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第５０号（２０１１年５月） 

･･･よろしくお願いします！～ボランティア担当者紹介～･･･ 

広島城・郷土資料館・文化財課合同ボランティアの今年度の担当者を紹介し

ます！ボランティア活動についてのご質問やご意見などございましたら、各担

当までお気軽にご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。 

★広島城★ 担当/山縣
やまがた

・玉置
た ま き

 

山縣『長い郷土資料館生活から広島城へやってまいりました山縣です。と同時に責任重大なボラン

ティア担当を引き継ぐことになりました。お付き合いよろしくお願いします。』 

玉置『今年度もボランティア副担当の玉置です。唯一の男性担当です。引き続きよろしくお願いし

ます。』 

★郷土資料館★ 担当/本田
ほ ん だ

・古川
ふるかわ

 

本田『去年までいた広島城とは事業内容が全く違うので、アタフタしている毎日です。皆さんと一

緒に勉強していきたいと思っています。』 

古川『今年度から郷土資料館での勤務となりました。ご迷惑をおかけしますが、日々勉強していき

たいと思っています。どうぞよろしくお願いします。』 

★文化財課★ 担当/田原
た は ら

・荒川
あらかわ

 

田原『昨年に続き、みなさんと一緒にいろいろな活動に取り組んでいきたいと思っています。どう

ぞよろしくお願いいたします。』 

荒川『ひきつづき、担当させていただきます荒川です。冬には考古資料の取り扱いの研修も予定し

ています。どうぞよろしくお願いします。』 
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･･･5 月の研修会のお知らせ～郷土資料館～・・・ 

 まだ肌寒い日はありますが、日差しはどんどん強くなってきています。郷

土資料館では初夏に突入する頃から、定番「藍染め講座」の季節に入ります。

「藍染め」とは藍を利用して木綿などの衣服を深い青色に染めるもので、色

が褪せにくいという特性をもち、江戸時代には盛んに行われていました。今

年は 6/12・19 に子どもの「ハンカチの藍染め」、6/17 に大人の染色体験、

そして夏には「藍染めＴシャツ作り」を予定していますよ。 

そこで事前に「藍染め」の研修会を行います。今回は、身近な

道具（紐・輪ゴム・フィルムケース・ビー玉など）を用いハンカ

チを縛って染め残しを作り、模様を形成する「絞り染め」技法を

体験していただきます。簡単な道具から写真のような味わい深～

い模様が生まれてきます。日程は 5月 22日（日）13:30～15:30。

汚れても構わない服装準備をお願いします。参加希望の方は事前に郷土資料館までご連絡ください。

実は藍染め初心者な私も、皆さんと一緒に勉強します！（郷土資料館 本田） 

 

･･･６月の研修会の予告～広島城～・・・ 

 6月 4日（土）10時から 2時間の予定で広島城天守閣についての学習です。 

 

★「広島城メモリアルデー」に参加してみませんか！～広島城～★ 

 昭和 33年 6月 1日に広島城天守閣が郷土館として開館したのを祝うイベント「広島城メモリアルデ

ー」。今年で 4回目を迎え、毎年様々なメニューをみなさんに考えてもらっています。今年はすでに

お伝えしているとおり 5月 28日（土）に行います。現段階ではどういったイベントを行うかは最終的

に決まっていませんが、古文書のイベントや展示のガイド、兜の試着、着付け指導、工作、遊び体験

といった定番のものを中心に、クイズ大会などの新しいネタを入れてイベントを予定しています。 

昨年に続いて文化財課も郷土資料館も参加しますので、「財団 歴史系三施設ボランティア」がど

のような活動をしているのかを知る絶好の機会です。イベントにご協力いただける方は広島城の担当

者までご連絡ください。見学だけでも大歓迎です。よろしくお願いいたします。（広島城 玉置） 

去年の藍染め研修会の様子 
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･･･ いよいよ決定!?ボランティアグループの名称候補を紹介します！･･･ 

ボランティアニュース 48 号でボランティアグループの名称について募集したところ、おかげさま

でたくさんの方からご提案をいただくことができました。つきましては、下記の名称候補リストの中

から「コレがいい!!」と思うものを5月 22日(日)までに、いずれかの施設までご連絡ください！ 

決定した名称は 5月 28日(土)に広島城で開催される「広島城メモリアルデー」

で発表し、次号のボランティアニュースでもお知らせします！ 

◆名称候補リスト◆ 

①  ひろしま歴史散歩ボランティア 

②  ひろしま歴史探検ボランティア 

③  ひろしま歴史探検隊 

④  ひろしま昔探検ボランティア 

⑤  ひろしま昔探検隊 

⑥  ひろしま歴史スタッフ 

⑦  ＳＫＢボランティア 

⑧  ＳＫＢ歴史ボランティア 

⑨  歴史ボランティアＳＫＢ 

⑩  ＳＫＢ応援隊 

⑪  ＳＫＢ99ボランティア 

⑫  文郷城ボランティア 

⑬  文郷城応援隊 

※⑦～⑪ … ＳＫＢは城
しろ

・郷
きょう

土・文
ぶん

化財課のイニシャルより。 

※ ⑪  … 99歳までボランティアをしようという意気込みで！ 

※⑫、⑬ … 文化や教育の場である文教場とかけて。 

 

 

 

１ 研修会のご案内                     ※事前に担当施設にご連絡ください。 

 

 

日 時 事業名 内 容 会場（担当施設） 

5/22(日) 

13:30～15:30 

5月の研修会 

「藍染めの研修」 
詳しくは 2ページをご覧ください。 郷土資料館 

6/4(土) 

10:00～12:00 

6月の研修会（予告） 

「広島城天守閣について」 

広島城の天守閣について、歴史や形、特徴

などを学習します。詳しくは次号掲載予定！ 
広島城 
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２ 事業のご案内 各事業での指導等に腕を振るってください！   ※事前に担当施設にご連絡ください。 

 

日 時 事業名 内 容 会場（担当施設） 

5/3(火・祝) 

～5(木・祝) 

12:00～17:00 

フラワーフェスティバル出展 

「からくり鯉のぼりづくり」 
鯉がはねながらのぼっていくおもちゃ作りの

指導 ※一部の時間だけでも構いません 

フラワーフェスティバル 

会場（郷土資料館） 

5/12(木) 

9:30～12:00 

出張授業 
「はにわ作り」 

粘土を使ったはにわ作りの指導 
安佐北区 落合東小学

校（文化財課） 

5/21(土) 

9:00～12:30 

フィールドワーク 
「遺跡ハイキング～青古墳群・

給人原古墳群～」 

フィールドワークの運営補助。体力に自信の

ある方大歓迎！ ※予備日は 5/22（日）です 

安佐北区 可部町 

（文化財課） 

5/21(土) 

13:00～15:00 

教室事業 
「古代の土器作り」 

粘土を使った土器作りの指導 郷土資料館 

5/28(土) 

10:00～16:00 

広島城メモリアルデー 
各種イベント 

広島城メモリアルデーで行う各種イベントの

補助（詳細P２） 

※一部の時間だけでも構いません 

広島城 

広島城メモリアルデー 
「からくり鯉のぼりづくり」 

「からくり鯉のぼり人形づくり」の指導 

※一部の時間だけでも構いません 
広島城（郷土資料館） 

広島城メモリアルデー 
「泥めんこあそび」 

「泥めんこあそび」の指導 

※一部の時間だけでも構いません 
広島城（文化財課） 

5/28(土) 

13:00～15:00 

教室事業 
「土偶ストラップ作り」 

粘土を使った土偶ストラップ作りの指導 郷土資料館 

5/30(月) 

9:30～12:00 

14:00～15:30 

出張授業 
「はにわ作り」「古代体験」 

午前：粘土を使ったはにわ作りの指導 

午後：古代体験の指導 

※午前・午後のどちらかだけでも構いません 

安芸区 みどり坂小学

校（文化財課） 

6/1(水) 

10:00～15:00 

出張授業 
「土器野焼き」 

土器を大きな火の中で焼きます 

※予備日は 6/7（火）です。どちらかだけでの

ご参加でもかまいません 

安佐南区 伴南小学校

（文化財課） 

6/11(土) 

9:00～15:00 

フィールドワーク 
「似島戦争遺跡めぐり」 

似島におけるフィールドワークの補助 南区 似島（郷土資料館） 

6/12(日) 

13:00～15:00 

教室授業 
「藍でハンカチ染め」 

藍染めの指導 郷土資料館 

6/17(金) 

13:00～15:00 
大人の染色体験 藍染めの指導 郷土資料館 

6/18(土) 

8:30～15:00 

フィールドワーク 
「遺跡ハイキング～鎌倉寺山

に登ろう！～」 

フィールドワークの運営補助。体力に自信の

ある方大歓迎！ ※予備日は 6/19（日）です 

安佐北区 白木町 

（文化財課） 

広島城    担当／山縣・玉置   TEL 082－221－7512 FAX 082－221－7519 
メールアドレス  山縣yamagata@rijo-castle.jp 玉置 tamaki@rijo-castle.jp 
ホームページ    http://www.rijo-castle.jp 

郷土資料館 担当／本田・古川    TEL 082－253－6771 FAX 082－253－6772 
メールアドレス  kyodo@hiroins-net.ne.jp 
ホームページ    http://www.hiroins-net.ne.jp/kyodo/  

文化財課  担当／田原・荒川   TEL 082－568－6511 FAX 082－568－6513 
メールアドレス  田原 tahara@mogurin.or.jp                                      
ホームページ     http://www.mogurin.or.jp 
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