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通訳ガイドの撮った一枚 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
      
 
 
 
 
 

 
－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/ 

雄大な自然美と厳島神社を中心とする人工建築物が、見

事に融和した荘厳で幻想的な美しさを誇る安芸の宮島。 

古くから日本三景の一つとして、また世界文化遺産とし

て、国内外問わず数多くの人々を魅了し続けています。 

暦が一回りしたこの時期、初春まず一番に訪れたいと思

う方も多いのでは。 

１月１～３日、５日は舞楽の奉納を鑑賞できます。 

（写真上：舞楽「蘭陵王」、写真下：舞楽「太平楽」） 
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オオサンショウウオの里 浄土寺 

壬生の花田植 飾り牛 

大朝 テングシデ群落 

    

有馬 多佳子（英語会員） 

12月 2 日（日）、今年の HIGA 研修旅行は、会員
32 名で北広島町に行ってきました。北広島町と聞い
てまず思い浮かんだのは、昨年ユネスコの世界無形

文化遺産に登録された、壬生（みぶ）の花田植です。 
最初に訪れた芸北民俗芸能保存伝承館では、花田

植に登場する飾り牛の実物大模型に圧倒されました。

華やかな装束や囃子道具なども展示されています。 
花田植より長い歴史を持つのが、次に訪れた古保

利(こおり)薬師。国の重要文化財指定を受けた仏像が
12 体おさめられています。平安時代初期の作という
ことで、千年以上の時を経た仏像がずらりと並ぶ空

間は、まさにパワースポットでした。 
次は、お楽しみの昼食。蓮光寺でご住職の法話を

聞いたあと、地元の食材を使った精進料理をいただきました。野菜のみでこんなに多彩なごちそうができるなん

て、と驚くばかり。会員たちは「この料理は何からできているのですか」と給仕の方を質問攻めにしていました。

芸北産どぶろくの味見もして、大満足の昼食でした。 
 次の目的地は、大朝のテングシデ群落です。テン

グシデが群生しているのは世界的にも非常に珍しく、

国の天然記念物に指定されています。テングシデの

特徴はクネクネと曲がりくねった枝ですが、その姿

の不気味さゆえ、ヨーロッパでは悪魔の木として切

り倒され絶滅してしまったとか。昼頃から降り出し

た雪が枝に積もり、現地は白とグレーの世界。想像

以上に幻想的で超自然的な景色が広がっていました。 
そしていよいよ最後の目的地は、オオサンショウ

ウオの里。世界で初めて人工巣穴でオオサンショウ

ウオの繁殖を成功させたところです。安佐動物公園

の足利様から紙芝居を使った楽しい解説を聞いたあ

と、巣穴を見学しました。その後、地元で保護活動

に取り組んでおられる三ちゃん S 村村長福長様、双
葉保育園園長浅枝様から熱意あふれる活動の様子を

伺い、オオサンショウウオの保護は、安佐動物公園

の専門知識と、地元の方々の自然への思いやりが一

緒になってこそ成功したのだと実感しました。 
 今回の旅行は、移動時間が短く、じっくりと見て

聞いて触れて食すことのできた旅でした。北広島町

にはまだ行ったことのない興味深いスポットがたく

さんあります。近場でもあり、ぜひ再び巡ってみた

いと思いました。 
 

ＨＩＧＡＨＩＧＡＨＩＧＡＨＩＧＡ研修旅行研修旅行研修旅行研修旅行    ～～～～北広島北広島北広島北広島！！！！    里山里山里山里山ににににパワースポットパワースポットパワースポットパワースポットをををを求求求求めてめてめてめて☆☆☆☆～～～～ 
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町家通り 

講演中の住本雄司氏 

２０１２２０１２２０１２２０１２年度第年度第年度第年度第２２２２回学習会回学習会回学習会回学習会    

「「「「宮島を歩こう～宮島の歴史・文化・自然を探る～」」」」        

岡井 冨美子（英語会員） 

本年度第 2 回学習会が、「新たな視点から宮島の魅力を探
っていこう」という主旨のもと、9月 2日（日）、宮島で開催
された。参加者 55名（午前）、57名（午後）。 

 当日は二部構成になっており、午前中は 7グループに分
かれて、通常のガイドコースとは異なるルートを探索。道案

内リーダーの説明に耳を傾けながら、要害山～山辺の小径～

滝の小路～西の松原を歩いた。上卿（しょうけい）屋敷の見

学では、脈々と受け継がれてきたご当家の歴史もさることな

がら、一の宮である厳島神社の格の高さを再確認することが

できた。 
 午後からは、八幡毅会員の同級生であり、大の歴史愛好家でいらっしゃる住本雄司氏の講演「戦国時代の宮

島さんの神主が語る厳島神社の歴史と信仰」を聴いた。住本氏は、歴史書・古文書を解読されるだけでなく、自

らの足でその歴史を辿り、現役の会社員でありながら宮島の歴史ガイドもされるという、まさに“スーパーマン”

である。毛利元就の時代に厳島神社の棚守（宮司）であった房顕（ふさあき）の「覚書」から見えてくる、当時

の宮島を生き生きと語ってくださった。「なぜ、『神の島』と呼ばれる宮島で合戦が行われたり、遊郭などが置か

れるようになったのか？」という疑問についても、「中世から

近世にかけて日本人の意識変化が起こったため」という、氏の

説明に納得がいった。「古文書」という響きから、すごく難解

な書物を連想していたが、住本氏の解説を聞いているうちに、

なんだか親しみが感じられるようになってきたのは不思議で

ある。また、自分が興味を抱くことをとことん追求し、それを

他の人々と共有することを楽しんでおられる姿に、ガイドの本

質を見た気がした。 
 人を惹きつけて止まない宮島。今回の学習会に参加して、

宮島をもっと深く知りたくなってきた。 
 

 
 

9月 2日（日）第2回学習会「宮島を歩こう」 

9月13日（木）世界史講座 「ドイツ史（３）ドイツの統一」 

11月8日（木）世界史講座 「ドイツ史（４）第一次世界大戦とヴァイマル共和国」 

12月2日（日）研修旅行   「北広島！里山にパワースポットを求めて」 

 

ＨＩＧＡの活動報告 (2012 年 8 月～12 月) 
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◎◎◎◎2011年年年年11月月月月ユネスコユネスコユネスコユネスコのののの世界無形文化遺産世界無形文化遺産世界無形文化遺産世界無形文化遺産にににに「「「「壬生壬生壬生壬生（（（（みみみみ

ぶぶぶぶ））））のののの花田植花田植花田植花田植」」」」がががが登録登録登録登録されされされされ、、、、有名有名有名有名になりましたになりましたになりましたになりましたがががが、、、、北広北広北広北広

島町島町島町島町のののの紹介紹介紹介紹介をををを。。。。 
北広島町には、まだまだ知られていない沢山の観光素

材があります。西日本最大規模で「にほんの里 100選」
に選ばれている八幡湿原、ブナ林の群生地としては県内

有数の規模を誇る臥竜山、中国地方を代表する 2つの川
（江の川、太田川）の源流域など自然環境に恵まれてい

ます。また、「壬生の花田植」をはじめとした農耕行事

や県内最多数 60 を超える神楽団があるなど、伝統文化
を大切に受け継いでいます。世界でここでしか見られな

い「大朝のテングシデ群落」や世界初オオサンショウウ

オの人工巣穴での産卵が確認された場所、豊平そばやど

ぶろく、高原野菜、６つのスキー場、温泉、農家民宿と

いった四季折々、年間を通じて様々な楽しみ方ができる

町です。 

◎◎◎◎「「「「壬生壬生壬生壬生のののの花田植花田植花田植花田植」」」」はははは海外海外海外海外でもでもでもでも公演公演公演公演があったそうですががあったそうですががあったそうですががあったそうですが。。。。 
2012 年 6 月には、広島商工会議所とホノルル日本人

商工会議所との姉妹提携 30 周年記念式典に出席し、イ
ベント「まつり in ハワイ」で花田植を披露しました。
1986 年 6 月には、アメリカ・ワシントン民俗文化祭に
日本代表として出演したこともあります。 

◎◎◎◎海外海外海外海外からのからのからのからの受受受受けけけけ入入入入れれれれ状況状況状況状況についてについてについてについて教教教教えてえてえてえて下下下下さいさいさいさい。。。。 
2009年度より海外からの受け入れも行ってきました。

これまでに、中国、台湾、韓国、カナダ、オーストラリ

アの教育旅行などを受け入れています。宿泊は農家民宿 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆    インタビューインタビューインタビューインタビュー    ◆◆◆◆◆◆◆◆     
今活気のある広島県の観光地の一つに北広島町があります。北広島町観光協会観光コーディネーターであり、英

語通訳案内士資格を持つ当協会会員の宮本順子さんに、北広島町の魅力を語っていただきました。（本誌 2ページ
の研修旅行コーナーもご参照ください。） 

タクシー・ハイヤー・バス・トラベルは・・・ 

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/ 

ISO9001:2000 認証取得 

中心で地元の方々と交流、体験は、農業体験、神楽体験、雪遊び、そば打ち、湿原トレッキングなど、北広

島町の自然、環境、文化にしっかり触れていただける内容です。受け入れ家庭には、「カンタン会話集」や多

言語の案内板（浴室・トイレ等）を配布、中国語講座の開催や、パンフレットの多言語化（英語・韓国語・

中国語簡体字/繁体字）など、受入体制を整えています。HIGA会員の方にも翻訳や通訳ガイドなど、ご協力
いただいています。 

◎◎◎◎北広島町北広島町北広島町北広島町のののの今後今後今後今後のののの展望展望展望展望ややややＰＲＰＲＰＲＰＲなどありましたらなどありましたらなどありましたらなどありましたら、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。 
北広島町は、2008年度から 2年間、子ども農山漁村交流プロジェクトの受入モデル地域として、国の指定

を受けました。2008～2011年度は、芸北地域の民宿だけで小学生の受け入れを行っていましたが、2012年
度からは、町内全域で一般家庭による民泊受入を開始。今後、更に受入家庭を増やし、県外の修学旅行の誘

致もしていく予定です。2013年７月末には、道の駅舞ロードＩＣ千代田の第二期整備が終わり、舞台付レス
トランも出来ます。広島市内からのアクセスも便利なので、是非お越しください。 

写真上：早乙女  下：今田神楽団 
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２０１２２０１２２０１２２０１２年度年度年度年度    新人新人新人新人研修研修研修研修                三澤 志織（英語会員） 
  

 
  
  
 

去る 6 月 3 日、宮島、縮景園、平和公園を要所ごとに新人会員がスポットガイディングしながらまわる参
加型新人研修が行われました。11 名の参加者は宮島組か縮景園＆平和公園組に予め割り振られ、スポットの
リストのみ知らされます。担当の組のどのスポットでも対応できるよう準備しておくというものでした。 
 当日は 8時 45分に広島駅北口に集合し、雨が降りそうな怪しい雲行きの中、貸切りバスでまず宮島へ向け
出発しました。3名の事務局の方からお話を聞きながらあっという間に宮島口に到着。フェリーで宮島に渡り、
島内研修開始です。途中事務局の方から今年の参加者はこっちが不安になるくらい大人しい、との声が。きっ

と皆どの箇所が当たるのかと緊張していた為でしょう。宮島担当だった私も相当緊張です。大鳥居、厳島神社

入口と次々にスポットが進み、本殿の前でついに当たってしまいました。かなり反省の多い結果でしたが、な

んとか終了しほっとしました。その後、平舞台、能舞台、大願寺とまわり、商店街付近で解散。数組に分かれ

昼食をとりました。 
午後は市内へ戻り、車内から広島城を見学しつつ縮景園へ。この頃には天気が一転、夏のような暑さに。園

内はしょうぶ茶会が開催されており、賑わっていました。茶室や園についてのガイディング後、皆で園内を 1
周し、縮景園を後にしました。そして最後の平和公園へ。原爆ドーム、原爆の子の像などを回り、死没者慰霊

碑前で全員のガイディングが無事終了。 資料館地下のロビーでの事務局の方によるまとめと質疑応答で締め
くくりでした。事務局の方から貴重なお話やアドバイスを頂いたり、他の参加者の工夫されたガイディングに

刺激を受けたりと、有意義な研修となりました。 

Asahi Weekly 連載コラム ｢通訳ガイドの英語案内｣    海生 郁子（英・西語会員） 

ことの始まりは、インターネットグループ員として担当させて頂いている HIGA ホームページの｢日本小話｣
でした。会員にリレー形式で、興味ある日本事象を日本語と登録言語で書いて頂いているシリーズ物ですが、ご

協力のお陰で、今や５３テーマにもなりました。外国人との仕事や交流の中で、伝えたいと思っている事象を選

んで書いて下さるので、その由緒や背景にまで深く切り込んである力作ばかりです。 
この夏、このコラムに目を付けてくださった Asahi Weeklyから、日本事象を日英で書いてみないかというお

声がけを頂きました。原稿を編集してアップするだけが仕事だった私としては、全国版の英語紙に寄稿すること

には戸惑いがありました。しかし、担当編集者にお会いし、ガイドの仕事をする中で初めて気付いた外から見る

日本事象、その発見の楽しさをお話しする内に、書かせて頂きたいという気持ちになりました。 
寄稿手順としては、私が和文を書いて送り、内容についてコメントを頂きます。このコメントを読んだ時、｢こ

れぞ、プロの編集者の目の付け所！｣と感嘆の思いでした。ありきたりの外国語で説明する日本事象でなく、客

人の目線を捉えた臨場感ある内容を求められることに気付かされました。ガイドとして書くと言うことはこうい

うことなのか、と目から鱗の思いでした。 
ガイドと違って、顔の見えない読者が対象なので、試行錯誤の連続で、編集者の辛抱強いお力添えに頼ってい

る現状ですが、ガイドの現場から双方向的に日本事象を楽しく紹介するコラムにしたいと思っています。有難い

ことにガイド体験を入れさせて頂けるので、広島のお好み焼き、酒どころ、紅葉の名所、土手鍋など、地方色を

出させて頂けるのも、広島人としては嬉しいところです。 
毎月 1週目号を海生が、3週目号を伊東正子会員が担当しています。機会がありましたら、是非お読み下さり、

辛口のコメントを頂戴できれば幸いです。 
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HHHHIIIIGAGAGAGA 文化講演会文化講演会文化講演会文化講演会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

本年度の HIGA文化講演会は、広島女学院大学の長尾ひろみ学長を講師にお招きします。 
長尾学長は、外国人被告の通訳をする「法廷通訳人」として 30 年の経験を持つプロフェッショナルで

あり、また、2004 年神戸女学院大学大学院に通訳で修士号を取得する専攻を設置し、「通訳」を学問研究
領域とした先駆者です。今回の講演会では、オーストラリア・メルボルンで日本人観光客が麻薬密輸で有

罪判決を受けた事件、いわゆる『メルボルン事件』を例に、人生を狂わせてしまう可能性を持つ「通訳」

の責任の重さについて解説していただきます。 
現役の通訳人やそれを志す人はもちろん、国際交流に関心がある人すべてにとって、第一人者からお話

を伺う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。 
『通訳ミスによる冤罪の可能性』―メルボルン事件の分析― 

講演者： 長尾 ひろみ氏（広島女学院大学学長） 
日 時： ２０１３年２月１６日（土） 午後１時半～３時半 
場 所： アステールプラザ７階研修室 （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：ひろしま通訳・ガイド協会 (HIGA) 

higa@urban.ne.jp 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 【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 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)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 

       (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： 

        

                          

                         

                           

                      

  

 

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】HIGAニュース創刊号が発行された１９９２年に流行したものは、「きんさん、ぎんさん」「ツ

インピークス」「もつ鍋」。なつかしいです。十年一昔と言いますが、二昔前のことですものね。（風信子） 

 

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。 

広島県廿日市市宮島町 1129 
 ＴＥＬ (0829) 44-2221 
http://www.fujiiya.co.jp  

宮島銘菓  
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  

大正十四年創業 

市川 太一 くらわんか 河井 克行 藤井 倫子 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 畑 博行 田島 謙治 ぎゃらりぃ宮郷 

花やしき 河井 あんり ことば工房 古谷 敏明 三上 貴教 

嘉屋 基一 辻 孝和 岩穴口 一夫 青木 尚二 青野 重信 


