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通訳ガイドの撮った一枚

能舞台に目を向けるといつも背筋が伸びるように感じ
るのは、そこで演じられる能の世界の奥深さのためでし
ょうか、それとも舞台の持つ佇まいのためでしょうか。
檜の板張り、それを強く踏む時の音、簡素な背景、素朴
な楽器、謡い、そして弛み無い修練を積んで舞台に上が
る演者…

凛としたものが持つ美しさを伝えています。

（写真上：アステールプラザ中ホール能舞台、
写真下：厳島神社能舞台）

－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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「いよいよ萩へ・・2013
「いよいよ萩へ・・2013 年度 HIGA 研修旅行」
中川

冨起子（英語会員）

津和野町に住んでおり、「いまさら萩へ？」と
いう心境ながら、「いよいよ」と銘打った研修旅
行グループの思い入れの強さ・熱気に押されて参
加を決意。津和野ガイドクラブ（日本語！）の会
員になり、萩・津和野ルートでの観光客対策に、
少しは専門的な知識も必要だろうと思っていた
矢先でもありました。一般的な観光旅行ではなく、
内容の濃い研修に違いないという期待、それをは
るかに超える充実した１日でした。当日の様子を
思いつくまま順を追って書いてみましょう。
＜１＞ バス内、探究心旺盛な７人のプレゼン
テーション・・・入念な準備に感服！これぞ HIGA
の研修旅行の醍醐味でしょうか。萩藩の歴史、吉
田松陰・高杉晋作人物像、世界産業遺産登録予定

集合写真

の反射炉、萩城と広島城の共通点、萩焼、萩の特産品等々。高レベルの解説に「知るは最高の楽しみ」と、私的には既
に萩を十分堪能した気分。あとは美味しい昼食を食べるだけで会費の元を取ったも同然と低レベルな私。景品つきのク
イズも、物知り会員の一発正解で景品を逃し、内心がっかりでした。
＜２＞ 萩焼窯元「野坂江月堂」・・・立派な登り窯と作業場、モダンな作品群との遭遇。新鋭作家の野坂氏自らの
案内で萩焼工程を拝するという得難い経験。ご自宅の美しく紅葉した庭木に目を休めながら縁先で頂戴したお茶にほっ
と一息つきました。
＜３＞ 旅のハイライト＝昼食は高級旅館「雁島別館」にて・・・建物からして豪華！窓から松本川を見渡す洋間。
同席の仲間と話に花が咲きます。地元食材を使った豪華な料理にお腹も心も満たされました。富裕層のお客様をご案内
する所と伺い、納得でした。
＜４＞ 「萩反射炉」と「恵美須ケ鼻造船所跡」
・・・
長州藩の近代化への熱意を実感！
＜５＞ 「萩博物館」
・・・
「江戸時代の地図がその
まま使える町、萩」への誇りと熱意。館長補佐の松原
様が用意された沢山の資料を見ながら、懇切丁寧なお
話をお聞きし、観光事業への熱い思いを感じました。
夏みかんソフトを舐めながらの街歩き班も満足げ！
＜６＞

「道の駅・萩しーまーと」・・・売上げに

大きく貢献。時間一杯旨いものあさり。人気は薩摩揚
げ、ひげビール、魚の干物にお漬物。
＜７＞ 帰りのバス内・・・まずは研修旅行グルー
プのご苦労にひたすら感謝の声、声、声！そして多士
済々の近況報告に元気を頂く内に無事広島駅到着。

萩反射炉

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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2013 年度第 2 回学習会『危機管理を学ぼう』普通救命実技講習会
福見

佳乃（英語会員）

9 月 28 日（土）、アステールプラザ 4 階大会議室にて、今年度第 2 回目
の学習会「危機管理を学ぼう」が開催され、30 名の会員が参加しました。
講師は広島市消防局救急教育センターの小山さん、岸水さん、藤田さんで、
最初に小山さんから、ご自身が 119 番を受ける職場にいらっしゃった頃の
お話や、救急救命実技を受ける上での Web 講習の内容の復習や、実技の
説明がありました。その後 3 班に分かれ、実際に人形を使っての実技講習
に移りました。
具体的な救急救命方法を習うのは初めてという会員も多く、最初は胸骨
圧迫の方法や AED の使い方に戸惑う場面も見受けられましたが、講師の
方々の丁寧な説明に熱心に耳を傾け、積極的に実技に参加する様子が伺え
ました。私は岸水さんのグループだったのですが、実技の合間で何度も「胸
骨圧迫は強く、速く、絶え間なく」と言われていたことが印象に残ってい
ます。「強く」は胸が 5cm 沈むぐ
講師による胸骨圧迫の実演

らい、
「速く」は 1 分間に 100 回程

度のスピードで（ドラえもんの歌「あんなこといいな♪」という歌のテン
ポを思い出すと良いそうです）、
「絶え間なく」は救急車が現場に到着する
までの約 8 分間休むことなく、という意味だそうです。実際に人形を使っ
て胸骨圧迫を行うと、1 分も経たない内に息が切れ、かなりの力を要する
ものだということがよく分かりました。AED を触ったのも初めてだった
のですが、電源が入ると、全て音声システムで何をすれば良いかという指
示が出されるので、意外と簡単に使えるものなのだということを知りまし
た。色々なパターンでの実技を行った後、参加者全員に「普通救命講習修
了証」が配られ、講習会は終了となりました。
今回教わった内容は、実際にガイドとしてお客様と接する際だけでなく、
日常生活においても大変役に立つものだと思いました。出来ることならば
胸骨圧迫・AED 使用の実技

実際に使う場面が無いことを切に願うばかりですが、いざという時にはこ

の修了証を所持している以上、臆することなく救急救命活動を行うようにしていきたいと感じました。

ＨＩＧＡの活動報告 (2013 年 8 月～12 月)
9月14日（土）世界史講座
9月28日（土）第2回学習会
12月 1日（日）研修旅行
12月14日（土）世界史講座

「フランス革命からウィーン体制の終了まで」
「危機管理を学ぼう」救急救命講習会
「いよいよ萩へ～近代日本はここから始まった！～」
「ナポレオン3世後のフランス」

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

江田島海色国際交流事業の通訳を終えて

柏

博子（英語会員）

2011 年と翌 12 年に続き、江田島海色国際交流事業の通訳を、畝崎雅子会員と担当した。今年はベトナム、ミャ
ンマ－、江田島の中高生が、国立江田島青少年交流の家の阿部様、錦織様の指導のもとで、いろいろな活動に参加
したが、国境を越えて心通わし、お互いの文化をシェア－し、活発に意見交換できるすばらしいプログラムとなっ
た。今回のテーマが『アニメ』と『スポーツ』というとても身近で若者が熱く語り合えるものだったこともあり、
ウェルカムパーティ－から、大いに盛り上がった。通訳も不要で、彼らはアニメのキャラクターや好きな漫画を紹
介しあい、サッカー選手の話をし、またゲームを通し、楽しく親しく交流をはじめた。
さとうみ科学館での通訳も今年で 3 回目だ。あいにく雨が続き、海辺にでかけることはできなかったものの、彼
らは、ワクワクしながら海辺の生きものを直に触り、観察して、チームでクイズを解いていった。「このカブトガ
ニの目はどこ？メスの方が体が大きい理由は？このヤドカリ、お腹は左巻き？右巻き？ハクセンシオマネキガニの
ダンスは何のため？」西原直久館長の講義は、自然、生物、人間のつながりを知り、環境を学べる大変面白いもの
だった。私も新たな発見と生物の神秘に魅了された。
この事業のメインイベントは、三カ国の中高生によるプレゼン、ディスカッション、合同発表会だ。パワーポイ
ントを使っての発表、ネット情報のみならず江田島市内の中学 2 年生にアンケートをとっての比較・考察、マンガ
家顔負けの人物画を描いての比較、各国の伝統スポーツ紹介、将来へ
の提言など実に工夫に満ちたプレゼンだった。その後のディスカッシ
ョンでは、彼らの豊富なアニメ知識に、通訳の私もたじたじになった
り、愉快な提案に笑わされたり、後ろで見守る文科省の方、地元の教
育関係者の方も感心するほど活発なものになった。
一週間のプログラムを終えた彼らは、充実感にあふれるきらきら輝
く姿で、別れを惜しみ再会を誓いあっていた。次代のリーダーとして
すでに歩み始めているようだった。畝崎会員と、彼らにエールを送り
「また機会があれば一緒にお仕事したいですね。」と語りながら彼らの
参加者の中高生と宇品港で
最高の笑顔をお土産に江田島を後にした。

名産品紹介：福山の「慈姑」とは・・・
名産品紹介：福山の「慈姑」とは・・・？
「慈姑」とは・・・？

光成

美恵子（英語会員）

「慈姑」はある根菜ですが、さて、何と読むでしょうか？・・では、最初のヒントです。１つの根にたくさん
の実がつくその姿が、慈悲深い姑（中国では「姑」は「女性一般」の意味もあります）が子供に乳をあげている
ように見えることから、このような漢字がつけられました。2 つ目のヒント。小さな球形から芽が伸びているた
め、「食べると芽が出る」と昔から縁起をかつぐものとして、おせち料理や祝いの席の料理には欠かせないもの
です。3 つ目のヒントです。福山市は日本一の生産量を誇っています。正解は、
「クワイ」です。葉の形が鍬の形
に似ているところから、
「鍬芋（くわいも）」がクワイになったと言われています。また、川の中にできる芋と言
うことで、「川芋（かわいも）」が転じてクワイになったという説もあります。英語では「arrowhead」。芽が矢
じりに似ています。
古来、福山では一部の沼地にクワイが自生していました。レンコンと同じように湿田で育ちます。20 世紀初頭
に栽培が始まり、1950 年代半ば頃から、縁起の良い食べ物として需要が拡大し、2007 年には埼玉県を抜いて全
国生産量が 1 位になりました。
クワイは栄養豊富な根菜で、主な成分は、芋と同様、炭水化物ですが、カリウムやリンがたくさん含まれてい
ます。カリウムは、塩分に含まれているナトリウムを排出する働きがあるため、高血圧を予防し、筋肉の収縮を
スムーズにし、リンは、糖質の代謝を活性化するため、疲労回復に役立ちます。煮物にして食べると、ユリ根に
似た苦さがあり、ホクホクした食感があります。
（左：クワイ畑、 右：クワイ）
小さいものはそのままで、大きいものはスライ
スして素揚げにすると、パリパリの食感が楽し
めるクワイチップスになります。旬は、11 月
から 2 月です。
クワイは、12 月 28 日の誕生花で、花言葉
は、「縁起が良い」。さあ、栄養豊富で縁起の
良いクワイを食べましょう！
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◆◆ インタビュー

◆◆

アステールプラザで国際交流
アステールプラザで国際交流！
で国際交流！
広島市国際青年ボランティア養成講座を支えるチカラ
広島市国際青年ボランティア養成講座を支えるチカラ

村上

美穂（英語会員）

アステールプラザに拠点を置く(財)広島市未来都市創造財団では、広島市内及び近郊に居住する 15 歳から
30 歳の青年を対象に広島市国際青年ボランティアを募集し、多彩なボランティア養成講座や交流会が実施さ
れています。HIGA の会員も平和公園や古典芸能をテーマとする英語ガイド講座に講師として参加していま
す。活動の裏側について財団の升島さん、粟河さん、石井さんに伺いました。（写真上、左から）

◎国際青年ボランティアをどうやって育成するの？
---まず日本や日本文化について知る事が大事。禅や漫才など
幅広く日本文化を紹介する講座では、多くの若者が今まで知
らなかった日本文化を学習し日本人としての自覚と誇りを
持ちます。交流会では、ゲストを迎える準備を通しておもて
なしの精神や助け合いの気持ちが養われます。ゲストももて
なしに満足され当日は笑顔が絶えません。これらの体験が国
際青年ボランティアを育成します。
◎平和公園ガイド講座について
---特に国際平和文化都市＝広島を意識している訳ではない
のですが、外国人と会って“I’m from Hiroshima.”と言えば
広島に関する質問は必ず受けるでしょう。その時にきちんと
自分の考えを持って答えられる準備はして欲しいです。ガイ
ドの内容は受講生各自に任せていて、原爆や平和をテーマに
する受講生もいるし建物をテーマにする受講生もいます。必
要不可欠なテーマだけど、押し付けではなく自発的に考えて
取り組む姿勢を尊重したいです。
◎多彩な養成講座や交流会、
◎多彩な養成講座や交流会、 多忙な彼女たちを支えるもの
は？
国際青年ボランティアは、アステールプ
ラザに宿泊される外国人の方に日本文化
を紹介する「交流サロン」でも活躍して
います。今夏はリピーターを含むオース
トラリアの学校２校が利用され、お好み
焼きや手巻き寿司を作ったり、紙相撲で
遊んだりと盛り上がったそうです。今後
の詳しい活動については広島市国際青年
会館ホームページをチェックして下さ
い！

---粟河さん：三人のチームワークだと思います。トラブルや
ハプニングがあっても、一人だと一人の視点での判断です
が、三人だとより正しい道を選べると思います。
升島さん：受講生の成長。始めは心細そうだった受講生が、
講座最終回の実践の日に一番輝いていて驚きます。素敵なビ
ックリ。
石井さん：チームワークはもちろん、受講生の伸びや頑張
りもですが、熱意溢れる講師の方々との出会いも励みになり
ます。
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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、名水の専門家として、また環境保全・バイオ技術分野で活躍しておら
れる佐々木健先生をお迎えします。生命を維持するのに欠かせない、そして、私達の体の約 70％を占める
水。名水とは、おいしい水とは、美容に良い水とは・・・？

身近な話題から放射能除染の最新研究まで、

自称「水の商売の先生とも呼ばれる泥酔博士」による、ユーモアに満ちたお話をうかがいます。多数のご
参加をお待ちしております。

『名水と美容と健康

‐ 西条のお酒はなぜおいしいのか ‐』

講演者： 佐々木 健氏
（広島国際学院大学教授 地域連携センター長）
日 時： 2014 年 2 月 8 日（土）13:30～15:30
場 所： 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：ひろしま通訳･ガイド協会（HIGA）
お申し込み
（月～金 11:00～16:00)
TEL:082-245-8346 FAX:082-243-6767
E-mail: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（2013 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
(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

広島トヨペット(株)
つばめ交通(株)
藤井循環器内科

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

藤井 倫子
龍山 壬生子
ぎゃらりぃ宮郷
古谷 敏明
三村 奈七子

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
青野 重信

(有)はやし
(株)藤い屋
岩惣

海生 直人
三段峡ホテル
三上 貴教
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・文】伊東 正子（英語会員）
【編集後記】HIGA ニュースグループでは、取材・編集を手伝っていただける会員を大募集中です。今は少
人数でがんばっています。興味のある方は事務局までお気軽にどうぞ～！お待ちしています。（豆）

英

語

・イタリア語 対 応

宇品 3 丁目電停前
診療科目

内科：循環器・消化器（胃カメラ）・呼吸器，
放射線科（マルチスライスＣＴ）
内科
放射線科
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