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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

嚴島神社大鳥居

青空に向かってすっくと立つ朱色の大鳥居は高さ

嚴島神社世界遺産登録 20 周年を記念して、宮島で

約 16.6 メートル。岸から眺めるとさほどとも思

はさまざまなイベントが開催されます。

えないが、潮が引いたときに近寄ってみると仰ぎ

・奉納コンサート（嚴島神社高舞台）

見るほどの思いがけない大きさだ。巨大な楠の柱
を目の前にすると、これをここまで運び、潮の満
ち引きを見計らいながら大鳥居を完成させた人々
の苦労がしのばれる。
実際に見なければ感じられないものは確かにあ
る。世界遺産登録 20 周年の今年、多くの人に宮

・宮島表参道商店街 「あかり」(5/30-2017/3/31)
町家通り 「行 灯」(4/26-12/22)
・宝物名品展 (11/24-12/18)

など

詳細については、（一社）宮島観光協会
のサイトをご覧ください。

島に来て、見て、感じていただければ。

―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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研修旅行 「出雲～神話と史実の交わるところ～」
素敵なご縁がありますように…
丸岡
昨年 HIGA の会員となり、今回

利恵 （英語会員）

した。その

初めて研修旅行に参加しました。 後島根県立
身近なようでまだまだ知らないこ

古代出雲歴

との多い神話の里 “ 出雲 ”。どん

史博物館に

な旅行になるのでしょうか。

到着し、ダ

バスに乗ってすぐに研修旅行グ

スティン・

ループの方々のプレゼンテーショ

キッドさ

ンが始まりました。出雲に関わる

んのレク

クイズ、松江城、松江スイーツ、 チャーを受
最適なお土産についてなど、思わ

け ま し た。

ず聞き入る話ばかりです。道の駅

“ 平成の小

では、さっそくおすすめの “ まま

泉八雲 ” と呼ばれている方で、出

しました。こちらの作品はアン

たまごプリン ” を頂きました。

雲の英文パンフレットの質が高い

ティークの着物、屏風や掛け軸に

まずバスは荒神谷遺跡・博物館

のはすべてダスティンさんのおか

鶴や季節の花などのキルトが施さ

に到着しました。学芸員の方がこ

げだそうです。お話を聞いている

れているものでした。伝統のある

こで大量に発掘された銅剣、銅鐸、 と、どれほど出雲を愛していらっ

出雲の屋敷や庭、景色と一体化し

銅矛について詳しく説明してくだ

しゃるかがわかります。出雲には

た作品は思わずため息が出るほど

さいました。この発掘により、神

まだまだ行ってみるべき面白い神

美しく、日本人であることを幸せ

話に出てくるように実際に王国の

社や場所がたくさんありそうで

に感じるひと時でした。

ようなものが出雲にあったのでは

す。黄泉比良坂（よもつひらさか）、

ないかと注目されるようになった

あの世とこの世の間も少し覗いて

とって何が大切なのかを考えさせ

そうです。歴史ロマンですね。

みたいような…。

られるものでした。研修旅行グ

今回の研修旅行は、ガイドに

出雲大社では二つのグループに

ループの皆様をはじめ、ダスティ

分かれ、HIGA の畝崎理事と出雲

ンさんや早川さんご自身がその土

の語り部ガイドの会の早川さんに

地や物に魅了されて、それをより

ガイドをしていただきました。何

多くの人に伝えたいという熱意が

度も来たことのあるはずの出雲大

あるからこそ、あれだけ人の心を

社ですが、全く知らないことばか

惹きつけるお話ができるのではな

り。早川さんのお話を聞きながら、 いでしょうか。研修旅行グループ
バスの中でガイディングしていた

の皆様、本当にありがとうござい

だいた場所を実際に訪ねる面白味

ました。また、道中でご一緒した

それからお食事処「暖簾」で昼

もあり、このしめ縄は島根の農家

メンバーの皆様に感謝するととも

食です。出雲にちなみ、素敵なご

の方が作られたんだな、とか心御

に、今回の旅行でいただいた素晴

縁がありますようにと、いただい

柱（しんのみはしら）はここにあっ

らしいご縁を大切に、これからも

たパンフレットに入った番号で

たのかと興味深く眺めました。

HIGA のメンバーとして精進して

銅剣の数々（荒神谷遺跡・博物館）

席が決まるよう工夫されていま

最後は出雲キルト美術館を訪問

－－

いきたいと思います。
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宮島 嚴島神社「管絃祭」を見学に行きましょう！
福島

毎年旧暦 6 月 17 日に行われる「管絃祭」、今年

満美子（英語会員）

は 7 月 20 日（水）です。今回は、歴史的背景など
は置いておいて、いつ、どこで、どうしたら良いか、
見学の仕方の一例をご紹介します。
まず当日、宿にチェックイン後（終了が夜中なの
で島内で宿泊がベター）、16 時前に嚴島神社をお参
りし（300 円で当日は何度も入退場可）、16 時か
ごほうれん

はつれんさい

らは、御神体を御鳳輦という神輿に移す発輦祭とい
う祭事を見学します。高舞台の近くにいると神輿の
上の金の鳳凰に触れることができるかも。
17 時になると男衆に担がれた神輿は、大鳥居の

周りの回廊にシートで場所を確保して船の帰りを待

下をくぐって管絃船に移されます。その後、大鳥居

ちます。22 時過ぎは満潮で、潮が回廊ギリギリま

の前で祭事が行われ、管絃が演奏された後、漕伝馬

で上がってきますが、その頃から漕伝馬船が次々と

船（こぎでんません）に曳かれ対岸の地御前神社に

神社に戻ってきます。クライマックスは江波漕伝馬

向かいます。船の近くで見学できるので、サンダル

船の枡形での勇壮な三回転で大盛り上がり。最後に

や短パンだと便利。

管絃船が管絃を奏でながら三回転した後、神輿は本

18 時過ぎに船が見えなくなったら、しばらく外
で食事をしたりし

殿に戻され、神様も還御されお祭りは終了します。
24 時過ぎです。

て夜になるまで過
ごします。

なお、船から管絃船を見学する方法もありますが、
かなり前から予約が必要です。

21 時 頃 に 嚴 島

大阪の “ 天神祭 ”、松江の “ ホーランエンヤ ” と

神 社 に 戻 り、 枡

ともに日本三大船神事にかぞえられる管絃祭、人が

形（客神社と回廊

少なめの平日に行われる今年はねらい目？

で囲まれた所）の

是非、ご計画ください！

瀬戸内国際芸術祭 2016

佐藤
瀬戸内海

の島々も美しい景色の中にユニークなアートの魅力

の島々を舞

が満載なんだと気付きます。芸術祭では既存アート

台に 3 年に

や定番スポットはもちろん、会期限定の新作アート

一度開催さ

なども数多く楽しめます。さらに地元ならではの食

れる瀬戸内

や文化の体験も。

国際芸術祭。

「オリーブの夢」（王文志（ワン・ウェンチー））

仁美 （英語会員）

夏・秋はさらに多くの人出が予想されます。ポイ

3 回目とな

ントを絞った上での綿密かつ余裕を持った計画が大

る今年は 12

切です。作品鑑賞パスポートや GPS でナビをして

の島と高松・

くれる芸術祭アプリ、地中・豊島美術館の事前予約

宇野港周辺を舞台に、春、夏、秋の 3 会期にわた

システムなども活用できそう。

り合計 108 日間開催されます。29 日間開催され

個人的にはまずは小豆島。広いのでレンタカーを

た春会期には 25 万人を超える来場者が訪れ、7 月

利用して「オリーブの夢」（写真）など地元でも話

18 日（月・海の日）からの夏、そして秋を合わせ

題の作品をめぐってみたいです。

た総来場者数は、前回に引き続き今回も 100 万人
を超すことが見込まれます。

日常を離れ、美しい自然を感じながらアートに触
れる、そんな贅沢な時間を求めて…。同様に世界中

直島だけで満足していた私ですが、瀬戸内のアー

から瀬戸内へやって来るお客様の気持ちを思い、自

トが国内外から注目を集めている中、この機会にぜ

分のガイディングにもつなげたいと思います。すで

ひ他の島々も巡ってみたいと情報収集しています。

に詳しい方はさらなる見どころをこの芸術祭で発見

公式ガイドブック（必携）を読めば読むほど、他

なさってください！（※芸術祭の詳細は HP をご覧ください）

－－
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さわち

春を呼ぶ土佐の “ おきゃく ”、豪華絢爛「皿鉢祭」
								

村上

美穂 （英語会員）

土佐弁で宴会を “ おきゃく（お
客）” といい、高知の宴会文化を
紹介し、食べて飲んで豪快に楽し
む食の祭典「土佐の “ おきゃく ”」
が 3 月 5 日から 13 日まで行われ
ました。
宴会には欠かせない地酒・料理
から、歌や踊り、漫画、アートや
スポーツと多彩なジャンルで約
40 の催しが高知市を中心に繰り
広げられます。ほとんどのイベン
トで、テーマに沿った料理や酒が
提供されるのが何といっても “ お

土佐伝統のお座敷遊びを体験で

力の大太鼓のパフォーマンスで午

きゃく ” の醍醐味。老舗旅館では

き、屋台村では手軽にご当地グル

前 10 時に開幕となると、展示を

メの四万十ポークや土佐あかう

楽しみに待ち構えた見物客がカメ

し、文旦などを味わえます。

ラ片手にどっと流れ込みます。

そしてメインイベントの一つが

会場には各出展者が工夫を凝ら

今年で 48 回目を迎えた「皿鉢祭」。 した皿鉢料理が長テーブルの上に
皿鉢（さわち）とは高知の伝統的

延々と並び、和・洋・中華料理か

な料理（の提供法）で、多彩な食

ら原型となった歴史を感じる皿鉢

材（寿司、天ぷら、焼き物からデ

料理まで、他では決してお目にか

ザートまで）が、一つの大皿に溢

かれない素晴らしい皿鉢料理を鑑

れんばかりに盛り付けられます。 賞できます。大作となると、畳一
会場の大橋通り商店街では、大迫

畳ほどのスペースに活きているか
の如く盛られた魚たちが舞い踊
り、土佐の食文化の特異性と調理
人達の腕の確かさと気風を感じら
れる素晴らしい、必見の祭りです。
（今年の皿鉢祭は 3 月 6 日 ( 日 )
の開催でした。）皿鉢祭を堪能し、
その後は日曜市でイモ天をパク
リ！定番グルメもお忘れなく。

HIGA の活動報告（2015 年 12 月～ 2016 年 5 月）
12 月 6 日（日）

HIGA 研修旅行「出雲～神話と史実の交わるところ～」

12 月 10 日（木）

世界史講座「ユダヤ人の歴史」

2 月 20 日（土）

2016 年度第 24 回通常総会
ホテルサンルート広島にて。ご来賓・会員合わせ出席者 92 名。
中国運輸局企画観光部次長 村上弘人様、及び広島県商工労働局観光課国際観光グ

			

ループ国際観光担当監 今井雅敏様よりご挨拶を頂き、報告・審議が滞りなく行わ

			

れ、引き続き懇親会にて親睦を深めた。

5 月 12 日（木）

世界史講座「イスラーム教の誕生とイスラーム世界の発展」

－－
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仕事の現場から

台湾から長崎へ

―通訳ガイドが語るあんなこと、こんなこと―

台湾人被爆者 王文其医師を偲ぶ旅

								

溝下

佳子 （中国語会員）

4 月 29 日、 長 崎 平 和 公 園 で、 は通訳ガイドとして同行させてい
私達を温かい笑顔で出迎えて下

ただいた。

さったのは、在外被爆者支援に取

医師を目指して長崎に留学して

り組む、平和活動支援センター所

いた王文其さんは、1945 年 3 月

長 平野伸人さんだ。

に旧長崎医科大学（現・長崎大学

2008 年秋、台湾に被爆者がい

医学部）を卒業後、大学付属病院

ることを知った平野さんは独自に

産婦人科に勤めていた。1945 年

調査を開始し、一人の台湾人被爆

8 月 9 日、午前 11 時 2 分、爆心

者の存在、王文其さんにたどり着

地から 700 ｍの至近距離にあっ

いた。翌年 2 月、台湾在住の王

た大学付属病院で被爆し重傷を

文其さんご夫妻を訪れ、被爆体験

負ったが、奇跡的に助かった。

の聞き取りを行った。このことを

王さんは「もう患者さんは来ま

きっかけに、2011 年から台湾で

せん。でも医者だから病院を開け

被爆者実態調査が始まり、12 人

ています。」と、昨年 98 歳で永

の所在が判明したのだ。平野さん

眠されるまで、恩師永井隆博士の

李展平氏著書「長崎原爆」

が動いていなければ、また、王文 「勇敢な姿、人間愛」を胸に秘め、
其さんの協力がなければ、台湾人

台湾嘉義市で内科医院を開業して

被爆者の存在は歴史の闇に消え

いた。

去っていたであろう。

平和公園、防空壕跡、爆心地、

王さんの息子さん達ご家族は、 原爆館、永井隆博士ゆかりの如己

旧長崎医科大学時代 (1943 年）の王文其氏
李展平氏著書「長崎原爆」より

ご両親と親交のあった平野さんに

堂と永井隆記念館、王其文さんの

お礼が言いたいと、長崎での再会

母校である現・長崎大学医学部、 の在りし日の面影を、懸命に追い

を熱望されており、この度の再会

爆風で浮き上がった当時の正門、 求めるご家族の姿に、平野さんも

を心から喜ばれていた。今回筆者

王其文さんが命からがら逃げ延び
た穴弘法山、奥様

胸が熱くなった。

が通われた玉木学

「ありがとう！ありがとう！」

園（現・玉城学園）、

「また長崎に来てください！」

息子さん達がお父

「 来 ま す と も、 ま た 必 ず 来 ま

様から聞いていた
眼鏡橋、金比羅山
など、息子さん達
からご要望のあっ

王氏の長男からひ孫まで四世代お医者さんご一家
後列右から 5 番目が平野伸人氏

私も、涙をこらえながら、何度も

す！」
「嘉義に来てください。阿里山
に行きましょう！」
「行きます、行きますとも！」

た場所を、夕暮れ

長崎の美しい夜景を背に、私達

までに、なんとか

は手を取り合い、別れを惜しみ、

全て見て回ること

再会を誓った。その日は、きっと

が出来た。ご両親

遠くない。

－－
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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、喜多流能楽師

大島衣恵様を講師にお招きします。

大島様は、
喜多流大島能楽堂 ( 広島県福山市 ) を中心に、喜多流初の女性能楽師として舞台活動を行う一方で、
子ども達や初心者への能楽体験学習に積極的に取り組み、能の普及と啓蒙活動に努めておられます。その活動
は日本国内のみならず海外へと広がり、日本の伝統芸能である能を世界へ発信する重要な役割を担っておられ
ます。
大島様の貴重なご経験を直接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。

『能の花は海を越えて』
講演者 : 大島 衣恵 氏 （喜多流能楽師）
日

時 : 2016 年 9 月 24 日 ( 土 ) 午後 1 時半～ 3 時半

場

所 : JMS アステールプラザ４階

定

員 : 100 名 ( 要予約 )

大会議室

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

~with sincere thanks~

【ご協力ありがとうございます】
HIGA 賛助会員の皆様（2016 年 5 月現在
団体会員：

個人会員：

大島 衣恵 氏
（喜多流能楽師）

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
清水不動産（株） 広島県民文化センター
市川 太一
くらわんか
先花 智恵子
吉井 敏弘
ぎゃらりぃ宮郷 花やしき

河井
龍山
河井

克行
壬生子
案里

嘉屋

青野

重信

基一

辻

孝和

海生 直人
三段峡ホテル
ことば工房
吉中 康磨

延本
田島
古谷
水田

真栄子
謙治
英明
浩二

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。
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】 伊丹

陽子（英語・独語会員）

【お詫びと訂正】 前号（2015 年 11 月発行第 47 号）5 ページ「2015 年度第 2 回学習会「ツアーと食事」」の執筆
者の名前の漢字に誤りがありました。正しくは「隅本 朋子（英語会員）」です。お詫びして訂正します。
【編集後記】 「平成 28 年 (2016 年）熊本地震」で被災された方々にお見舞い申し上げます。母の日に母の名前で義
援金を振り込んだ人もいれば、
営業再開した熊本の旅館を予約した人も。応援の気持ちの届け方は一つではない。
（い）

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/

－－

