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第６４号（２０１２年７月） 

 

 

◆７月のボランティア研修会のお知らせ～文化財課～ 

7 月の研修会では、粘土や陶土を使った二つのものづくりを行います。一つは「古代ミニフィギュ

ア」、もう一つは「縄文ペンダント」です。「古代ミニフィギュア」

は、大人の親指大の粘土で、古墳時代の人物ハニワや鳥のハニワを模した

小さな人形を作ります。焼成の必要がないαクレイという粘土で作ります。

「縄文ペンダント」は、縄文土器や土偶に代表される縄文のデザイン

を参考に、オリジナルのペンダントを作ります。オーブンで手軽に焼成で

きるオーブン陶土を使います。仕上がりは素焼き風で、なかなか味があり

ますよ。 

研修は、7 月 21日(土)の午前9時半から11時半までで、材料

費100円が必要です。参加を希望される方は事前に文化財課までご連絡ください！（文化財課 田原） 

 

◆変化朝顔を育てています！～文化財課～ 

 文化財課では広島市植物公園と連携して「江戸の園芸講座と変化朝顔

の栽培」を行っています。変化朝顔とは朝顔が突然変異し、とても朝顔

とは思えないような奇抜なものに変化したものです。こうした変化朝顔

の栽培が江戸時代にブームとなりましたが、現在では絶種寸前で非常に

貴重なものになっています。現在、文化財課の玄関前では、古代米のバ

ケツ稲とともに変化朝顔を栽培中です。お立ち寄りの際にはご覧ください。（文化財課 田原） 

夏休みはどの施設もイベントが目白押しです。 
暑さに負けず、頑張っていきましょう！ 

夏にはこんな朝顔が見れるかも！ 
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◆６月のボランティア研修会のご報告～広島城～ 

6 月 9 日(土)、史跡広島城跡一帯で被爆痕跡などを巡る現

地研修を行いました。これは8月5(日)・6日(月)の両日、広

島城を訪れたお客様をご案内するために必要な知識などを身

につけていただこうと開催したもので、雨上がりの蒸し暑い

気候の中、21名の方のご参加がありました。研修といっても

こちらから一方的に知識を提供するのではなく、ひろしま歴

史探検隊の恵美勇作さんから被爆樹木のご案内をいただいたり、ベテランの隊員さんと新規の隊員さ

んとの間で活発に会話が交わされたりと、とても楽しく有意義な会になったのではないかと思います。

ぜひ次はこの研修の成果を実践に生かしてみてください。（広島城 大室） 

 

◆｢現地で見る！広島城の被爆痕跡｣ガイドにふるってご参加ください 

 さて早速ですが、8月5日(日)・6日(月)の「現地で見る！広

島城の被爆痕跡」ガイド参加の募集をします。戦前の広島城には、

天守閣や表御門などの城郭建築物の他、第五師団（被爆直前には

中国軍管区）の各部隊の兵舎が立ち並んでいましたが、爆心地か

ら1.5キロ圏内にあったため壊滅的な被害を受け、約１万人の兵

員が死亡したと言われています。そんな状況にあった広島城には

この両日、県内外から多くの方が訪れます。そこで毎年広島城内の、旧大本営跡前・防空作戦室跡・

中御門跡付近の被爆樹木の3か所にてガイドを行っています。前述の

ボランティア 6 月研修を受けられなかった方にも事前に資料を配布し、

ガイド内容をお伝えします。いずれも屋外のため、みなさんの体調を

考慮し、半日担当の体制で休憩を入れながらお願いしたいと思ってい

ます。時間配分は午前の部が9：30～13：30、午後の部が13：30～17：

30を予定しています。暑い最中ではありますが、原爆の日の広島城の

様子を直接肌で感じていただければと思います。ぜひ、ご参加ください。（広島城 山縣） 

恵美さんによる、被爆樹木(マルバヤナギ)の案内 

防空作戦室跡 説明 

旧大本営跡前にて説明 
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◆「夏休みカンタン工作」の指導にご協力下さい～郷土資料館～ 

毎年 7 月～8 月の夏休み期間中の平日、郷土資料館では子供たちのために「カンタン工作」の教室

を行います。紙で作る竹とんぼ、ふうせんの光るおばけなど、去年と内容を大幅にリニューアルして、

楽しい工作を準備しています。今回は 8 月 8 日(水)までの教室について募集します。日程・内容は 4

ページのとおりです。1 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)

の 2 回に分けて行います。どちらか

片方のみの参加でも構いません。 

例年多くの子ども達がやってきます

ので、子供たちと触れ合いたい！と

いう方は、是非おいで下さい。  

（郷土資料館 本田） 

 

◆「海賊たちのお化け屋敷」にご協力下さい～郷土資料館～ 

7 月 20 日(金)から 25 日(水)まで、アステールプラザにおいて「～海賊たちのお化け屋敷～海賊に

まつわるな～るほど」が開催されます。このイベントでは郷土資料館の民具も登場する「お化け屋敷」

が設けられるほか、工作教室も行われます。作成するのはストローを利用した鳥と、お化けのモビー

ルです。会期中の平日、この工作教室で指導をしてみませんか？日時等は 4 ページの通りです。1 日

だけの参加でもかまいませんし一部の時間でも結構です。ご協力をお願いいたします。 

（郷土資料館 本田） 

 

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） 

７/２１（土） 

9：30～11：30 

◇ボランティア研修会◇ 
✪古代ミニフィギュア作り 
✪縄文ペンダント作り 

※詳しくは1ページをご覧ください。 文化財課 

７/２８（土） 

10：00～12：00 

◆定例会◆ 
✪企画展「追跡！昔の広島城を探ろう」

解説 
✪広島城内解説（７/２９のお城イベン

トの予習も含む） 
※屋外ですので日除け対策を万全に！ 

■１０：００～１０：４５■ 

企画展について 
村上学芸員による解説 

■１０：４５～１２：００■ 

広島城内フィールドワーク 
前野学芸員による解説 

１０：００  

天守閣第４層集合 

（広島城） 

 

去年のカンタン工作の様子 
この時期は、学生の職場体験も行われて
おり、高校生や大学生も指導に参加してい
ます。黒板の前に居る男性２人が職場体験
中の高校生 

去年のカンタン工作の様子 
指導しているのはボランティアさんと職場
体験中の男子大学生 
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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！    ※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） 

7/19(木) 
9:35～12:00 

出張事業 

ハニワ作り 
粘土を使ったハニワ作りの指導 

安芸区 矢野南小学校 
（文化財課） 

7/20(金)･23(月) 
24(火)･25(水) 
10:00～16:00 

海賊たちのお化け屋敷 
簡単工作コーナー 

工作の指導 

※一部の時間だけでも構いません 

アステールプラザ 

（郷土資料館） 

7/21(土) 
10:00～12:00 

出張事業 

縄文ペンダント作り 
粘土を使った縄文風ペンダント作りの指導 

大竹市 大竹会館 
（文化財課） 

7/24(火)･25(水) 
10:00～11:30 
13:00～14:30 

夏休みカンタン工作 
くるくる紙コプター 

工作の指導 

※一部の時間だけでも構いません 
郷土資料館 

7/26(木)･27(金) 
10:00～11:30 
13:00～14:30 

夏休みカンタン工作 
親子かざぐるま 

工作の指導 

※一部の時間だけでも構いません 
郷土資料館 

7/28(土) 
10:00～12:00 

教室事業 

うちわ作り 
うちわ作りの指導 郷土資料館 

7/28(土) 
10:00～12:00 

出張事業 

土器作り 
粘土を使った土器作りの指導 

東区 森林公園 
（文化財課） 

7/29(日) 
10:00～16:00 

お城イベント 
もっとしろうよ！広島城 

❤城跡内フィールドワークの補助・解説 
❤城内クイズラリーの補助 
❤模型や金箔瓦のガイドなど 
一日中でなくても可。ご参加お待ちしています! 

広島城 

7/31(火)･8/1(水)･
7(火)･8(水) 
10:00～11:30 

出張事業 
ミニフィギュア作り 

火起こし体験 

・粘土で作る古代風の小さな人形作りの指
導 
・火起こし体験の指導 

東区 東区民文化センター 
（文化財課） 

7/31(火)･8/1(水) 
10:00～11:30 
13:00～14:30 

夏休みカンタン工作 
紋切のしおり 

工作の指導 

※一部の時間だけでも構いません 
郷土資料館 

8/2(木)･3(金) 
10:00～11:30 
13:00～14:30 

夏休みカンタン工作 
ふうせんの光るおばけ 

工作の指導 

※一部の時間だけでも構いません 郷土資料館 

8/2(木) 
9:30～11:30 
13:00～15:00 

出張事業 
ミニフィギュア作り 

粘土で作る古代風の小さな人形作りの指
導 

西区 西区民文化センター 
（文化財課） 

8/3(金)･4(土) 
9:30～11:30 
13:00～15:00 

出張事業 
まが玉作り 

まが玉作りの指導 
西区 西区民文化センター 

（文化財課） 

8/4(土)･5(日) 
9：30～12：00 

親子で楽しむ！ 

古代ワークショップ 

親子を対象にしたものづくりの指導 
4 日(土)「土器作り」 5 日(日)「ハニワ作り」 

文化財課 

8/5(日)･6(月) 
9:30～17:30 

現地で見る！ 

広島城の被爆痕跡 
詳しくは 2 ページをご覧ください。 広島城 

8/7(火)･8(水) 
10:00～11:30 
13:00～14:30 

夏休みカンタン工作 
のび～るカメレオンスティック 

工作の指導 

※一部の時間だけでも構いません 郷土資料館 

都合のよい日に いつでもどこでもガイド 
夏休みは朝から夕方までひっきりなしに
入館者がやってきます。各自都合のよい
時に、城内ガイドをお願いします。 

広島城 

広島城    担当／山縣・大室   TEL 082－221－7512 FAX 082－221－7519 
メールアドレス  山縣yamagata@rijo-castle.jp 大室omuro@rijo-castle.jp 

郷土資料館 担当／本田・後藤    TEL 082－253－6771 FAX 082－253－6772 
メールアドレス  kyodo@hiroins-net.ne.jp 

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 taha@mogurin.or.jp                                     


