
     ホームページ                                                                                        http://www.cf.city.hiroshima.jp/kyodo/   

文化財課                        TEL 082－568－6511  FAX 082－568－6513 
担当／田原・牛黄蓍 メールアドレス                                                                              研修・事業の申込 volo@mogurin.or.jp     田原 taha@mogurin.or.jp                                      

ホームページ          http://www.mogurin.or.jp 

mailto:kyodo@cf.city.hiroshima.jp
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