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一般社団法人ひろしま通訳・ガイド協会（HIGA）

会員の撮った 1 枚

高松市

松島神社

日本人は、四季折々に祭りをする。春は豊作を、夏は害虫や台風、食中毒
などの疫病除けを、秋は豊穣への感謝を、冬は新年の幸せを祈り集う。
子供の頃、祖母に連れられて出掛けた縁日の記憶は鮮明だ。
暗闇にすっかり包まれた夜、薄明るい境内に人々が語らい、酒を飲む光景
は、幼い私にとって衝撃だった。見回せば、屋台に群がる子供の姿も。
あの懐かしい光景に、知らない町の路地裏で偶然出会えた。みんな笑顔の
夏祭りの日。今年もきっと。

～（一社）ひろしま通訳・ガイド協会 (Hiroshima Interpreter & Guide Association) は、「全国通訳案内士」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 2F（移転しました） TEL 082-245-8346 FAX 082-243-6767

URL http://www.j-higa.net/
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「一般社団法人ひろしま通訳・ガイド協会」としてスタート
事務局長
平成 30 年 1 月 4 日の改正通訳案内士法の施行に
より、通訳案内士の「業務独占」が「名称独占」に
変更されました。このため、国家資格を持つ全国通
訳案内士、都道府県等に登録する地域通訳案内士の
ほか、資格を持たない人も外国人に有償で通訳案内
業務を行うことが可能となりました。これまで「通
訳案内士」と呼称された国家資格取得者は、今後「全
国通訳案内士」と呼称されます。広島県は、近く「地
域通訳案内士」の登録制度を創設することを決定し
ました。
このように、昨年まで唯一有償で外国人に観光ガ
イドを行うことが可能であった通訳案内士を取り巻
く環境が変化しています。観光庁が実施する「通
訳案内の実務」に係る 3 科目の研修（平成 29 年度
～ 31 年度）の受講の義務、及び、観光庁への登録
研修機関が実施する「登録研修機関研修」（平成 32
年度から、5 年に 1 回）の受講義務もその一つです。
HIGA は、このような状況の中、正会員である全

今田

裕子

国通訳案内士の地位を維持・向上し、平成 32 年度
から実施される全国通訳案内士の研修機関として正
式に国に登録すべく、また、より責任ある人格を持っ
た団体として国・行政等関係各所に適切なご助言ご
協力を行っていけるよう、平成 30 年 1 月 4 日付で
一般社団法人となりました。
平成 4 年 9 月に任意団体として発足後、25 年
間にわたり官民と連携し、地域で信頼されてきた
HIGA の実績の中心を担ってきた、古谷章子会長、
村上哲啓副会長 2 名の代表のもと、新役員の体制
で臨んでおります。2 月の総会では、一般社団法人
ひろしま通訳・ガイド協会として、審議事項を滞り
なく終了し、これまで HIGA をご支援いただいてい
る、中国運輸局、広島県、広島市をはじめとする観
光関係各位のご出席の皆様に、一般社団法人ひろし
ま通訳・ガイド協会としてのスタートをご報告した
次第です。今後とも協会として一層努力していく所
存ですので、ご支援ご鞭撻をお願い申し上げます。

HIGA のホームページが新しくなりました
福島 満美子（HP グループリーダー・英語会員）
HIGA が一般社団法人化されたのを機に、今春より当協会のホー
ムページ（HP）を刷新しました。今までは簡単なプラットフォー
ムを使って会員が作成していたのですが、今回はプロの方のお力
添えをいただき、写真を多く使用し、洗練された雰囲気に仕上がっ
ていると思います。
また、お問合わせフォームも入力しやすいように見直しました。
その効果で、HP 経由でのガイドの依頼が急増しているそうです！うれしい悲鳴！？
HP アドレスは、http://www.j-higa.net です。どうぞご覧ください！

HIGA の活動報告（2017 年 11 月～ 2018 年 5 月）
12 月 3 日（日）HIGA 研修旅行「～究極のおもてなしに学ぶ～松江城・足立美術館」
12 月 7 日（木）世界史講座「近世以後のイタリア」
2 月 24 日（土）「ひろしま通訳・ガイド協会

第 26 回通常総会」

「一般社団法人ひろしま通訳・ガイド協会

第 1 回通常総会」

ホテルサンルートにて、ご来賓・会員合わせて 112 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 山本栄典様よりご挨
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 17 日（木）世界史講座「大航海時代までのイベリア半島」

－－
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研修旅行「～究極のおもてなしに学ぶ～松江城・足立美術館」
松本

伸一 ( 英語会員 )

私は 2017 年 12 月 3 日、松江
城・足立美術館の研修に参加しま
した。ほとんどの参加者の皆様は
広島駅からバスで松江に向かわれ
ましたが、
私は岡山県在住なので、
岡山駅から特急「やくも」に乗っ
て松江に向かいました。
研修開始時刻より早く松江城に
到着したので、
松江神社に参拝し、
興雲閣を見たり (2 階からの景色
がきれいでした ) 少し散策し、11
時に皆様と合流しました。
昼食の「蓬莱吉日庵」の「HIGA
特 別 メ ニ ュ ー」 は 華 や か で ボ
リュームがあり、たいへん美味し
かったです。

ここで 4 つの班に分かれ、地
元ボランティアガイドの方に松江
城をガイドしていただきました。
1611 年に建てられたこの城は、
徳川政権がまだ安定していない時
期に短期間で作られたとは思えな
いほどエネルギーを感じる城でし
た。２階分の通し柱が随所に配置
された内部は、桐で作られた階段
が急勾配ですが、各階に松江城の
歴史が学べる展示が多くあり、他
の城と比べて見やすい印象を受け
ました。敵の侵入を防ぐその当時
の色々な工夫や柱の修理跡を間近
で見ることができ、また四方が見
える最上階からの眺めは良かった
です。たくさんの人の努力により
残されたこの城が伝える歴史は、
とても強いものに感じました。

次の訪問地「足立美術館」は、
創設者の足立全康がずっと手入れ
されていた庭がまず目に入りま
す。それは一枚の絵画のようで、
美しく迫力のあるものでした。そ
して今でも約 50 人のスタッフの
方が毎朝開館前に手入れをされ
ていると知り、「全康さんの想い」
を引き継ぎ、守り続けていく事、
凄い努力だと思いました。今回の
研修のタイトル、「究極のおもて
なしに学ぶ」の通り、通訳案内士
としては、そうした想いをお客様
に伝える事が大切だと改めて感じ

ました。

日本庭園を見てから館内で日本
美術を見るという流れがスムーズ
で、スッと作品が入ってきました。
横山大観や北大路魯山人のコレク
ションも良かったですし、さりげ
なく平櫛田中の作品があるのも驚
きました。またこの日は「発見！
隠れた名画 知られざる日本画と
の出会い」という冬季特別展が行
われていて、一番印象に残ったの
は、大橋翠石の「虎」という作品
でした。また違う季節に訪れ、日
本庭園と絵画を楽しみたいです。
研修旅行グループの皆様、本当
に素敵な研修をありがとうござい
ました。

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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広島の夜をアツくしよう！「An Evening of Kagura」&
「Hiroshima Cultural Night」
佐藤

仁美（英語会員）

タイミングで映し出され、
訪日客の理解を助けます。
物語も佳境、「あら無念な
り～」と叫ぶ土蜘蛛にど
よめきが。ダイナミック
な舞や衣装、奏楽だけで
なく、物語全部に観客が
外国人観光客に広島の夜も楽し
んでもらおうと、広島県の企画で

スに続いては、幕末の広島を舞台

どんどんと引き込まれていくのが

にした時代劇、そして殺陣体験。

伝わってきました。

敵の切り倒し方をかなり真剣に練

行われている二つの公演に行って

習しました。大興奮の男性客の派

きました。

手な演技に場内爆笑。他にも尺八

「国際客の広島滞在日数を伸ば

の演奏や日本舞踊など盛りだくさ

すには夜神楽が有効。神楽の魅力

んで、最後は全員でスキヤキソン

をぜひ紹介したい！」との思いか

グを熱唱。携わる皆さんの熱いお

ら、HIGA 古谷会長が昨年広島県

もてなしの心あふれる 1 時間半

観光立県推進会議で提案し実現し

でした。日本人のみの入場も可。

た「An Evening of Kagura」
。昨
年の 4 回公演は大成功、今年度

神楽団の皆さんとの Q&A や写

は全 40 回の公演が決定しました。 真撮影もあり、「Kagura」をとこ
この日の演目は「葛城山」。大型

とん楽しんでいただける内容でし

モニターに口上の英訳が絶妙な

た。日本人のみでの入場は不可。
「Hiroshima Cultural Night」は、
侍、けん玉等のメインパフォーマ

いずれも入場料 1,000 円。今

ンスと和楽器演奏を組み合わせ

後 の 公 演 の 情 報 な ど は http://

た、新しい “ ナイトエンターテイ

www.hiroshima-kagura.com/、

メント公演 ”。初演のこの日、地

http://visithiroshima.net/

元「ひろしま侍衆」が登場しまし

things_to_do/night_life/ にて。

た。迫力満点の殺陣パフォーマン

広島の夜、アツくしましょう！

Water Taxi で「水の都」ひろしまをめぐる

伊丹

広島駅と平和記念公園を
結ぶ水上交通「Water Taxi」
に乗ってみました。
広島駅南口のビッグフロ
ントひろしま前にある「川の駅」が Water Taxi の
発着場です。雁木を降りて鮮やかな黄色のボートに
乗り込んだら、さあ出発。乗客定員 12 名の小さな
ボートが静かに進みはじめたとたん、心地よい風
が吹いてきました。Water Taxi は猿猴川から京橋
川、本川、元安川と 4 つの川を順にめぐり、縮景園、
鳥の楽園といわれる緑の中州、基町護岸など美しい
景観を楽しみながら、約 30 分で原爆ドーム近くの
元安川桟橋に到着。途中幾度となく橋をくぐり、そ

陽子（英語・独語会員）

の度に新たな風景が目の前に
広がるのも実に楽しい体験で
した。海外からのお客様にも
「水の都」の魅力をたっぷり感
じていただけると思います。
平日は予約運航、土 ･ 日 ･
祝は定期運航となります。（潮
位によっては欠航になる為、
予約と事前の確認は必須です。）乗船料は片道 1,500
円。雨でも楽しめるかなど課題はあるものの、お
客様に喜ばれるおもてなしのアイディアとして大
いに検討する価値があると思います。詳細は Water
Taxi のサイトで。www.hiroshima-water-taxi.com

－－
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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―
広島・宮島・岩国

小泉

直子（英語会員）

「私たち３人、素晴らしいチームだった」。お客様

ゴ・スパゲティと地ビール、牡蠣屋で焼きがき、藤

と運転手さんとガイドの私、3 人で 3 日間行動をと

い屋で焼きたてのもみじまんじゅうをハシゴしまし

もにしたツアーの最後に、お客様がかけてくださっ

た。（宮島ブルワリーでは、大手のクレジットカー

た、
うれしい言葉です。アメリカの現状に関しても、 ドが使えるようになりました。）午後は宮島ロープ
ユーモアを交えて端的に鋭く分析くださいました。 ウエーで獅子岩展望台へ。爽やかな天気で、最高の
また、食べるのも大好きなお客様だったので、一緒
に食探訪を楽しみました。運転手さんも、あうんの
呼吸でお客様のご希望を汲んでくださいました。

景色でした。
３日目、岩国。「新幹線の
時間を心配したくないので、

１日目は広島。ローカルな

早めに広島に戻りたい」と

食事がよいとのことで、定番

のことでしたが、岩国の郷

のお好み焼き屋さんに。平和

土料理の写真を見て、「少し

公園に近い鉄ぱん屋弁兵衛大

トライしたい」とのこと。岩国寿司などの試食や５

手町店のカウンター席でランチにしました。広島に

種類の地酒の試飲が安く簡単にできる岩国市観光交

ついても深い知識をお持ちでした。

流所「本家

２日目は宮島。嚴島神社の桃花祭御神能の日に当

松がね」にご案内しました。県外に

はあまり出ていないという高額の「純米大吟醸 金

たり、能「枕慈童」の一部

雀飛翔」も、少量ですが 250 円で試飲できました。

と狂言「二人大名」を通し

広島に戻り、簡単なランチ後、ひろしま美術館に行

て見学されました。水曜日

きました。常設展のみだったので、普段より人が少

で閉まっているお店が多い

なく、広島最後の時間をゆっくり過ごしていただき

中、宮島ブルワリーでアナ

ました。

三瀧寺にて

※お好み焼きと焼きがきの写真は広島県、岩国寿司の写真は岩国市の提供です。

芝

広島市街から近場で、小川や滝の瀬音を、小さな
生き物たちの声を聞きながら、日本の古刹、仏像を
ゆるりと鑑賞できるところがある。

加代子（英語会員）

最近のガイド 3 組を紹介する。
60 代後半のご夫妻は、打った鐘の響く音やせせ
らぎを聞き、石仏・仏像を眺め、自然と静寂を楽し

広島駅から JR 可部線で 8 分、三滝駅で降りて

まれた。寺の近くの茶屋ではわらび餅と抹茶、“ 和

15 分歩くと、空海が聖地と定めた三瀧の寺に着く。 尽くし ” のひとときを一緒に味わった。
多くの仏像を、見慣れていない外国人旅行者に案内

予め食事の持ち込み可能の確認を取り、70 代の

するのは大変。少しでもわかりやすいように、4 つ

女性とは休憩所 “ 六角堂 ” で弁当を食べて歓談の時

にランク分け（如来・菩薩・明王・天 ( 部 )）をし

を過ごした。質問にも時間をかけて説明できた。

たイラストと簡単な説明をつけたものを作成してい

十代前半の姉妹とお母様のガイドでは、仏像に興

る。また、ガイドの際には、可能であれば境内に入

味を持たれるだろうか、少し不安であった。本堂に

る前に説明の用紙を渡し、手短に紹介を済ませる。 は観世音菩薩が祀られ、近くには地蔵の絵に願い事
境内ではなるべく散策を楽しんでいただくように心

を書いた短冊が多く貼ってある。以前に初めての子

掛けている。

の誕生を数か月後に控えていた私の娘夫婦が、無事
出産の願いを書いて安心感と幸福感を味わった話を
した。私の不安をよそに、母娘 3 人はスラスラと
願いを書いた。その後は思い出に残る記念撮影とし
て仁王の形相で写真を撮り、大はしゃぎとなった。
訪れた人たちの楽しみ方はさまざま。ただどの方
も身近な自然に触れながら、奥へと進むにつれ感じ

三瀧寺の石仏

られる神秘的な雰囲気を満喫されただろう。
－－
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HIGA 文化講演会のお知らせ
本年度の HIGA 文化講演会は、高橋 一清氏を講師にお招きします。
高橋氏は、株式会社文藝春秋を退社後、一般社団法人松江観光協会

観光文化プロデューサーに就任

されました。編集者として多くの方とお話をされた体験を基に、昨年 9 月に『近影遠影

あの日あの人』(青

志社 ) を上梓されました。高橋氏の貴重なご経験、また魅力を伝えるコツなどのお話を直接伺うことがで
き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。

『松江で文化観光』
講演者 : 高橋

一清氏

( 一社 ) 松江観光協会 観光文化プロデューサー
元文藝春秋各誌編集長
日 時 : 2018 年 9 月 22 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 : （一社）ひろしま通訳・ガイド協会 (HIGA)

【ご協力ありがとうございます】
HIGA 賛助会員の皆様（2018 年 5 月現在
団体会員：

個人会員：

higa@urban.ne.jp

~with sincere thanks~
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
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
市川 太一
先花 智恵子
花やしき
辻 孝和
河野 博行

くらわんか
吉井 敏弘
河井 案里
川北 正明
いけもと よしこ

河井 克行
龍山 壬生子
ことば工房
吉中 康麿

海生
田島
古谷
青野

直人
謙治
英明
重信

延本 真栄子
ぎゃらりぃ宮郷
嘉屋 基一
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 10:00 ～ 17:00）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】村上 美穂（英語会員）
【編集後記】先日、オーストラリアから平和公園を訪れた女子学生が、「これを見て！」と大事そうにバッグの
中を見せてくれた。オーストラリアで友達と折ってきたという、数十羽の色とりどりの折り鶴が入っていた。“サ
ダコの折り鶴 ” の精神が海外に広まっていることを実感し、心温まる思いだった。（美紀）

－－

