
  

 

東京丸の内ロータリークラブ 

 

第１９回 例会議事録 

 

２０１８年 1２月１９日(水) 

 

会場 センチュリーコート丸の内 

    アカンサスノース・ルーム 

① プログラム 

司会進行  久保田佳代会員 

開会点鐘  尾崎由比子会長 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

岸宏保会員 

卓話者紹介  久保田佳代会員 

ゲスト・ビジター紹介 久保田佳代会員 

ニコニコ報告   渡邉寿一会員 

 

◆ 本日のニコニコボックス 

・尾崎 由比子 会長 

 「本日は年内最後の例会となります。皆様設立か

らご協力ありがとうございました。来年も引き

続きどうぞよろしくお願いいたします！」 

・塩島 由晃 監事 

 「本日は古山さんのイニシエーションスピーチ

楽しみにしています」 

・田路 和也 会員 

 「古山さん、イニシエーションスピーチ宜しくお

願いします。私事ですが、昨日、台湾にて『仕事

ができる人の最高の時間術』が翻訳出版されま

した」 

・臼杵 紗季 会員 

 「古山さん、イニシエーションスピーチ楽しみに

しておりました。よろしくお願いいたします。」 

・古山 真紀子、藪口 真太郎、渡邉 寿一 会員 

 （本日合計 28,000 円 〈累計 1,103,500 円〉） 

 

 

 

② 会長報告 尾崎会長 

⑴ Guest Welcome Day について 

先日のゲスト・ウエルカムデー、非常に盛大に

開催されました。ありがとうございました。１０

名のゲストの方のうち、恐らく４，５名がご入会

になりそうです。まだ決めきれない方や会社の社

長が入会を検討しているなどの例もありますの

で、１月２３日の例会には、再びゲストがお見え

になることかと思います。ぜひとも温かくお迎え

ください。 

 

⑵「委員長会議」について 

１月第２例会前の時間を使って「委員長会議」

を開催したいと思います。委員会で何が行われて

いるか、あるいは委員会で抱えている問題などに

ついて話し合う機会です。私達の場合、「前任

者」がありませんので、ご自身の委員会だけでな

く、他の委員会が困っていることについても、皆



さんで相談やアドバイスし合うようにしたいと思

います。委員長の皆様、お時間の確保をよろしく

お願いします。委員長欠席の場合は代理の方でも

かまいません。 

 

⑶ 地区拡大増強セミナー（12 月 3 日）参加報告 

セミナーで詳しくお話があったのは、「各クラ

ブで衛星クラブを作るように努力して欲しい」と

いう要請です。衛星クラブは８名から作ることが

出来、それを応援して各クラブが将来的に独立し

た子クラブにする、ということです。丸の内はま

だ出来立てですが、あまり遠くない将来そのよう

な地区への貢献もしていきたいと思いますので、

皆様も少し意識して頂けたらと思います。 

 

最後に私事ですが、長年患っていた右足の人工

股関節の手術が、年次総会の当日に行われること

になってしまいました。大変申し訳ございません

が当日欠席となります。議事進行は副会長の嘉納

先生にお願いします。忘年会には地区から４名ご

出席くださいます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。皆様すてきなクリスマスと良いお年をお迎

えくださいますようお祈りしております。今年一

年間どうもありがとうございました。 

② 副会長報告 朴会長エレクト 

 第２回心のバリアフリー・チャリティーセミナー

について 

 皆様、先日(12 月 10 日)第２回心のバリアフリ

ー・チャリティーセミナー、ありがとうございまし

た。久保田会員と塩島幹事、素晴らしい内容でした。

大変勉強になりました。早速３回目についてご相

談です。第３回は「心のバリアフリー検定」です。

私が代表理事を務めております日本補助犬協会が

「心のバリアフリー検定」を実施しております。そ

の立ち位置なのですが、日本補助犬協会実施の「も

っと知って補助犬キャンペーン」の中の一番大き

なイベント「補助犬フォーラム」があり、その午前

の部に心のバリアフリー検定を行います。そこに、

東京丸の内ロータリークラブの冠をつけて、つま

りスポンサーという形で、それを第３回のセミナ

ーにしようということを考えておりました。ここ

に少し問題がございます。まず、開催日時が平日の

午前中ということで、会員の皆様のご参加が難し

いかもしれないということです（ここで、２月１５

日不参加の方、挙手）。「心のバリアフリー」は旬な

テーマで、また汎用性がございますので、ぜひチャ

リティーセミナーの講師としてやってみたいとい

う方、今までは２名でやって来ましたが単独でも

構いませんので、社会奉仕委員会の方にお申し出

くださればと思います。 

③ 幹事報告 塩島幹事 

⑴ 年次総会と忘年会について 

年次総会を１２月２６日１７時から嘉納副会長

の事務所にて行います。よろしくお願いします。そ

の後、丸の内土佐料理祢保希にて 18:30 より忘年

会を行います。皆様ご参加お願いします。 

 

⑵ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック

大会「都市ボランティア」について 

 前回もお知らせしましたが、こちらに関しても

ご承知お願いします。 

 

⑶ 加盟認証一周年記念 

来年２月２６日に加盟認証から１周年を迎えま

す。皆さんと一緒に食事会でもできればと思って

います。２月２５日の週の皆さんのご予定をお伺

いしたいと思います。 

 



⑷ゲストご招待について 

 先日のゲスト・ウエルカムデーでご入会に前向

きの方には、１月２３日にまた例会にお越し頂く

こともお願いしたいと思います。 

④ 出席報告 臼杵会員 

会員数 21 名 ゲスト 0 名 

出席数 16 名 ビジター 1 名 

欠席数 5 名 出席率 76.2％ 

前回修正 出席率 ％ 

 

◆ 本日のビジター・ゲスト 

・星川 知之様（川之江 RC〈愛媛県〉） 

 ⑤ イニシエーションスピーチ

古山 真紀子 会員 

通訳です。 

雇ったことある人？ 

通訳、と一言で言っても、いくつか種類が。 

ガイド通訳、放送通訳、会議通訳。 

ガイド通訳は、唯一、国家資格を求められるもの。

学生時代、一度バイト（ホテル→横浜港）のお連れ

する、というバイトをやったが、トランクを数える

だけでムリ！ これは、通訳より「お世話するのが

好きな人」でないと務まらない。 

放送通訳は、1991 年、湾岸戦争がきっかけ。CNN

等、リアルタイムでニュースを伝えるテレビ局が

登場し、同時通訳で。その後は、通常のニュース番

組を時間をかけて訳し、放送の際にリアルタイム

で出す、いわゆる時差通訳が増えた。私はこれで仕

事を始めた。 

 

会議は、ガイドと放送以外の全部をざっくりま

とめて言う。大がかりな国際会議から、少人数の商

談や表敬訪問の通訳も、取り敢えず「会議」という。 

これもやっている。もともと放送通訳として始め

たが、ずっと同じことをやっていると飽きるので。

会議は毎回テーマが違うから、緊張する。 

 

通訳はフリーが多い。 

 

会議は秋が繁忙期。 

理由は簡単。夏休みが終わり、年末、もしくはクリ

スマスまで、経済活動も、学会も活発化する時。南

半球も冬が終わり、とにかく世界中で動きが活発

化し、それに伴って、通訳も忙しくなる。 

 

さらに通訳のやり方として、大きく分けて、同時

通訳と逐次通訳。 

同通の方が難しそうに見えるが、実は逐次の方

が大変。 

 

大きな会議だから大変で、少人数の仕事だから

ラクとは限らない。 

人数に関わらず、準備の必要性は同じ。 

 

例えば！ 残念ながら欠席した「こころのバリ

アフリーセミナー」。 

あのイベントの通訳を、ということになったら、例

えば薬膳スープ。あの材料は、すぐに訳せない。効

能も訳せない。特定の症状に対応する効能、と言っ

た話なら、症状や効能や病気も英語の勉強が必要。 

 

あるいは、渡辺さんのサッカーのチームの国際

展開でお手伝いする、となると、ルールはもとより

内外の有名な選手、大会や優勝チームくらいは抑

えておかないと、となる。 

スポーツはカタカナ使っているから厄介。その

まま英語にしても、実はダメ。 



野球 「タイムリー」。「点」も野球なら run、サッ

カーなら goal。「監督」の言い方も、スポーツによ

って異なる。柔らかネタだからと言って、楽とは限

らない。 

 

 

 

この 1ヶ月の仕事の一部。 

テーマがバラバラ。神羅万象。通訳が忙しいのは、

実際の業務時間もあるが、準備に多くの時間を使

うから。 

 

「児童虐待」のは、慣れない法律の話し。 

中曽根議員の披露宴は、異色でおめでたい席では

あったが、挨拶の原稿は何もなし。 

虎屋の引き出物の説明もあった。 

 

以前、アフリカの人が「たった 1 時間の業務の通訳

だから、誰かボランティアでつけろ」と主張してい

た。たった 1 時間の発表でも、一体どのくらいの時

間をかけて準備していると思っているのか。「おま

えのポケットマネーから出せ」と思った。通訳は、

弁護士と違って、準備時間は支払いに含まれない。

あくまでも実働時間だけ。 

 

ただ、色々違う世界を見られるのが、通訳の楽し

い点。 

 

だから、RC でも英語を必要としている場合は、

お手伝いさせて頂ければ、と思う。 

ただ、あまり専門的過ぎるとムリ。 

 

英語通訳全体なら、医学やデンタルを専門とし

ている通訳、法律に詳しい通訳がいる。 

ちなみに、私の好きな分野は安全保障、軍事、防衛、

テロ等紛争系。 

防衛省、自衛隊好き。 

 

繁忙期のご手配はお早目に。 

 

12 月初旬に幕張メッセで大がかりなセミナーが

あり、エージェントは直前まで通訳探しに四苦八

苦していた。「1 時間だけでも」と言われて行った

ら、大阪など関西の通訳がたくさん来ていた。 

 

英語なら、全国からかき集めれば、どうにかなる。

英語の通訳は、たくさんいる。 

皆さんは、英語は大丈夫でしょう。でも、2020 年

に五輪、さらに大阪万博も決まって、インバウンド

が増える見込みの中、主要でない言語を使う人た

ちとのビジネスチャンスも増えるかも知れない。

そうすると、通訳を使う機会が増えるだろう。 

 

では、他の語学は？ 

中国語、フリーで、しかも同通ができる、となると

3、40 人。逐次なら、もう少し多いらしい。 

中国語と言っても、マンダリン、北京語で、広東語

だと少ない。 

韓国語もおおむね同様の人数、と思われる。 

ヨーロッパ言語では、ドイツ語が 50 人くらいが

フリー。ロシア語は、常時活躍しているのは 20 人

と。多分、すみ分けができているので、ボリショイ

担当とか？ なので、プーチン大統領ご一行様が

来て、テレビで同通、となると苦労している。 

アラビア語は全部で 10 人くらい。アルジャジー

ラが入ってきた時は、日本で同通ができるアラビ

ア語は一人だけ、と。 



主要でない、ギリシャ語ができる人は 20 年ほど

前で、3 人。 

アルバニア語は、いなくて、アルバニア語 → 英

語 → 日本語（リレー）。 

モンゴル語ならお相撲さんが来る？ 

たとえ、お相撲さんが来ても、使わざるを得ない。 

 

 

 

そこで、特に話したいのが、「通訳の上手な使い

方！」 

その 1。まず、資料を用意せよ。講演をするなら読

み原稿を用意して頂ければ、万々歳。それが無理で

も、例えばパワポやアウトラインでも OK。なぜか。 

正確な訳をするため、に他ならない。 

 

原稿等がない場合でも、もちろん、こちらは努力

する。会議のテーマから単語帳を作り、スピーカー

が分かれば、YouTube で、これまでに話した内容

や、話し方も分かる。ありがたい。 

でも、原稿や話すアウトラインがない、というの

は、こちらにとって見れば、「明日、江戸時代のテ

ストをします。」と言われているようなもの。 

 

最悪は、IT の startup など。HP は、イメージ先

行の音楽と映像ばかり、で分からない。で、その社

長が早口で話す。最悪。 

 

よく、「通訳は聞こえたことを訳せば良い」と言

う人がいるが、こちらに訳の知識がないことはい

きなり訳せない。例えば、先程の久保田先生の薬局

の話し。薬剤、病気、症状、準備が必要。 

 

また、企業の役員会での通訳。フリーが行くと慣

れていないと難しい。 

例えば、「福岡は 30、だってね」と言う発言。 

福岡？ 福岡支店？ 30？ 30 万円？  

30 億円？ とりあえず Fukuoka is 30. 

でも、30 万円なら 300 thousand。30 億円なら 3 

billion。 

実は、取引先の福岡商店が業界 30 位になった、

かも。 

 

「Brown is fine」 

「茶色で良い」 「ブラウンさんは元気」 

「ブラウン大学は優秀」 どれ？ 

 

人間って、自分が知っていることは、人も知ってい

ると思いがち。 

 

例えば、飛行機で、「尾翼」と訳したら、「あれは

水平尾翼」と言わないと笑われる、と。また、「あ

の通訳は、巡洋艦を駆逐艦と言った。」と。 

どれもニッチ。でも、資料をもらい、勉強するチ

ャンスや材料をもらえれば、通訳は負けず嫌いが

多いので、かなり頑張って勉強する。なので、資料

をください。 

 

テレビでは「放送禁止用語」にひっかからないよ

うにするのも大事。 

 

例えば、身体の障害に関する言葉。「めくら」 

「つんぼ」 「おし」等々は使わない。ので、「め

くらめっぽう」 「つんぼ桟敷」 「片手落ち」も

避ける。結構苦労する。 

また、精神障害に関わる言葉も NG。「気違い」

が NG なので、「気違いじみた」や「気違い沙汰」



も NG。でも、オリジナルが Crazy!と言っている

場合、「クレージーだ」というのは OK。 

 

さらに、「バカ」もダメ。「バカげている」とか「バ

カにならない」もダメ。が、トランプ大統領が登場

してから、バカ、としか訳しようがないので、バカ

の壁は少し低くなっている。 

 

障害だけではない。「メッキがはがれる」、「将棋

倒し」も NG。 

台湾も、気を付けること、多し。 

 

なので、正確な訳のためにも資料、よろしく。 

 

資料、というのは、読み原稿に限らない。例えば、

レセプションの挨拶。そこで、挨拶をする人に「何

か原稿があったら下さい」と頼むと、大抵、「大し

たこと言わないから。」と言われる。それは分かる。

大切なのは、挨拶冒頭での、人名や社名や肩書。 

 

例えば、「秋田県の山口知事と長野県の香川知事

と、宮崎県の福井・副知事」。地名と人名を混乱。

さらに、「トヨタの本田様、マツダの小松さま、ス

ズキの川崎様」も、社名と人名を混乱。是非、資料、

原稿を。 

 

「通訳の上手な使い方。その 2」 

 

ゆっくり話して。少なくとも、早口は避けて。 

日本語と英語は順番が逆なので、追いつくのが大

変。 

訳を聞かなくて、オリジナルだけを聞いている人

も、早口で話されたら、聞きづらいと思う。５G と

は言っても、人間の脳の回路は変わらない。あまり

にも早口の人を見ると、「あなた、伝える気、ある

の？」と思う。 

 

仕事柄、RC の講演者の同通を頭の中でやる。今

までで一番聞きやすいのが水野会長。話し方、スピ

ード、語り掛け、ロータリー財団の内容は難しかっ

たけど、一番上手。逆に、同通上の悪夢も既に 2 人。

そういう人はノンストップで話す。 

 

仕方がない場合もある。主催者の不手際で、時間

が短くなってしまった。何を話すか頼まれたのに。

ならば、早く話すしかない。 

 

それならそれで仕方ないが、せめて数字だけは

明確に、ゆっくりと、。 

数字が一番、意味を持つ。 

例えば、「」を一気に言われたら泣く。 

また、我々は元号を西暦に計算する。昭和は 25、

平成は 88、次は 18 を足さなくてはいけない。是

非、西暦の併記を。 

 

色々、不満を言ったが、解決する術が。いずれ、

通訳という仕事は AI にとって代わられるはず。機

械には忖度レベルも入力できて、I can’t も、忖度レ

ベル 1 なら「ムリ～」、忖度レベル 2 なら「微妙で

すね」、忖度レベル 3 なら「鋭意努力致しますが、

ご期待に沿えない場合がありますことを、ご理解

頂けましたら幸いです」となるだろう。 

 

「横にいてくれるだけで嬉しい」という仕事が

あったが、通訳できて、好みの顔形のアンドロイド

ができるだろう。 

 

最後に、私自身のことを。 

 

1 才～6 才 親の転勤でロンドン（イギリス） 

帰国後、英語、全部抜ける 

12 才～15 才（高一半ば） NY （アメリカ） 

帰国後、ICUHS。奈知子さんと同級（優秀！） 

上智。 

「日本興業銀行」に就職（みずほの前身の一つ）。 

配属は「産業調査部」だったので、札勘もできず、



金融商品も理解できないまま、 

バブル前で楽し～く過ごした。 

26 才の時、行内結婚で退職、転勤でメキシコへ。 

良かった！ 初めての発展途上国で、良く分かる

ようになった。 

さらに、「結婚生活やってられない」と思い、自立

を真剣に考えるようになった。 

帰国後、翻訳等でお小遣い稼ぎながら、徐々に自立

を探ろうと思ったけど、 

バブルがはじけてしまって、ちょっとした翻訳の

仕事はなくなっていた。 

やれることは英語関係しかない。そこで放送通訳

の学校へ。 

人生初めて本気を出した。 

その後、放送通訳になり、離婚し、気が付いたら再

婚し、出産。 

 

2020 年にはもちろん、オリンピックがあるが、

その前に、ニュース的には来年も盛りだくさん。 

 

2 月 24 日に天皇の在位 30 年。3 月 29 日がブレグ

ジットの期日。4月は7日と21日に統一地方選挙。

4 月 30 日に退位、5 月 1 日に新天皇即位。6 月 28

と 29 日が G20。9 月 20 日から 11 月 2 日まで、ラ

グビー・ワールドカップ。11 月 14 日と 15 日が大

嘗祭。 

 

最後に、なぜ、RC に入ったか。 

 

ニュースにたくさん触れてくる中で、遅まきなが

ら分かったことが。 

「世界平和は来ない」ということ。 

RC は、歌で「世界平和を希求」とあって、それは

良いことだけど、世界平和は来ない。だったら、足

元から始めようと思った。 

 

通訳なので、需要のない所には行けないし、需要を

作り出そう、という行動力もない。でも、通訳が必

要な場があれば、ぜひ、お手伝いしたい。ので、声

をかけて。 

 

その際は、是非、「資料の用意」と「ゆっくり話す」

をよろしく！ 

 

（質問１）同時通訳と逐次通訳だと、同時通訳の方

が難しそうだが？ 

（答え） 同時通訳はとりあえず聞こえたままを

訳していくので、あまり文章としてはなっていな

いが、聞く方も修正しながら聞いてくれる。反対に

逐次は一旦まとめて聞いて、それを訳す。目の前に

資料があったり、ゆっくり話してくれればいいが、

場合によってはものすごく速く話す方や、なかな

か話が止まらない人もいる。例えばインド人。「国

際会議で２つ大変なことがある。一つは日本人を

喋らせること。もう一つはインド人を黙らせるこ

と」と言われるくらい、本当に喋り続ける。こちら

もメモを取りながら聞いているが、だんだん疲れ

てくる。いざ止まった、訳そう、という時にはもう

キャパシティーを超えてしまっているのですね。

仕方がないので、思い出したことを言っていくが、

皆さんこれまでの英語も日本語訳も聞いている、

すると「あれを落としているな」というような冷た

い目も感じます。そのような意味でやはり逐次通

訳は難しいです。 

 

（質問２）基本的に英語→日本語ですか？ 

（答え）両方ある。放送通訳は外国語のニュースを

聞いて日本語にするので、やっている人数も多い。

最近は日本語のニュースを英語にする、例えばＮ

ＨＫワールドなどがある。地震のニュースや安倍

総理の記者会見、相撲のインタビューの通訳もや

っています。 

 

（質問３）１時間の通訳の準備に１０時間かかる

こともあるのか？ 

（答え）かかる場合はある。ましてや先日の児童福



祉法の通訳などは日本語ですら難しいので、早目

に資料を送ってもらって準備する。「明日は１時間

の表敬訪問だから」といっても、行先の組織の名前

やお会いする方の肩書などを調べ始めると２、３

時間はかかってしまう。 

 

⑥ 今後の予定 田路会員 

塩島幹事のお話以外の点では、１月２３日の例会

の内容は未定だが、おそらくイニシエーションス

ピーチになる。その場合はあいうえお順なので、青

木会員と今井会員にご準備いただきたいです。 

 

◆ 事務局より 

１２月２６日は年次総会です。残念ながら欠席と

いう方は来年度理事選挙の期日前投票をお願いし

ます。 

 

◆ 閉会点鐘  嘉納副会長 

( 議事録作成：事務局 桑原 ) 


