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通訳ガイドの撮った一枚

潮待ち・風待ちの港町として栄え、今もなお江戸の
町並みが残る広島県福山市の名勝“鞆の浦”。
30 年に及んだ架橋問題もようやく決着へと向かい、
波穏やかな瀬戸の海には美しい島々が浮かび、昔と
変わらない風景が広がっています。
（上）鞆の浦、弁天島と鯛網漁
（左）太田家住宅

－ひろしま通訳・ガイド協会（Hiroshima Interpreter & Guide Association）は、
「通訳案内士」国家試験の合格者で構成する非営利団体です－
〒730-0031 広島市中区紙屋町 2 丁目 2-2 紙屋町ビル 9F TEL（082）245-8346 FAX（082）243-6767 http://www.j-higa.net/
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2012 年 2 月 18 日 ＨＩＧＡ文化講演会
ＨＩＧＡ文化講演会
「平清盛と
平清盛と厳島 －現世に
現世に極楽を
極楽を－ 」
阿部 優美（英語会員）
NHK 大河ドラマによる昨今の清盛ブームもあって、厳島、清盛への興味は高まるば
かり。通訳ガイド会員と、見るからに熱心そうな一般参加者 107 名の会場は、熱気にあ
ふれていた。
そんな中、講師の岡崎環先生（広島民俗学会常任理事）は確かな証拠（文献）を基に、
清盛の行動を丹念に解説して下さった。文献によると、京都から厳島に来る間、清盛は

講師の岡崎環先生

あちこちの港に立ち寄り、厳島への参詣を再認識するかのように禊 (みそぎ)を行っている。そこに、清盛の厳島
に対する重要な思いがあるという。途中、音戸の瀬戸を通ったかどうか。多角的に検証してみて、その事実はな
いようだと言われた。ただし、地元の方が、清盛が開削したと信じ、長く伝えてきたことは大切にしたいとも付
け加えられた。各地に残るその様な伝承こそが、民俗学なのだからと言われ、少し戸惑った。ただ、文献を調査
分析して「科学的に見る歴史」と、民衆の言い伝えによる、「信仰から見る歴史」という二つの考え方があると
いう点はとても印象に残った。
そして、清盛は行道会、万燈会、千僧供養などを催すことで厳島に極楽浄土の世界を作り上げようとしたので
はないか。平家納経も、ある意味、清盛流の極楽世界を実現したのかもしれないという。壮麗かつ幻想的だった
ようだ。当時は、清盛が行った人間的な行事だが、神への奉納という形から人間離れしたエピソードになってい
った可能性もあると言われた。
厳島には、二位尼灯籠、卒塔婆石、内侍岩など様々なエピソードが伝わっているが、先生曰く、科学的には根
拠はない。ただ、信仰の力、伝える力があってこそ今に伝わり保存されてきた面も忘れてはならないとも。
最後に、瀬戸内海国立公園の拠点で、日本三景の一つでもあり、世界文化遺産にも認定された厳島は多くの法
律によって守られてきたという。特別史跡、特別名勝の両方に指定され、金閣寺レベルの価値を認められてもい
る。先生は、これほどの価値付けをされる厳島に、最初に目をつけ
たのは清盛だったと締めくくりに述べられた。清盛との深い縁を誇
りに思う広島人として、
「さすが清盛！」と思った瞬間だった。
先生は、あえて文献からわかることのみで清盛像を描き、私たち
に等身大の人間清盛を見せようとされた気がする。ロマンも大事だ
が、まず事実を通してみるという先生からの警鐘がなければ、見逃
してしまいそうな視点で清盛と厳島を語っていただいたと思う。質
問への明快な解説も含め、貴重な講演だった。

ＨＩＧＡの
ＨＩＧＡの活動報告 (2012
(2012 年 1 月～7 月)
1月1 5日（日）新人研修（2011年度入会者の実地研修）
2月1 8日（土）文化講演会「平清盛と厳島 -現世に極楽を-」一般・会員合わせ参加者107名
3月 4日（日）第3回学習会「まだまだある知らない世界：平清盛とその時代背景」
4月2 1日（土）2012年度第20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89名。
中国運輸局次長 三谷 泰久様、及び広島県商工労働局産業振興部観光課参事
岡本 清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。
5月10日（木）世界史講座 「ドイツ史（１）フランク帝国から神聖ローマ帝国」
6月 3日（日）新人研修（2012年度入会者の実地研修）
6月1 0日（日）第1回学習会「この質問にどう答える？-グループワークで考えよう-」
7月12日（木）世界史講座 「ドイツ史（２）神聖ローマ帝国の衰退とプロイセンの台頭」
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2011 年度新人研修（実地）に参加して

国連合唱団ガイディング

橋村 ますみ（ロシア語会員）

野宮 三鈴（英語会員）

1 月 15 日（日）
、2011 年度 HIGA 新人研修〈実地〉

5 月に HIGA のボランティア受け入れ事業の一つとして

が開催され、12 名（英語 8 名、ロシア語 2 名、フラ

行われた、国連合唱団ガイディングを担当させていただき

ンス語 1 名、ポルトガル語 1 名）が参加しました、
「平

ました。国連職員という立場を越えて、人々の心に直接訴

和公園～広島城～宮島」という広島の三大観光名所を

えかける文化交流がどうしても必要であるという考えか

めぐるツアーを、それぞれが 20～30 分程度のパート

ら生まれたという国連合唱団。
HIGA から島田瑞代会員、上田美紀会員、木上昌子会員、

をガイドとして受け持ち、ロールプレイングしながら
芝加代子会員も参加され、私が担当したのは、バリトンの
巡っていくという内容でした。
9 時ちょうどに広島駅北口を出発し(もちろんここ

男性 7 人のグループ。陽気で気さくな皆さんと和やかな雰
囲気で平和公園までたどり着くと、皆さんはすぐに真剣な

からツアーがすでに始まっています)、市電に乗り、
表情となり、それぞれが関心を持たれたセクションへ。１
平和公園に到着。公園内を見て回りましたが、時間が
人私と残られた男性は、ビデオカメラを片手に、早朝から
余ってしまうというハプニングが発生、時間調整に課
広島市内を自ら歩き回っておられ、資料館内の見学はまる
題が残りました。
で自分の見てきたものを再確認されているようでした。原
広島城に着くと、「あの赤い実をつけている木は
爆による被害が今の若者の世代にどういった影響を与え
何？」「あの礎石は何の建物の跡？」とお客さん役の
ているのか、具体的な数値を求められました。実態を知り
会員からいろいろな疑問・質問が飛び出しました。お
たいという思いへの答えを、私はきちんと用意できていま
客様目線に立ってみると、いろいろなことが疑問に思

せんでした。また別の方は、昔ドイツで爆撃手だった父親

え、聞きたくなるから不思議です。私たちはこれらひ

が当時の事を一切語らなかった訳を、資料館で理解できた

とつひとつを丁寧に聞き、答えていく立場なのだなと

と教えて下さいました。
思いをもってこの地を訪れられた皆さんが、何より熱心

実感しました。
宮島は折しも大河ドラマの影響で大盛況、寒い中多

に耳を傾けられたのが「原爆が消した廣島」の著者・映像
作家田邊雅章氏の実体験でした。その全身全霊で語ってく

くの観光客が訪れていました。私自身も宮島島内の一
ださった思いを、合唱団の方もまた同様に受け止めようと
部を担当させていただきましたが、他の観光客の通行
しておられました。最後に自分たちの歌によって、優しく
の妨げとならない誘導、よく通る声での聞き取りやす
力強いメッセージを贈ってくださった時、語り手の田邊
い話し方など、気をつけたつもりでもやはりまだま
氏、語り手に心を重ね丁寧に言葉を選びながら通訳をされ
だ、と痛感しました。
帰りの車内では、HIGA 事務局の皆様から様々なア

た小泉直子会員、広島公演実行委員会に携わられた藤井正
一会長、その場にいた全員が気持ちを共有した瞬間でし

ドバイスをいただきました。フェリーの中での注意点
た。
など、実際の経験に基づいたお話をいろいろ伺えまし
半日間の体験は貴重なものとなりました。平和公園をガ
た。一回研修したから完璧、という程甘い世界ではな
イドするということは自分自身が事実をどれだけ理解し、
いのでしょうが、これからの勉強の大きなヒントを与
何を感じ、どう発信していくのかが問われてきます。この
えていただきました。貴重な機会を与えていただいた
地で亡くなられた多くの人や遺族の方々の思いにどれだ
ことに、研修参加者一同感謝申し上げます。

け共感することができているか、一人の人間としての自分
が問われている事を実感しました。
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第 33回
学習会 「「まだまだある知
まだまだある知
知らない世界
らない世界
世界：
平清盛とその
とその時代背景
時代背景」
年度
まだまだある知
らない世界：
世界：：平清盛とその
平清盛とその時代背景
とその時代背景」
時代背景」」
2011年度第
年度第
回学習会
まだまだある
らない
世界
平清盛
とその
時代背景

永井恵子（英語会員）
恵子（英語会員）
永井

2012 年 3 月 4 日、第 3 回学習会が開催され、47 名の会
員が参加した。津山会員の司会のもと、
「3 会員による発表」
と「清盛関連クイズ挑戦」が行われた。
まずはじめは、
「戦争と軍事からみた日本史～倭国大乱か
ら武士の誕生まで～」と題する中原青児会員の発表であっ
た。武士が誕生するまでの戦争と軍事からみた日本の歴史
が語られた。集落の形成が始まって以来戦争の火種が絶え
ない史実と、平安時代、都の警護の必要性から武士が誕生
するまでの歴史の考察は興味深かった。次は「平氏～海を
財政基盤とし海に渡る」と題して佐々木洋子会員による発
表が行われた。平清盛の生涯を振り返りながら、清盛の人
間像を探っていくものであった。清盛が力を注いだ日宋貿

平清盛の日招像

易や厳島神社造営等、数々の偉業やエピソードから、彼の卓越した先見性やカリスマ性を見ることができる。更
に、なぜ日宋貿易に力を注いだのか？なぜ壮大な厳島神社造営計画を実行したのか？と問い続けるうちに清盛像
が徐々に浮かび上がってくる。源氏を鎖国派、平氏を開国派とする見方も興味深かった。最後は伊丹陽子会員に
よる「平清盛の世界史的考察」であった。清盛と世界史上の人物との比較が行われた。西洋では新興勢力として
名をあげてきたメディチ家が取り上げられた。日本の平氏と比較しながら、両者の共通項が挙げられた。海外の
人々に清盛像を印象付ける効果的な考察であった。
発表終了後、清盛関連クイズ大会が行われた。出席者が全員参加して会場は盛り上がった。司会者より「清盛
博士賞（金銀銅）」が授与された。
盛りだくさんの学習会であった。清盛について語る時、自分だったら何が言えるだろう、と考えた。清盛ブー
ムは当分続きそうだ。その間に自分の引き出しを増やしたいと思った。

2012 年度第 1 回学習会 「この質問
この質問にどう
える？～グループワーク
えよう」
質問にどう答
にどう答える？～
？～グループワークで
グループワークで考えよう」

小林 洋子（英語会員）

2012 年度第一回学習会は、6 月 10 日（日）広島平和記念資料館東館にて開かれた。参加者 52 名。
これまで答えに「窮した」質問から選んだ 60 をカテゴリーＡ～Ｊに分け、各カテゴリーの 6 つの質問を各班
が１つずつ担当するという形式で参加会員が知識と知恵を出し合う。
Ⅰ部（Ａ～Ｅ）Ⅱ部（Ｆ～Ｊ）に分け、担当質問をグループ内で協議し、担当者が 40 秒で発表する。ガイド
の知識を増し、タイムマネージメントも考慮し瞬発力も養成できるという、優れて実践的な学習会だった。カテ
ゴリーＡ質問５『なぜ日本人は空きっ腹でお酒を飲むの』には、「まず、ビールで乾杯はあいさつがわり」の慣
例と「日本でお酒といえば日本酒。日本酒は元来宗教行事とのつながりもあり食事とともに頂くというより酒そ
のものを愉しむ傾向がある」という歴史的由来も含めた答えが発表される。カテゴリーＣ質問２『タクシーのフ
ェンダーミラーの位置』については「ドアの横のサイドミラーよりボンネットのフェンダーミラーの方が視界が
広いこと、ドライバーの目の動きが不自然にならないのでお客さんを不安にさせないため」との理由が紹介され
一同納得。Ⅰ部もⅡ部も 40 秒ルール順守のもと進行していくうちに会も終わりに近づく。最後に、追加議論。
カテゴリーＥ質問３『日本に宗教戦争はあったの』は「宗教戦争」をどう定義するのかにより捉え方が異なって
くることを改めて確認する。同カテゴリーの質問６『五重の塔はなぜ公開されていないの』に関連して、五重の
塔の５は「地・水・火・風・空」の宇宙５大構成要素を表しているが「三重の塔の３は何を表しているの」は残
り時間がなかったこともあり明確な回答はなく、各自の宿題となった。会員の英知を共有し、限られた時間内で
的確にお客様の疑問に答えていく練習もできた実り多い学習会となった。

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

◆ インタビュー： ガイドさんに聞く、太田家住宅の魅力 ◆

光成

美恵子（英語会員）

「これが三条実美の書です」ガイドの松岡さんが指さした。
1863 年、尊王攘夷派の三条実美ら７人の公卿が京都を追わ
れ長州に下る途中と、翌年長州から船で京都に上る際に宿泊
したのが福山市鞆の浦にある太田家（当時は中村家）
。このた
め、太田家住宅は「鞆七卿落遺跡（ともしちきょうおちいせ
き）」としても知られている。
元は福山藩の御用命酒屋であった保命酒の蔵元「中村屋」
の屋敷で、明治時代に太田家所有となった。2006 年に中村家
の古文書から保命酒の製法が見つかった。保命酒は焼酎、も
ち米、麹に 13 種の生薬が用いられ 16 味になるため正式名称
ガイドさん達

は「十六味地黄保命酒」という。
この太田家住宅は約 260 年前に建築され、瀬戸内の近世商

天野要範さん（前列左）松岡昌信さん（前列右）
岡本清子さん（後列左）河野杉江さん（後列右）

家建設を代表するもので母屋、保命酒醸造蔵など９棟が重要
文化財に指定されている。一歩足を踏み入れると、玄
関の床は瓦製のタイルと漆喰のたたきの千鳥模様。こ
の悠揚迫らぬ風格が太田家の格式を象徴している。
店の間、大広間、茶室が８部屋、炊事場、風呂、音
消し（今の「音姫」）のあるお手洗い、石と植物の調
和が見事な庭。一階に 17 部屋、二階に７部屋ある豪
邸で、次の間には襖の奥の板戸の向こうに吊り上げ式
の隠し階段がある。建具はすべて純粋無垢の木製で、
多分、これらは費用を顧みず職人に誂えて手作りさせ
たものだろう。建築後 260 年経った今でもすーっと開
き、ピシャリと閉まる。非公開の二階も案内してもら
った。雨戸を開けると薄暗い部屋が一気に明るくな
り、三方は甍の波、一方はのどかな瀬戸内海が目の前

太田家住宅内部

に広がる。岸壁は中村家専用であった。かつて保命酒

太田家住宅：
を作っていた蔵にはその当時使っていた道具が残さ
見学 10:00～17:00
れていて、当時の繁栄がしのばれる。
住所 広島県福山市鞆町鞆 842
坂本竜馬ブームが去り、観光客数も減ってはいる
休み 毎週火曜日（祝日の場合は翌日）12/29～1/3
が、鞆の浦を愛し鞆の浦を良く知るガイドさん達は頑
料金 中学生以上 400 円 小学生 200 円
張っている。松岡さんは、「本物が残っているのが魅
問合先 Tel:084-982-3553
力。よく残してくれた、よく守ってくれた、と思いま
行き方 山陽本線「福山駅」から「鞆の浦・鞆港行」
す」と語る。河野さんは、「一期一会の心でガイドし
の鞆鉄バス約 32 分「終点」～徒歩 5 分
ています」とほほ笑んだ。
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ひろしま通訳
ひろしま通訳・
通訳・ガイド協会
ガイド協会 創立２０
創立２０周年
２０周年に
周年に寄せて
顧問 井上 鎮雄
創立 20 周年を迎え会員の皆さまと共に心からお祝いしたいと思います。
広島県ガイド免許取得者 11 人が集まって HIGA の前身である日本観光通訳協会(JGA)
広島支部を創設した 1971 年より通算すると実に 41 年を経過したことになり、感慨無量です。47 名でス
タートした HIGA は現在 167 名(女性 141・男性 26)、良い意味で女性を中心に会が動いているという
のが私の率直な感想です。活発な会活動の原動力は皆が向上心に燃えていて、質と知識のレベルアップ
を求めて勉強していることにあると思います。その結果、HIGA にはガイドマニュアルをはじめ学習会
などで得た貴重な資料が多くあり、それら知的財産を守りそして活用することも考える必要があります。
1973 年以来続けてきた「通訳・ガイド受験希望者講習会」は 2006 年「地域限定通訳案内士」法が施行
されたので当初の目的にそぐわなくなり 35 年間に及んだ歴史を閉じました。朝日新聞の天声人語
(2012/3/9)によると、(前文略)“その昔、政府が見た旅の夢は「千客万来」だった。明治末、外客誘致を
目的に「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」が鉄道院にできる。外貨獲得と国の宣伝を担い、服務規
程には「ひげは毎日そる」
「ズボンは寝押しせよ」などが並んだ。
”(後文略) それから 100 年、観光庁
が 2008 年に新設されました。
「観光立国」をスローガンに一段と力が入る観光行政に私たちは就業の機
会が増えることを期待しています。20 周年を機に optional tours など多様化するニーズに 8 ｹ国語で対
応できる会員の活躍の場が拡がることを願っています。

【ご協力ありがとうございます】
HIGA 賛助会員ご入会の皆様（2012 年 7 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
(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
延本 真栄子
小辻 一洋
花やしき
嘉屋 基一

くらわんか
先花 智恵子
畑 博行
河井 あんり
辻 孝和

河井 克行
吉井 敏弘
田島 謙治
ことば工房
岩穴口 一夫

広島トヨペット(株)
つばめ交通(株)
藤井循環器内科

(有)はやし
(株)藤い屋
岩惣

藤井 倫子
海生 直人
龍山 壬生子
三段峡ホテル
ぎゃらりぃ宮郷
古谷 敏明
三上 貴教
青木 尚二

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、11～16 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：濱屋 清子（仏語会員）、文：村上 美穂（英語会員）
】
【編集後記】
お気づきになりましたか？本号では表紙写真とインタビュー記事を連動させる企画を取り入れてみま
した。インタビュー記事に取り上げて欲しい、取り上げるべきだという人物の情報もお待ちしており
ます。（mm）

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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