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第７７号（２０１3年８月） 

◆今年も開催します！ボランティアフェスティバルのご案内 

 今年もボランティアフェスティバルの開催が決定しました！日時は

10月 26日(土)午前 9時半から午後 4時までで、会場は例年通り、ハ

ノーバー庭園（中区基町 こども文化科学館前）です。今年もこども文

化科学館で開催される「青少年のための科学の祭典」と同時開催しま

すので、終日多くの来場者で賑わうことと思います。私たち、ひろし

ま歴史探検隊ももちろん出展しますので、事前

の準備から当日まで、たくさんのボランティア

の方に関わっていただけるとうれしいです。詳

細は追ってお知らせします。たくさんの人と触

れ合える年に一度のイベントです。奮ってご参

加ください！（文化財課 田原） 

◆８月の研修会のお知らせ･･･石垣めぐり～広島城 

 広島城では只今、企画展「すごいぞ石垣のひみつ」を開催中です。

広島城の石垣は、毛利・福島・浅野と時代を積み重ね、さまざまな石

の加工、積み方の違いを広範囲にわたって見ることが出来てとても魅

力的です。今回の研修会は、本企画展担当者の岡野学芸員案内のもと

8月 24日（土）の 10：00～12：00、広島城内の石垣めぐりを行います。

さて広島城の石垣は、他の城とは違い、実は奇異な積み方をした箇所

があるのを皆さんはご存じでしょうか？今回はその謎も解明しながら、

石垣の楽しい見方をお伝えします。参加後の皆さんは、目の肥えた石
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垣ファンになること間違いなしです。希望者は 10：00に天守閣下の階段前に集合してください（少雨

決行）。酷暑ですので、日除け・虫除け対策は万全でお願いします。（広島城 山縣） 

◆被爆建物案内にご参加ください～郷土資料館～ 

今年も 8月 6日がやってきますね。被

爆建物である郷土資料館では、毎年「郷

土資料館被爆建物案内」と題して、来館

者の方に被爆したレンガや鉄骨のことな

ど建物についてのガイドを行ったり、戦

時中に食べられていた「江波だんご」な

どの試食体験を行ったりします。ぜひお

手伝いください。詳しくは 3～4ページの

「募集しま～す！」をご覧ください。 (郷土資料館 賀渕)  

 

◆郷土資料館夏まつりにご参加ください。～郷土資料館～ 

夏のイベントといえば、やっぱり「まつり」が定番ですよね。今年は 8月 11日(日)に郷土資料館で

たのしい夏まつりを計画しています。かき氷やゲームなどの出店のほか、昔のあそびやクイズラリー

など、資料館ならではのイベントをたくさん用意しております…♪ 

楽しいまつりにするためにも皆さまのお力が必要です(>_<)ぜひ、ふるってご参加ください。くわし

くは 3～4ページの「募集しま～す！」コーナーをご覧ください。たくさんのご参加お待ちしており 

ます。                                （郷土資料館 賀渕） 

◆出張事業「藍でハンカチ染め体験」他 にご参加ください 

～郷土資料館～ 

8月 20日、21日、23日、27日に藍染め教室を実施します。今回は普段の教室を飛び出し、区民文

化センターや公民館におじゃましてこどもたちの夏休みの思い出作りをお手伝いします。実施回数が

多いので、ご都合のよい方はぜひこの機会に一度参加してみてください。日程や場所などの詳細は 3

～4ページの募集欄に掲載しております。ご参加お待ちしております。(郷土資料館 賀渕) 
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◆郷土資料館おそうじ隊、ふたたび！～郷土資料館～ 

 前回 7月 1日に実施し、たくさんの方にご参加

いただいた「郷土資料館おそうじ隊」を再び募集

します。日時は 9月 2日(月)10:00～16:00。今回

は、夏休み期間中実施していた企画展の撤収作業

と、常設展展示物の清掃です。 

 普段はなかなか見ることが出来ない「博物館の

ウラガワ」をのぞいてみるチャンスです。前回と

同じく、都合のよい一部の時間だけの参加でも構

いません。みなさまのご参加をお待ちしております。(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。 
 

 
※８月の広島城定例会は、ボランティア研修日と同日のため行いません 
 
 
 
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。 
 
 

8日 時 事業名 内 容 会場（担当施設） 

8/24(土) 
10：00～12：00 

◇ボランティア研修会◇ 

広島城石垣めぐり 
詳しくは１ページをご覧ください。 

広島城 

☞天守閣下 

階段前集合 

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。※8/2・11・17 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 

 8/5(月)・6（火） 
9：30～17：00 

現地で見る！ 
広島城の被爆痕跡ガイド 

旧大本営跡前・防空作戦室・中御門付近
にてガイド。 
午前・午後の部半日交替で行います。 

各日 

16人 
広島城 

8/6（火） 
9：00～17：00 

スペシャルイベント 

「郷土資料館被爆建物案内」 

館内にある被爆の痕跡のガイド 
江波団子、一銭洋食の試食 
※一部の時間だけでも構いません。 

3人 

程度 
郷土資料館 
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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 

 

8/11(日) 
10：00～16：00 

スペシャルイベント 

「郷土資料館夏まつり」 

かき氷や水鉄砲遊びなど、出店の運営
補助 
※一部の時間だけでも構いません。 

10人 

程度 
郷土資料館 

8/13(火) 
8/14（水） 

10：00～11：30 
13：00～14：30 

夏休みカンタン工作 

「ぐにゃぐにゃ凧」 

工作の指導 

※一部の時間だけでも構いません 

5人 

程度 
郷土資料館 

8/15(木) 
8/16（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 

5人 

程度 
郷土資料館 

8/18（日) 
10：00～14：30 

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 
安佐北区 口田公民館 

（文化財課） 

8/21(水) 
10：00～12：00 

出張事業 

「まが玉作り」 
滑石を使ったまが玉作りの指導 1人 

西区 井口公民館 
（文化財課） 

8/20（火）・ 
8/21（水） 

13：30～15：30 

出張事業 

「藍でハンカチ染め」 

藍染めのハンカチ作りの指導 

 ※どちらか一日でも構いません。 

各日6

人程度 

東区民文化センター 

(郷土資料館) 

8/22(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 3人 

東区 戸坂公民館 
（文化財課） 

8/23（金） 
14：00～16：00 

出張事業 

「藍でハンカチ染め」 

藍染めのハンカチ作りの指導 

 

6人 

程度 

西区草津公民館 

(郷土資料館) 

8/26(月) 
10：00～12：00 

出張事業 

「古代ミニフィギュア作り」 

粘土を使った古代風の小さな人形作りの
指導 

2人 
佐伯区 坪井公民館 

（文化財課） 

8/27（火） 
13：30～15：30 

「藍で Tシャツ染め」 藍染めの Tシャツ作りの指導 
5人 

程度 
郷土資料館 

8/28(水) 
14：00～16：00 

出張事業 

「縄文くみひも作り」 
麻ひもを使ったくみひも作りの指導 2人 

南区 向洋新町児童館 
（文化財課） 

8/31(土) 
12：30～16：30 

広島の文化財講座 講演会 

「未来を語る環境考古学」 

会場内運営の補助          
※講演会の視聴もできます 
※詳細は同封のチラシをご覧ください 

4人 
中区 広島市こども文化

科学館 
（文化財課） 

9/2（月） 
10：00～16：00 「郷土資料館おそうじ隊」 

展示資料の清掃、展示替え作業の補助 

※一部の時間だけでも構いません 

10人 

程度 
郷土資料館 

9/19(木) 
9：40～12：00 

出張事業 

「縄文風土器作り」 
粘土を使った土器作りの指導 2人 

中区 中島小学校 
（文化財課） 

mailto:kyodo@cf.city.hiroshima.jp

