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ひろしま通訳・ガイド協会（HIGA）

通訳ガイドの撮った 1 枚

徳島県美馬市の伝統建造物群保存地区「うだつの町並み」

「うだつ」は隣家との境界に設置した防火壁のこと。多額の費用
を要したので経済的成功を表し、「うだつが上がらない」という言
葉の語源にも。芸術的な装飾からは江戸から明治期に隆盛を極めた
藍商人の威勢を感じます。
い

ま

現在では守るべき財産の形も変わり、安全な生活には益々知恵と
財力が必要。慌ただしい現代の生活から離れ、ほっと一息つけるど
こか懐かしい町並みです。

―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 広島市中区紙屋町二丁目 2-2 紙屋町ビル９F TEL 082-245-8346 FAX 082-243-6767

URL http://www.j-higa.net/
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HIGA 文化講演会「広島の復興経験を生かすために」
片岡

奈保子 （英語会員）

戦後広島の復興計画について数多くの執筆、講演
活動をしておられる、元広島大学教授で株式会社広
島諸事・地域再生研究所代表の石丸紀興先生を講師
にお招きし、広島の戦後復興についての貴重なお話
を伺いました。
先生は時折ユーモアを交えながら、百メートル道
路の建設計画などの具体例を挙げて説明され、戦後
実体験の無い私でも分かりやすく聞くことができま
した。

石丸先生の講演に熱心に耳を傾ける参加者

戦後復興の立案に関しては、各行政機関はもちろ

乗り越え復興が成された事に当時の人々の努力と苦

ん、専門外の人々、そして海外からも多くの構想案

労を感じずにはおれません。そして今ここに発展し

が提起されましたが、その中には「被爆した中心部

た広島があるのも行政機関の尽力のみならず、国内

をそのまま保存し都市部をそっくり移転する」と

外からの物質的・精神的支援、一般市民の協力や、

いった、今の私達には驚くような案もあったようで

移転に伴う犠牲の上に成り立っている事を忘れては

す。他にも刑務所移転の案など、戦後の混乱期にも

ならないと、先生は強調されました。
後半、原爆ドームの保存に関しての質問が挙がり

関わらず数多くの意見が出された事を先生も賞賛し

ました。 先生は「歴史を刻みながら老朽化を認め

ておられました。
「広島平和記念都市建設法」の制定で、特別補助

た上、可能な限り保存するのが良いのでは」とのご

金や建築物の無償譲与など、国からの財政援助を受

意見でしたが、象徴としての原爆ドームだけでなく、

けた事により復興が推進されましたが、この援助は

他の被災建築物をいかに保存、整備していくかは広

他の被災都市よりも優遇されており、広島市への反

島市にとっても重要な課題と思われます。広島市民

発もありました。また、広島市民も多くの負担を強 （県民）として、そして通訳ガイドとしての責任―
いられました。土地区画整理に対しては市民の間で

原爆の悲惨さだけでなくこの復興した広島を学び、

不満もあり、一部に抵抗や訴訟もありましたが、多

そして伝えていく事―を感じました。
この復興経験を今に生かすために何ができるの

くの市民は換地計画を受け入れ、そして瓦礫処理や
清掃等の協力を行いました。こうした抵抗や反発を

か、考えていきたいと思います。

HIGA の活動報告（2015 年６月～ 11 月）
6 月 7 日（日） 第 1 回学習会 「宮島のお菓子と観光」
		

講師：中村靖富満氏（やまだ屋三代目当主・宮島観光協会会長）

6 月 14 日（日） 通訳ガイド実務新人研修
7 月 9 日（木） 世界史講座「ソ連邦の崩壊とその後」
8 月 23 日（日） HIGA 特別行事第２弾
		

「ベテランガイドによる研修バスツアー ( マツダスタジアム & 岩国 )」

9 月 6 日（日） 第 2 回学習会「ツアーと食事」
9 月 26 日（土） 文化講演会「広島の復興経験を生かすために」
		

講師：石丸紀興氏（株式会社広島諸事・地域再生研究所代表）

		

一般・会員合わせ参加者 86 名

－－

HIGA NEWS 2015 年 11 月第 47 号

第 23 回世界スカウトジャンボリー・広島ピースプログラム
広島ピースプログラム担当理事

畝崎

雅子 （英語会員）

2015 年の夏、152 の国と地域から約 3 万人の中高生

このプログラムに参加するため、きらら浜から中高

が参加して、山口市のきらら浜で第 23 回世界スカウト

生の男女スカウトが連日 4,000 人、バス 100 台に乗車

ジャンボリーが開催されました。

して広島平和記念公園を訪れました。総数で 24,000 人

大会期間中の 7 月 30 日から 8 月 5 日
（8 月 2 日を除く）

です。広島でのプログラムの時間は 6 時間。この間、

の 6 日間、広島市では「広島ピースプログラム」が開

平和記念資料館を見学し、原爆ドーム、原爆の子の像、

催されました。大会の公式サイトに、
「今回の大会の目

慰霊碑などをめぐり、被爆体験朗読会にも参加しました。

玉の一つが、広島で行うピースプログラムです。終戦か
ら 70 年を迎える広島で、世界中からの参加者が平和に
ついて語り合うピースプログラムは、普通の子どもたち
が集まって、それぞれが平和について考え、語る、未来
への大きなきっかけづくりになります」とその意義が述
べられています。

被爆体験朗読会では HIGA 会員が司会進行を担当

HIGA から連日 50 名を超える会員が通訳・通訳ガイ
ドとしてこのプログラムに参加し、色々な場面で活躍し
ました。最終日に、このプログラムを主催した広島県ボー
イスカウト連盟様から「大会の成功に HIGA の会員が大
きく貢献した」とのお言葉を頂いています。
HIGA では、広島ピースプログラムへの参加を被爆
70 年の活動の中心として位置付けていましたが、まさ
に記念すべき活動となりました。

慰霊碑前でスカウトをガイドする HIGA 会員

ベテランガイドによるマツダスタジアム・岩国研修バスツアー
佐藤

仁美 （英語会員）

―8 月 23 日 ( 日 ) 昨年に引き続き、HIGA 特別行事「ベテランガイドによるマツダスタジアム・岩国研修バスツアー」が開催
されました。畝崎雅子理事、海生郁子理事（英語）、松田依子会員（中国語）が講師となり、86 名が参加しました。今回は英
語グループからのレポートをお届けします。―

まだまだ朝から太陽の照りつける日、広島ピースプロ
グラムでたくさんの HIGA メンバーと知り合いになれた
おかげで心も軽く集合場所に向かう。
まずはマツダスタジアムの “ ベテランガイド ” による
スタジアムツアー。カープ大好き、でも普段内野自由席
オンリーの私が足を踏み入れたことのない特別なエリア
や、
「ひとつだけ色の違う席」などディープなトリビア
の数々に大興奮！これほど詳しく知っていれば、野球好
きのお客様にいろいろな案内ができそう。
続いて岩国へ。レンコンや岩国寿司などの郷土料理を

英語、日本語、スマイルに気配り…一語一句、一挙手一

堪能した後、
錦帯橋、
吉香公園周辺へ。槍倒し松など、
「常

投足が丸ごと勉強であった。いつか私もあのようなゆっ

に『ここは何が面白いのか』を伝えるよう心がけていま

たりと余裕を持ったトークができるようになりたい！

す」と言う講師のガイディングに聞き入ってしまう。

「ただガイドをこなすのではなく、10 年後になりたい

行き帰りのバスでは、団体客向けの魅力的な車内ガイ

ガイド像を自分の中で決めて努力を重ねて下さい」との

ディングとそのポイントを熱くたっぷり披露していただ

アドバイスに大いにインスピレーションをいただいた有

く。まだまだ経験の浅い私にとっては、ベテラン講師の

意義な一日であった。

－－
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縮景園の花々 ―１０月から４月―
								

恵南

一子 （英語会員）

く見ると、ヤツデの

バラ科といえば、桜もその一つ

白い花やアオキの赤

だ。園には桜の標本木がある。そ

い実に気付く。

の木の花が五輪咲くと当地の桜の

濯纓池の方へ下り

開花が宣言される。ソメイヨシノ

てみると、ツワブキ

は県立美術館寄りに 10 本ほど大

の 黄 色 が 鮮 や か だ。 きな木があるほか、園内のあちこ
一本の茎についた多

ちで見られる。2 月に春の訪れを

くの蕾が次々に開く

知らせてくれる河津桜も何本かあ

ので開花期は 9 月下

る。

旬から 11 月まで長
縮景園の菊花展

期にわたる。
池の西（電車道側）にはモミジ
たんぷうりん

朝晩冷え込むようになると、縮

の丹 楓林がある。11 月から遅い

景園では松のコモ巻きが行われ

年には 12 月中旬まで紅葉が楽し

る。 霜 降（ 今 年 は 10 月 24 日 ） める。それよりさらに西にある梅
の頃のこと。同じ頃、菊花展も始

林では、花の少ない 1 月初旬に

まる。園の菊花展は小規模だが、 香り高い花が開き始める。花色は
けんがい

シャクナゲの蕾

三本仕立や懸崖仕立、小菊盆栽等

白・淡紅・紅色等。花弁は五枚が

様々なものが並ぶ。懸崖であろう

基本だが八重もある。樹形は枝垂

県立美術館への通路近くにはサ

と大輪の千本仕立であろうと、鉢

れ系統もある。原産地の中国や韓

ザンカ（11 ～ 2 月）、ツバキ（11

の根元を覗いて見ると、たった一

国からの客人には見慣れた花だろ

～ 4 月）も多い。低木だがシャ

本から分枝しているのには驚かさ

うが、花の最盛期に訪れた欧米の

クナゲもある。花期は 4 ～ 5 月

れる。

方 々 は、「これ全部ウメなの？」 だが、夏にはもう大きな蕾をつけ
とびっくりされる。「はい、全部

て翌春の準備をしている。シャク

ウメです。でも同じ科のバラは

ナゲに限らず、どの木々も花期が

もっと変化に富んでいるかもしれ

終わると翌年の花芽を準備して辛

ませんね。」

抱強く開花の時を待っている。そ
の姿には心打たれる。
前号と今号の 2 回で園をざっ
と一巡した。かつて園の職員の方
に「一本の樹木、一つの花にとら
われるのではなく、縮景園全体を

ツワブキ

清風館から跨虹橋を渡り、その

鑑賞してくださいね。」と助言を

先で左に曲がってみよう。京橋川

頂いたことを思い出して終わりに

の土手が見える辺りには常緑樹が
多く華やかさはない。それでもよ

したい。
ウメ

焼がきにこだわって六十年
宮島屈指の歴史を誇る http://www.yakigaki-no-hayashi.co.jp/

－－
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2015 年度 第 1 回学習会「宮島のお菓子と観光」
北川

雅子 （英語会員）

６月７日（日）今年度第１回学習会は、
「宮島のお菓

りました。より美味しいお菓子を、と自ら新しい試みを

子と観光」をテーマに行われました。講師として、八幡

いとわず、試行錯誤で新製品開発に臨まれたお父様の姿

会員の同級生であり、やまだ屋三代目御当主で、宮島観

は、中村氏の座右の銘とされる「不易流行」そのものの

光協会会長の中村靖富満氏をお招きして開催され、55

ように思えました。また、戦争前後の混乱期に原材料の

名が出席しました。

不足から製造中止に追い込まれた際には、菓子業者が、
企業合同で苦境を乗り切ったというお話にも、胸を打た
れました。
菓子業者の協力と言えば、私事になりますが、昨年広
島空港で、2013 年「ひろしま菓子博」に出展された見
事な工芸菓子の " 嚴島神社 " を拝見し、その当時私の町
内の方が菓子博準備で多忙だと言っておられたのを思い
出しました。中村氏ご自身が責任者として、和洋の菓子
製造の技術を結集した作品に仕上げられたのは、質疑応
答での「なぜこんなに多くのもみじ饅頭の店があるのか」
という問いに対してのお答えでもある、「同業者が切磋

講師の中村靖富満氏と会場の様子

琢磨したから、今の業界の力が出せた」という理念が背

講演は、まず宮島の歴史から始まりました。明治に入

景にあったからこそ、と感じました。

り、もみじ饅頭が誕生（明治 40 年頃）後は、その変遷

また、宮島の観光については、環境の整備、世界遺産

を歴史的背景を交えながら、丁寧にご説明いただきまし

登録後増加した外国人観光客への対応、商店街の活性化

た。製造に用いる熱源の変遷、製造の機械化、餡の多様

など、課題は山積みですが、宮島観光協会の皆様が、イ

化など。形も、誕生当初のものとは少し変わり、餡も各

ベントの実施、対外的観光 PR、宮島の新たな魅力のア

社独自の工夫で多種多様なものが生まれましたが、やま

ピールなどに努めておられるのを知り、微力ながら、ガ

だ屋のコーティングチョコもみじの開発秘話は、心に残

イドとして貢献できれば、と思いました。

2015 年度 第 2 回学習会「ツアーと食事」

隈本

朋子 （英語会員）

今回のテーマは「ツアーと食事」
、第一部は 5 名の会
員による発表、
第二部は分科会とその内容の発表でした。
第一部では、
「トルコ・モロッコなどの旅とイスラム
文化」
（青井秀樹会員）
、
「イタリア食べ歩き」
（井瀧伸
会員）
、
「外国人から見た和食」
（岡本永子会員）
、「寿司
アラカルト―にぎり寿司にまつわるあれこれ」
（的場庸
子会員）
、
「アメリカのサイトからみる食物アレルギー」
（土井 かおり会員）とバラエティ豊かな内容で発表と質
疑応答が行われました。
第二部は 8 グループに分かれての分科会。アレルギー、

分科会の様子

宮島での軽い洋食、ハラルフード、お好み焼きに関する
やや難しい設定の課題が各グループに一つずつ割り当て

ついて、会員の居住地や経験に基づき、岡山、尾道、岩

られました。難題ではあっても、ガイドの現場で実際に

国、福山、倉敷、津和野の情報が披露されました。店名

起こりうる内容なので、皆真剣に議論し、発表の場面で

に加えて、ご当地の「○○がソウルフード！」とか「○

は、なるほどと感嘆や感心の声が聞かれました。

○が発祥の地！」等の情報も留意点として挙がりました。

続いて、イスラム圏のお客様の食事についての体験談

食事は、旅の楽しみの一つです。景観の美も大切です

では、食事の後で実は豚肉やアルコールを使った内容

が、食事の美味しさが思い出に残るなら、さらに良い旅

だった時の対応、ハラル対応可能な店の情報の他、豚肉

と言えます。以前の私の職場で、ある人が「弁当を制す

がタブーの宗教は他にもあることなどが語られました。

る者は、イベントを制する」と言っていました。旅もイ

さらに、お客様を案内する観光地のお薦めの食事処に

ベントのうち、言い得て妙ですね。

－－
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新人研修体験記

松本

6 月 14 日、新人研修が行われました。宮島・縮景園・

伸一 ( 英語会員 )

平和公園を巡るツアーは、ポイントごとに新人ガイドが
交代で説明するスタイル。講師として畝崎雅子理事、事
務局の今田裕子事務局長、長尾光恵会員、渡辺直子会員、
そして新人会員 18 名が参加しました。
行きのバスでは、事務局の方々からガイド就業に関す
る事や、良いガイドとは？などの説明を受け、皆ノート
を取りながら聞き入っていました。

縮景園にて

宮島に入ってから、いよいよガイドスタート。ポイン
トの情報を丁寧に説明される方、ご自分で作成された資

は、他のお客様のご迷惑とならないように」「お客様の

料を使われる方、皆さん緊張感がある中で、個性豊かに

Why? に答える」など参考となる点をたくさん教えてい

ガイディングされていました。私は、平和記念公園に着

ただきました。

いてすぐ、
「広島の概要」を担当。広島の魅力はたくさ

嚴島神社では、神前結婚式が行われていたり、縮景園

んあり、短時間で説明するのは難しいので、今回は「世

では、お田植え祭りの南条おどりが披露されていたり、

界遺産」
「お好み焼き」
「路面電車」にポイントを絞り説

その瞬間でしか出会えないものもたくさんありました。

明させていただきました。

ガイドとしては、そうした情報も取り入れながら、お客

ガイディングの間に講師の畝崎理事から感想とポイ

様に日本の歴史や文化を楽しんでいただけるように努力

ントの説明を受けました。
「各ポイントの説明は、長く

すべきだと思います。研修は大変有意義で、貴重な機会

て 2~3 分でまとめる」
「通行が多い場所で説明する時

を与えていただけたことに感謝致します。

Thank You

【ご協力ありがとうございます】
HIGA 賛助会員の皆様（2015 年 11 月現在
団体会員：

個人会員：

順不同、敬称略）

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
市川
先花
田島
古谷

太一
智恵子
謙治
英明

くらわんか
吉井 敏弘
ぎゃらりぃ宮郷
嘉屋 基一

河井 克行
龍山 壬生子
花やしき
辻 孝和

海生 直人
三段峡ホテル
河井 案里
青野 重信

延本 真栄子
小辻 一洋
ことば工房

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。
【追悼】去る 8 月 19 日、賛助会員で古谷章子会長のご夫君である広島トヨペット株式会社社長 古谷敏明様が急
逝されました。長年のご功績を讃え、謹んでお悔やみ申し上げますとともに、当協会へのご支援に深く感謝い
たします。なお、賛助会員は現社長となられたご長男の古谷英明様にご継続いただくことになりました。
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】戦後 70 年の節目の年、講演会、テレビ番組等、歴史の勉強をする機会が多かったが、その度に広島の
復興など知識不足の分野が無限にあることを自覚した。うーん、どれから手をつけましょう・・・。（豆 )

－－

