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通訳ガイドの撮った 1 枚

新幹線が京都駅に近づくと南側に五重塔が見えてくる。およそ 1200 年

前、嵯峨天皇が弘法大師空海に与えた東寺である。その講堂にある有名

な立体曼荼羅を見ようと訪れた。境内に入ったところで、宝蔵を囲む堀

に咲く蓮の花に目を引かれた。貴重な寺宝を火災の延焼から守るため、

宝蔵は堀で囲まれたそうだ。極楽浄土に咲くと言われる蓮の花に迎えら

れ、講堂では密教の教えを３Ｄで表現したという立体曼荼羅の迫力に圧

倒され、まさに仏の世界を垣間見られる場所だった。

東寺  宝蔵（京都市）
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　2016 年 12 月 3 日、HIGA の 研
修旅行に参加して、岡山県の備前長
船を訪ねました。
　往復のバス車内での用意周到なプ
ログラムに驚嘆し、懇切丁寧な事前
学習で訪問する場所の理解が深まり
ました。
  最初に訪れた「備前おさふね刀剣
の里」では、鍛錬場・鍛刀場での工
人が使う鎚の想像以上の重さに重労
働の大変さが実感できました。日本
刀は、折れず、曲がらず、よく切れ
るの三拍子揃うことが必要という事
で、玉鋼を鍛錬して折り重ねを 15
回繰り返し 3 万の層を持つ優れた
刃が出来るという事も分かりまし
た。

　敗戦に伴う連合国軍最高司令官
総司令部 (GHQ) による武装解除の
結 果、20 万 本 の 刀 が 東 京 都 の 赤
羽に集められ、その保管場所から

「赤
あかばねとう

羽刀」と呼ばれるようになった
とのこと。大部分が焼却、海洋投棄
されたが、質の良い 5,600 本が日

本に返還され、その 8 割が所有者
不明で東京国立博物館収蔵庫で保
管された事もバス内の事前研修で習
いました。1999 年に全国の博物館
に譲渡されて各館の保有刀剣が増加
し、やがて刀剣女子の隆盛に繋がっ
ているというのも面白い話でした。

　昼食の名物「どどめせ定食」は初
めての体験で、ドブロクを入れた炊
き込みご飯の滋味あふれる味に納
得。セットの天麩羅うどんも出汁の
きいた美味しいものでした。

　昼食後に行った備前福岡の市は、
当時の物流手段だった船が運行でき
る南北に流れる吉井川と東西方向の

西国街道の交点に位置し、山陽随一
の商都としてにぎわったという往時
の繁栄が偲ばれました。ボランティ
アによるビデオ解説で、歴史教科書
に出てくる一遍上人聖

ひじりえ

絵「福岡の市」
も生き生きとした情景として再現さ
れ、歴史のロマンを感じることが出
来ました。

　最後の「備前焼ミュージアム」で
は、戦国期における中国磁器への傾
倒に対して利休が備前焼を再評価し
たことや、日本人の中にある素朴さ
を良しとする心などについて説明を
聞きました。事前のバス内研修でも、
素朴さが強く残るその美しさや、湿
気知らずで、梅干し、砂糖、塩もサ
ラサラに保つことなど、参考になる
情報も得られました。
　復路のバス内でも多くの先輩方の
体験談などに感嘆しきりの素晴らし
い一日でした。

研修旅行「～匠の技にふれる備前長船の旅～」
　　　　　     美の極致、刀剣と備前焼を訪ねて

                      土井  一行 ( 英語会員 )
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「ひろしま夜神楽 」特別鑑賞会　　　　
　　　　　　　　　                                         　上平  智子（英語会員）
　2016 年 11 月 20 日、広島市や広島商工会議所
などで構成される実行委員会が、2008 年から旧日
本銀行広島支店で開催しておられる観光事業「ひろ
しま夜神楽」に、広島在住の外国人の方達と HIGA
会員を特別にご招待いただき、在広外国人 45 名、
HIGA 会員 46 名の計 91 名が参加して、大盛況の
うちに終了しました。
　上演に先立って、広島山県郡友会の栗栖様から、
天照大御神にまつわる神楽の起源、広島神楽の要件

（囃子があること、舞手がいること、天蓋があること）
などについての詳しい説明があり、HIGA の小泉直
子理事が分かりやすい、素晴らしい通訳で日本語が
わからない外国人の方々にその内容を伝えました。
今まで、何気なく鑑賞してきた神楽でしたが、ステー
ジの上に飾られる天蓋の色・位置にも意味がある事
を教えていただき、大変よい勉強になりました。
　演目は、安芸太田町の津浪神楽団による「八岐大
蛇」でした。4 頭の大蛇役の各舞い手が、大きな口
や角のある面を手や頭で操りながら、長さ10数メー
トルにもなる蛇腹状の胴体をとぐろに巻いたり、互
いに絡めたりする動きは圧倒的な迫力でした。
　私がお誘いした外国人の方達は、「近くで神楽を

見る事ができ、感動した。また、神楽の衣装も身に
着けてみる事ができ、貴重な体験ができた」と大変
満足して帰られました。また、海外から出張で東広
島市に偶然来日されていたアメリカ人の方は、新聞
社からのインタビューに対して、「今回が初めての
神楽鑑賞であったが、音楽と舞の一体感が素晴らし
くて、大蛇同士の息があった動きにも圧倒された。
家族や友人が広島に来ることがあれば、是非薦めた
い」と答えておられました。これを契機にますます
多くの外国人観光客の目が神楽へむけられ、広島
の観光振興につながっていく事を心から願っていま
す。

美味しい、楽しい「讃岐うどん」レポート
村上  美穂（英語会員）

　「讃岐うどん」を紹介します。夫が高松に赴任中には、
リストを作って多くの店を訪れました。美味しくて楽し
い、そして安い。小サイズのうどんであれば、たいてい
の場合 200 円前後で食べられます。さすがうどん県！
広島からも日帰りで楽しめるお勧めグルメです。
　讃岐うどんには、食べるだけでなく、選び、作業する
楽しみがあります。

　地元うどん店は基本セルフ。
かけうどんを基本に麺の量を
決めトッピングを選びます。
こだわりの店では、ひやあつ

（冷たい麺に熱い出汁）、ひや
ひや、あつあつと麺と出汁の
状態も選べます。加えて釜揚
げ、湯溜め、生醤油、釜玉うど
んも人気です。テボ（鉄砲ざる、
てぼざるの略）で麺を温めなお
したり汁を注いだりと準備作業
もあるので、食べる前には周り
を見回して情報収集をお忘れな
く。薬味はほとんどの店で生

姜、大根、ネギ、胡
麻、天カスを好きな
だけ。店によっては、
大根を自分でおろす
のですが、その手渡
された大根は薬味の
量を遥かに超えた、
中サイズの大根 2 分の
1 本。しかも 1 人分と聞き非常に驚きました。ネギも自
分で好きなだけハサミで切って使う店も。
　讃岐うどん店巡りは、平日か土曜日がおすすめ。地元
の方が通う安くて美味しい店は日曜休みが多いです。営
業開始は朝早いですが午後３時頃には閉店しますのでご
注意を。
　また、香川県では雑煮は餡餅を白味噌仕立てで頂くよ
うですが、正月には白みその汁にうどんと餡餅を入れて
提供する店もあります。観音寺市では、香ばしい伊吹い
りこ出汁のうどんとなり、神社の夏祭りにはうどんの早
食い競争も。夜は名物骨付鳥片手に一杯、呑みの後の締
めはこれまたカレーうどん！
　皆様も讃岐うどん遍路いかがでしょうか？

　釜玉うどん

　かけうどん（ネギセルフカット）

　かけとカレーうどん

　上演後には記念撮影や衣装の試着も
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 「筆の里工房」のご案内                                 
         福島  満美子（英語会員）

http://www.yakigaki-no-hayashi.co.jp/

焼がきにこだわって六十年
宮島屈指の歴史を誇る

　最近、体験型の旅行が増えている
とのことですが、そういったツアー
の一つに熊野町の筆の里工房での筆
体験があります。
　筆の里工房へは、広島市内からは
ＪＲ＋バスまたは直通バスで最寄り
のバス停に行き、そこから徒歩 20
分ほどかかるので、全部で一時間以
上になります。貸し切りバス等です
と、宇品港から海田大橋を通って約
30 分です。
　事前予約した場合の、ご案内順の
一例をご紹介します。まず、一階
で英語のビデオ「Cosmic World of 
Fude」（約 20 分）を鑑賞します。
熊野町の紹介はなく、筆が中国で生
まれて、日本に伝来し、どのように
日本で筆と書が発展してきたのかを
詳しく紹介した興味深いビデオで
す。なお、日本語のビデオは、予約
なしでも上映されています。
　次に、地下に降り（階段またはエ
レベーター）、筆の里工房のシンボ
ル「大筆」を中心とした展示を見ま
す。ほとんど英語の説明はありませ
んが、現存する世界最古と日本最古
の筆のレプリカや、様々な用途に使
われる筆の展示などがあります。企
画展で、有名な作家の書画が展示さ
れていることもあります。
　その後、「筆司の家」という熊野
町の典型的な民家を復元したエリア

で、伝統工芸士が筆を作る様子を見
学します。筆一本を作るのに最短で
30 分かかりますが、通訳をすると
時間がかかるので、２～３の行程に
絞って見せていただくと 20 分ほど
に納めることができます。
　次に、筆体験です。筆作り、和風
タペストリー（掛け軸に書や絵を描
く）、手描き友禅（ハンカチに絵を
描く）などのメニューがあります。
当日申込みでも可能ですが、事前予
約の人が優先で、5 人以上は要予約
です。簡単なものは、和紙のコース
ターに手描きをするといった、500

円、30 分の体験もあります。ご案
内したお客様が和風タペストリーの
体験をされた時は、「筆」「平和」と
いったスタッフの方が書いた見本を
真似して、初めての毛筆に真剣に挑
まれていました。
　最後に、自由に館内を見学して
頂きますが、1 階の熊野筆セレクト
ショップの紹介もします。約 1500
種類の各種筆が展示・販売されてお
り、全ての筆はお試ししてから購入
することが出来ます。
　この行程で約 2 時間かかります。
時間に余裕がある場合は、館内にあ
るイタリアンレストラン（人気なの
で予約必須）でランチをして帰ると、
より充実の一日となるでしょう。

　伝統工芸士の藤川 玉水 氏

　「筆司の家」

　　筆の里工房のシンボル「大筆」

12 月   3 日（土）HIGA 研修旅行「～匠の技にふれる備前長船の旅～」
12 月 15 日（木）世界史講座「第一次世界大戦後の西アジア」
  2 月 25 日（土）2017 年度第 25 回通常総会
　　　　　　　  ホテルサンルートにて、ご来賓・会員合わせて 105 名が出席して開催。
　　　　　　　  中国運輸局観光部長 木嶋淳様、続いて広島県商工労働局観光課課長 大内貞夫様よりご挨拶を
   頂き、報告・審議が滞りなく行われて総会を終了。引き続き懇親会にて親睦を深めた。
5 月  11 日（木）世界史講座「ローマの歴史」
5 月  28 日（日）通訳ガイド実務新人研修 座学（予定）

HIGA の活動報告（2016 年 11 月～ 2017 年 5 月）
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　イタリア人の多くは、中国・タイ・インド他のアジア
の国々を既に旅行し、イタリアでの日本ブームと残され
た数少ない治安のよい旅先として、極東のソレバンテ（日
出ずる国）にやってきます。
　広島駅新幹線ホームでお客様をお迎えし、「順調に旅
されてますか」と声をかけると、「ペルフェット！（完璧）」
と返ってきます。宮島行きの電車を待つ１番ホームでは、
人々が一列に並んでいる光景に驚きます。日本への褒め
言葉はさておき、お客様が旅行中何か困ったことはない

かも聴くようにしています。「ごみ箱がない！どこにあ
るの？」、「この不便さが街並みを綺麗にしているのです。
ホテルの部屋に持ち帰るしかないです」と苦し紛れに答
えています。「飛騨高山は最高！でも朝食の和食には閉
口しました」、「私達も醤油・だし味の多くの皿数の朝食
を毎日食べることはないですよ」と話します。
　さて、平和公園・資料館では、イタリア人から次の
ような話題が出てきます。ボスニア紛争（1994 年～
1995 年）・コソボ紛争（1999 年）時 NATO が投下し
た劣化ウラン弾による PKO イタリア兵の被爆（2004
年現在白血病他で 24 名死亡）、原爆開発者の主要人
物 Enrico Fermi（ローマ生まれ、1938 年ノーベル物
理学賞受賞、受賞直後米国移住）、長崎原爆投下爆撃機
Bockscar のイタリア移民副操縦士 Fred Olivi、チェルノ
ブイリ原発事故当時の北部イタリアの状況、福島原発事
故の３ヵ月後イタリアは再度原発開発を断念等。元ロー
マ法王ヨハネ・パウロⅡ世やペルティーニ元イタリア大
統領の資料館訪問時の記帳メッセージを紹介しながら、
お客様はヒロシマでの想いを心に刻んでおられると推察
します。

イタリア人をガイドして
　　　　　　　　井瀧   伸（英語・伊語会員）

　４月３日、オーストラリアから宮島の夕日を見に来た
というカップルをご案内した。日没に合わせて、ホテル
のミートは遅めの 11 時とし、午前中に平和公園、資料
館を見学することにした。天気は快晴。夕日への期待が
高まるが、平和公園も必見なので、昼食の時間と場所を
考え、駅のショップでお弁当を買い、最近外国人旅行客
に大人気の JR パスで乗れる「めいぷる～ぷ」バスで原
爆ドームへ。原爆ドームといくつかの碑めぐりの後、五
分咲きの桜を眺めながら公園のベンチで昼食をとった。
はた目には、のどかな風景だが、のどかとは程遠い被爆
当時の話をしなければならなかった。広島への原爆投下
の理由、被爆後の広島市の状況や市民の生活、特に動員
学徒として被爆死した家族や、当時の産業奨励館が職場
だった義父の話になると、真剣な表情で聞き入っておら
れた。ここは、被爆の実相を世界に発信する場だと改め
て実感していただけたなら幸いである。
　再び「めいぷる～ぷ」で駅に向かい、JR で宮島口か
ら宮島へ。嚴島神社観光の後、紅葉谷公園、町屋通り
を散策した。紅葉谷から眺める真っ青な空、海と朱色の
大鳥居のコントラストは絶妙で、夕日を背にした大鳥居
への期待が高まってきた。日没は 18 時 33 分。散策の
後、もみじ饅頭の店で緑茶とお饅頭をいただき、いよい

よ 17 時 40 分 頃 か ら 大
鳥居の向かい側の岸でス
タンバイ。インターネッ
ト や SNS で か な り 有 名
になっているらしく、辺
りはプロ並みの機材を設
置して待機するカメラマ
ンで一杯である。周りが
薄暗くなり始めて日没ま
で約 15 分。目の前に絵
葉書そのままの神秘的な
光 景 が 展 開 し、 シ ャ ッ
ターを切る音が絶え間な
く聞こえた。私も手持ち
の携

ガ ラ ケ ー

帯電話で撮影。日没
後は放心状態となったが、ゆっくりしている時間はな
い。あと 6 分でフェリーが出発するため、桟橋まで走
ることになり、3 人でかなり頑張ったが、一歩及ばず乗
り遅れる羽目に。ホテルに着いたのは少し遅くなったが、
ゲストお二人は素晴らしい夕日を見ることができて大満
足。平和公園の桜と 72 年前の惨事への思いと合わせて、
忘れられないツアーになると話しておられた。

宮島サンセットツアー　　
　　　　　　　　　　　新久　ちさみ（英語会員）

仕事の現場から ―通訳ガイドが語るあんなこと、こんなこと―

今年 4 月初旬の広島城。桜の花も大変喜ばれます。
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【ご協力ありがとうございます】

HIGA 賛助会員の皆様（2017 年 5 月現在　順不同、敬称略）
団体会員： 広島紅葉ライオンズクラブ　広島商工会議所　　広島トヨペット（株）　（有）はやし

（株）セイエル　　JTB 協定旅館ホテル連盟広島支部　つばめ交通（株）（株）藤い屋
（一社）広島県観光連盟　　  カフェ・ポンテ　　藤井循環器内科　　岩惣
清水不動産（株） 広島県民文化センター

個人会員： 市川　太一 くらわんか 河井　克行 海生　直人 延本　真栄子
先花　智恵子 吉井　敏弘 龍山　壬生子 田島　謙治 ぎゃらりぃ宮郷
花やしき 河井　案里 ことば工房 古谷　英明 嘉屋　基一
辻　孝和 川北　正明 吉中　康磨 青野　重信 藤岡　成輝

賛助会員としてご協力くださる団体、個人の方を募集しています。ぜひこの機会に入会をご検討くださ
るようお願いいたします。年会費は一口につき団体会員 2 万円、個人会員 5 千円です。団体会員には、
HIGA ニュースに広告掲載の特典があります。 お申し込み、お問い合わせは当協会事務局 082-245-8346

（月～金 11:00 ～ 16:00）まで。

本紙へのご感想・ご意見をお寄せ下さい。HIGA 事務局へ FAX・E メール : higa@urban.ne.jp でどうぞ。
【表紙の写真・文】野田  等志江（英語会員）
【編集後記】HIGA NEWS が 50 号を迎えました。1992 年の協会設立以来欠かさず年２回の発行。多くの皆様のご協力
でここまで来ることができました。創刊号はワープロ作成で白黒印刷。字も細かくきっちりとした印象です。四半世紀
を経て、飛躍的に進歩した技術により華やかなページを楽しんでいただけるようになりました。時代は変化しても変わ
らぬ HIGA のおもてなしの心同様、これからも皆様に喜んで手に取っていただける紙面作りを目指して頑張ります。（く）

~with sincere thanks~

HIGA 文化講演会のお知らせ

　本年度の HIGA 文化講演会は、広島テレビ放送株式会社 代表取締役社長  三山秀昭氏を講師にお招きします。

　三山氏は、昨年 5 月 27 日のオバマ米国大統領による歴史的な被爆地広島訪問の裏で尽力され、「オバマへの

手紙　ヒロシマ訪問秘録」( 文春新書 ) を上梓されました。

　オバマ大統領の来広の意義、そして次世代へどのように伝えるのか。三山氏の貴重なご経験とポスト・オバマ

となる「トランプ時代」を鋭く捉えたお話を直接伺えるまたとない機会です。多数のご参加をお待ちしております。

 『トランプ時代の光と陰』
 講演者 : 三山　秀昭氏　( 広島テレビ放送株式会社 代表取締役社長 )

 日    時 : 2017 年 9 月 16 日 ( 土 ) 午後 1 時半～ 3 時半
 場    所 : JMS アステールプラザ 4 階大会議室 AB 
                           ( 広島市中区加古町 4-17)
   定    員 :100 名 ( 要予約 )
   参加費 : 無料
   お問い合わせ・お申し込み : ひろしま通訳・ガイド協会 (HIGA)　
     　　higa@urban.ne.jp

三山　秀昭　氏


