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第１２４号（２０１７年７月） 

◆「夏休みわくわくイベント」にご協力ください ～郷土資料館～ 

その１「おばけ屋敷でおどかし隊」  

郷土資料館の夏の風物詩「おばけ屋敷」…。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、例年子ども達の絶大な人気を誇っています。その子ども達にその

体験をしっかり身につけていただくため、「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（ただし、8 月 6 日(日)は

のぞく）の午後 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）。

経験者も、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。ただし、やりすぎないようお願いいたします。（郷土資料館 本田） 

 

その２「遊びの広場」と「カンタン工作」  

 今年も夏休みの教室事業として「遊びの広場」と「カンタン工

作」を行います。ついては、あそび方や工作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。詳し

くは 3、4ページをご覧ください。特に、かつて路上でメンコ遊

び・コマ回し・けん玉で腕をならした元男の子・女の子大歓迎で

す。ぜひよろしくお願いいたします。（郷土資料館 本田） 

すこしトボケた感じの妖怪「三味長老」   
 

 
 

去年のメンコ遊びの様子。大人の方が熱中した 
という噂も… 
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◆臨時研修会「勾玉
まがたま

づくり」にご参加ください♪～文化財課～ 

7月 12日(水)の午前 10時から、文化財課で「勾玉づくり」の研修会を行います。遺跡から出土する

勾玉には土製や石製、ガラス製などがありますが、今回の研修では 

「滑石
かっせき

」というやわらかい石を紙やすりで削って作ります。全体的に

丸みを帯びた形にするのがポイントです♪仕上げに表面を磨くと艶が

出てきて、なかには模様が現れる石もありますよ！初めての方でも大

丈夫！興味のある方は、お気軽にご連絡ください！（文化財課 田原） 

 

◆８月５日・６日「現地で見る被爆痕跡」ガイド募集 ～広島城～ 

来る 8 月 5 日(土)・6 日(日)に、広島城跡内で被爆痕跡ガイドを実施します。案内は大本営跡、防

空作戦室前、中御門跡周辺の 3か所を予定しています。原爆の日前後は世界中から多くの方が広島城

に来られますが、城跡内に残る被爆痕跡には、なかなか気づかず通り過ぎてしまいます。広島城が語

れない記憶を皆さんでぜひ紹介していただきたいのです！微に入り細を穿つ説明は必要ありません。

ただ 72年前の夏、ここで何が起こったのか、それをお伝えください。今年は防空作戦室の中には入る

ことができないので、前でパネル等を用いて説明をお願いいたします。暑さが予想されますので、両

日とも午前か午後かの半日で募集いたします。多くのご参加を心よりお待ちしております。なお、7

月 22 日(土)の定例会の後、ベテラン隊員による事前研修を実施します (3 ページ参照)。まだ経験の

ない方、ぜひご参加を！（広島城 岡野） 

 

◆「広島城メモリアルデー」かたじけない ～広島城～ 

 6月 4日(日)広島城メモリアルデーは、皆のおかげで大盛況であった。城

内はてんやわんやであったと聞くが、余はずっと外におったので声をかける

こともできず、許せ！久々の甲冑であったが、重かった！肩凝った！参った

…。しかし、多くの客人が満足して帰られたようじゃ。実にあっぱれであっ

た！礼を申す。来年も助太刀お頼み申すぞ。これにて一件落着～💛💛  

（広島城 毛利輝元） 

晴天じゃ… 
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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） 

7/12（水） 
10：00～12：00 

◆7 月の臨時研修会◆ 

「勾玉
まがたま

づくり」 

かっせき

滑石EAというやわらかい石で勾玉を作ります。 
【材料費】400 円程度（石の色によって異なり
ます。） 

文化財課 

7/22(土) 
10：00～10：40 

◆定例会◆ 

企画展
「数字で発見！広島城」 

開催中の企画展を担当者が解説します。 
その後は研修会ですが、通常通りのガイド
をしてくださっても結構です。 

広島城 

7/22(土) 
10：45～12：00 

■研修会■

現地で見る
被爆痕跡ガイドのガイド 

やったことないけどチャレンジしてみた
いという方対象。どんな感じで実施する
か見ていただきます。※大本営前に集合。 

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 

いよいよ夏がやってきますが体調に
気を付けて建物内外でガイドをお願
いします。   
※7/7、9、15 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 

7/21(金)～8/27(日) 
のうちの土日祝 
13：00～15：00 

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。 
※8 月6 日はお休みします。 

各日

2 人 
郷土資料館 

7/24(月)、7/26(水) 
12：00～16：30 

工作  
「お城の切り絵のうちわ 

づくり」 
工作の指導・補助 

各日 

5 人 
広島城 

7/25(火)、7/26(水) 
10：00～15：00 

夏休みわくわくイベント

遊びの広場
「昔の遊びをやってみよう！」

メンコや竹ぽっくりなどの遊びを指導 
※一日だけでも構いません。 

各日

3 人 
郷土資料館 

7/27(木)、7/28(金) 
10：00～15：00 

夏休みわくわくイベント

遊びの広場
「昔の遊びをやってみよう！」

コマ回しやフラフープなどの遊びを 
指導 
※一日だけでも構いません。 

各日

3 人 
郷土資料館 

7/28(金) 
10：00～12：00 

出張事業 

「勾玉
まがたま

づくり」 
滑石
かっせき

EAを使った勾玉づくりの指導 2 人 

7/29(土) 
9：00～12：00   

※雨天時は翌日に順延

文化財課・昆虫館連携事業 

「広島城 歴史と虫を 
まるかじり」 

史跡広島城跡内で石垣や昆虫観
察を行う際の運営補助   
※なるべく順延日も参加可能な方 

2 人 

7/29(土) 
9：45～15：30 

あきのくに 広島で 

びんごゲーム 
初登場！ビンゴゲームの補助 
※集合後レクチャーいたします。 

4 人

程度 

7/29(土) 
10：00～12：00 

出張事業 

「古代の布づくり＆火起こし」 

 簡易の織機によるコースターづくり、 
火起こし体験の指導 

2 人 

7/31(月) 
9：30～12：00 

出張事業 

「埴輪
は に わ

づくり」
粘土を使った人物埴輪づくりの指導 2 人 

中区 吉島公民館 

（文化財課） 

広島城 

安佐北区 亀山公民館 

（文化財課） 

中区 史跡広島城跡 

（文化財課） 

東区 二葉公民館 

（文化財課） 



4 

8/1(火)、8/2(水) 
10：00～15：00 

夏休みわくわくイベント

遊びの広場
「昔の遊びをやってみよう！」

けん玉や輪投げなどの遊びを指導 
※一日だけでも構いません。 

各日

3 人 
郷土資料館 

8/3(木) 
10：00～12：00 

出張事業 

「古代ミニフィギュアづくり」 

粘土を使った埴輪風の小さな人形 
づくりの指導 

2 人 
東区 牛田公民館 

（文化財課） 

8/3（木)、8/4(金) 
10：00～15：00 

夏休みわくわくイベント

夏休みカンタン工作
「クルクルかざぐるま」

工作の指導 
※一日だけでも構いません。 

各日

4 人 
郷土資料館 

8/5(土)、8/6(日) 
①9：30～13：30
②13：30～17：00

広島城 現地で見る 

被爆痕跡ガイド 

3 か所にわかれてガイド。5・6 両日
参加も歓迎。 
※2 ページ参照 

たく 

さん 
広島城 

8/8（火)、8/9(水) 
8/10(木) 

10：00～15：00 

夏休みわくわくイベント

夏休みカンタン工作
「わくわく回転ゴマ」

工作の指導 
※一日だけでも構いません。 

各日

4 人 
郷土資料館 

8/11(金・祝) 
10：00～15：00 

夏休みわくわくイベント

夏休みカンタン工作
「打ち上げラワン」

工作の指導 
※事前の研修があります。 

4 人 郷土資料館 

8/18(金) 
10：00～12：00 

出張事業 

「勾玉
まがたま

づくり」 
滑石E

かっせき

Aを使った勾玉づくりの指導 2 人 

8/19(土) 
10：00～15：00 

出張事業 

「古代生活体験会」 
古代体験（弓矢、火起こし）と土器づ 
くりの指導 

5 人 
（文化財課） 

8/24(木) 
10：00～11：30 

出張事業 

「勾玉
まがたま

づくり」 
滑石 E

かっせき

Aを使った勾玉づくりの指導 2 人 

8/25(金) 
10：00～12：00 

出張事業 

「古代ミニフィギュアづくり」 
粘土を使った埴輪風の小さな人形 
づくりの指導 

2 人 

「ひろしま歴史探検隊まつり」をつくる会にご参加ください♪ 
来年の 3月に、2回目の「ひろしま歴史探検隊まつり」を開催します。職員とみなさんとで知恵を出しあい、前回以上に
盛り上がるイベントにしたいと思っています。つきましては、下記のとおり「ひろしま歴史探検隊まつり」をつくる会を開催し
ますので、興味のある方はお気軽にご参加ください。これまでに会に参加されたことのない方も、新規で登録された方も
OKです！みなさんのご参加をお待ちしております♪ 
【日 時】7/7(金)13：00～15：00 
【会 場】郷土資料館 
【申 込】参加を希望される方は、事前に郷土資料館へご連絡ください。 

広島城  TEL 082－221－7512  FAX 082－221－7519 
担当／岡野・山脇  メールアドレス 城 museum@rijo-castle.jp  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 郷土 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・大室  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 

西区 己斐公民館 

（文化財課） 

東区 森林公園 

東区 戸坂公民館 

（文化財課） 

安佐南区 東原2丁目こども会 

（文化財課） 

mailto:kyodo@cf.city.hiroshima.jp



