
第１３６号（２０１８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。早いものでまたこの季節がやってまいりました。子

どもたちにその体験をしっかり身につけてもらうため、今年も

「おどかし役」を募集します。原則として、会期中土日の午後 1

時から 3時まで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、担

当者にどのようなものを準備するのか事前に教えてください）。 

実は、昨年度まで数年にわたって子どもたちを恐怖のどん底に

陥れていた方が３人引退され(T_T)、正直困っております。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のために簡単なおどかし道具を準備する予定で

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」   

これまた夏休みの恒例行事「遊びの広場」と「カンタン工

作」を7月24日から8月の平日に連日行います（3、4ページ

参照）。ついては、遊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。多くの子どもたちが参加しますので 

 

おばけ屋敷以外でも、こんな可愛いフィギアを 
展示します。 

(つくも神「おひつ」八木一文氏制作） 

昨年度のメンコ遊びの様子。気合一発、えいっ！ 



ぜひご協力ください。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。工作は幼児でもできるレベルのものですので、「久しく工作とかしてないわ」と

いう方でも大丈夫です。ぜひよろしくお願いいたします。（郷土資料館 本田） 

 

◆８月５,６日「現地で見る被爆痕跡」ガイドさん大募集！ ～広島城～ 

今年も 8月 5日(日)・6日(月)、「現地で見る被爆痕跡ガイド」を行います。①大本営跡、②防空作

戦室前（今年も入口付近となります）、③中御門跡周辺の案内をお願いしたいのです。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。しかし、城跡内の被爆痕跡には、なかなか気づいてもらえ

ていないのが現状です。73年前の夏、ここで何が起こったのか…をぜひ皆様に案内していただきたいで

す！大変な暑さが予想されますので、両日とも午前・午後の半日単位での案内者を募集いたします。で

きれば、各ポイントに午前・午後 3名ずつ、1日 18人ご協力いただけたら大変助かります。お忙しい時

期ですが、積極的なご参加を心よりお待ちします。なお 7 月 15 日(日)、定例会として、事前研修を実

施します（3ページ参照）。経験のない方、ぜひご参加を！（広島城 山脇） 

 

◆「広島城メモリアルデー」ありがとうございました… ～広島城～ 

6 月 3 日(日)の広島城メモリアルデー、ご協力

ありがとうございました。5月号でお手伝い募集の

記事を載せたとたん、ものすごい勢いで連絡をい

ただき、結果 29名の方にご協力いただきました。

今年は天守再建60周年！還暦スペシャル！という

ことで、例年よりも会場もイベント数ももうり
．．．

だ

くさんでした。参加者のべ人数も 2,111 人と、昨

年度よりも多くのお客様にお越しいただきました。皆様のご活躍のおかげで事故もなく大盛況でした。

また、少しでも空いた時間があると積極的に展示ガイド等を行っておられる姿にも感服しました。歴史

探検隊パワーをひしひしと感じられる 1日となりました！しかし、その分皆様お疲れになったのではな

いでしょうか？？また来年も、ぜひご参加お願いします！！（広島城 山脇） 



◆「ひろしま歴史探検隊まつり」いよいよ始動！ 

平成 28年度から開催している「ひろしま歴史探検

隊まつり」は、隊員の皆様が主役のイベントです。 

3 年目となる今年は、これまで以上にたくさんの方

に企画や準備の段階から参加していただき、当日参

加だけでは味わえない体験をしていただきたいと思

っています。ということで、今年も皆様との意見交

換の場「ひろしま歴史探検隊まつり」をつくる会を

開催します。1 回目は 7 月 13 日(金)の午後 1 時半から、郷土資料館で行います。昨年度の振り返りを

行い、次の開催に向けて楽しいアイデアと率直なご意見をお聞かせください。昨年度ご活躍いただいた

方はもちろん、初めての方も大歓迎です！参加を希望される方は郷土資料館までご連絡ください♪ 

 

 

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  事業での指導等に腕を振るってください！ 

※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。ニュースが届いてから一週間程度で、

参加者の調整を行います。それを過ぎた場合でも定員に達していないこともありますので、お問い合わせをお願いいたします。 

日 時 事業名 内 容  会場（担当施設） 

7/15(日) 
10：00～11：45 

■定例会■ 

｢現地で見る被爆痕跡ガイド｣ 

やったことないけど今年はやってみよう。 
やったことはあるけど、もう一度確認してみよ
う。という方対象。最初に座学あり。 
※二の丸に集合。 

広島城跡一帯 

（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 

暑い夏がいよいよやってきます！体
調に気を付けて建物内外でガイドを
お願いします。 
※7/6、8、21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 

7/18(水) 
13：45～15：20 

出張事業 

「勾玉
ま が た ま

づくり」 
滑石
かっせき

を使った勾玉づくりの指導 1 
南区 元宇品小 

（文化財課） 

7/20（金）～8/26（日） 
のうちの土日 
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。 

各日 

2  
郷土資料館 

7/24(火)・25(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 
郷土資料館 



 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 事業名 内 容 人数 会場（担当施設） 

7/26(木)・27(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 
郷土資料館 

7/31(火)・8/1(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 
郷土資料館 

8/1(水) 
10：00～12：00 

出張事業 

「勾玉
ま が た ま

づくり」 
滑石
かっせき

を使った勾玉づくりの指導 2 
東区 牛田公民館 

（文化財課） 

8/2（木)・3(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 
「手作りカッコウ笛」 

工作の指導 
※一日だけでも構いません。 

各日 

4 
郷土資料館 

8/3(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

は に わ

風の小さな人形 

づくりの指導 
2 

西区 己斐公民館 

（文化財課） 

8/4(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 
※順延日(5日)も参加可能な方 

2 
広島城跡一帯 

（文化財課） 

8/5(日)・6(月) 
【午前】 9：30～13：30 
【午後】13：30～17：00 

「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。 

各日 

18 

広島城跡一帯 

(広島城) 

8/8（水)・9(木)・ 
10(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 

「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。 

各日 

4 
郷土資料館 

8/8(水) 
10：00～12：00 

出張事業 

「勾玉
ま が た ま

づくり」 
滑石
かっせき

を使った勾玉づくりの指導 2 
安佐南区 毘沙門台小 

（文化財課） 

8/9(木) 
9：00～12：00 

出張事業 

「弥生
や よ い

土器
ど き

づくり」 
粘土を使った土器づくりの指導 2 

東区 二葉公民館 

（文化財課） 

8/10(金) 
10：00～12：00 

出張事業 

「勾玉
ま が た ま

づくり」 
滑石
かっせき

を使った勾玉づくりの指導 2 
佐伯区 吉見園公民館 

（文化財課） 

8/18(土) 
10：00～14：30 

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 
東区 森林公園 

（文化財課） 

広島城        TEL 082－221－7512  FAX 082－221－7519 
担当／山脇・吉田   メールアドレス museum@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                                                                              ボランティア担当 volo@mogurin.or.jp 

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

mailto:kyodo@cf.city.hiroshima.jp

