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通訳ガイドの撮った一枚

江戸時代、舟人たちで賑わい栄えた港町「御手洗」
かつての船宿や御茶屋の残る古い町並み
丘の上からは瀬戸内の島々としまなみ海道を望む
その昔、この御手洗沖で敵と闘ったという大三島の
鶴姫もあの島影の向こうからやってきたのだろうか
日々の喧騒を離れて往時の海の道を感じるひと時
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2011 年 2 月 19 日ＨＩＧＡ文化講演会
ＨＩＧＡ文化講演会
「いけばなの心
いけばなの心～外国人に
外国人に教えて学
えて学ぶ～」
萬谷 恵子（英語会員）
講師の鈴木榮子先生は鮮やかなグリーンのスーツがお似合いの、とてもチャーミ
ングな先生でした。先生は、いけばなを学問の域まで深めて長年研究され、芸術学
博士学位まで取得された方です。今回、どのような難しいお話になるのか、ほとん
ど何も知らない私は少々気負いながら聴講しておりました。が、いわゆる「フラワ
ーアレンジメント」と日本の伝統文化の「いけばな」との形においての違いや、そ
れらに対する人々の意識的なアプローチの違い、また、いけばなそのものの各時代
における位置づけや変遷等について、いけばなの歴史を紐解いたり、文献をいくつ
講師の鈴木榮子先生
か読んだり、お写真をたくさん紹介していただいたりしながら、わかりやすくお話
していただきました。
その中で、まず印象に残ったのは、先生の、いけばなは「花」だけでなく「時」をもいける、というお言葉で
した。いけばなでは、たとえ枯れかけた花や葉を使っていけても作品として成立するというのです。日本人はそ
の中に滅びゆく美を感じ、
「無常観」、常にとどまることがないという概念、つまりは「生」
、
「生きる」
、というこ
とを強く感じ、
「もののあはれ」を見出し作品を愛でる、のだそうです。ですが、海外では、そういったものをア
レンジした花の中に持ち込むという意識は全くないので、いつでも満開に咲き誇っている花が喜ばれ、
蕾の花も、
ましてや枯れかかった花などは見向きもされず、作品としては成り立たないのだそうです。
また、先生は、日本人は自然をお手本にして作品を作り、それがより美しくあるよう、更に手を加えて見せる
（魅せる!?）ということもおっしゃっていました。こういった作品に対する美意識は、いけばなだけではなく、
日本庭園や盆栽等といった、他の日本の伝統文化のなかでも脈々と受け継がれているように感じました。
そしてまた、花をいける、ということは、花をいかすということで、いかす、ということは、あるがままの姿
を肯定することです、というお言葉がありました。いけばなで、いけ手に求められるのは、相手（植物）を大事
にする・相手をよくみる・肯定する心なのだそうです。こういった意識から小さな植物の命をも大切にする日本
人の繊細さ・優しさが伝わってきます。それらは人を育てる際にも必要な大切な意識だと思いました。
日本人の特質としてよく「謙虚さ」が挙げられます。今回の講演会でも、日本人の、論理的に物事を捉えない、
より感覚的な奥ゆかしさ、といったものを感じました。「謙虚さ」は素晴らしい特質だと思いますが、それ
が自信の無さにつながっていくような、昨今の何につけても内向きな若者たちの増加や、先の見えない停
滞し続ける経済の不況では、少し寂しいようにも感じます。
今回、日本には、私たちが思っている以上に素晴らしい、他国にも誇れる日本ならではの美意識という
か特性を再認識できました。そういった私たち日本人の特性をより深く理解しながら、ひとりひとり
が自信を持って、鈴木先生のようにたおやかでしなやかに、そして元気で明るく「日本」を発信し
続けることができたら素敵だなあ、と思いました。

ＨＩＧＡの活動報告 (2011 年 1 月～7 月)
1月1 6日（日）新人研修（2010年度入会者の実地研修）
2月1 2日（土）第5回世界史講座「東南アジア史2」
2月1 9日（土）文化講演会「いけばなの心-外国人に教えて学ぶ」一般・会員合わせ参加者115名
3月 6日（日）第3回学習会「瀬戸内の旅（2）瀬戸内ゆかりの人物をみつめる」
4月2 3日（土）2011年度第19回通常総会
ホテルサンルートにて。ご来賓・会員合わせ出席者107名。
中国運輸局企画観光部 部長 川田 貢様、及び
広島県商工労働局産業振興部観光課 課長 長谷川 信男様より
ご挨拶を頂き、報告・審議が滞りなく行われ閉会。
引き続き行われた懇親会で親睦を深めた。
6月 5日（日）新人研修（2011年度入会者の座学研修）
6月1 2日（日）第1回学習会「まだまだある広島とその周辺の魅力-モデルツアーを企画してみよう」
6月2 9日（水）IT講座第1回「エクセルのデータベースの使い方1」
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３・１１と
１１と広島の
広島の国際旅行のこれから
国際旅行のこれから

古谷 章子（事務局長）

２０１１年３月１１日、私は、イスラエル人４人、オーストラリア人３人のお客様の案内中だった。宮島から
広島市内に帰る車中、３時２０分頃、客人の携帯が鳴った。それは、イスラエルのテレビで、地震や津波の第一
報が報道され、それを目にした親族からの安否確認の電話だった。電話を受けた客人に「地震があった？」と尋
ねられ、
「さあ～？」としか応えようがなかった。そのやりとりから３０分経った４時前、旅行会社の京都オフィ
スからの電話によって、私が東日本大震災のことを知ったのだ。イスラエル経由のニュースは、２時４６分から、
約３０分で日本に届き、国内経由より早かったということを体験した。
その３日後、東京霞ヶ関で、観光庁主催の「実践派通訳案内士育成シンポジウム」に出席、HIGA の活動報告
をする機会を与えられた。会議中、数度の余震や、羽田空港での計画停電を体験し、被災者の辛苦に思いを馳せ
た。また会議後、国内の他の組織とともに、全国通訳案内士団体ネットワークを作り、震災関係の通訳のボラン
ティアができると表明することを決議し、溝畑観光庁長官からも感謝の電話が代表にあったと後日連絡を受けた。
また３月１８日広島県観光立県推進会議の席で、
「桜見物を楽しみに日本を訪れるツアーは殆どキャンセル。６
月以降の米国学生の平和学習ツアーもすべてキャンセルになった。西日本は大丈夫というメッセージを発するべ
き。」と提言、広島県の観光行政担当者もその状況を理解し、さまざまな施策がとられてきている。
４月上旬、HIGA としても、災害報道に心痛し、就業機会激減を嘆くだけではなく、出来ることはないかと有
志と相談、桜が満開の宮島で、和服を着た会員が Visit Hiroshima のサインをもって撮った写真をホームページ
に掲載、８カ国語でメッセージを発信している。
また来年 NHK 大河ドラマは「平清盛」が主人公となる。HIGA も名を連ねている「平清盛」広島県推進協議
会総会が５月１８日開催された。
「日本経済で初めて貨幣経済を普及させようとし、宋との交易で巨万の富を築い
た清盛。貿易こそがこの国の豊かになる道だと人々に説いた男。同様な志をもった、信長の遥か 400 年前、龍馬
の 700 年前の話である。
」という番組プロデューサーの言葉が、従来の源平合戦とは趣を異にして新鮮である。
これは海外の客人を迎え、日本の魅力を知っていただき、日本ファンになってもらうことが、日本の経済を豊
かにすることにもなる。—という私の思いと重なる気がして、楽しみな２０１２年。それは HIGA の創立２０周
年の節目ともなる。

２０１０年度
２０１０年度 新人研修（
人研修（実地）
実地）

沖本 直子（英語会員）
１月１６日（日）、雪に見舞われた極寒の日、昨年度と同様、一日のツアーを新人会員が分担して行う設定の参
加型新人研修が行われました。平和公園、広島城、バス車中、宮島のいずれかの大まかな担当箇所が事前に伝え
られ、その中では、更に人数で分担されたどこのパートでも担当できるよう準備を指示されました。
当日は、事務局の方々３名と私たち新人１３名が参加しました。朝８時４５分に広島駅に集合し、それぞれの
担当パートが発表され、緊張しながら出発。市内電車で雪の平和公園へ。事務局の方々や担当者以外の参加者は
お客様役となって、いろいろ質問をしました。中国語会員の方が担当された広島城へのバス車中では中国的気分
を満喫。皆さんそれぞれ写真や図、目印になるものなど、いろいろ工夫もされていて非常に参考になりました。
さて、自分の担当の広島城から宮島口までのバス車中（前半）は冷や汗ものでした。一番肝心な乗車後の人数
確認を忘れ、そもそもガイドが全員揃ったと運転手さんに伝えないとバスは出発できないと後で教えていただき
ました。マイクの使い方も不慣れな上、車窓から何が見えるかきょろきょろしているうちに、準備していた特産
品などの話に触れる前に、広島の５B の話で時間切れ。車窓は待ってくれないと痛感。反省あるのみです…。
フェリーで宮島へ渡り、雪と寒さで凍えそうな中、レストランはやしに到着。暖かい店内で牡蠣飯や天ぷら、
焼き牡蠣などの美味しい昼食でほっと一息。その後は、説明アイテムのもみじ饅頭を見つけたシカにつきまとわ
れるハプニングもありましたが、2 つの鳥居、厳島神社、大願寺、五重塔、千畳閣などを順調に廻り、帰途へ。
帰りの車中でも事務局の方々から厳しくも温かいアドバイスや差入まで頂き、非常に充実した研修となりました。

焼がきにこだわって六十年
がきにこだわって六十年
宮島屈指
宮島屈指の
屈指の歴史を
歴史を誇る

http://www.yakigaki-no-hayashi.co.jp/
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2010 年度第
年度第 3 回学習会 「瀬戸内の
瀬戸内の旅（２）～瀬戸内ゆかりの
瀬戸内ゆかりの人
ゆかりの人々～」
々～」

山田 優子（英語会員）

学習会会員の方々・発表された会員の方々のお蔭で、3 月 6 日行われた２時間の会は１分たりとも無駄に過ご
すこともなく、48 名の参加者にとって実りの多い会となった。冒頭において感謝させていただきたい。
３会員の発表及び３会員によるモデルガイディングからなる第一部から、参加者全員参加の瀬戸内ゆかりの
人々についての即興発表の第二部へと、会が非常に効率よく運営された。
第一部は堀添庸子会員による「原爆市長 濵井信三」氏についての発表でスタートした。堀添会員の緻密な調
査により、戦後被災した広島市民の生活のため、また平和都市建設の実現のため、心血をそそいで市長職を全う
された経歴の詳細が明らかになり、被爆二世で広島育ちの私は、濵井氏の功績に改めて感銘を受けた。
10 年以上、お遍路さんとして四国を巡っておられる堀益芳子会員の次の発表「スピリチュアルツアー空海を訪
ねて」は、体験談をもとに「堀益―空海ワールド」に思わず惹きこまれてしまうものであった。四国巡礼の心の
旅に誘われてしまった。
しまなみ海道にある大三島・大山祇神社宝物館に行くと、鶴姫が着用したとされるウェストがほそく胸部が膨
らんだ胴丸に、だれしも目を引かれるだろう。濱屋清子会員による「鶴姫伝説」の瀬戸の島々の地図を示しての
発表は、16 世紀当時の瀬戸内の勢力攻勢がよくわかり、ロマンのある海上戦の様子が想像できた。
第一部は海生郁子会員の広島平和公園ツアー・中尾好美会員のお遍路さんツアー・津山睦美会員のしまなみ海
道ツアーのすばらしいモデルガイディングで締めくくられ、よいガイドさん付きのラッキーなツアー客の気分に
なってしまった。
第二部は参加者全員が６グループに分かれ、平清盛・毛利元就・池田勇人・平山郁夫・上田宗箇・頼山陽につ
いての、にわかガイディングに挑戦した。どのグループ代表の方々も物怖じせずユニークな説明ができ、さすが
ガイドのプロ集団であると大いに刺激を受け、私にとって有意義な一日となった。

2011 年度第 1 回学習会
まだまだある広島
広島とその
とその周辺
周辺の
「まだまだある
広島
とその
周辺
の魅力
モデル・
ツアーを
企画してみよう
してみよう」
－モデル
・ツアー
を企画
してみよう
」
山田 美恵子（英語会員）
6 月 12 日(日)平和記念資料館で 2011 年度第 1 回
学習会が開かれ、60 名の会員が参加した。
第一部は｢プチ旅行業入門｣と題して、総合旅行業
務取扱管理者でもある宮本順子会員が担当。募集型
ツアーの場合、顧客の意向であっても、ガイドがツ
アー内容を変更した場合には契約不履行となるこ
と、また、タクシーや宿泊の手配をした場合、無償
であっても、場合によってはガイド報酬の見返りと
みなされ違法となる、などの例を挙げ、複雑な旅行
宮島でのカヌーツアー体験の様子
業法規を噛みくだいて説明してくださった。良かれ
と思ってすることでも法に抵触することもあり、気をつけなければならないと考えさせられる。また、最近の観
光の動向として、いつでもできる体験より、その日その時その場でしかできない体験が好まれるようになってき
ているが、それを可能にする場が少ないとの問題提起もされた。
第二部はモデルツアー発表会。まず、担当会員がユーモアを交えながら紹介の熱弁を振るわれる。次に、旅行
会社としてツアーを買い上げるという設定のもと、グループで討議・検討。ゲスト参加の広島県観光課、中国地
方総合研究センター（県委託による外国人向け観光プロジェクト強化調査研究機関）の各 2 名の方々もオブザー
バーとして参加され、活発な意見交換がなされた。最後は、各グループ代表による旅行会社さながらの結果発表
だ。
「お買い上げ」の人気は、自然の癒しと珍しい日本文化を体験できる北広島ツアー、そして一味違った楽しみ
方が提供された宮島ツアーだったが、どのモデルツアーにもこだわりとアイデアが満載で、多様化する観光ニー
ズに応えられそうなプランだった。そのうち誰かが実現されるかも・・そんな思いを巡らせながら、楽しく学ば
せてもらった学習会だった。

宮島銘菓
大正十四年創業
広島県廿日市市宮島町 1129
ＴＥＬ (0829) 44-2221

http://www.fujiiya.co.jp
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直売店
宮島本店・広島駅アッセ店・広島駅新幹線
名店街店・そごう広島店・そごう呉店・天
満屋アルパーク店・広島空港天満屋店・広
島駅前福屋店・呉駅クレスト店・駅売店
kiosk

ツーリストでなく
ツーリストでなくトラベラー
でなくトラベラーとして
トラベラーとして

芝 加代子（英語会員）

瀬戸内海の島々を巡るマップ『クルーズヒロシマ』が４月に、広
島商工会議所から発行された。作成の中心メンバーであるポール・
ウォルシュ氏に話を伺った。
―― 数人の外国人から Get Hiroshima（英語のグルメマップ）の
評判をきいていましたが、それを作られていたんですね。
「14 年前に広島に来たとき、あちこち楽しめるところを探しました。
そ れ を 他 の 外 国 人 に 知 っ て も ら お う と 思 っ て 2000 年 に Get
Hiroshima のウェブサイトを立ち上げました。たくさんレスポンス
もあったんですよ。観光客が困っているのを見て、マップを思いつ
き、2004 年に作ってみました。
」
―― その経験を活かしてもらおうと依頼がきたのですね。
「今度の『クルーズヒロシマ』では、外国人が“ガイドブックに載っ
ていないから行ってみたい”、そんなところを探しましたよ。観光ル
ートを巡るツーリストでなく、どの旅行者も知らない所を旅するト
ラベラー向きです。
」
―― 特にお勧めの町は？
「紹介したいところが多すぎて困りました。一番のお気に入りは御
手洗の町（別名:見たらいい町？）
。江戸時代が残っています。安芸川
尻―御手洗ルートで 4 回行きましたよ。だけどつい最近、このルート
の船便は廃止になって残念です。竹原から行くことになりますね。
」
―― 東日本大震災後、海外からの観光客が減っていますが。
「性急に、大丈夫ですとか、安心ですと PR しないほうがいいと思
います。もう少し落ち着き、回復したら、わたしも必ず歓待します。」

クルーズガイドのお仕事

ポール・ウォルシュ氏：イギリス出身。広島経
済大学で英語教育に携わる。奥さまはアメリカ
出身。二児のパパ。興味、関心は歴史、マラソ
ン、トライアスロンなど。
ポールさんのアイデアが盛り込まれた
“クルーズヒロシマ”で、多くの外国人
観光客が楽しくて、エキサティングな瀬
戸内海の旅ができますように。

長尾 光恵（英語会員）

３～４月は、ガイドにとって一番の繁忙期。特に大型客船クルーズガイドの場合、客船の寄港地を陸路で
追いかけ、関西や九州方面へも出向いていくため、シーズンがひとたび始まると息をつく間もなく忙しくな
る。集合時間も早朝で体力勝負。時間管理は厳しく、許される誤差は５～10 分程度で常に緊張状態。そして
仕事着のスーツは着たきり雀。まさに３Ｋのお仕事だ。だからこそ大変やりがいがある。そんな中、大変貴
重なお仕事の機会をいただいた。大阪港でゲストをお迎えし新幹線で広島へ、広島観光後、再び新幹線で大
阪港へお送りするものだ。前日、広島でのガイドを終えた私は、そのまま大阪へ直行した。前日ミーティン
グの後、行程やガイディングの確認をし、ひと眠りすると、もう当日の朝がやってきた。緊張しながらゲス
トを笑顔で迎え、大阪港を出発、やがて新大阪駅に到着した。同じコースを担当する広島のガイド仲間 3 人
と関西の添乗員の方とで手分けしながら、約 120 名全員が新幹線に無事乗車、今回ツアー最大の関門をなん
とか切り抜けた。そして幸運にも目的地広島はまずまずのお天気。平和公園・資料館を見学後、昼食場所へ。
レストランから瀬戸内海の多島美を堪能し、ゲストは大満足で、地元ガイドとしてもとても誇らしい。昼食
後縮景園へ。梅が満開でほのかに香りが漂う。庭園の説明は早々に切り上げ、写真係に専念した。広島での
旅程を終え、大阪港に帰着したのは夜 8 時 30 分過ぎ。再会を約束しながら笑顔でゲストを見送った。帰広の
新幹線車中では、安堵感と達成感で爆睡してしまった。そして、翌早朝、また陸路で次の寄港地へ。到着後、
翌日ツアーの下見中に入ってきたのは、なんと東日本大震災の知らせだった。ゲストとの再会を果たせない
まま寄港地を後にした。被災された方々に一刻も早く正常な生活が戻り、また、寄港を果たせなかったお客
様が、近い将来、再び日本を訪れてくださることを心から願っている。
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「湯崎広島県知事との
湯崎広島県知事との懇談会
との懇談会に
懇談会に参加して
参加して」
して」

谷本 久美子（英語会員）

５月１７日、湯崎広島県知事との懇談会に村上哲啓副会長、小泉（英語）、濱屋（仏語）、藤坂（西語・
英語）
、溝下（中国語）の各会員と共に参加させていただきました。知事との懇談ということで全員緊張
気味で知事室へ入りました。初めに村上副会長が HIGA の歴史、活動について簡単に説明し、その後私
達が活動を説明する予定でしたが、その前に知事が「質問してもよろしいですか。
」と言われ、一気に皆
の緊張もほぐれ、和気あいあいとした雰囲気になりました。湯崎知事からはガイドをしていて感じるこ
と等色々な質問がありました。私達は知事の質問へ適宜答え、県の観光推進への提言なども率直にさせ
ていただきました。その中から少しご紹介します。
藤坂会員と濱屋会員からは、サイクリング好きなスペイン人、フランス人の為に、しまなみ海道をも
っとアピールしたほうがいいのではとの提言があり、まさにこれを推進中の知事は納得されたご様子で
した。溝下会員からは、外国客にリピーターになってもらえるようなおもてなしの質の良い宿泊施設が
広島に増えればということで、県外の人気のある旅館からノウハウを提供してもらえばどうか等の提言
がありました。小泉会員は学習会の活動を説明され、今年度は「平清盛」と「瀬戸内の海上交通」や「ワ
ンデーツアーの提案」を取り上げる予定であると発言されました。私が懇談会終了間際にマニュアルグ
ループで作成した「HIGA ガイドマニュアル」をお見せしたと
ころ、知事から「素晴らしいですね。これはいただけますか。」
と言われ、すかさず村上副会長が「いえ、ガイド試験に合格し
て、HIGA に入会していただかないと差し上げられません。」
と返答されると、一同大爆笑となりました。
あっという間に終了の時間となりましたが、とても貴重な経
験をさせていただきました。これを契機に県と HIGA がより一
層協力して、現在東日本大震災の影響で停滞している広島県の
観光を盛り上げていけるのではと思いました。

【ご協力ありがとうございます】
HIGA 賛助会員ご入会の皆様（2011 年 7 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
(株)セイエル
JTB 協定旅館ホテル連盟広島支部
(社)広島県観光連盟
カフェ ポンテ
個人会員：市川 太一
海生 直人
龍山 壬生子
ぎゃらりぃ宮郷
三上 貴教

くらわんか
延本 真栄子
三段峡ホテル
花やしき
嘉屋 基一

山本
先花
小辻
河井
児子

光子
智恵子
一洋
あんり
敏明

広島トヨペット(株)
つばめ交通(株)
藤井循環器内科
河井 克行
清水 考子
畑 博行
ことば工房
辻 孝和

(有)はやし
(株)藤い屋
岩惣
藤井 倫子
吉井 敏弘
田島 謙治
古谷 敏明
岩穴口 一夫

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。ぜひこの機会にご入会をご検
討くださるようお願い致します。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、12～16 時)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：濱屋 清子（仏語会員）】
【編集後記】
大震災の後、世界中から寄せられた善意に心をうたれた。国や団体はもとより、世界中の方々が一人の
人として支えようとしてくれている。お小遣いを大使館にまで届けてくれた子供もいたという。支援は
まだまだ必要だ。私も一人の人間として背筋を伸ばして取り組みたい。（Bun）
タクシー・ハイヤー・バス・トラベルは・・・
ISO9001:2000 認証取得

つばめ交通株式会社
〒732-006 広島市東区牛田本町4-5-10
配車センター ０８２－２２１－１９５５
http://www.tsubame.co.jp/
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