
　広く一般的に浸透している「レディー
ス・ナイト」。バーやクラブ、映画館などが
実施している顧客誘致プロモーションの1
つで、売上が落ち込む平日に女性客に対
して通常よりも安い価格でサービスを提
供することを指す。しかし、ナイトライフに
なくてはならないこのサービスがまさか
香港から消えてしまう日が来てしまうかも
しれない！いったいなんで!?
　ことの始まりは1人の男性がクラブで女
性よりも高い入場料を支払わされたのが
きっかけ。その日はレディース・ナイトだっ
たらしく、男性客は300ドルのところ女性
客は120ドルだった。全く同じサービスな
のに値段が違うことに気分を害した男性
はその後EOC（Equal Opportunities 
Commission：平等機会委員会）にこの話
を持ち込み、同団体と共にクラブを提訴
することにしたという。
　ここまでなら料金の違いに腹を立てた
男性がただ単にゴネているだけで済んだ
はずなのだが、なんと区域法院（The 
District Court）はこの事例に対して「性別
歧視條例（The Sex Discr imination 
Ordinance）」（男女不平等を是正する条
例）に違反している、という判決を下して
しまった。女性が集まる場に男性も集まる
というのは自然の流れ。まさか、いくら裁
判所といっても、そこまで頭の固い判決を
下すなんて…。しかし、実は敗訴の本当の

理由は提訴されたクラブのオーナーが当
日裁判所に現れず、自動的に男性側が勝
訴してしまったため。オーナーが弁護士を
連れて出廷していれば裁判所の判決も
違っていたものになっていただろうに…。
馬鹿馬鹿しくて出廷しなかったのか、ほか
に理由があるのかは分からないが、オー
ナーも実にややこしい事態を招いてし
まったものだ。「香港のレディース・ナイト
は現状、条例違反である」という裁定が実
際に下されてしまったのだから。
　しかし、店舗運営側も黙ってはいない。
クラブやバーのオーナーが組織する「香
港酒吧業協會（Hong Kong Bar & Club 
Association）」は「それでは子どもやお年
寄りに対する特典なども不平等だという
のか？レディース・ナイトは差別ではなく
営業戦略の1つだ !」と怒りをあらわにして
いる。面白いのは対抗策として「それでは
ジェントルマンズ・ナイトを設けよう」とい
う案が出ていること。ジェントルマンズ・ナ
イトがあればそれはそれで目新しいが、
男性を遇する店に女性客が足を運ぶだろ
うか？そのセンスにも疑問は残る（笑）。

Vol. 80ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

　前回で麗江･昆明の旅も終わり、中国の雄大さに圧巻されつつ、今回から本題（!?）の香
港あちこちさんぽを綴って行きたいと思います。香港は小さい土地ですが、見所がぎゅっと
凝縮していて、とっても楽しいところ。毎回楽しいところをご案内～。ベタなところやディープな
ところ、色々と！では、私と一緒にさんぽと参りましょう～（笑）。
　今回ご案内する場所は、ネット検索しても日本語では出てきませんでした。日本人にはあまり
知られていないのかも！？向った先は美孚（メイフー）。駅から１0分ほど歩いた所にあります。
■饒宗頣文化館　
　1992年3級歴史建築物に認定された旧荔枝角医院。歴史を遡ると1920年初頭には、

『茘枝角監獄』として使用されていたが、1937年赤柱監獄が出来たため茘枝角監獄は
1938年茘枝角病院へと生まれ変わったとのこと。この敷地延べ32,000平方メートルに、当時
の建物を残しながらテーマ別に饒宗頣文化館（下區）、リクリレーション施設（中區）、ロッジ
式宿泊施設（上區）と別れた作りになっています。
　下區の饒宗頣文化館では、こちらの歴史が分かるスペースになってます。中區はリクリ
レーション施設で、銀杏館というレストランや講演、催し物などを行う施設などがあり、上區は
ロッジ式宿泊施設「翠雅山房」になっており、ヘリテージへの宿泊が可能です。こちらから
送迎バスが出ているので、宿泊される方はこちらを利用される方がいいかと思います。饒
宗頣文化館へ向う時も美孚駅からこちらのバスに乗車出来ます。
　見学して思いましたが、広い敷地もさることながら、上下に広く、当時の環境を考えると病
院内を行き来するのも大変だったのだろうと感じました。現在は各區へ行くためのエレベー
ターが設置されています。
　中區にある「銀杏館」というレストランではオーガニックの野菜を提供しています。店内はと
ても広く、円卓席もあり大人数で行ってもOK。店内にはオーガニック製品も販売しています。
片言の日本語が話せるスタッフさんがいらっしゃいますが、日本語メニューはありません。サ

ラダ＆スープバ―があり、ランチを注文したら、
ランチにサラバーが付いていてお得ですよ。今
回頂いたのは、「話梅花雕鷄」（半隻）。とって
も、柔らかく、とってもしっとりしていました。そして
もう1品は「咖哩薯仔紅腰豆雜菜配健康三食
飯」。野菜にカレーがまぶしてあるって感じの具
だくさん。おイモが揚げてあります。どちらも美味
しかった！セレクト大正解！オススメです。スー
プバーからは冬瓜のスープを！冬瓜と南瓜が
入っていて、身体に良い感じがします。
　従業員の半分の方は年配の方 で々、定年後
の再就職という感じでした。身体に優しい、人にも
優しいお店なんですね。歴史的建築物に触れ、
身体に優しいオーガニック野菜が食べられる饒
宗頣文化館。是非、行ってみてはいかがです
か？帰りは、美孚駅の近所にある多多餅店へ
寄って、変わったヌガーをお土産にしてはいかが。

如月の「あちこち散歩」
日本人もあまり知らない三級歴史建築物『饒宗頣文化館』と
オーガニック野菜のレストラン『銀杏館（Gingko House）』

如月のプロフィール
香港在住3年、もうすぐ4年目に突入！
当初は、初めての海外生活で買い物ひとつにも苦労していましたが、元々出歩くのがすきでしたので、
アッという間にあちこちあちこちと・・・。 特にバスを駆使して下町や裏通りを巡るのが好きです。
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「レディース・ナイト」は条例違反!?「レディース・ナイト」は条例違反!?「レディース・ナイト」は条例違反!?「レディース・ナイト」は条例違反!?「レディース・ナイト」は条例違反!?「レディース・ナイト」は条例違反!?
饒宗頣文化館
住所：九龍青山道800號
電話：(852)2100-2828
開館時間：8:00～22:00
休業日：下區の芸術館と保育館は月曜休館
入場料：無料
ウェブ：www.jtia.hk
フェイスブック：www.facebook.com/culture.heritage

銀杏館（Gingko House）
住所：九龍青山道800號
　　  饒宗頣文化館内（中區）
電話：(852)3480-0331
営業時間：7:30～22:00
ウェブ：www.gingkohouse.hk/
　　　 www.meihohouse.hk
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香港 香港＆広東

香港＆広州

　人間が初めて
チェスでコンピュー
ターに敗れた1997
年以降、今日に至る
までコンピューター

は人間から多くの勝利をもぎ取ってきた。日本でも将棋棋士達が
毎年コンピューター相手に苦杯を嘗めさせられおり、これらの結
果は進化し続けるコンピューターが今や人間の知能をしのぐ、もし
くは上回るという現実を我々につきつ
けている。
　ところが最近、デンマークのオーフス
大学の研究者チームは、未来のコン
ピューターとも言われる量子コン
ピューターを開発するなかで、人間が
コンピューターより優れているという
「ある分野」に注目。更にその分野を活
用させることがコンピューターでも成
し得ない、量子力学が抱える問題を解決する糸口になるという。そ
してその効果を試すべく開発されたのがオンラインゲーム
「Quantum Moves」だ。

　Nature誌に発表された調査結
果によると、同ゲームから得られ
た多くのプレイ情報が、量子力
学の不可解な問題への解決のた
め、従来の方法より優れた、驚く
ほどのヒントを提供しているとい
う。 そしてこれは、人工知能は人

間の「直観力」から学ぶことがまだたくさんあ
る可能性があることを示している。
　例えば「BringHomeWater」というステー
ジでは、器のなかで波打っている紫色の「液
体」をより多く指定されたエリアまで運ぶ。こ
ういったプレイヤーにとってむしろ簡単すぎ
るほど単調なゲームが、「量子計算アーキテ
クチャーにおいて光ピンセットを動かす最適な方法を見つける」と

いうタスクを遂行していることとなりひ
いては最先端といわれる同研究チーム
が行う量子力学研究の手助けになって
いるというのだ。
　「量子力学」という言葉だけ聴くと、一
般的にはどうにも難しい話に聞こえて、
なんだか構えてしまうが、このゲームを
通してその遠い遠い世界を身近に感じ
ることができるかもしれない。パソコン

だけでなく、スマホでも気軽にダウンロードして楽しめる本ゲー
ム。気になる人はチャレンジしてみよう。物理学界の明るい未来に
思いを馳せながら？！

Quantum Moves
PC版：www.scienceathome.org
※スマホはアップルストア・グーグルプレイからダウンロード可能 

ライフ（香港・広東共通）
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【調査概要】
調査方法：インターネット調査
調査期間：2016年4月8日～4月11日
調査対象：20～30代のコンタクトレンズユーザー
　　　　  ※「日常的に、“週3日以上“コンタクトを
　　　　  　使用している」と回答した方
調査人数：男女500名（性別・年代で均等割り付け）　　　　　　　　　　　

参天製薬株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長 兼 CEO 黒川 明）では、このたび、
20～30代のコンタクトレンズユーザー男女500名を対象とした、「コンタクトレンズ」に関する意識・実態調査を行った。

◆新年度は、コンタクトレンズデビューのチャンス!?
　コンタクトレンズで「外見力」は約5割もアップ！
　はじめに、「コンタクトレンズデビューをした年齢」
を聞いたところ、平均は「20.4歳」という結果になっ
た。また、そのきっかけを聞くと
・「大学に入る時に、メイクをしやすいコンタクトに
変えた」（35歳・女性）
・「仕事中、汗をかいた時にメガネが汚れるため、社
会人になってからコンタクトレンズを使用するよう
になった」（27歳・男性）
　など、入学・入社といった環境やライフスタイルが
変わる新年度のタイミングでコンタクトレンズに変
えたという声が多くあがった。
 

さらに、
・「眼鏡が似合わないと言われ
てから」（25歳・女性）
・「就職活動をおこなう時、メガネ
をかけるよりも印象がよく見える
と思った」（26歳・男性）

など、イメージアップのためにコンタク
トレンズに変えたという人も少なくない
ようだ。
 
　そこで、「コンタクトレンズ着用時は、メガネ
着用時に比べて、“外見力”がアップすると思いま

すか？」という質問をしたところ、約9割が「そう思う」
と回答。その理由としては、
・「視力がかなり悪いため、メガネだとレンズ越しに
瞳が小さく見える」（34歳・女性）
・「メガネだと真面目すぎる印象になってしまう」（28
歳・女性）
・「好きなファッションや髪型がメガネの時には似合
わなくなる」（31歳・男性）
などの声があがっている。

　さらに、「コンタクトレンズ着用時は、メガネ着用
時に比べて、どれくらい“外見力”がアップする（何割
増になる）と思いますか？」と聞くと、平均はおよそ
「5割増」という結果に。コンタクトレンズとメガネで
は、“外見力”に大きな違いが出ると感じる人が多い
ようだ。

◆コンタクトユーザーの悩み、1位は「目の乾き」！
　必需品の「目薬」は“さし過ぎ”の傾向も…
　しかし一方で、「コンタクトレンズを使用してか
ら、目の悩みが増えたと感じますか？」という質問で
は、実に約7割が「そう感じる」と回答。具体的には
「乾き」（80％）、「疲れ」（62％）の2点が特に多い結
果に。また、「異物感」（31％）、「かすみ」（27％）、
「充血」（27％）、「かゆみ」（24％）などの回答も目
立った。

　そこで、「目に関する悩みの対策としてどのような
ことをしていますか？」と聞くと、「目薬をさす」
（68％）が最多に。また、コンタクトレンズを着用しは
じめてから、「目薬をさす回数が増えた」という人も、
約6割にのぼっている。特に、「目の悩み」として多く
の人があげた「乾き」を感じた際には、目薬をさす頻
度も増える傾向にあるようで、多い時の平均点眼回
数は1日あたり「5回」という結果になった。

～「コンタクトレンズ」に関する意識・実態調査～
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　私たちの暮らしにおいて“キッチン”とは、衣食住の“食”を供給する大変重要な場所
である。家探しをする際にも、気持ちよく調理をすることができるキッチンであるかどう
かは、家事をする者にとって欠かせないポイントだ。今回は、そんな使いやすくお洒落
なキッチン用品をお探しの方にオススメの「Primo Kitchen」を紹介しよう。

　MTR西營盤（サイインプン）A2出口のすぐそばに位置する同店は、ワンランク
上のライフスタイルを提供するプリモグループから誕生した店。高品質で画期的

なデザインのイタリア製商品を揃え、要望
があれば追加料金なしで顧客のキッチン
を計測しに行き、商品を一緒に選んでくれ
るという丁寧なサービスも行っている。

　そんな同店に、この度新しく仲間入りしたのが、100％イ
タリア製の食器棚だ。クラシックシリーズに追加された
「POTENZA」の食器棚は、防湿性に優れた、丈夫で強いフ
レームで作られたもの。木片を細かく砕いて繊維化し、そ
れらに接着剤を加えて圧縮成形した「MDF」と呼ばれる
ボードを使用しており、表面がより滑らかで高級感も増し
てみえる。13色を超える豊富な色のバリエーションも魅力
の1つだ。さらに、「POTENZA」のアイランドキッチンには、
冷蔵庫と4方向から利用可能な収納式の電源が付随して

おり、キッチン脇には、テーブルを置くことも可能。料理教室やホームパーティーなどさ
まざまな用途で調理が楽しめることだろう。
　一方、モダンシリーズに新しく加わった「MILANO」
の食器棚は、マットカラーのナチュラルな木材を主
とし、「LUXE」コレクションでも用いられた漆の技術
と最新の材料をミックスして、モダンエレガントに仕
上げるという高い技術が使われている。傷や指紋が
つきにくい加工がされており、清潔に保ちやすいの
も嬉しいポイントだ。
　生活に新しいアイデアを届けてくれる同店は、訪
れてみるだけでも夢が膨らみそうだ。

Primo Kitchen
住所：29/F., Singga Commercial Centre, 148 Connaught Rd. West
電話：(852)3521-1199
ウェブ：www.primo-kitchen.com.hk
フェイスブック：Primo Kitchen

［ Primo Kitchen ］ 

新しいキッチンの世界へようこそ！
生活を豊かにする100％イタリア製の食器棚
新しいキッチンの世界へようこそ！
生活を豊かにする100％イタリア製の食器棚
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　独自のテクノロジーと素材を駆使することで使い心地抜群のランジェリー用品を提
供し続けている「Regina Miracle（レッジーナ・ミラクル）」。縫い目のないシームレスブ
ラや、スポーツブラ、ショーツなどは、きつく締めすぎないのに女性らしいふくよかな
カーブを描き出す特許テクノロジーを採用しており、一度使えば虜になる女性が続出。
ワイヤーが肌に当たって痛くなってしまわないようクッションワイヤーやノンワイヤー

の製品も取り入れており、毎日の女性の装いをサ
ポートしてくれる。
　そんなRegina Miracleから快適なつけ心地を約
束してくれる春夏の新コレクション「Work, Sport 

and Play」が登場した。街へ出かけるときはもちろん、ジムなどのハードな運動時も
パーフェクトなフィット感を提供してくれる同ブランド珠玉のラインナップ! 新コレク
ションの1つ、「Ready for Work」は働く女性に長く身につけていてもらいたいブラを
コンセプトに開発されたコレクションライン。シームレスウィングでカップのシルエット
を保ちながら、長時間着用していてもきつくならないようクッションワイヤーを使用し
ており、まさに同ブランドの技術を一身に詰め込んだデザイン。今回新しく追加された
トロピカルプリントもこれからの季節を盛り上げてくれそう。
　「Ready for Sport」は同ブランド初となるスポーツ用のランジェリーコレクション。ス
ポーツのパフォーマンスを邪魔しないようにデザインされたブラには調節可能なクッ
ションストラップ、さらに胸のシルエットをリフトアップさせるデザインを採用している。
汗をかいても大丈夫なようにドライ生地を使っており、さっぱりとしたつけ心地が快適
なスポーツを約束してくれる。
　「Ready for Play」は女性に自信を持ってほしいという願いが込められたコレ
クションライン。夏にぴったりの軽くて通気性のよい素材を採用しており、また
レースなどがあしらわれたデザインは乙女心を魅了してやまない。このラ

インの最大の特徴は「Pushy Bras」と呼ばれる技術を用いている点。2
カップアップを演出する事も可能なので、ここぞという時や自分に
自信を持たせたい時などに身につけたい。
　女性の快適な一日を約束してくれるRegina Miracle。現在香港で
18店舗展開中で、どの店でも店員が自分にぴったりの1品を選んで
くれる。これからの季節を新しいランジェリーで迎えよう！

Regina Miracle
ウェブ：https://rmreginamiracle.com
フェイスブック：RMreginamiracle
インスタグラム：rmreginamiracle

［ Regina Miracle ］ 

着心地の悪いブラとはもうさよなら！
新しいランジェリーで快適な生活を手に入れよう
着心地の悪いブラとはもうさよなら！
新しいランジェリーで快適な生活を手に入れよう

Ready for Work
 (Tropical Print) 
HKD368

銅鑼湾店
住所：Shop 605, 6/F, Hysan Place, 500 Hennessy Rd., CWB (MTR F2出口)
時間：日～木10:00～22:00
　　　金、土、祝日前日10:00～23:00
電話：(852)2868-3307

尖沙咀店
住所：Shop 2006, LCX, Level 3, Ocean Terminal, Harbour City, TST
時間：10:00～22:00
電話：(852)2788-1368       

ス
ポ
ー
ツ
す
る
時
の
強
い
味
方

ト
ロ
ピ
カ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
が
新
し
い
！

Ready for Work
 (Tropical Print) HKD98

Ready for Sport
HKD428

Ready for Play 
(Bev Pink) HKD428
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 ショッピング（香港・広東共通）



香港

香港 香港

　山の斜面をスピードつけて滑り降りるスキーやスノーボード。冬が始まる
前になんとか勘を取り戻したり、こっそり練習して周りを驚かせたいという人
も多いだろう。しかしここは亜熱帯の香港。屋外スキー場はもちろんだが、
インドアスキー場も遠くてなかなか足を運べないという人も多いはず。だが、
そんな不便さを払拭するような施設が存在する! なんとビクトリアパークに程

近い、年中無休の新しいインドアスキー場「Slope 
Infinity」だ。
　同施設はスキーやスノーボードを幅広い年代に向けて
教えている教室。スキー板やスキーブーツ、スキーポー
ル、スノーボードは全て揃っているため、受講者は手ぶら
で訪れることができる。施設にはランニングマシーンのよ
うに動く巨大なスロープが用意されており、受講者は装
備を身につけ動くスロープでスキーやスノーボードを楽
しむことができる。ある一定の運動を体に覚え込ませるこ

とを「Muscle Memory（マッスル・メ
モリー）」と呼ぶが、これは繰り返し同
じ動作をすることで初めて身につけ
ることができるもの。一説には同じ動
作を3,000回～5,000回繰り返す必要
があるとも言われたり、一日最低30分
を21日繰り返さないとならないとも
言われたりしているが、マッスル・メ
モリーとして体に動作を覚えさせれ
ばあとは反射的に動けるようになる
という。スキーやスノーボードの動き
を体に覚え込ませて、冬のスキー場で
は華麗な腕前を披露しよう。

　さらにこの施設の面白い点は壁が鏡張りとなっていること。つまりは改善
すべき自分の癖などが目で見て分かってしまうのだ。なかなか自分が滑って
いる様子は他では見れないもの。インストラクターの指導と鏡から得られる
情報で自身の動きを研究してみてはいかが？
　これから夏真っ盛りだが、ウィンタースポーツもお忘れなく! インドアス
キー場で練習を積んで、冬に周りをあっと言わせよう！

Slope Infinity
住所：1/F., 148 Electric Rd., North Point
　　  （Victoria Parkから徒歩10分）
電話：(852)2107-4567
ウェブ：www.slopeinfinity.com
メール：info@slope8.com　

Slope Infinity

夏も近づくこの季節
炮台山でスキーができる？！
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PPW：まず、お子様が通われているクラスを教えてください。
有紀子さん：2014年9月に入園し、現在は3歳～4歳
が通うクラスに所属しています。

PPW：インターナショナル校を選んだ理由は何ですか？
有紀子さん：夫婦揃ってアメリカ育ちであるため、香港
に来る前から日本でも娘たちをインターの学校へ通
わせていました。そのため香港生まれの息子がイン
ターに進むことは、自然な流れだったんです。

PPW：では、数多くインターナショナル校のある中で、
なぜ同園を選ばれたのですか？
有紀子さん：息子が6ヶ月の頃から、2～3校ほどママ
同伴のクラスに参加して施設を見てきました。実際に
行ってみると一目瞭然、こちらは、先生の経験値が他
の施設と比べて高く、経験豊富な先生方が多かったの
です。また、家の近所にも多くのインター校があります
が、どこも9割が欧米人。せっかく香港で生まれたのだ
から…と、中国語や文化が学べるところを探していた
ところ、園児のバランスが取れた同園を見つけました。

PPW：では実際に、入園してみてよかったと思うことは
何ですか？

有紀子さん：2歳になりたての頃に入園したので、ママ
やヘルパー達が同伴できるクラスだったのですが、ま
だ息子は、イヤだったら大泣きしたりする“赤ちゃん”で
した。そんな中でも、先生たちは、子供たちのやる事を
理解して、本人のペースに合わせた寛容的な対応を
されていたので、本当に安心しました。赤ちゃんの頃
はシャイだった息子も、今では、積極的に活動できる
ようになり成長を実感しています。
　形式にこだわらない同園は、雰囲気も大変よく、
みんな楽しんで通っていますよ。

PPW：園内やご家庭でのコミュニケーションはどうされ
ていますか？
有紀子さん：園内では、英語と中国語（普通語）でコ
ミュニケーションをとり、家では、英語と日本語で会話
をしています。娘たちは週に1度、日本語のクラスに
通っていますが、息子の場合は、中国語に力をいれよ
うと考えているところです。

PPW：こだわりの教育方法などはありますか？
有紀子さん：今は、とにかく“遊ばせる”ことです。アカデ
ミックな学力よりも、社会性に力をいれ、トータルスキ
ルを持った人間に育てたいと思っています。

PPW：今まさに、どちらに通おうか考えている方々に一
言お願いします。
有紀子さん：日本から香港へ来た方が、いきなりロー
カルに通うのは難しいかなと思いますが、それと同時
に欧米人ばかりのインターに通うのも厳しいと思いま
す。こちらは、ある程度現地の人が混ざっているバラン
スのとれた施設。せっかく香港にきたのだから、中華
圏の文化に触れあうためにも、オススメです！

PPW：まず、お子様が通われているクラスを教えてください。
那乙子さん：娘は、同園の卒業生です。1、2歳の頃に
入園し、現在は、インターナショナルの小学校に通っ
ています。息子は、昨年の9月より、2～3歳児の
Nurseryクラスに通い始めました。娘の頃から合わせ
ると、付き合いはだいぶ長くなりますね。

PPW：インターナショナル校を選んだ理由は何ですか？
宗克さん：ローカルの小学校は、遊ぶ時間もなく大量
の宿題に追われる日々。その膨大な量やテストが話題
になり、新聞に取り上げられることもありましたよね。
一方で、日本人学校は、中学校までしかなく、いずれは
日本に帰ることを前提とした在住期間が短い方ばかり
が通っています。私たちは、ここに根付いた生活をする
にあたり、香港の国際社会らしく人種や言語に壁のな
い人になってほしいと願いインターを選びました。

PPW：長年いらっしゃるからこそ、香港社会の流れを
よく理解されているのですね。では、数多くインター
ナショナル校のある中で、なぜ同園を選ばれたの
ですか？
那乙子さん：参考にならないかもしれません
が…、空きがあったからです。

宗克さん：それというのも実は、娘が生まれた時の病
院は、どこを見ても中国人だらけ。また、息子が生まれ
た年は、中国人がこぞって子供を産みたがる「辰年」。
どこも保育園や幼稚園がいっぱいで、面接だけでも
HKD1,000の費用を要するところもありました。そん
な高額な面接費用をかけることなく、娘は入園。また、
しっかり通ってくれた娘の実績もあり息子の場合は、
面接もなく入ることができました。

PPW：中国人が出産のために来港し、香港の病室が

足りないという話題がニュースになったことがありまし
たが、まさにその大変な時期だったんですね。
　実際にこちらに入園してよかったと思うことは何で
すか？
宗克さん：子供の成長において大事な時期に“表現の
自由”が学べます。私たちは、子供の小さいうちは思
いっきり遊ばせるのが良いと思っています。幼い頃に
存分に遊べない子供が、将来違う方向に進んでしまっ
たりするのではないでしょうか…。また、面白いなと感
じたのが、毎週金曜日にサングラスを身につけたり、
パジャマやドレスを着て行ったりする「Fun Friday」を
設けているんです。うちの娘は、プリンセスドレスを着
てよく通ったものですよ。
那乙子さん：その分、私が大変なこともありますが…
（苦笑）。個性を活かす教育がここにあるんです。良い
学校には良い生徒が集まるもの。信頼して子供を預
けています。

PPW：園内やご家庭でのコミュニケーションはどうされ
ていますか？
宗克さん：先生方とは、英語と中国語（普通語）でコ
ミュニケーションをとっています。また、友達同士では
広東語で話すこともあるようで、子供は、英語、普通
語、広東語を少しずつ吸収しているように思えます。
家での会話は日本語を使用しているため、4ヶ国語が
同時進行といったところでしょうか。
那乙子さん：混乱するのでは？と思われる他の学校の
先生や親御さんもいらっしゃいますが、混乱している
のは子供ではなく大人だったりするんですよね…。実
際に息子は、入園した初日から英語の歌を覚えて帰っ
てきました。子供は、柔軟で吸収力もあります。早いう
ちから言語に慣れさせておく方が将来的にもよいの
ではないかと考えています。

PPW：こだわりの教育方法などはありますか？
宗克さん：うちでは、テレビを見ることはありません。テ
レビというのは、受動的であり、一方的な情報ばかり。
人を不幸せにするものなのではないか…とも思った
りします。そこで我が家は、テレビの情報に頼らず、そ
の分本を読んだりして、明るく楽しく生活しています。
那乙子さん：そのおかげで子供たちは、笑顔でいるこ
とも多くいつも力いっぱい遊んでいますね。

PPW：今まさに、どちらに通おうか考えている方々に一
言お願いします。
宗克さん：言葉とは、技術の1つであり、自分の意見が
言えて、相手の意見が聞けることこそが、コミュニケー
ションだと思っています。異国文化を受け入れ、しっか
りコミュニケーションがとれる大人になるために教育
するというのが我が家の考え方です。
那乙子さん：いろいろ情報が錯綜している世の中では
ありますが、この問題は、“人に相談することではなく、
自分で決めること”だと考えています。“どうしよう”とい
う大人の迷いは、子供を不安にさせます、しっかりと夫
婦で相談しその意思に沿って決められると良いので
はないでしょうか。

信頼できる幼稚園選びはここから！
経験豊富な先生とバランスの取れた園児数

　小さな子供がいる家庭では、子供をどこの幼稚園へ通わせたらよいかと
悩んだ経験のある方や、まさに今、悩んでいる方も多いのではないだろうか。
日本人学校、インターナショナル校、はたまたローカル校か…。
　狭い香港だが、幼稚園や学校の数は多数あり選択肢が多いからこそ悩み
疲れてしまう方も多い。そこで今回は、「Tutor Time International Nursery 
and Kindergarten」でのびのびと子供の成長を見守る神谷さんと髙橋さん
にお話を伺った。

　2001年の開園以来、中環（セントラル）や北角（ノースポイント）、九龍塘(カ
オルーントン)などに施設を持ち、6ヶ月～6歳までが通うことのできる同園に
は、安全安心な遊び場（室内＆屋外）や教室、昼寝や食事のできる部屋など
があり、申し分ない施設環境が魅力。今回取材に伺った九龍塘校だけでも、
およそ300名が通い、1年に数名ほど日本人も入園している。国際社会でコ
ミュニケーションのできる子供へ育てたい方は必見！さっそく神谷さんと髙
橋さんの生の声に耳を傾けてみよう！

【神谷さんプロフィール】
　ご主人の宗克さんは、87年に
来港して以来約30年の在住歴を
持つ。歴史の移り変わりと共に香
港社会を知り尽くすベテラン。奥
様の那乙子さんは、香港に来て8
年。6歳の長女・穂のちゃんと、3
歳の長男・一伯（かずは）くんの4
人家族。

【髙橋有紀子さんプロフィール】
　香港在住歴4年。夫婦共に米国育ちの日本人。インターナ
ショナル小学校に通う9歳と7歳、二人の娘さん、同園に通う
3歳の長男・邸良（たいら）くんと5人家族。

神谷さん、髙橋さん、ありがとうございました。
　同園でのびのびと楽しみながら過ごす子供たちの姿からは、その雰囲気の良さが伝わってく
る。大人が考える以上に、子供は柔軟で吸収力があること、過ぎた幼少期は戻らないことを念頭
に、しっかりとした学校選びをしたいもの。ぜひ一度、同園を覗いてみてはいかがだろうか。
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メール：info@tutortime.com.hk
ウェブ：www.tutortime.com.hk
フェイスブック：www.facebook.com/tutortimehk

Tutor Time International Nursery and Kindergarten
●Kowloon Tong-Dorset Crescent　　●Kowloon Tong-Suffolk Road　　●Tai Tam-Red Hill
●North Point-Braemar Hill　　●Mid Levels-Caine Road　　●Central-Graham Street
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香港 香港

香港

　ここ数年で韓流ブームが一気に加速している香港。特に香港の若者は、K-POPや韓流
タレントに夢中で、最近では韓国旅行に出かける人も多いとか。そんな韓流ブームに乗
り、街中に続々オープンしているのが、韓国料理店だ。なかでも尖沙咀（チムサーチョイ）
のナッツフォードテラスにある「Storm Korean」は、手軽に韓国風BBQが楽しめると話題

を集めるとともに、他の韓国料理店では味わうことのできないこだ
わりのランチメニューを揃え人気を博している。　
　オススメは、中華麺から進化したといわれる「韓式炸醬麵（韓国

風ジャージャー麺）」と「什
錦麵（海鮮チャンポン）」
が同時に味わえるダブル

ハピネスを意味した縁起のよいランチ。中国起源のものよりマイルドな味わいの韓国風
ジャージャー麺は、真っ黒な味噌を用いたチュンジャンに玉ねぎのスライスと豚肉を絡
めた甘いソースを使ったもの。一方、海鮮チャンポンは、辛口チャンポンと白チャンポン
の2種類を用意。うまみたっぷりの海鮮スープと、ツルツルの麺との相性は抜群！ 韓国
の二大麺が両方味わえて、お得感も満載だ。
　また、栄養バランスが取れた食事をいただき
たい方は、1皿でたっぷり野菜を摂ることができ
るアッツアツの「石焼ビビンバ」はいかがだろう
か。ご飯の上に季節の野菜、コチュジャン、卵、肉
などの材料が盛り付けられている韓国料理定番
のビビンバだが、同店では上に乗せる具材を、
牛肉、豚肉、シーフードから選ぶことができる。その日の気分によって変えることが可能
な飽きのこないメニュー展開が嬉しい。
　そのほかには、冷たいスープにコシのある麺を合わせた「冷麺」も提供している。特に

暑い夏が続く香港にぴったりな冷麺は、本場の韓国同様、「スープあり冷麺」と
ソースを混ぜていただく「スープなし冷麺」を用意。麺には、そば粉のほ
か、小麦粉、ジャガイモやサツマイモのでん粉、海藻、抹茶などが含
まれており、舌触りや細かい味の工夫が魅力的である。
　上記のお得なランチセットはHKD68～。さっそく今日のラン
チに出かけてみよう！

Storm KoreanStorm Korean

キター！！ 辛さが旨い韓国料理！
暑い夏にぴったりのランチセットが新登場
キター！！ 辛さが旨い韓国料理！
暑い夏にぴったりのランチセットが新登場

Storm Korean
住所：8/F., One Knutsford, 1 Knutsford Terrace, TST
電話：(852)3585-8422
時間：12:00～14:30、18:00～24:00
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AlmaAlma

　尖沙咀（チムサーチョイ）のハーバーシテイーといえば香港で最も人気のショッピン
グエリアの一つ。世界各国からの観光客で常に賑わいを見せる、そんなハーバーシ
ティーのオーシャンターミナルに昨年11月、モダンな雰囲気の中で伝統的なポルトガ
ル料理を楽しめる「ALMA」がオープンした。開放感があり温もりを感じさせてくれる
インテリアと、店内から一望できるオーシャンビューが魅力的だ。そんな同店はスペ
インのバスク料理が自慢の｢vasco｣やタパスレストランの｢issono｣、モダンなイタリ

アンレストラン｢Ammo｣など人
気レストランを展開する飲食グ
ループ｢Drawing Room｣の新店。

　日本人になじみやすい味と言われているポルトガル料理。飾り気のない素朴な家庭
料理だが、初めて食べたのになんだか懐かしく親近感が沸く味なのだ。素材の味を生か
したシンプルな味付けが特徴で日本食と調理方法や食べ方が似ているからだろうか。
同店の厨房で腕を振るうのは、マカオ出身、ポルトガル育
ちのエグゼクティブシェフのアンドレア氏。ポルトガルのミ
シュラン一つ星レストラン｢Hotel e Restaurant Fortaleza do 
Guincho｣で腕を磨いた彼は、母から譲り受けたという秘伝
のレシピとこれまでの経験に裏打ちされた感性で、伝統的
な料理に加えてグリルド料理を提供する。
　さっそく同店のオススメメニューのいくつかを紹介しよ
う。まずは、ポルトガルの国民食「バカリャウ（干し鱈）」とポ
テトのコロッケ。一口食べるとやさしい口当たりの干し鱈の
味が口の中に広がる。香港では食べられるところが少ない
という、パンを魚介類で取ったスープに浸した｢Shrimp 
Acorda de Fish(魚介のパン雑炊)｣は海鮮のエキスたっぷりでワインが進む味。同店の看
板メニューの一つ、｢ピリピリチキン｣はシェアしていただくのにピッタリ。｢ピリピリチキン｣
とはその名の通りピリピリ辛いチキン。スパイスしたチキンに更に辛いソースをかけたこ
のメニューは、ニンニクや唐辛子、塩、そして秘伝のスパイスで漬け込んでこんがり焼いた
もの。お肉のジューシーな食感とスパイシーな香りが食欲をそそる。
　お馴染みの｢Baked Duck Rice with Chorizo （鴨肉の炊き込みご飯）｣はご飯に鴨肉
の肉汁がしっかり染み込んでいて、中にほぐした鴨肉、ポルトガルソーセージが入って
いる、塩気のバランスが絶妙な必食の一品だ。最後は自家製のポルトガルスタイルの
｢エッグタルト｣。表面を程よく焦がした、香ばしい香りとクリーミーな食感と味わいを楽
しもう。テイクアウトの販売も行なっているので友人や家族の集まりの際の手土産にも
最適。エッグタルトは無くなり次第販売終了となるので早めに購入しよう。
　さあ、さっそく美しいハーバービューと共に、本格ポルトガル料理を楽しみに出かけ
てみては。

マカオに行かなくても楽しめる！
モダンで寛ぎの空間で味わう本格的ポルトガル料理
マカオに行かなくても楽しめる！
モダンで寛ぎの空間で味わう本格的ポルトガル料理

Alma
住所：Shop OT310, Level 3, Ocean Terminal Harbour City, TST
電話：(852)3188-3668
時間：11：30～23：00
ウェブ：www.alma.com.hk

ピリピリチキンピリピリチキン

魚介のエキスたっぷり効いた｢魚介のパン雑炊｣魚介のエキスたっぷり効いた｢魚介のパン雑炊｣
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　日本でも、ハイボールのCMやドラマなどで近年一気に人気が広まり、すっかり一般的
な飲み物になったウイスキー、そんな今だからこそ、更にディープな部分を知りたいあ
なたにオススメなのが「グレーンウイスキー」だ。

　グレーンウイスキーとは、大麦麦芽の
みを原料とするモルトウイスキーと違
い、トウモロコシやライ麦、小麦等が主原

料。蒸留方法も異なるモルトウイスキーと比べると香りがやや
乏しく、通常は風味を和らげる効果を狙ってブレンデッドウイ
スキーに加えられる「引き立て役」だ。ところが、単体で飲むこ

とはほとんどないこのグレーンウイスキーをあえて長期熟成した「シングルグレーンウ
イスキー」は、製造自体が少ないため希少で価格も高く、非常に手に入りにくい。
　その、一度は飲んでみたいウイスキーを使用したカクテルが、香港を代表するブランド「上
海灘（シャンハイタン）」の創業者デビッド・タン卿が手掛ける３店舗のレストランに登場！
　カクテルに使われているのはデイビッド・ベッカムがプロデュースしたということで話
題になった「Haig Club」。その軽い飲み口が普段ウイスキーを飲まない人たちにも受け
入れられやすいだろうと、あえてグレーンウイスキーを選んだのだという。
　気温も湿度も跳ね上がる、いわば「不快な」香港の夏の気分を一気に爽快にしてくれ
るカクテルはこちら！

■China Tang：Haig Fashioned (HKD130)
　クレームドカシスとオレンジビターズを使用。仕上げにオレンジピールとチェリーを
あしらった、モダンかつクラシックな飲みやすいカクテル。
■Island Tang：Haig Mule (HKD130)
　ジンジャーリキュールとレモンジュース、そしてジンジャービアーというスッキリとした
飲み口を追求したカクテル。グラスの中の新鮮なキュウリのスライスが見た目にも涼しげ。
■Kowloon Tang：Passion Tang (HKD100)
　一口飲むと目の前に海が広がってきそうな、トロピカルな味わいのカクテル。酸味と
フルーツの甘さとのバランスが絶妙。クラシックなグラスも女性らしくてキュート。

　開放的な屋外でローカル料理と共に楽しむビールも格別だが、上質な空間で味わう
貴重な一杯を、今年の夏の思い出の一ページに加えてみてはいかがだろうか。

Haig ClubHaig Club

奥深いウイスキーの世界に浸れる一杯を味わう
それが今年流「夏の夜の大人の過ごし方」
奥深いウイスキーの世界に浸れる一杯を味わう
それが今年流「夏の夜の大人の過ごし方」

Haig Club
China Tang Hong Kong
住所: Shop 411-413, 4/F, Landmark Atrium, 15 Queen’s Rd., Central
予約: (852)2522-2148 / info@chinatang.hk
時間: 12:00～14:30/18:00～22:30
ウェブ: www.chinatang.hk

Island Tang
住所: Shop 222, The Galleria, 9 Queen's Rd., Central
予約: (852)2526-8798 / info@islandtang.com
時間: 12:00～14:30/18:00～22:30
定休日：日曜日
ウェブ: www.islandtang.com

Kowloon Tang
住所: Shop R002-003, 3/F Roof Deck, Elements, 
　　  Kowloon Station, 1 Austin Rd West, TST
予約: (852)2811-9398 / info@kowloontang.com
時間: 12:00～14:30/18:00～22:30
ウェブ: www.kowloontang.com

China Tang：Haig Fashioned

Island Tang：Haig Mule 

Kowloon Tang：Passion Tang
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　インド人はカレーばかり食べて
いるイメージがありますが、正解は
カレー”味”のものばかり食べてい
る、といった所でしょうか。インド人
にとって、カレー味を作るスパイス
（マサラ）は日本人にとっての醤油
と同じ、インド料理にスパイスは欠
かせません。
　まず朝ご飯の定番1品目は「チョ
レ・バトゥレ」。チョレはひよこ豆の
カレーの事で紅茶を使って茶色く色付けをするの
が特徴。バトゥレは小麦粉を水で練って円形に伸ば
したものを油で揚げたパンのようなもの。朝に食べ
るには重たいメニューのような気もしますが、イン
ドの人が大好きな朝ご飯メニューです。2品目は
「アールー・パラーター」。全粒粉の小麦粉を水で
練って作った生地の中にスパイスで味付けしたマッ
シュポテトを詰めて丸く平らに伸ばし焼いたもの。
アールー（ジャガイモ）が最も定番の具ですが、他に
もカリフラワーや大根、タマネギなど、中の具材も
様々な種類があります。どちらのメニューもマン
ゴーや人参で出来た漬け物、アチャールが添えられ
るのが一般的です。

　北インドではどこでも朝早くからダーバーと呼ば
れる安食堂でこういったメニューを提供していま
す。インドにご旅行の際はぜひお試しください。

From インド

亜
細

亜の
 Fre
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や
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り
ス
パ
イ
ス
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
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イ
ン
ド
の
朝
ご
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食文化

文：インド　月刊Chalo編集部　飯島綾子
http://gekkanchalo.com

インドのデリー、グルガオンエリアの最新情報をご提供
する、日本語の月刊無料情報誌です。レストラン、SPAな
どの生活情報に加え、不動産仲介業、会計事務所などビ
ジネス向けの情報も掲載。バラマキみやげにぴったりな
タージマハルの形をした紅茶クッキー（個包装）の販売
もしております。2013年4月より南インドのチェンナイ＆
バンガロール版も創刊!!

チョレ・バトゥレ

アールー・パラーターとチャイのセット

ひよこ豆とジャガイモ
カレー“味”のものがメイン！？
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