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通訳ガイドの撮った 1 枚

  室戸岬周辺の世界ジオパークでは、数千万年に及ぶ地殻変動の経過を観察でき、地球の驚異的な生命力に圧倒されます。   

荒波が襲う岬の洞窟で悟りを開いたと言われる弘法大師空海は、その悟りの地に最御岬寺（ほつみさきじ）を開きました。

今年は四国八十八ケ所霊場開創 1200 年。無償で食物や休憩場所をお遍路さんに提供する「おせったい」文化は今も健在。

近年は外国人遍路も多く、人々の美しい繫がりは国境を越えて広がっています。

HIGA NEWS

高知県室戸岬　最御岬寺
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　緊急被ばく医療の第一人者であ

り、福島第一原発事故直後に医師と

して現地入りして被災者の治療にあ

たられた谷川攻一先生をお招きしま

した。HIGA 会員、一般の方合わせ

て 71 名が参加し、谷川先生の貴重

な体験談に熱心に耳を傾けました。

　福島原発事故は自然災害と原子力

災害の二つの災害が同時に起こっ

た、人類初の「複合型災害」だそう

です。まず放射性物質や放射線、放

射能の定義から丁寧に説明していた

だきました。さらに、放射線につい

て私たちが誤解しがちな事柄につい

て例を挙げながら解説して

いただきました。根拠のな

い風評被害を助長しないた

めにも私たちが放射線につ

いて正しい知識を持つこと

が大切であると感じました。

　次に震災時に撮られた多

くの写真を用いて、混乱を

極めた福島での医療活動の

様子をお話しいただきました。谷川

先生が当時を振り返り最も悔やまれ

ることとして挙げられたことは、災

害弱者である入院患者や高齢者が

「避難」によって多数命を落とした

こと、被ばく患者の受け入れ先を見

つけるのが困難だったことです。物

資も人手も足りず医療が崩壊した中

で最善をつくされた谷川先生のお話

には私たちが知る機会がなかった現

実が多くあり、心が痛みました。原

発事故は悲惨な結果を生みました

が、谷川先生は「放射線自体は身近

なものだ。放射線への対応は『屋外

に出ない』ことなどで、別に特別な

ことをするわけではない。放射線に

対する適切な理解が必要だ」と強調

されました。

　講演後の質疑応答では参加者から

多くの質問が出され、原発事故や放

射線に対する会員の関心の高さが伺

えました。しかし、福島原発事故か

ら 3 年半が経ち世間の関心は以前

と比べて薄れがちです。広島の原爆

同様、この事故で何が起こったのか

を知り、風化させない努力をしてい

かなければならないという思いを新

たにした一日でした。

　８月２４日（日）特別行事「ベテランガイドによる広島・宮島研修バスツアー」

　９月　６日（土）文化講演会「福島原発事故に学ぶ：医療者からのメッセージ」

　  　　　　　　  　講師：谷川　攻一氏（広島大学大学院医歯薬保健学研究院救急医学教授）

　９月１４日（日）第 2 回学習会 「仏教の心に触れる　大聖院で阿字観（真言宗の瞑想法）と写経体験」

　９月１８日（木）世界史講座　中国史「アヘン戦争から中華民国の成立」

１２月    6 日（土）研修旅行 「竹原 & 尾道 ぶらぶら GO ！！～歩いてこそ出逢える、懐かしくて、新しい魅力～」

１２月１１日（木）世界史講座　中国史「文学革命から第二次世界大戦の終結」

HIGA の活動報告（2014 年 8 月～ 12 月）

2014 年 9 月 6 日　HIGA 文化講演会
「福島原発事故に学ぶ：医療者からのメッセージ」

田中　圭子（英語会員）

谷川　攻一　先生
（広島大学大学院医歯薬保健学研究院救急医学教授)
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研修旅行 「竹原＆尾道 ぶらぶら GO ！！
　　　　　～歩いてこそ出逢える、懐かしくて、新しい魅力～」

高原　尚子（中国語会員）

　―今まさに旬である、ＮＨＫ連続
テレビ小説「マッサン」のロケ地「竹
原」、そして、「しまなみ海道」サイ
クリングブームの影響を受け、この
１年余りで、見違えるほど活気に溢
れ、魅力的になった「尾道」を、ご
一緒に、ぶらぶら歩いて巡りません
か。新たな発見とワクワクするよう
な出会いが、あなたをお待ちしてい
ます。昼食は、地元の食材をふんだ
んに使用した、シェフの愛たっぷり
の「カジュアルフレンチ」フルコー
ス。どうぞ、ご期待くださいませ。―

　ああ何と魅惑的なお誘いの言葉！
　今年こそ、今年こそと思い続けて
早 18 年。毎年ひたすら慌ただしい
だけの年末を過ごして来たが、やっ
と念願叶って研修旅行への初参加。
ただ、限られた紙面、感動のセリフ
に終始するわけにはいかない。早速
レポートに移る。
　いきなり結論から言えば、研修旅
行グループから頂戴した魅惑的な誘
い文句に全くウソはなく、期待以
上の研修旅行となった。12 月 6 日

（土）、最低気温 4 度の肌を刺すよ
うな寒風・・・。けれども空は晴れ
渡り、視界は良好！広島駅を出発後、
大型バスの車内ではさっそく研修旅
行グループの皆さんによるプログラ
ムが繰り広げられる。古谷会長のご
挨拶に始まり、具体的な現地の紹介
へと。待ってました！皆さんそれぞ
れに切り口が異なる個性豊かなガイ
ディング。一人でガイドしているば
かりでは気付けない様々な切り口に
触れることはやはり新鮮で、大いに
学ばせていただく。
　竹原では、まずは第一の目的地、

「藤井酒造」へ。短い時間ながら、
蔵元の藤井酒造株式会社代表取締役   
藤井善文様が丁寧に竹原での酒造り
の歴史や日本酒の魅力を教えてくだ
さる。中でも目からうろこだったの
は、日本酒は燗で飲むべしとのお話。
燗の方が味わいの深い複雑な本物の
日本酒の美味しさを味わうことが出
来るそう。町並み保存地区は自由散
策。かつて塩田の町として栄えた竹
原。軒を連ねる凝った作りの古の建
築物は当時の隆盛ぶりを偲ばせる。

　もう一つの目的地は尾道。ここで
は、まず新しい魅力に触れる。今年
オープンしたばかりの「ONOMICHI 
U2」の見学。―「知り合いのサイ
クリストに是非知らせなきゃ！」「同
感！」―

　期待の「レスポワール」での昼食
にももちろん大満足。皆自然に笑顔
となり、会話も弾む。昼食後は、い
ざ坂の町尾道へ。車中にて丁寧なご
案内と共にいただいた、たくさんの
資料や手作りの地図を手に、坂の下
にある艮（うしとら）神社を出発点
に、本家「広島ぶらぶら GO」でも
話題の「尾道イーハトーヴ」などを
思い思いに巡りながら千光寺公園ま
で。そして見学地の最後は平成の大
修理を終えたばかりの国宝の寺、真
言宗泉涌寺派（せんにゅうじは）大
本山「浄土寺」。ご住職の小林暢善
様のユーモアを交えた法話をいただ
き、鎌倉時代の貴重な建築を拝見。
そこかしこで感嘆の声が上がる。―
　それぞれの見学地で迎えてくだ
さった皆様、ご縁のあった参加者の
皆様、何よりご尽力いただいた研修
旅行グループの皆様、まさに一期一
会の旅、本当にありがとうございま
した。

浄
土
寺
に
て
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中国語研修ツアー報告
高下　裕子（中国語会員）

　松田依子会員を講師に迎え、中国

語メンバー 6 名がジャンボタクシー

で移動しながら研修を受けました。

内容は、自己紹介のポイント、移動

中の説明、観光案内だけではない

様々な情報の提示・収集の方法、お

客様への声かけ、お客様の出身地に

よる応対と言葉遣いの違い、運転手

さんへの気遣い…と、多岐にわたり

ました。中でも心に残ったのは、お

客様への気遣いの大切さです。道路

を歩く時には足元への注意を促し、

暑い時にはお客様の水分補給にも心

を配るなど、「お母さんになったつ

もりで」という細やかさに、目から

うろこが落ちる思いでした。また、

お客様を飽きさせないために必要な

情報量が膨大であることに改めて気

付いて、心が折れそうになったり、

「情報収集は大変だけれど、そのた

めに知識がどんどん拡がっていくの

は幸せなこと」という松田講師の言

葉に前向きな気持ちを取り戻したり

…、同じ１日に起きたこととは思え

ないほど充実した時間でした。出発

直後から、メモを取りきれないほど

の情報を惜しげもなく披露してく

だった松田講師に、参加メンバー一

同感謝、そして敬服いたします。

英語研修ツアー報告
伊丹　陽子（英語・独語会員）

　午前 10 時、集合場所のＪＲ広島

駅には期待に顔を輝かせた会員が大

勢集合していました。新人はもちろ

ん、現役ガイドがこぞって参加して

いたことからも、この研修ツアーが

いかに特別なものであるかがわかり

ます。参加者はバス 2 台に分乗し、

古谷講師と畝崎講師がそれぞれガイ

ドとして同乗。昼食後はガイドが交

代して、どちらのバスに乗っても両

方のガイドに案内していただけるよ

うになっていました。

　バスは広島駅を出発して宮島口

へ。私の乗った２号車は、午前は畝

崎講師、午後は古谷講師のガイドで

す。畝崎講師は、ガイディングのポ

イントとともに、お客様を惹きつけ

る自己紹介や外国人に説明するコツ

を、丁寧に説明してくださいました。

嚴島神社では、神聖な場所に対する

敬意や、大勢で本殿前を占領しない

配慮など、ガイドとして、また人と

しての心構えを教えていただき、思

わず背筋が伸びる思いでした。

　昼食後はバスに戻り、古谷講師の

ガイドで平和記念公園へ。古谷講師

は普段のバスツアーを再現し、ユー

モアたっぷりの話術で私たちを魅了

しました。平和記念公園では原爆

ドームや慰霊碑などを案内しながら

の熱のこもった説明にぐいぐい引き

込まれます。名残を惜しみつつツ

アー終了。もはや HIGA の「レジェ

ンド」とも言うべき古谷講師の名人

芸を外国人観光客になりきって堪能

させていただきました。

　両講師に共通していたのは、知識

と語学力だけでなく、個性とお人柄

がそのままガイディングの魅力につ

ながっていることです。お二人の「お

客様に楽しんでいただきたい」とい

う熱い思いとプロ意識に接し、少し

でも近づきたいとの思いを新たにし

ました。私だけではなく、きっと参

加したすべての人がこの研修から今

後の糧となる何かを得られたのでは

ないかと思います。

　８月２４日（日）、HIGA の新体制スタートを記念した
特別行事として、「ベテランガイドによる広島・宮島研修
バスツアー」が開催されました。古谷章子会長、畝崎雅子
理事（英語）と松田依子会員（中国語）が、HIGA 会員を
外国人観光客に見立てて宮島と平和記念公園を案内し、そ
の卓越したガイド術を参加者に惜しみなく披露するという
ぜいたくな研修ツアーに、英語 71 人、中国語 6 人の会員
が参加しました。

特別行事
「ベテランガイドによる広島・宮島研修バスツアー」



HIGA NEWS 2014 年 12 月第 45 号

－ �－

　2014 年度　第２回学習会
「仏教の心に触れる　大聖院で阿字観と写経体験」

　　　　　　　青井　秀樹（仏語会員）

　9 月 14 日（日）今年度

２回目の学習会が、宮島で

行われた。宮島桟橋に集合

後、徒歩で真言宗御室派（お

むろは）大本山の大聖院に

向かった。参加者 43 名で

あった。当日は、雲ひとつ

ないすばらしく良い天気で

宮島の山々がくっきりと見

える日であった。皆さんの

日ごろの行いが良かったせいであろうか。

　写経場である信徒会館に到着後、森本会員の司会で写

経の儀式が始まった。僧侶の方から写経の基本の説明の

後、私たちは墨をすり、心を鎮めてから写経に入った。

通常は般若心経を使い、４０分位かかるとのことだが、

今回は時間の関係で10行位の延命十句観音経であった。

それはすでに印刷してあり筆でなぞっていった。始めは

外からの雑音が気になったが、集中しているせいか、い

つの間に聞こえなくなった。

　次いで観音堂に移動。ここでは真言密教の瞑想法につ

いての説明が、大聖院の吉田座主からあった。観音堂の

座布団の上に着座してお話を伺った。両手で印を組み、

足を交差して座り―結跏趺坐 ( けっかふざ )―その状態

で身体を前後左右に動かす柔軟体操のようなものから始

まった。その後、月輪を描いた掛け軸の前で行う月 ( が

ち ) 輪 ( りん ) 観 ( かん ) と月輪の中に梵字の「阿」の

字が書かれた掛け軸の前で行う阿字観（あじかん）。

　禅宗では座禅といって、壁に向かうなどして瞑想する

が、真言宗では絵（月と阿字）を本尊として軸装したも

のの前で行う。瞑想により「世界と自分はひとつである」

ことを実感すると言う事が理解出来た。

　その後、古谷会長から座主へのお礼の言葉があり、引

き続き会員からの質問や前もって出されていた質問状へ

の回答が座主よりあった。高度な質問が多数あり、大変

熱のこもった学習会であった。今回の学習会の内容は難

しいものではあったが、私にとって仏教の心に触れる良

い機会であった。

　台湾の金龍旅遊が国内向けに販売する、4 泊 5 日の広

島現地ガイド（松田依子会員と筆者）同行ツアー「広

島ぶらぶら GO」が、2014 台湾旅遊金質賞 東北アジア

部門「最優秀賞」を獲得し表彰されました。同賞は中華

民国旅行業品質保障協会が主催し台湾交通部観光局が協

賛するもので、台湾旅行業界では最高に名誉な旅行賞で

す。「広島ぶらぶら GO」は、広島空港発着で広島・宮

島を路面電車パスを利用して観光、尾道まで足を延ばす

5 日間のツアー。ガイドが厳選した日本人にも人気のお

店で、お好み焼きや、牡蠣料理、フレンチ等を堪能でき

る。同行ガイドがお客様の様々なご要望に丁寧に応える

のもツアーの魅力。2014 年 9 月 5 日～ 9 月 9 日のツアー

には、旅と美食の達人である台湾の著名な芸能人阿松（あ

そん）さん御夫婦も参加。すっかり広島ファンになられ

た阿松さんがこのツアーの魅力について次のように語っ

て下さいました。（以下インタビューから）

―「漫遊して深く理解する」がこのツアー最大の特徴

だ。広島の名勝を急ぎ足で観光するのではなく、広島人

の過去、日常生活、信仰等について、じっくりと理解

すると共に、様々なご当地グル

メも、ゆっくりと堪能出来たせ

いか、まるで広島に住んでいる

かのような感覚を、僕は抱いた。

こんな旅は初めてだ。

―ゆったりとした自由スタイル

の旅なのに、ガイドが同行し詳

細に紹介してくれる。お決まり

の広島ではなく、新しい広島を

発見出来る。また、ガイドがツ

アー参加者全員を自分の家族の

ように大切にしてくれたことに、

とても感動した。広島ツアーへ

の高い満足度は、現地ガイドと

観光地の相乗効果によるものだ。

（今後もこのようなツアーを展開

していけるよう、HIGA ではこ

れを模した研修旅行を試みまし

た。3 ページの関連記事をご参照ください。）

　　　　「広島ぶらぶら GO」の嬉しい受賞　
　　　　　　　　　　　　　　　　　溝下　佳子（中国語会員）仕事の現場から

ツアーを楽しむ阿松さん
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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】　村上 美穂（英語会員）
【編集後記】 クリスマスが近づくと O・ヘンリーの「賢者の贈り物」を思い出します。夫の時計につける鎖を買うた
めに髪を売る妻と妻の髪に飾る櫛を買うために時計を売る夫の物語。学生時代にこの短編を読んだ時は、なぜこの夫
婦が「賢者」なのかがわかりませんでしたが、「相手のために自分の一番大切なものを捧げることこそ最高の贈り物だ」
と今なら理解できるのは、やはり年の功でしょうか。皆様どうぞよいクリスマスと新年をお迎えください。（楊）

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

　「壺装束（つぼしょうぞく）」と呼ばれる、平安から鎌倉時代にかけての貴族や上流武家の女性が、

巡礼などの旅路を歩く時のよそおいがあります。この平安貴族のおでかけスタイルで宮島を散策でき

るのをご存じでしょうか。

　宮島の紅葉谷の入り口にある「みやじま紅葉の賀」さんでは、女性用に衣装や着物をレンタル・着

付けするサービスを提供しており、旅行中、気軽に伝統衣装を体験できる機会となっています。

　様々なプランがありますが、「平安壺装束プラン」は 6,000 円（税別）。着付け時間は約 10 分で、

その後紅葉谷などを散策できます。（嚴島神社への衣装での参拝・立ち入りは禁止）その他、着物一

式をレンタル・着付けする「お着物プラン」7,000 円（税別）や、

張子の絵付け体験などもあります。

　衣装、着物は外国人向けのサイズも用意されており、友人

の結婚式に出席する海外からのゲストへ着付けをされたこと

もあるそうです。

　素敵なよそおいで、宮島での時間がより一層思い出深いも

のになりそうですね！

　お問い合わせは「みやじま紅葉の賀」電話 0829-44-0175、

または http://momijinoga.jp/ を参照ください。

壺装束で宮島散策　　　　  　　　　　福島　満美子（英語会員）

【ご協力ありがとうございます】

HIGA 賛助会員の皆様（2014 年 12 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）林食堂

（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

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 三段峡ホテル 小辻　一洋
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　敏明 嘉屋　基一 辻　孝和 青野　重信 大小田　博之

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。

Thank You

優雅な壷装束
( 着用しているのはHIGA 会員の皆さんです）


