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第８８号（２０１４年７月） 

◆７月の研修会のお知らせ・・・歴史体験してみませんか？～文化財課～ 

8 月 3 日(日)に開催する「歴史体験オリンピック」は、ひろしま歴史探検隊で日頃行っている様々

な体験メニューを集め、多くの方に楽しんでもらおうというイベントです。文化財課だけでなく、広

島城の富くじや紋切りあそび、郷土資料館の藍染や一銭洋食なども登場！各ブースともボランティア

を募集中ですので奮ってご参加ください！さて、7月10日(木)の研修会では、イベントの概要説明と

ともに文化財課が行う10種類のメニューを体験していただきます。実施方法を含め、みなさんのご意

見をお聞かせいただき、よりよいイベントにしたいと思いますのでご協力よろしくお願いいたします。

当日は汚れてもよい服装でお越しください。また、暑い時期ですのでタオルやお茶などの飲み物をお

忘れなく！初めての方も大歓迎！参加希望の方は文化財課までご連絡ください！（文化財課 田原） 

 

【研修内容】(予定) ※⾬天の場合は⼀部の内容を中⽌します。 
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◆「おばけ屋敷でおどかし隊」にぜひあなたも！～郷土資料館～ 

 またまた、今年も郷土資料館におばけ屋敷がやってきます。去年おばけ屋敷の「おどかし役」をボ

ランティアさんにお願いしました。参加したボランティアさんたちの熱演により、号泣する子供、悲

鳴を上げる大人が続出でした。今年もお願いしようと考えております。 

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、事前に相

談してくださいね）。アイディア・演技力・熱意を生かし、子供たちに忘れられない思い出を作って

午前 10 時〜正午 
①⼸⽮体験 
②⽯斧と鉄斧体験 
③⾅と杵による脱穀体験 
④⼟器炊飯  
⑤⽕起こし体験（⽕起こし器・⽕打ち⽯） 

午後 1 時〜3 時
⑥蘇〜古代のチーズ〜作り 
⑦⽯器体験（ナイフ・⽯⽫） 
⑧試着体験（貫頭⾐・胡服・短甲） 
⑨縄⽂くみひも作り 
⑩縄⽂ペンダント作り 
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あげてください。 

原則として、会期中の土日、午後1時から3時までを予定しております。もし、土日だけでは物足

りない！という方はご相談ください。参加、お待ちしております。（郷土資料館 本田） 

 

 

 

 

 

 

◆「夏休みカンタン工作」にご協力ください～郷土資料館～ 

おばけ屋敷とともに夏休み期間中の恒例行事となった「カンタン工作」を今年も実施します。幼児

から小学生、大人でも参加できる楽しい工作を準備しています。 

実は…工作はカンタンですが、準備はカンタンではありません。と、いうわけで、下準備をお手伝

いいただける方を募集いたします。7月8日（火）午前10時から正午まで作業を行いますので、よろ

しくお願いいたします。 

また、実際に教室で工作を指導してくださる方も募集します。今回は7月24日（木）から8月1日

（金）までの教室が対象です。日程・内容は4ページのとおりで、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。どちらか片方のみでも構いませんの

で、こども好き・工作好きな方はぜひご参加ください。（郷土資料館 本田） 

 

◆「郷土資料館夏まつり」にご参加ください～郷土資料館～ 

去年から始まった、夏のお楽しみイベント「郷土資料館夏まつり」。今年も 8 月 10 日(日)午前 10

時から午後 4 時まで行います。かき氷やゲームなどの出店、ミニコンサートなど、資料館ならではの

イベントを計画しています。 

おいでくださるお客様に楽しんでいただくためには皆さまのお力が必要です。暑い 中のイベント

ですが、是非ふるってご参加ください。くわしくは4ページの「募集しま～す！」コーナーをご覧く

ださい。（郷土資料館 本田） 

郷土資料館の猿猴（想像図です）。

おばけ屋敷に登場予定です。 

都合のいい日があったら 

どんどん参加して下さいね。

幽霊の白装束もあります！ 
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◆現地で見る広島城の被爆痕跡へのご協力を！～広島城～ 

ヒロシマの夏が近づきました。8月5日(火)・6日(水)は広島城内での被爆痕跡ガイドを実施します。

全国から訪れる観光客の多くは、広島城と軍とのかかわり、そして 8 月 6 日の朝、ここで何が起こっ

たかをご存じありません。ふらりと立ち寄った方々に、何か 1 つでもいいので心にとどめて帰っても

らえればと思います。防空作戦室、中御門周辺、大本営前の 3 か所でのガイドを、両日とも半日交替

とします。特に例年 6 日が人員不足気味なので、よろしくお願いいたします。暑い盛りではあります

が積極的な参加をお待ちしています。初めて参加される方にはガイドの資料をお渡しし、研修もいた

します。業火に耐え、今日まで生きぬいてきた被爆樹木、赤く焼けただれた石垣を語るだけでも、あ

の日のことが充分伝わるのではないでしょうか。（広島城 岡野） 

 

★メモリアルデー終わりました★ 

ご協力ありがとうございました！！ 

おかげさまで、大盛況のうちに終了しました。ご参加いただいた皆様、暑い中お疲れ様でした。た

くさんの反省点を踏まえつつ、心はすでに来年に向いています。

メモリアルデーは探検隊員の皆さんが中心に活動していただ

く場です。できれば企画の段階から参加していただけたらいい

な、と思っています。今から楽しいアイディアやご意見をお待

ちしています。(できることとできないことはありますが。) 

どしどしお寄せください。（広島城 岡野）  

 

 

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）

7/10(木) 
10:00～15:00 

◇7月のボランティア研修会◇

古代体験ほか 

歴史体験オリンピックで行う古代体験やものづく
りの研修を行います。 
【参加費】100 円 
※詳しくは 1 ページをご覧ください。 

文化財課 

7/26(土) 
10:00～12:00 

■定例会■ 
パネル展「二の丸復元」解説 

城内ガイド 

■10:00～10:45■ 
開催中の展示の見方のポイントを紹介します。 

■11:00～12:00■ 
興味のあるスポットでガイドをしてください。 

第 4 層へ集合 

（広島城） 

よし、おじちゃんが支えとるけえね。
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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 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 

近ちょっと寂しい感じです。できるだ
け多くの方のガイドをお願いします。  
※7/4,6,19 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 

7/8(火) 
10:00～12:00 

「夏休みカンタン工作」  
の準備 

夏休み期間中に行う「カンタン工作」の
準備 

5 人 

程度 
郷土資料館 

7/14(月) 
9:40～12:20 

出張事業 

「はにわ作り」 
粘土(500g)を使ったはにわ作りの指導 4 人 

安芸区 矢野南小学校
（文化財課） 

7/15(火)・16(水) 
10:00～12:00 

「歴史体験オリンピック」  

の準備 

縄文くみひも用の粘土の飾り作りや、火
起こし体験で使用する火口作りなど、当日
に向けた準備をお願いします。 

10 人

程度 
文化財課 

7/19(土)～8/31(日) 
のうちの土日 
13:00～15:00 

夏休みイベント 
「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します。 

各日 

2 人 

程度 

郷土資料館 

7/24(木） 
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 2 人 

西区 古田公民館 
（文化財課） 

7/24(木)・7/25(金) 
10:00～11:30 
13:00～14:30 

夏休みカンタン工作 
「ふうせんオバケ」 

工作の指導 
※一日だけ、あるいは一部の時間だけで
も構いません。 

5 人 

程度 
郷土資料館 

7/29(火)・7/30（水） 
10:00～11:30 
13:00～14:30 

夏休みカンタン工作 
「びっくりステック」 

工作の指導 
※一日だけ、あるいは一部の時間だけで
も構いません。 

5 人 

程度 
郷土資料館 

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

夏休みカンタン工作 

「ホネホネあやつり人形」 

工作の指導 
※一日だけ、あるいは一部の時間だけで
も構いません。 

5 人 

程度 
郷土資料館 

8/3(日） 
10:00～16:00 

公益財団法人移行記念事業 
歴史体験オリンピック 

火起こし、弓矢、天秤棒などの競技や、体
験や工作のブースを多数出展します。各
ブースでの指導や運営補助などにご協力
ください。 

30 人 

程度 

中区 こども文化科学館

    及びﾊﾉｰﾊﾞｰ庭園

（文化財課） 

8/5(火)・6(水） 
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 

両日とも午前・午後で交替します。初め
ての方、事前に資料をお渡しし、説明も
いたします！               
※詳しくは 3 ページをご覧ください。 

各日 
午前、
午後と
も 8 人 

広島城跡内 

8/7(木) 
①9:30～11:30 
②13:00～15:00 

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 
※①②いずれかのみで構いません。 

各回 
2 人 

西区民文化センター
（文化財課） 

8/8(金) 
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 2 人 

南区 大河公民館 
（文化財課） 

8/10(日) 
10:00～16:00 

夏休みイベント 

「郷土資料館夏まつり」 
まつりにおける、イベント・出店の運営補
助 

10 人 

程度 
郷土資料館 

8/11(月) 
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 
南区 仁保公民館 

（文化財課） 

広島城         TEL 082－221－7512  FAX 082－221－7519 
担当／岡野・前野  メールアドレス 岡野 okano@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                                           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 


