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第１１２号（２０１６年７月） 

◆7月の研修会「勾玉
まがたま

」＆「古代ミニフィギュア」～文化財課～ 

じめじめした梅雨が明けると、いよいよ夏本番！子どもたちや観光客など

が増える夏休みを前に、各施設とも事業の準備を進めています。 

文化財課は公民館などから依頼を受け、古代をテーマにしたものづくりや

体験の教室事業を実施します。今回の研修では、文化財課ものづくりメニュ

ーの中から、7 月 6 日(水)に「勾玉」を、7 月 13 日(水)に「古代ミニフィ

ギュア」を作ります。勾玉は滑石というやわらかい石を紙

やすりで削り、形を整えた後に磨いてつるつるに仕上げま

す。古代ミニフィギュアは大人の親指大の粘土で、人や鳥

の埴輪をモチーフにした人形を作ります。材料準備の都合

がありますので、参加を希望される方はお早めにご連絡く

ださい。お待ちしております！（文化財課 田原） 

 

◆史跡広島城内の被爆痕跡ガイド大募集～広島城～ 

今年も8月 5日(金)・6日(土)の両日、広島城内で 

被爆痕跡ガイドを実施します。例年通り、大本営跡前 

・中国軍管区司令部防空作戦室内外・そして被爆樹木 

や原爆で焼けた石垣が残る中御門周辺の 3か所で、観 

光客や一般市民に語っていただけませんか。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。 

その分、多くの方のご協力をお願いいたします。皆様 

昔の写真や絵図と被爆後の写真を並べて、ここに何があ

ったか、そして何が起こったのか紹介します。 
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どうぞ積極的にご参加ください。初めての方は中御門や、大本営跡のガイドからスタートするのがい

いと思います。1人ではないので大丈夫です。一緒にやってみましょう。今年はオバマさんやケリー

さんたちが来広したこともあり、海外の方の関心も高いのではないかと思います。「私は英語はだめ

じゃ。」大丈夫(きっと)！ 写真パネルなどを使って、身振り手振りで説明すれば伝わるものです。相

手も一生懸命理解しようとしてくださいます。 

7月 23日の定例会の後、初めての方を対象に 3か所のガ 

イドの事前研修を行いますので、新しく登録された方は、 

ぜひご参加ください。もちろんベテランの方の参加も歓迎 

ですが、マニアックな質問等はお控えください。ご要望が 

あればガイドの資料もお渡ししますので、よろしくお願い 

します。（広島城 岡野） 

◆「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。

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

の間から「おばけ屋敷は無いの？」と尋ねてくる子がいるくらい、子どもたちに絶大な人気を誇って

います。その子どもたちによりしっかりと学んで、しっかり経験し、しっかり身につけていただくた

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。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）。 

経験者はもちろん、そういう事はやった事ないな

ぁという方も大歓迎ですので、ぜひご応募ください。 

（郷土資料館 本田） 

これが被爆樹木の

ひとつなんよ。 

去年の妖怪「五徳猫」。しょっちゅう犬に間違えられました。 
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◆「夏休みわくわくイベント」にご協力ください～郷土資料館～ 

昨年まで夏休み期間中の平日に「夏休みカンタン工作」を行ってきたのですが、今年は昔の遊びを

子どもたちに楽しんでいただく「あそびの広場」も行うことになりました。7月 26日から 8月 12日

までの予定は 4ページのとおりですのでご確認く

ださい。ついては、工作やあそび方を指導してい

ただける方を大募集いたしますので、ご協力をお

願いいたします。特に、かつて路上でメンコ遊び

した男子、こわーい怪談の読み聞かせをしていた

だける方、ぜひよろしくお願いいたします。 

（郷土資料館 本田） 

１ 研修会のご案内  ※要申し込み！ 必ず事前に担当施設にご連絡ください！ 

２ 事業のご案内   ※お早めに担当施設にご連絡ください！希望者多数の場合は調整のうえ決定いたします。 

日 時 事業名 内 容 会場（担当施設） 

7/6(水) 

10：00～12：00 

◇ボランティア研修会◇ 

勾玉づくり 
詳しくは 1ページをご覧ください。 
【材料費】400円程度(石の色により異なる。) 

文化財課 

7/13(水）   

10：00～12：00 

◇ボランティア研修会◇ 

古代ミニフィギュアづくり 

詳しくは 1ページをご覧ください。 
【材料費】60円 

文化財課 

7/23(土） 

10：00～10：45 
■定例会■

■10：00～10：45■
開催中の企画展「広島城大解剖」の解説を行
います。 

■11：00～12：00■
興味のあるスポットでガイドをしてください。 

広島城天守 

第４層に集合 

7/23(土) 

11：00～12：00 
■臨時研修■

被爆痕跡ガイドのための研修です。やったこ
とない方、なかなか踏み切れない方、ぜひ
積極的なご参加を。 

広島城内 

大本営跡前集合 

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。※7/1、
10、16 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 

7/12(火） 
13：00～14：30 小学校団体への対応 「昔のくらし」「川船」解説と「火おこし

体験」のサポート 
2人 郷土資料館 

去年のカンタン工作の様子。大盛況です。 
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7/21(木)～8/28(日) 
の間の土日 

13：00～15：00 
※8/6(土)はのぞく 

夏休みイベント「おばけの博物館」

「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 
郷土資料館 

7/26(火)・7/27(水) 
10：00～14：30 

夏休みわくわくイベント

遊びの広場

「メンコ＆福笑いで遊ぼう」

メンコと福笑いの指導 
※一日だけでも構いません。 

3人 郷土資料館 

7/28(木)・7/29(金) 
10：00～14：30 

夏休みわくわくイベント

遊びの広場「竹とんぼ
＆輪投げで遊ぼう」

竹とんぼと輪投げの指導 
※一日だけでも構いません。 

3人 郷土資料館 

8/1(月) 
10：00～12：00 

出張事業 

「勾玉づくり」 
滑石を使った勾玉づくりの指導 2人 

安芸区 船越公民館 

（文化財課） 

8/2(火)・8/3(水) 
10：00～14：30 

夏休みわくわくイベント

遊びの広場「怪談お話会と
昔のレコードを聴く会」

怪談の読み聞かせと蓄音機の操作 
※一日だけでも構いません。 

3人 郷土資料館 

8/5(金)・6(土） 
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。  
※詳しくは 1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 

8/7(日) 
9：30～12：30 

出張事業 

「はにわづくり」 
粘土を使った人物埴輪作りの指導 2人 

東区 二葉公民館 

（文化財課） 

8/9（火)・8/10(水) 
10：00～14：30 

夏休みわくわくイベント

夏休みカンタン工作
「わくわくブンブンごま」

工作の指導 
※一日だけでも構いません。 

4人 郷土資料館 

8/11(木)・8/12(金) 
10：00～14：30 

夏休みわくわくイベント

夏休みカンタン工作

「オリジナルヨーヨー」

工作の指導 
※一日だけでも構いません。 

4人 郷土資料館 

8/20(土) 
10：00～14：30 

出張事業 

「古代体験＆土器づくり」
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 

程度 

東区 森林公園

(文化財課) 

8/24(水) 
10：00～11：30 

出張事業 

｢古代の布づくり 
＆古代服の試着」 

はたおりによる麻ひものコースター
づくりの指導と古代服試着の補助 

2人 
東区 戸坂公民館 

（文化財課） 

広島城  TEL 082－221－7512  FAX 082－221－7519 
担当／岡野・山脇  メールアドレス 岡野 okano@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

	U２　事業のご案内U　 ※Uお早めに担当施設にご連絡ください！希望者多数の場合は調整のうえ決定いたしますU。

