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第７６号（２０１３年７月） 

◆７月の研修会のお知らせ･･･広島城跡の被爆痕跡めぐり～広島城～ 

 広島城では原爆の日に広島を訪れる方々に向けて、8月 5日 

(月)・6日(火)の 2日間、「現地で見る！広島城の被爆痕跡」を

行っています。毎年、ボランティアさんにガイドをつとめていた

だいておりますが、来場者の方々からは好評を博しております。 

 このイベントに向けて、7月 13日(土)10:00～12:00に広島城

跡内に残る被爆遺跡についての研修を行います。軍都広島の成り

立ちについても、普段とは少し違った切り口から説明を行いたいと予定しております。二の丸表御門

内に集合していただき、私、秋政が 1時間程度の説明後、城内の被爆痕跡をめぐります。防空作戦室

跡も予定しています。ぜひ興味のある方はご参加ください。（広島城 秋政） 

 

◆「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(月)・6日(火)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、天守や表御門などの城郭建築物のほか、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。両日は、そんな状況にあ

った広島城に関心を持った県内外からの来館者があります。

そこで旧大本営跡前・防空作戦室跡・中御門付近の被爆樹木

の 3か所にてガイドを行います。前述のボランティア研修を

受講できなかった方にも後日、ガイド内容をお伝えします。 

昨年の被爆痕跡めぐり研修の様子 

大本営跡前にて戦前の広島城を地図や写真
にて説明中 
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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（   9:30～13:30）、午後の部（13:30～17:00）を予定しています。

暑い最中ですが、きっとやり甲斐のある 2日間になると思います。ぜひ、ご参加ください。 

（広島城 山縣） 

◆郷土資料館おそうじ隊、隊員求ム！ 

 昨年 12月、試験的に行った「郷土資料館おそうじ隊」が再び動き出します。郷土資料館の展示室

をおそうじする活動です。 

 今回は、常設展示室の中にある家屋再現展示の展示品と体験ルームのおそうじ、そして企画展示準

備のお手伝いをお願いします。普段は見るだけの展示品に間近に触れるチャンスかも?!みなさんの力

で郷土資料館をピカピカにしてみませんか？（＾◇＾） 

休館の月曜日に一日中行うため、ご都合のよい一部の時間だけでも構いません。みなさんのお力を

お待ちしております。（郷土資料館 賀渕） 

 

◆「夏休みカンタン工作」の指導にご協力下さい…～郷土資料館～ 

毎年恒例となりました、7月～8月の夏休み期間中の「カンタン工作」を今年も実施します。幼児か

ら小学生、どなたでも参加できるカンタンな工作です。今年は昨年好評だった親子かざぐるまや、ぐ

にゃぐにゃ凧のほか、新作もいくつか登場します。ただいま鋭意準備中！(笑) 

今回のニュースでは、7月 23日(火)から、8月 2日(金)までの工作指導のボランティアを募集しま

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。どちらか片方の参加のみでも構いません。 

こども好き、工作好きな方にぴったりです♪ぜひご参加ください。（郷土資料館 賀渕） 

 

 

 

 

 昨年度の教室の様子 
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◆毎年恒例の「おばけ屋敷」にぜひあなたも！～郷土資料館～ 

 今年も郷土資料館におばけ屋敷がやってきます。今回は、古いモノに宿ったおばけ「付喪神（つく

もがみ）」が大暴れします。このおばけ屋敷の運営に、みなさんも参加してみませんか？今年からは、

お化け屋敷の中に「おどかし役」を配置します。ものかげに隠れて、こどもが入ってきたらおどろか

せる役目です。小道具や衣装も郷土資料館で準備しているので安心ですよ。自慢の声色を使っておど

かしてもいいですし、要相談ですが持ち込んだものを使っておどかすのもＯＫ♪ 

みなさんの個性とアイディアを存分に生かすチャンスです。ぜひ、ご参加ください。おまちしてま

～～す。（郷土資料館 賀渕） 

 

 

 

 

 

 

                            

１ 研修会のご案内  ※事前に担当施設にご連絡ください。 

 

２ 事業のご案内    ※事前に担当施設にご連絡ください。お申し込みはお早めにお願いします！ 

日 時 事業名 内 容 会場（担当施設） 

7/13(土) 
10：00～12：00 

◇ボランティア研修会◇ 

広島城被爆痕跡めぐり 
詳しくは 1ページをご覧ください。 

広島城 
☞二の丸 
表御門内集合 

7/27（土） 
10：00～12：00 

■定例会■ 

「広島城下絵屏風」で 

広島City今昔紹介 

■１０：００～１０：４５■ 
広島城下絵屏風で、現在の繁華街と 

その各所の昔について語るガイドの打合せ 

■１１：００～１２：００■ 
興味のある城内スポットでガイドをしてください。 

広島城 

第２層へ集合 

7/25（木） 
10：00～11：30 

◇ボランティア研修会◇ 

土笛作り 

弥生時代の土笛作りに挑戦してみましょう！ 

※材料費：100円程度 
文化財課 

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 
城内ガイド 夏休みはとにかくガイドが
必要です。※7/5・14・20 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 

7/1（月） 
10：00～16：00 

郷土資料館の清掃活動 

「おそうじ隊」 

常設展示室の清掃、資料のすすはら
い、企画展示準備の補助。 
企画展示室の展示替え作業補助。 
※くわしくは 3ページをごらんください。 

7人

程度 
郷土資料館 

都合のいい日があったら 

どんどん参加してね☆彡 

ボクも出演予定だよ（*^_^*） 

いっしょにがんばろ～ 
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日 時 事業名 内 容 人数  会場（担当施設） 

7/10（水) 
13：00～16：00 

出張事業 

「藍でハンカチ染め」 
小学校への出張事業で藍染めの
ハンカチ作りを指導。 

5人 
程度 

東区 牛田小学校 
（郷土資料館） 

7/18（木) 
9：35～12：20 

出張事業 

「はにわ作り」 
粘土を使ったはにわ作りの指導 2人 

安芸区 矢野南小学校 
（文化財課） 

7/20（土）～
8/31(日） 

のうちの土日 
13：00～15：00 

スペシャルイベント 

『おばけの夏休み』 

「おばけ屋敷 おどかし役」 

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おどか
す。 

各日    
2人  
程度 

郷土資料館 

7/23(火)・7/24（水） 
①10：00～11：30 
②13：00～14：30 

夏休みカンタン工作 

「ホネホネあやつり人形」 
工作の指導 
※一部の時間だけでも構いません 

各回 
5人 
程度 

郷土資料館 

7/25(木)・7/26（金） 
①10：00～11：30 
②13：00～14：30 

夏休みカンタン工作 

「パタパタこうもり」 
工作の指導 
※一部の時間だけでも構いません 

各回 
5人 
程度 

郷土資料館 

7/30(火)・7/31(水） 
①10：00～11：30 
②13：00～14：30 

夏休みカンタン工作 

「ふわふわおばけ」 
工作の指導 
※一部の時間だけでも構いません 

各回 
5人 
程度 

郷土資料館 

8/1(木)・8/2（金） 
①10：00～11：30 
②13：00～14：30 

夏休みカンタン工作 

「メリーゴーランド風鈴」 
工作の指導 
※一部の時間だけでも構いません 

各回 
5人 
程度 

郷土資料館 

8/1(木)・8/4（月） 
①9：30～11：30 
②13：00～15：00 

出張事業 

8/1「古代ミニフィギュア作り」 
8/4「まが玉作り」 

粘土を使ったはにわ風の小さな人形
作りの指導 
※一部の時間だけでも構いません 

各回 
2人 

西区民文化センター 
（文化財課） 

8/2(金)・8/3（土） 
9：30～12：00 

主催事業 

『親子で楽しむ！古代ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ』 

「はにわ作り」 

粘土を使ったはにわ作りの指導 
各日    
2人 

文化財課 

8/2(金) 
13：30～15：30 

出張事業 

「まが玉作り」 
滑石を使ったまが玉作りの指導 2人 

東区 二葉公民館 
（文化財課） 

8/3(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 3人 

東区 森林公園 
（文化財課） 

8/5(月) 
13：30～16：30 

出張事業 

「はにわ作り」 
粘土を使ったはにわ作りの指導 2人 

南区 仁保公民館 
（文化財課） 

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

現地で見る！ 

広島城の被爆痕跡ガイド 

1ページをごらんください。 
午前・午後の部半日交替で行いま
す。 

各日 
16人 

広島城 

8/7(水) 
10：00～12：00 

出張事業 

「古代ミニフィギュア作り」 
粘土を使ったはにわ風の小さな人形
作りの指導 

2人 
西区 古田公民館 
（文化財課） 

8/8(木) 
10：00～12：00 

出張事業 

「土笛作り」 
粘土を使った土笛作りの指導 2人 

西区 古田公民館 
（文化財課） 

8/9(金) 
13：30～15：30 

出張事業 

「土笛作り」 
粘土を使った土笛作りの指導 2人 

佐伯区 五日市中央 
  公民館 
（文化財課） 

広島城         TEL 082－221－7512  FAX 082－221－7519 
担当／山縣・大室  メールアドレス 山縣 yamagata@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／賀渕・本田   メールアドレス kyodo@cf.city.hiroshima.jp 
正連山     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

