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香港香港

今の時期出回るそら豆は、4～6月にしか味わ

えない旬の美味しさです。古くは8世紀頃中国

から日本に入ってきたといわれ、今では日本

の春から初夏を感じるお野菜のひとつとして

親しまれています。

カリウムや亜鉛、マグネシウムといったミネラ

ル分、植物性たんぱく質を含み、ビタミンＢ

１、Ｂ２、Ｃなどの他、食物繊維も豊富なの

で、便秘解消に役立ち、他むくみや二日酔いに

効果があるとされています。

今回は旬のそら豆を使った、簡単にできる冷

製スープをご紹介します。
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協力：日本ボディスタイリスト協会
参考文献：食品成分表、新エステティック学

こちらレシピは一例になり、過度に同じも
のを摂取するのはバランスの偏りとなり
返ってお肌にも悪影響がありますので、そ
れぞれの栄養素をひとつの食品に偏らず
取り入れてください。

川島 令美 （かわしま れみ）プロフィール
フードコーディネーター/料理家/モデル 
女優・モデル業と並行し、現在はフードコーディネーターとしてテレビドラマ、広告などのフードコーディネート
やスタイリング、雑誌や書籍、WEB媒体にレシピやコラムを掲載、飲食店店舗のメニュー開発や監修、そして料
理系のセミナーやイベントへの出演など幅広く活躍中。美食同源を提唱しており、日本ボディスタイリスト協会
の食学科顧問を務めセミナーなども行っている。

公式HP：www.vivienne.co.jp/remi
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皆さんこんにちは。フードコーディネーターの川島です。

美容を絡めた日本のトレンドを基に、

「キレイをつくる」レシピを皆さまにお届けしていきます。

メイクや服装で見た目を変えることはできますが、

本当のキレイは身体の中から。

これから紹介していくレシピを日々の生活に取り入れて、

心も体も美しくなりましょう！

❶そら豆をさやから出し、薄皮に切り目を入れて
　おく。熱湯に塩少々加え（分量外）約4分ゆで粗
　熱をとり、薄皮を剥く。

❷長ネギを輪切りに、じゃがいもは皮をむき輪切
　りにする。

❸バターを熱し、長ネギを炒め、じゃがいもを加え混ぜる。水を注ぎ.じゃがいもがやわらかくなるまで煮る　
　（弱火、8分程度）。

❹ミキサーに（1）（3）と塩を入れ攪拌し、牛乳を様子を見ながら好みの濃度になるよう加え攪拌する。
　＊そら豆2粒は飾り用に残しておく。

❺こして、器に盛る。

〈そら豆の冷製スープ 〉  （２人分）

 ●  そら豆 
100g（さやから出したもの）

 ●  長ネギ  

1/2本（白い部分）

 ●  じゃがいも 

１個

 ●  バター  

10g

 ●  水  

100ml

 ●  塩 

小さじ1/2程度

 ●  牛乳 

200（～250）ml

今が旬のそら豆スープ、ぜひお試しください。
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何かと勝手が違う海外暮らしで気をつけたい「野菜不足」…。
ここ香港で野菜を効率よく摂るには？　その効能は？
専門家の方にお話を伺ったり、こだわりの人にそのコツを尋ねてみた。

そして、野菜を求めて街へ。
広東語の発音を動画で予習したら、さっそく街市での買い物に挑戦！

また、野菜づくりに興味のある方必見のレンタル・ファーム情報も。
野菜作りの達人の話を聞けば、きっとあなたも始めたくなってしまうかも！

今回の総力特集はワンダフルなベジタブル・ライフのための情報を集めてみた！
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近年かつてなく「栄養バランスを意識した食べ方」が注目されている。
厚生労働省が発表・推進している「食事バランスガイド」によると、
「主食（ご飯、パン、麺）：副菜（野菜、きのこ、いも、海藻）：
主菜（肉、魚、卵、大豆）：牛乳・乳製品：果物」の摂取バランスは
それぞれ「5～7 ： 5～6 ： 3～5 ： 2 ： 2」。
主食に次いで野菜の摂取目安量が最も多いのだが、ここ香港で手に入る野菜の効能や、
そのベストな食べ方について知らないという人もまだまだ多いはず。
まずは香港での上手な野菜の摂り方を、
専門家や野菜摂取にこだわりを持つ人に聞いてみよう！

　ハリウッドスターもお忍びで通う太子（プリンスエド
ワード）の美容サロン「SBS DR. SHIGEKO’s SALON」。
美容サービス、頭蓋骨や脊柱骨の矯正サービス、美
容製品の販売、美と健康を創り出すセミナーの開催
など、身体の中から外までのトータルビューティを提
案している。健康をベースとした美しさを形成するこ
との大切さを説くのは同サロンオーナーの桑野繁子
先生。米国でニキビでマスター、シミで博士号を修得
した経歴を持つ自然療法医師で、香港は在住35年目
を迎える。
　桑野先生がアジア人向けに提案するのは米を主体
にしたバランス良い食生活。現代社会で流行してい
る糖質制限、あるいは特定のものを摂り続けるダイ
エット方法にNOを唱えている。「アジア人は元来『米』
を中心として生活してきました。パワーやスタミナを
得るには米は必要不可欠。脳の栄養素にもなります
し、身体の土台を創る大切なものです」と説明する。
　桑野先生はさらに身体を冷やしたり、内臓の働き
を阻害する食物の摂取も控えることを提唱している。

「看護士として西洋医学も学びましたが、健康の秘訣
は4000年の歴史を誇る中医学にこそあると考えてい
ます。直近2000年程度の中医学が世間で流行してい
ますが、私はそれよりさらに技術レベルが高い3000
年以上の学問を重視しています。中医学は消化機能、
つまり内臓の働きを整えることに重きを置いていて、
私自身何名も消化機能を整えることで健康体になっ
た人を見てきました。以前私も大腸がんを患った経
験がありますが、西洋薬なしに定期検査入院だけで
独自で大腸がんを克服しています。それから10年経
ちますが、今健康的に過ごせているのは消化機能を
整える生活を取り入れているおかげだと感じていま
す」と語る。内臓の働きを整えるためには消化液を含
む体液、血液の組成を助ける食材を取り入れる必要
がある。ナツメ、クコ、ユリの根、黒ゴマ、くるみは消化
器の働きを補う効用があるため、日常的に取り入れ
てほしい食材だそうだ。また、体を冷やさない野菜と
して菜心（チョイサム）を、体に潤いをもたらす野菜と
して生のレンコンを摂取することを推奨しているとい
う。「筋肉のたるみの程度が気になる人は消化機能が

健康の源は消化器にあり！
内臓を整えて
美しく健康的な毎日を送ろう

桑野繁子さん
SBS DR. SHIGEKO’s SALON 代表

　「野菜は体に良いものである」という話を漠然と信
じて、現代人は野菜不足をなんとか避けようとしてい
るようです。野菜が足りないと不健康になってしまう
とでも思っているのでしょうか？自分自身が野菜不足
であるのか、そうではないかは別にして、とにかく野
菜はとても重要な食品であると誰もが思い込んでい
るようです。もちろん大切な食品ですから、そのことを
否定したりはしませんが、世界には野菜をほとんど食
べない、あるいは食べることができない民族も珍しく
はありません。農業には不向きな砂漠や極寒の民族
は、野菜が欲しくても栽培が不可能であり、入手は極
めて困難です。野菜を食べないから寿命が短い？こ
れも必ずしも正しいとはいえないでしょう。寿命を左
右するのは主にその国・地域の医療レベルやその体
制です。日本人や香港人の平均寿命が長いことと、彼

等の食事との関係は決して大きくはありません。
　では、野菜が無い地域の人々の食生活はど

のようなものなのでしょうか。その代表とも
いえる極寒の地のイヌイットは、アザラシ
などの海獣の内蔵までをも生で食べるこ
とでビタミンを補っています。現代では彼

らの食生活もかなり変化してきているとは
思いますが、基本的には動物を一頭まるごと食

べるという食生活を送っていたのです。ちょっと極端
ではありますが、人々は自分が住む地域で得られる
食料を、最大限に利用して生きてきました。必要な栄
養素を、限られた食物資源を有効に利用することに
よって摂取してきたといえます。
　さて、日本の場合はどうでしょう。海に囲まれた温
暖な地域に位置する日本は、四季それぞれに豊富な
種類の食材が容易に入手できます。野菜はもちろん
ですが、魚だって季節によって捕獲できる魚種が変
わります。極めて恵まれた食生活を送ることができる
世界でも稀な地域であると言えましょう。野菜、果物、
肉、魚…の種類は世界的にみても突出しているので
はないでしょうか。世界に誇ることができる素晴らし
い和食文化は、きわめて豊富な食材の中で産まれて

についてとと
菜菜野野
健健康康
堀 眞さん

総合健康診断サービス
Mediport International Limited
Managing Directer

Mediport International Limited
電話：(852)2577-1568
メール：info@mediport.com.hk
ウェブ：www.mediport.com.hk

〈Profile〉
堀 眞（ほり まこと）さん
1990年海外在住日本人向け医療施設責任者として
香港赴任。退職後の1999年に独立。総合健康診断
サービス/医療・健康相談/医療情報の発信等を業務
とするメディポートを設立。
臨床検査技師、衛生管理者、精神対話士、健康管理
士一般指導員等の資格をもつ。

十分に働いていない可能性があります。これらの食
材で身体を内面から整えることをオススメします」と
桑野先生は語る。逆に摂取を控えた方が良いのが、
体に湿気をもたらし血栓の元となる食材。例えばカボ
チャなど葉を折ると白色・黄色の液が出るものや、蜂
蜜やライチなどベトベトした液がそれに当たる。ま
た、酒やタバコはもちろん、チョコレートなどの嗜好
品、さらには乳製品も腎臓や消化器の働きを阻害す
るため摂取を控えるのが良いそうだ。
　「消化の専門家を目指しています」と笑顔で語る桑
野先生は健康5原則を提唱している。（１）きちんと食
べること。（２）ストレスを溜めないこと。（３）添加物
の多いサプリメントは摂らないこと。（４）歩く運動を
取り入れること。（５）夕食後2～3時間後に就寝するこ
とだ。「ダイエットは身体を冷したり、貧血、骨粗鬆症
の原因になり、健康から遠ざかる行為です。健康の秘
訣は消化器にあり。特定のものを過剰に摂り入れる
のではなく、バランスよく内臓の働きを促す食材を摂
り入れていきましょう」と桑野先生は語る。
　過度なダイエットは健康とは真逆の事例に陥る
ケースも多い。美しさは健康から生まれるもの。内臓
の働きを促す作用がある食事と生活習慣を摂り入れ
て、明るくはつらつとした日々を送ろう！

きたものであると確信します。
　ところで野菜にはビタミンやミネラル、そして食物
繊維といった栄養素が豊富に含まれており、積極的
に摂取することで免疫力を高めるなど健康状態をよ
り良いものにすることができます。内臓も含めて動物
性食品だけを食べていてもそれなりに生きていく事
はできますが、身近なところに豊富な食材があるの
であれば、それらを積極的に摂取することで、健康状
態をより高めることができるに違いありません。
　香港を含む中国華南地方でも日本ほどではありま
せんが、多くの種類の野菜を簡単に入手することが
可能です。身近なところにいろいろな種類の野菜があ
るので、これらを利用しない手はありません。農薬の
問題などを気にして日本の野菜にこだわっている人
が大変多いと聞きますが、神経質になっていては外
食など一切できるはずがありません。新鮮な野菜を
しっかりと洗って、自分の手で調理する意味はとても
大きいと思います。
　日本に帰ってからでは食べることができない野菜
もたくさんあるので、海外に住んでいるうちにいろい
ろと試してみることも楽しいことですし、もちろん栄養
学的にも好ましいに違いありません。デパートやスー
パーで日本からの野菜を買うだけではなく、たまには
新鮮な野菜などの食材が並ぶ街市にも是非足を運ん
でみてください。

お話を聞いてみよう。
専門家に伺う 専門家に伺う

野菜がなくても生きていける。
でも・・・　野菜のある食生活で
より健康的に。
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近年かつてなく「栄養バランスを意識した食べ方」が注目されている。
厚生労働省が発表・推進している「食事バランスガイド」によると、
「主食（ご飯、パン、麺）：副菜（野菜、きのこ、いも、海藻）：
主菜（肉、魚、卵、大豆）：牛乳・乳製品：果物」の摂取バランスは
それぞれ「5～7 ： 5～6 ： 3～5 ： 2 ： 2」。
主食に次いで野菜の摂取目安量が最も多いのだが、ここ香港で手に入る野菜の効能や、
そのベストな食べ方について知らないという人もまだまだ多いはず。
まずは香港での上手な野菜の摂り方を、
専門家や野菜摂取にこだわりを持つ人に聞いてみよう！

〈Profile〉
井上惠子
（いのうえ けいこ）さん
大学卒業後、パソコン非常勤講師
として梅花女子大学、関西外国語
大学、リクルートスタッフィングに
勤務した後、料理学校の名門「ル・
コルドン・ブルー」のパリ校に通う
ため渡仏。料理の真髄を学んだ後、
2004年に香港で「味十味」を開業。
特に力を入れているという低糖質
料理メニューは糖質の気になる人
や、食事制限をしている人を中心
に人気を呼んでいる。今年1月には
日本の地方産品を選定し、世界へ
広めていく経済産業省主催のプロ

ジェクト「The Wonder 500」に参加。ライザップ香港のメニューを担当、
料理学校「La Table Enchantée」をレストラン内で開催中。
ブログ：http://ameblo.jp/madameokami/　

　ハリウッドスターもお忍びで通う太子（プリンスエド
ワード）の美容サロン「SBS DR. SHIGEKO’s SALON」。
美容サービス、頭蓋骨や脊柱骨の矯正サービス、美
容製品の販売、美と健康を創り出すセミナーの開催
など、身体の中から外までのトータルビューティを提
案している。健康をベースとした美しさを形成するこ
との大切さを説くのは同サロンオーナーの桑野繁子
先生。米国でニキビでマスター、シミで博士号を修得
した経歴を持つ自然療法医師で、香港は在住35年目
を迎える。
　桑野先生がアジア人向けに提案するのは米を主体
にしたバランス良い食生活。現代社会で流行してい
る糖質制限、あるいは特定のものを摂り続けるダイ
エット方法にNOを唱えている。「アジア人は元来『米』
を中心として生活してきました。パワーやスタミナを
得るには米は必要不可欠。脳の栄養素にもなります
し、身体の土台を創る大切なものです」と説明する。
　桑野先生はさらに身体を冷やしたり、内臓の働き
を阻害する食物の摂取も控えることを提唱している。

「看護士として西洋医学も学びましたが、健康の秘訣
は4000年の歴史を誇る中医学にこそあると考えてい
ます。直近2000年程度の中医学が世間で流行してい
ますが、私はそれよりさらに技術レベルが高い3000
年以上の学問を重視しています。中医学は消化機能、
つまり内臓の働きを整えることに重きを置いていて、
私自身何名も消化機能を整えることで健康体になっ
た人を見てきました。以前私も大腸がんを患った経
験がありますが、西洋薬なしに定期検査入院だけで
独自で大腸がんを克服しています。それから10年経
ちますが、今健康的に過ごせているのは消化機能を
整える生活を取り入れているおかげだと感じていま
す」と語る。内臓の働きを整えるためには消化液を含
む体液、血液の組成を助ける食材を取り入れる必要
がある。ナツメ、クコ、ユリの根、黒ゴマ、くるみは消化
器の働きを補う効用があるため、日常的に取り入れ
てほしい食材だそうだ。また、体を冷やさない野菜と
して菜心（チョイサム）を、体に潤いをもたらす野菜と
して生のレンコンを摂取することを推奨しているとい
う。「筋肉のたるみの程度が気になる人は消化機能が

SBS DR. SHIGEKO’s SALON
住所：Flat A, 5/F, Chuejen Bldg.,144 Prince Edward Rd. West
電話：(852)2390-7093
時間：9:00～22:00（完全予約制）
ウェブ：http://sbs-shigekosalon.com/

〈Profile〉
桑野繁子（くわの しげこ）さん
自然療法医師。看護士として熊本天
草中央病院に勤務したのち、1990
年にSBS DR. SHIGEKO’s SALONを
開業。4000年以上の歴史を持つ中
医学の「健康は内臓を整えること
から」を日々実践、提唱している。
BS12日曜日夕方6時から放映され
る「中畑清ビッグビジネスチャン
ス」にゲスト出演予定。書籍近日出
版予定。放送日、出版日の詳細は
ホームページに掲載。

　今年9月で創業12年目を迎える銅鑼湾（コーズウェイベ
イ）の創作レストラン「味十味（あじとみ）」。オーナーは世界
最高レベルの料理とホスピタリティを教える「ル・コル
ドン・ブルー」のパリ校を卒業した経歴を持つ井上惠子
さん。夫の転勤でパリ、香港に駐在し、「食の素晴らしさを
もっと色んな人に伝えたい!」という想いから2004年に味十
味を立ち上げた。
　いつも念頭においているのは「春夏秋冬」だという。「旬」
とは春は芽、夏は葉、秋は実、冬は根のを食すこと。その季
節の力強さを体に蓄えて健康になってほしいという想いか
ら、同店のメニューにも旬の食材を取り入れているという。
「日本には素敵な四季があります。食事の際に旬を感じる
ものを摂取すると、体も心も健康になり、落ち着くように
なっています」と井上さんは語る。野菜に関して並々ならぬ
こだわりを持つ同店ではサラダが常時12種類、ドレッシン
グは手作りで6種類を揃えているという。生で食べる野菜は
体内から酵素が作り出され、アンチエイジングに最適。し
かし腎臓病の人にはまた別の食べ方があるそうなので、気
になる人は味十味来店時に井上さんに相談してみよう。
　サラダ以外では野菜や果物をスムージーにする摂取方
法が消化に良く、オススメだそうだ。「特に小松菜などの葉
物やリンゴなどの果物を加えると消化吸収効果が増すた
め、スムージーにする際はぜひ取り入れてください」と井上
さんは説明する。日本の伝統的な惣菜料理も身体に良い
そうで、井上さんは「日本のおばあちゃん、お袋の味のお漬
物、おひたし、和え物、干し野菜のうまみなどももちろん最
高です」と語る。香港でのオススメの野菜摂取方法は味噌
汁にたくさん入れて食べる方法。冬には具だくさんのお味
噌汁をよく作るという井上さんは、「味噌は発酵物のため
体にも良く、また日本人は味噌汁を飲むと落ち着くことが
できます」と説明する。
　今の季節はクレソンが食べ頃とのこと。クレソンは春から
夏が旬で、今の季節は街市でたくさん売られている。汁物

お腹いっぱい、脳も満足！
日本人に適した野菜の摂り方とは？

お腹いっぱい、脳も満足！
日本人に適した野菜の摂り方とは？

井上惠子さん
味十味（あじとみ）

味十味（あじとみ）
住所：7/F., Circle Tower, 28 Tang Lung St., CWB
電話：(852)2836-0671
時間： 月～土 12:00～14:30 （ラストオーダー14:15）
  18:00～23:30 （ラストオーダー22:45）
 日＆祝日 12:00～14:30 （ラストオーダー14:15）
  18:00～22:30 （ラストオーダー22:00）
ウェブ：http://ajitomi.okoshi-yasu.com/　

十分に働いていない可能性があります。これらの食
材で身体を内面から整えることをオススメします」と
桑野先生は語る。逆に摂取を控えた方が良いのが、
体に湿気をもたらし血栓の元となる食材。例えばカボ
チャなど葉を折ると白色・黄色の液が出るものや、蜂
蜜やライチなどベトベトした液がそれに当たる。ま
た、酒やタバコはもちろん、チョコレートなどの嗜好
品、さらには乳製品も腎臓や消化器の働きを阻害す
るため摂取を控えるのが良いそうだ。
　「消化の専門家を目指しています」と笑顔で語る桑
野先生は健康5原則を提唱している。（１）きちんと食
べること。（２）ストレスを溜めないこと。（３）添加物
の多いサプリメントは摂らないこと。（４）歩く運動を
取り入れること。（５）夕食後2～3時間後に就寝するこ
とだ。「ダイエットは身体を冷したり、貧血、骨粗鬆症
の原因になり、健康から遠ざかる行為です。健康の秘
訣は消化器にあり。特定のものを過剰に摂り入れる
のではなく、バランスよく内臓の働きを促す食材を摂
り入れていきましょう」と桑野先生は語る。
　過度なダイエットは健康とは真逆の事例に陥る
ケースも多い。美しさは健康から生まれるもの。内臓
の働きを促す作用がある食事と生活習慣を摂り入れ
て、明るくはつらつとした日々を送ろう！

★桑野先生オススメ!  生姜湯の作り方★
❶生姜を皮ごとスライス。
　（1ドル硬貨50枚ほどの分量がオススメ）
❷①の生姜を乾煎りする。
❸水2リットルに②を加え、1時間煮出す。　 
　好みで黒砂糖を加えて味を調える。
　（4～5杯に分け、夕方までに飲み切ろう）

お話を聞いてみよう。

　2年ほど前から健康のために野菜ジュースを飲ん
でいるという才田さん。スロージューサーを使い、毎
朝6時には起床し朝食として自家製ジュースを摂取し
ている。生姜・ニンニク・レモン・リンゴ・トマト・セロ
リ・きゅうり・人参などを上手に組み合わせ、水は加え
ず素材からギュッと搾り出された天然エキスだけで
500mlほどの量になるのだとか。
　同僚からは「飲み始めるようになってから朝のテン

ションが高くなりましたよね」と言われるほど効
果は抜群！ 「腸は植物でいう根に当た

り、腸をキレイにしないと体に悪影
響を及ぼします。朝の野菜ジュー
スは腸をキレイにしてくれ、体の
調子を整えるのでオススメで
す」と本人も語る。ちなみに、次
に狙っているジューサーは
ヒューロム製のスロージュー

サーとのこと。
　「身体の健康」と「お金の健康」の

ことなら、ぜひ同氏に相談してみよう。

才田弘一郎（さいた こういちろう）さん
健康には人一倍気を配り自己管理を怠らない才田さん。野菜
ジュースだけでなく、鼻うがいも日々欠かさず行っているとのこ
と。こんな同氏がいるInsurance110なら安心してお金の相談も
できる！

自家製野菜ジュースで毎日健康！
Insurance110
Director

才田弘一郎さん

Insurance110
電話：(852)3182-0110
メール：info@insurance110.com
ウェブ：www.insurance110.com.hk

香港   野菜生活香港   野菜生活D
E
D
E

やサラダにして取り入れよう。さらに漢方に使われるニラも
オススメだそうだ。整腸作用があるニラは茹でてお浸しに
したり、ソテーにしても良い。日本では高い、黄ニラやニラ
の芽なども香港ならではの食材として摂り入れたいところ。
　野菜の重要性を説く井上さんのモットーは『美味しくな
いものを食べるより、美味しく食べることが大事』だという。

「ダイエットでも何でも、食べたいものを減らすのではな
く、食べられるものを増やす発想が大切です。美味しく食べ
ることで、幸せホルモン「ドーパミン」が分泌され、善玉菌
を増やして腸内環境を整えることで、同じく幸せホルモン
の「セロトニン」の分泌を増やす効果が期待できます」と井
上さんは語る。
　料理で周りを笑顔にしたいという想いから、身体に優し
く美味しい料理を提供している味十味。身体の中から健康
体を目指そう！

専門家に伺う

こだわりの人に伺う

ほっとん
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ローカル野菜をローカル野菜を
広東語でお買い物！目指せ街

市デビュ
ー！

まずは街市の野菜を知ろう！まずは街市の野菜を知ろう！

　
日
本
で
は
珍
し
い
野
菜
や
、見
た
こ
と
も

な
い
香
港
な
ら
で
は
の
野
菜
の
数
々…

。

　
そ
ん
な
新
鮮
な
驚
き
と
新
鮮
な
食
材
が

揃
っ
て
い
る「
街
市
」は
香
港
市
民
の「
食
」を

支
え
る
台
所
だ
。

　「
で
も
、広
東
語
も
話
せ
な
い
し
、ど
ん
な

野
菜
が
あ
る
の
か
も
分
か
ら
な
い
」と
、街
市

に
二
の
足
を
踏
ん
で
い
た
人
も
多
い
の
で
は
。

　
そ
ん
な
人
も
、こ
の「
街
市
野
菜
図
鑑
」と

「
実
践
広
東
語
動
画
」で
し
っ
か
り
予
習
し
て

行
け
ば
安
心
。一
歩
踏
み
出
せ
ば
、香
港
が

も
っ
と
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
は
ず
だ
。

菜心 Choy Sum /Chinese Flowering Cabbage
日本語名: サイシン
広東語の発音: coi3 sam1 (チョイ サム）

　香港では幅広い世代から愛されている菜心。茎や葉は青々とした緑
色で、所々に黄色い花が咲いていることが多い。とても甘い野菜で、特
に茎の部分の甘さは野菜の中ではダントツ。旬は10月から4月。葉の部
分が鮮やかな緑色で乾いており、茎の部分が太いのが良い菜心の証。
逆に湿っぽく、べとべとしているものは避けよう。冷蔵庫に保存すれば
1週間保つ。
　花の部分は別の風
味が楽しめるので、食
べても食べなくてもよ
し。にんにく、生姜とと
もに油で炒め、少量の
オイスターソースと醤
油で味付けすれば「菜
心のオイスター炒め」
の完成だ。

菠菜 Spinach 
日本語名: ホウレンソウ
広東語の発音: bo1 coi3 (ボー チョイ)

　年中収穫可能な食材として人気を集めるホウレンソウ。中国には漢
朝の時代に中央アジアより伝わり、その後生活に根差していったとさ
れている。旬は11月から5月。新鮮なホウレンソウは葉の部分が乾燥し
ており、葉の部分に黄色い斑点があり、根の部分が薄いピンク色がさし
ている。ペパータオルに
包んでジップロックやプラ
スチック容器に入れ、冷蔵
庫で保管しよう。冷蔵庫に
入れれば3週間保つ。調理
する際は根の部分を切り落
とし、熱湯で茹で上げ、お湯
から取り出しごま油等で味
付けしよう。

通菜/蕹菜 Water Spinach /Tung Choi /Ung Choi
日本語名: 空心菜（クウシンサイ）/ ヨウサイ
広東語の発音: tung1 coi3 (トン チョイ) 

　元の名前は「Ung Choi(蕹菜)」だが、香港では「Tung Choi(通菜)」と呼
ばれることが多い空心菜。緑黄色の茎と緑色の葉が特徴で、夏の定番野
菜。葉の部分は火を通すと柔らかく
なり、茎の部分はシャキシャキとし
た食感が楽しめる。甘さと苦味が絶
妙で、香港では腐乳ソース（豆腐に
麹を漬け込み発酵させた調味料）
で炒めて食べることが多い。旬は4
月から9月。鮮やかな緑黄色の茎
に、ピンとした葉が新鮮な証拠。

芥蘭/芥藍  Gai Lan/ Chinese Broccoli/ Chinese Kale 
日本語名: カイラン
広東語の発音: gaai3 laan2（ガイ ラン）

　菜心に似ている様相でありながら、より苦味
が強い食材のカイラン。菜心よりも葉の部分
のキメが荒く、よりグレーっぽい緑色であるの
が特徴。さらに黄色の花ではなく、白色の花が
できるのも見分けるポイント。苦味がある故
に子どもには不人気。大人でも好き嫌いが分
かれる食材である。旬は10月から4月で、黄色
み帯びていないのが新鮮なカイランの特徴。
茎が太すぎるものは熟し過ぎている証拠なの
で避けよう。冷蔵庫で保管すれば3日間保つ。

油麥菜 Indian Lettuce 
日本語名: インディアンレタス
広東語の発音: jau4 mak6 coi3（ヤゥ マッ チョイ）

　地中海発祥と言われているインディアン
レタス。葉の部分は広く、味は少し苦め。プロ
テイン、ビタミンB1、ビタミンC、カロチンな
どの栄養素を含む。旬は10月から5月。新鮮
なインディアンレタスは葉の部分がキラキラ
しており、大きく色味が深いのが特徴。少し
水に浸したキッチンペーパーで包み、プラス
チックバッグに入れて冷蔵庫で保管しよう。

「魚のコマ肉の黒豆ソース（豆豉鯪魚）」のソ
テーは黒豆ソースのフレーバーが見事にレ
タスに絡み合い、虜になる日本人続出だ。

四季豆 Green Bean/Snap Bean 
日本語名: サヤインゲン
広東語の発音: sei3 gwai3 dau6（セィ グヮィ ダゥ）

　炒めたり、刻んでスープにしたりと用途が幅広いサヤインゲン。広東
語では「四季豆」と呼ぶ。解毒効果があるビタミンAと、ミネラルが豊富
で骨の組成を助けるビタミンKが豊富。旬は夏から秋のはじめにかけ
て。新鮮なものは表面が滑らかで深い緑色をしている。茶色の斑点があ
るものは避けよう。冷蔵庫で保管すれば3日保つ。サヤインゲンと豚ひき
肉にニンニク、生姜、長ネ
ギ、赤唐辛子を加えて炒
め、塩、砂糖、醤油、中華
スープの素で味つければ
香港の屋台でよく見かける

「肉砕炒四季豆／肉鬆炒四
季豆」の完成。

草菇 Straw Mushrooms 
日本語名: フクロタケ
広東語の発音: cou2 gu1 (チョゥ グゥ)

　広東料理や東南アジア料理
でよく見かけるキノコと言え
ばこのフクロタケ。湿度の高い
亜熱帯の地域でよく栽培され
る。スープやシチュー、炒め物
など活躍の場は広い。収穫時
季は一年中。果肉部分が引き
締まり、傷みがないものを選
ぼう。密封容器に入れて冷蔵
庫で保管すれば1週間保つ。

冬菇 Shiitake Mushroom 
日本語名: シイタケ
広東語の発音: : dung1 gu1 (ドン グゥ)

　日本でも馴染みの深
いシイタケ。柏の木の根
元で栽培され、湿った
地域だと成長も早い。
収穫時季は春と秋だ
が、スーパーでは年中
見かけることができる。
ビタミンB1、B6、B9のほ
か食物繊維が豊富。果実部分が引き締まり、傷みがないものを選ぼう。
密封容器に入れて冷蔵庫で保管する。汚れが付着していることがある
ので、調理前にはよく洗うこと。

　香港のスーパーでよく見かけるサツマイモ。
他の炭水化物の食材よりもデンプンが少なく、
食物繊維、ビタミンCが豊富。特にビタミンCは
ジャガイモよりも2倍の分量を誇り、歯や歯肉、
細胞の組成を助けるなどの作用がある。旬は3
月から4月、8月から10月。色味が鮮やかで、持っ

た時にずっしりとした重みがあるものを選ぼう。冷蔵庫で保管すると傷
みが速くなるので、新聞紙などに包んで冷暗所で保管しよう。 

番薯 Sweet Potato 
日本語名: サツマイモ
広東語の発音: faan1 syu4 (ファン シュゥ)

　広東料理でよく調理される白菜。
日本ではチンゲン菜の名で知られ
る。旬は4月から10月。新鮮な白菜は
茎の部分が太く、色味も茎の部分の
白色と葉の部分の深い緑色が鮮や
かなのが特徴。逆に茎や葉が黄色み
帯びているものは傷み始めているの
で避けよう。冷蔵庫で保存すれば1
週間は保つが、なるべく早く食べるのが良い。調理の際は小さく刻んで
食べる。ブロッコリーの代替として活躍する食材だ。

小棠菜 Shanghai Pak Choi
日本語名: チンゲン菜
広東語の発音: siu2 tong4 coi3 (シゥ トン チョイ）

　和食や中華料理でよく見かけるオ
リエンタルな食材。カリウム、食物繊
維、チロシンが豊富。旬は3月から8
月。冷蔵庫で保管すれば2週間保つ
が、これ以上置いておくと苦味が出て
きてしまうことも。背丈が低く、どっし
りとした重さのものを選ぼう。柔らか
くひび割れたものは避けるのが良い。
生のタケノコは苦味があり硬いので、
必ずあく抜きをしてから調理しよう。

筍 Bamboo Shoots/Bamboo Sprouts
日本語名: タケノコ
広東語の発音: seon2（ション）

買ってみよう！買ってみよう！

香港街市
野菜図鑑
香港街市
野菜図鑑
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SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所：5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., 
　　  Jordan（佐敦駅より徒歩2分）
電話：(852)3520-2329（日本語可）  
営業時間： 月～金 09:30～22:00
 土 09:00～19:00
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com
フェイススブック: www.facebook.com/streamwisdom

YouTubeで
発音をチェック！

野菜の名前から実際に注文するフ
レーズまで、
聞いて憶えよう！　見て憶えよう！
広東語が全く分からない人でもこの
動画を見れば、市場で野菜を頼めるよ
うになるはず（？）。
また、この動画で広東語の学習に興味
を持った方は是非SOWランゲージセ
ンターへ行ってみよう！
「香港で暮らし始めて野菜不足だな
あ」と思う方は必見！是非ご覧あれ！

即・街市で使える！
実践広東語
即・街市で使える！
実践広東語

PPW×SOWランゲージセンター
スペシャル動画

PPW×SOWランゲージセンター
スペシャル動画

野菜の名前
注文時の単位
「いくらですか？」
「野菜半斤ください」
「万能ねぎをください」
等 ・々・・

７月
　発売予定！

生活に役立つ単語を満載！5ヶ国語（日本語、
英語、普通語、広東語、韓国語）対応なので、
様々な国籍の方々にも役立つ！中国語、広東
語、韓国語はピンイン付きで、衣食住から買い

物、娯楽に至るま
で香港生活の基本
の語彙をイラスト
ともにオールカ
ラーで紹介！

SOWランゲージセンターオリジナル
5ヶ国語図解生活辞典

●中国野菜は農薬が多く使われていると聞きますが、気をつけて
いることはありますか？
▶30分以上は水に浸けておきます。主人の親戚からは「特に白菜
は漂白剤が使用されているので、あまり買わないように」と言われ
ています（笑）。

●普段どこで野菜を購入しますか？
▶近所のスーパーが多いですが、主人の母は毎日街市で購入し
ています。鮮度が良く価格が安いですし、義母と一緒に行くと値引
き交渉もできますので、私も時々街市を利用します。高級スーパー
なら良いものがあるかもしれませんがローカルスーパーと街市を
比較すると、鮮度は街市のほうがいいと思いますね。

●家庭菜園事情を教えてください。
▶私はしていないのですが、主人の親戚は家庭菜園をしていま
す。レタス、ニンジン、長ネギなど。やはり農薬が怖いというのが理
由だそうです。最近は中国人の間でも、農薬につ
いて深刻に考える人が増えてきているようですね。

●ありがとうございました！

深圳野菜事情について
在住日本人主婦に聞いてみた

深圳の野菜って、大丈夫？

中国出身のご主人と2人お子
さんとの4人暮らし。深圳在
住10年の主婦・Iさん。

芫荽 Coriander  
日本語名: コリアンダー／パクチー
広東語の発音: jim4 seoi1 (イム サイ）

　中華をはじめ、東南アジア料理では欠かすこと
のできないハーブ、パクチー。独特の風味があ
り、日本人の間では好き嫌いがはっきり分か
れがち。解毒作用があり、内臓を綺麗にする
効果で知られ、漢方で使われることもしば
しば。ビタミンA, C, Kが豊富。収穫時
季は一年中。色合いが濃く、黄
色や茶色の斑点がないものが
新鮮な証拠。乾いた状態で冷
蔵庫で保管すると長持ちする。

韭菜 Chives   
日本語名: ニラ（韮）
広東語の発音: gau2 coi3（ガウ チョイ）

　ネギ科で一番小さな食材。食
物繊維、ビタミンA、C、K、カルシウ

ム、マグネシウムを豊富に含む。ピンとした
ものが新鮮、萎びていたり茶色がかっているもの

は傷み始めているので避けよう。収穫時季は一年中。
若いニラはマイルドなフレーバーが、熟した大きいニラ

はシャープでピリッとした辛味が楽しめる。湿った金チンペー
パーに包んでプラスチックバッグに入れ、冷蔵庫で保管しよう。

香茅 Lemon Grass    
日本語名: レモングラス
広東語の発音: hoeng1 maau4 （ヒョン マゥ）

インドでは医療用ハーブとして活用されるレモングラス。腹痛、高血圧、
ひきつけ、吐き気、咳、関節痛、風邪、熱などに効果がある。煮出して紅

茶、スープ、カレーなどに使用される他、魚、鶏肉、豚肉、牛肉
などと和えて風味を追加して楽しめる。ビタミンB5、B6、

B1、A、Cが豊富。茎の部分がどっしりと重いのが新鮮
な証拠。軽すぎるものは乾きすぎている

可能性がある。収穫時季は一年中。
冷蔵庫に保管すれば数週間保つ。

　香港のスーパーでよく見かける
サツマイモ。他の炭水化物の食材
よりもデンプンが少なく、食物繊維、
ビタミンCが豊富。特にビタミンCは
ジャガイモよりも2倍の分量を誇り、
歯や歯肉、細胞の組成を助けるな
どの作用がある。旬は3月から4月、8
月から10月。色味が鮮やかで、持っ
た時にずっしりとした重みがあるも
のを選ぼう。冷蔵庫で保管すると傷みが速くなるので、新聞紙などに
包んで冷暗所で保管しよう。 

薑 Ginger
日本語名: ショウガ（生姜/しょうが）
広東語の発音: goeng1 (ギョン）

　大きいもので3mもの長さになる
ゴボウ。温帯性の気候の地域で育
ち、東南アジアや中国、日本でも栽培
が盛ん。旬は11月から1月、4月から5
月。折れたり乾きすぎているものは
避け、ピンとしたものを選ぼう。収穫
後根が付いたままのものは風通し
の良い暗所で保管すれば数ヵ月保
つとされているが、スーパーで売ら
れているような切断されているものは早めに食べるのがよい。

牛蒡 Burdock Roots
日本語名: ゴボウ
広東語の発音: ngau4 bong2 (アゥ ボン)

　冬の瓜、と書くが実は旬は夏場。香港人にも人気でスープなどに良く
用いられる。大きいものだと25kgになるものもあり、中華料理では中身
をくり抜いてスープの器として使うこ
とも。そのほとんどは水分だが、カリ
ウムも多く含むため利尿作用があ
り、高血圧にも効果がある。選ぶとき
のポイントは、皮の色が濃い緑でつ
やがあること。一度包丁を入れると
痛むのも早いので、使い始めたら冷
蔵庫で保存して早めに消費しよう。

冬瓜 Winter Melon/Winter Gourd 
日本語名: トウガン
広東語の発音: dung1 gwaa1（ドン グァ）

　一年を通して流通しているが、旬はやはり秋
から冬。非常に栄養価が高く、ビタミン・鉄・
カルシウム・繊維などがバランスよく含ま
れており、特に免疫力を高めると言われて
いるβカロチンが豊富。煮物やお味噌汁と
いった定番の使い方のほかに、油と一緒に調
理することでビタミンの吸収率がアップするので
ソテーなどもオススメ。丸ごとであればひと月程
度は保存可能だが、カットした場合は冷蔵庫で1週
間程度しかもたないので注意。

南瓜 Japanese Pumpkin/ Kabucha 
日本語名: カボチャ
広東語の発音: naam4 gwaa1（ナム グァ）

　「使いきりサイズ」の冬瓜。こちらも
旬は夏場。利尿作用や解毒作用はもち
ろん、身体を冷やす効果があるので夏
バテ防止に食べると良い。後味がほん
のり甘く冬瓜と同じくそれ自体にクセ
がないため、中華・和食・イタリアンと
どんな料理にも使うことができる。全
体に毛が生えており、より硬く多くの毛
で覆われているものがオススメ。

節瓜 Hairy Gourd/Fuzzy Gourd
日本語名: フシウリ/ミニ冬瓜
広東語の発音: zit3 gwaa1（ジッ グァ）

　独特な粘りが特徴。粘りに含まれる成分には
食物繊維とたんぱく質を分解する酵素が含まれ
るため、胃や腸を整え、疲労を回復する効果が
ある。熱に弱い成分もあるので、あまり熱を
かけずに食べるとよりよい。世界中の熱帯
地域で栽培されており一年中手に入れるこ
とができるが、緑が鮮やかで産毛がしっかり
と残っていてハリがあるものを選ぼう。元々熱
帯の野菜なので、低温での保存は避けたほうが良
い。冷蔵庫に入れる場合は必ず野菜室へ。

秋葵 Okra 
日本語名: オクラ
広東語の発音: cau1 kwai4 (チャウ クヮイ)
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E
D
E

次号PPW 542号で
野菜生活特集・番外編
「野菜がメインの香港家庭料理」
を、紹介します。
乞うご期待！！

次号PPW 542号で
野菜生活特集・番外編
「野菜がメインの香港家庭料理」
を、紹介します。
乞うご期待！！
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　LED照明事業や成形事業を手掛ける
和歌山県の大洋化学株式会社では、現
在主力商品のLED照明を活用した「水
耕栽培」に力を入れている。水耕栽培と
は、土を必要としない養液栽培のこと。
光源や水を元に屋内で育てるため、天
候や害虫などの影響を受けにくく、何よ
り農薬を使用しないため安心・安全な
野菜を育てることができる。健康意識
の高まりを受けて近年急速に研究や企
画、開発が進められている栽培方法だ。
　大洋化学と他ブランドの水耕栽培方
法が異なる点は、光源と養液となる水
にある。光源は同社開発のLED照明と
太陽光を活用している。太陽光だけで
は日照時間や、天候に左右されやすく
成長にむらがでる。そこにLED照明を加
える事で収穫を調整できる為、年中安
定的に野菜を育てることができる。養液
は同グループ企業が開発した銀イオン
生成器（LinoAg+）から出る銀イオン水
を利用している。銀イオン水には抗菌
作用がある為、植物の成長を妨げる
藻が発生しにくいという。
　農家向けに水耕栽培設備を提
供している同社では、現在棚状の
水耕栽培設備を香港でも提供
できるよう企画中だという。

「食の安全」の意識が高まりつつ
ある香港では、これまで以上に健康を意識

した顧客が多い。安心・安全な水耕栽培への期待
は高いという。
　また、同社では一般家庭向けに使用済みペット
ボトルを活用した水耕栽培キットも提供していく
予定だ。ペットボトルに専用の蓋をし、そこに種を
撒き、野菜を育てることができるもので、エコ意識
を育む教材としても注目されているという。野菜
の種類は小松菜、リーフレタス、水菜、ルッコラ、中
葉春菊、バジルなど。日本で製造されたキットを使
用しているため、安全性は保証済み。香港でも家
庭内で緑を育てたいという人や、安心して日々の
野菜を摂取したいという人達を中心に人気が広
まっていきそうだ。一般向けの発売は2016年夏を
想定しており、旺角のフラワーマーケットなどでの
発売を予定している。
　香港でも健康志向の人が増
え、安全な食を求める声が上
がり始めている。水耕栽培
のように農薬を一切使用し
ない栽培方法は今後ますま
す広まっていくだろう。

　「日本では知人の農場の手伝いをしたこともありまして、元 『々野菜
づくり』は好きでした」と語る甲谷久一さんは、中環（セントラル）の音
楽スタジオで各種楽器や音楽理論を教えると同時に、自らも数々のラ
イヴパフォーマンスをこなす、日本人プロ・ミュージシャン。４年前、日
当りの良い馬湾（マーワン）のマンションに引っ越したのを機に「ベ
ランダ農場活動」を始めた。
　現在、土を入れたプランターではミント、ローズマ
リー、バジル、水菜、ゴーヤ、オクラ、枝豆、つるむらさ
き、万能葱、韮、唐辛子、大葉、パセリが、水栽培耕では
ブロッコリー、春菊、わさび菜、小松菜、ラディッシュ、
スープセロリ、三つ葉、島菜が育っている。また、過去
にはモロヘイヤ、チマサンチュ、葉大根（水耕栽培）、
ルッコラ、蕪、コリアンダー、菜の花、白菜、カラシ菜、レ
タスを作ったという。その種類の多さに驚くばかりだ！
　いずれも、サラダや野菜料理はもちろんのことぬか
漬けにするなど、奥様と二人で食べるくらいなら十分
な収穫が得られるという。美味しい手作り野菜がいつ
でも食べられるなんて羨ましい限り。「やはり、醍醐味
は収穫した美味しい野菜を食べられることでしょうね」と水を向ける
と「いえいえ、『食』は二の次。収穫よりも日々野菜の手入れが楽しみで
す」と、意外な答えが返って来た。手をかけた野菜が健康に育つ姿を
日々愛でることこそが「醍醐味」なのだという。
　しかし、栽培の苦労話を伺ってみると、「なるほど…」という気もして
くる。年間を通して気温の高い香港は、当然南方系野菜の栽培に適し
ていそうな気がするが、逆に湿度の高さ故にウドンコ病やアブラム
シ、ハダニ、アザミウマ等の病害虫に悩まされることも多いとか。その
ため、害虫の駆除などに必要最小限の薬は使わざるをえない。自家
栽培といえども「完全無農薬」というわけにはいかないのが現実よう
だ。「最初はまず失敗します（笑）」という甲谷さん。水のやり過ぎ等
で、植物自体は育っても実をつけないなど、収穫できないこともあっ
たという。また、台風接近の場合はすべてのプランター、水耕栽培の
容器を室内に避難させなければならない。「農家の方々のご苦労が
分かります」と、文字通り手塩にかけて野菜を育てる甲谷さんの「市販
の野菜に比べると味が濃いですよ」という言葉にもうなずける。
　香港の住宅事情ではなかなか難しいかも知れないが、「小規模
でも何か緑を育ててみたい！」と思わされてしまう、甲谷さんへの
取材だった。

　多くの人は「肉が食べたくて」しゃぶしゃぶを
食べに行くのではないだろうか。だが、｢野菜を
食べたい｣と思った時にも是非足を運んで欲
しい店がある。それが、｢温野菜｣だ。日本全国

に店舗を展開し、厳選された肉とともに、「しゃぶしゃぶで食べると美味しい野菜」を追求し、生産者と
直接話し合いながら作り上げた国産野菜をたっぷり食べられると人気のしゃぶしゃぶ専門店だ。
　そんな同店が昨年、満を持して香港に上陸し、現在、尖沙咀（チムサーチョイ）と銅鑼湾（コーズウェ
イベイ）の２カ所に店舗を構えている。国を変えても野菜へのこだわりは変わらず、ビタミンやミネラ
ルたっぷりの旬の野菜を、日本の店舗と同じく日本の契約農家から空輸し、新鮮なまま提供している。
お勧めなのはレタス・味えのき・水菜をはじめ、担当者が香港人の好みに合わせてチョイスした、日本
人にもおなじみの野菜の盛合わせ「野菜五品盛合」。こだわりの野菜たちを同店自慢の｢選べるだし｣
にくぐらせて食べると、その優しい甘みがより一層引き立ち、生のままでは味わえない食感や味わいを
楽しむことができる。
　夏に負けまいとスタミナをつけるために肉に走りがちなそこのあなた！「食」はあくまでバランスが
大事。野菜もしっかり摂取して。芯からバテない健康な身体を目指そう！

大洋化学株式会社
住所：和歌山県御坊市島584番地
電話：(+81)738-22-3551
ウェブ：www.taiyo-chemicals.co.jp

ペットボトルを活用した
水耕栽培キット
ペットボトルを活用した
水耕栽培キット
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〈コーズウェイベイ店〉
住所：4/F., Plaza 2000, 8 Canal Rd. East, CWB
電話：(852)3709-8328
時間：12:00～23:00

温野菜
〈チムサーチョイ店〉
住所：Shop 37A, 3/F., LCX, Ocean Terminal, Harbour City, 17 Canton Rd., TST
電話：(852)2153-1801
時間：11:30～23:00（月～日）

ここでは野菜もしゃぶしゃぶの「主役」
日本産の旬の野菜を思う存分味わおう！

香港で100％安全、安心な野菜を食べようと思えば、自分で作ってしまうのが最短、最良の方法かも知れない。
でも、畑はどうする？が最大の問題…。

安心野
菜を

 美味し
く！

 自分で
育てる

！

 旬を味
わう！ 自分で
育てる

！

 旬を味
わう！

甲谷久一（こうや ひさかず）さん
●Mark-1 music centre 代表
●在港歴15年

Mark-1 music centre
電話：(852)9356-9481
メール : centre@mark-1music.com.hk
ウェブ：www.mark-1music.com.hk

自宅マンションのベランダで
野菜栽培を実践する甲谷さんに伺った。
自宅マンションのベランダで
野菜栽培を実践する甲谷さんに伺った。
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水菜、春菊、レタスの収穫

活き活きと育つゴーヤとオクラ

棚を使って省スペース

バジルの鉢植え

甲谷さんオススメの水菜甲谷さんオススメの水菜
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■Sustainable Ecological Ethical 
Development Foundation
(SEED; 香港有機生活發展基金) 
オーガニック野菜の栽培場所を
提供している農場「SEED Organic 
Garden」。管理費には毎日の灌
水、旬の種の提供、農場の用具の
貸出が含まれている。メンバー
シップ登録はウェブから。

料金：
）い払前（tf .qs001/ンズーシンワ/028DKH

HKD568/ワンシーズン/100sq. ft
　（2シーズン前払いなら30%オフの特典あり）
HKD484/ワンシーズン/100sq. ft
　（4シーズン以上前払いなら40%オフの特典あり）

住所：Ho Pui Tsuen, Pat Heung, Yuen Long
ウェブ：htwww.seed.org.hk/en/life/plant-yours-take-yours 
電話：(852)2488-0602 
メール：seed@seed.org.hk

■YMCA Tung Chung Green Organic Farm
（東涌緑機田）
東涌初のオーガニック農場

「東涌緑機田」。エコロジー活
動の一環として農場の一角を
一般向けに開放している。

レジャープランティングプラン 
料金（月額）：HKD250 
ゲスト：最大5名まで
※料金には種・若草・肥料の
提供、毎日2回の灌水サービ
スを含む。

住所：6 Chung Yat St., Tung Chung
ウェブ：
www.tc.ymcahk.org.hk/organic_farm/en/leisure_planting_plan.html 
電話：(852) 3480-7883
メール：farm@tc.ymcahk.org.hk

）地新清（tsevraH s'erutaN■
綺麗な水と緑地が広がる西貢（サイ
クン）に位置する農場「清新地」。自然
との共生を大切にしており、廃棄され
るゴミを培養土として再利用するなど
エコロジー農業を心がけている。

シティファーマー農地レンタルプログラム
料金：毎四半期HKD1,500
エリア：およそ20ft x 4 ft
サービス：農地・用具の貸出、オーガニック肥料・旬の種の提供、
灌水、技術サポート
 
住所：D.D. 227 Pak Shui Wun, Sai Kung
ウェブ：
www.naturesharvest.com.hk/index.php?option=com_content
&view=article&id=38&Itemid=94&lang=zh 
電話：(852)2723-3126
メール：choysum@naturesharvest.com.hk

■Smart Organic Farm（大眼仔有機農場）
新界の元朗（ユンロン）地区に位置するオーガニック農園。品質の
良い野菜を通して消費者の健康に貢献しようというスローガンを
掲げる。

セルフファーミングプラン
料金：100sq.ft／月額HKD300（4ヵ月単位のプラン1月～4月、5月
～8月、9月～12月のプラン）

住所：Lot 948, DD 107, Fung Kat Heung, Kam Tin, Yuen Long
ウェブ：
http://www.smartorganicfarm.hk/index_english.html 
電話：(852)9355-9889 (Kenny Tso)
メール：kwytso@yahoo.com.hk 

■The Leisure and Cultural Services Department
　（社區園圃計劃）
政府が管理する公園内の一部区域を家庭菜園用に貸し出す取り
組み。コミュニティ内の緑化活動の促進や、住民同士のコミュニ
ケーションを促す目的で発足した。現在では23の公園でこの取り
組みが実施されている。

コミュニティガーデンプログラム
料金：HKD400（18週） 
エリア：2.25㎡
ウェブ：www.lcsd.gov.hk/en/green/garden/index.html 

　1946年に創設された「Vegetable Marketing Organi-
zation（VMO;蔬菜統營處）」は品質認定された野菜や、
オーガニック野菜、水耕栽培野菜など、健康面を意識
した地元野菜を広く一般に提供すべく活動している
非営利団体。様々な販売ルートやイベントを通して、
香港で栽培される野菜の栽培支援を行っている。香
港の野菜市場を語る上
で 欠 か せ な い 団 体、
VMOの歴史や主な活動
内容を紹介しよう。

＜歴史＞
　終戦後の1946年、荒廃してしまった地元農業を再
び活性化させようと油麻地（ヤウマーテイ）にて発足
したのが始まり。植民地開発の一環として1.47百万ド
ルかけて設立され、歴代の香港総督がVMO代表に就
任してきた歴史を持つ。VMOはまず野菜の卸売市場
を当時の新興地域であった新界に5つ設置した。その
後協同組合の気運が高まる中で徐々に野菜の収集や
検量業務を協同組合の団体が受け持つようになり、
今日では26つの協同組合がこれらの業務を担ってい
る。2つ残った卸売市場は協同組合を介さずに野菜を
販売したい業者などのマーケットの場として今も活用
されている。

＜主な活動内容＞
■いつでも安心・安全な野菜を!
　「Premium Vegetable Section」
　持続可能な農業形態の維持と、安心・安全な野菜を
安定に供給するため1992年にVMOによって設立され
た「Premium Vegetable Section（PVS）」は地元農家
と、ホテルやレストラン、高齢者住宅、スーパーや配膳
業者などハイクオリティな野菜を求める購入者とを繋
げる役割を担う団体で、厳格な農薬基準をクリアした
野菜のみを消費者に向けて発売している。現在同団

体が認可している小売店は181店、野菜卸売系列販売
店は25店となり、いつでもどこでも新鮮で安心な野菜
が手に入るようになった。同団体の野菜を購入したい

場合は「Local Veggie Fresh」と
いうアプリをダウンロードし

申し込むか、同団体の
ホームページに
て確認しよう。

■野菜栽培支援「認定農場スキーム（信譽農場計劃）」
　香港と広東で活躍する香港人農業経営者を支援す
る目的でVMOとAFCDが協同で設立した「Accredited 
Farm Scheme（認定農場スキーム）」は、安全な野菜の
安定供給を目的とした団体。農家に対して栽培方法や
農薬の適切な使い方などを指導・管理している。認定
農場スキームの厳格な農薬検査をパスした野菜は認
定された証のロゴが付加される。現在加盟農場が所
有する土地は合わせて3,012ヘクタールにも及び、1日
あたり平均して58トンもの野菜が市場に供給されて
いる。同スキームをパスした野菜は227店の小売店で
販売されており、消費者に安心・安全な野菜を提供し
ていることで知られている。

■オーガニック野菜栽培農家支援
　「Organic Farming Conversion Scheme」
　VMOではオーガニック野菜を手掛
ける農家のサポートも行っている。
2000年にオーガニック野菜の栽培支援を行う団体

「Organic Farming Conversion Scheme（OFCS）」が設
立されて以来、2008年までにオーガニック野菜を手掛
ける団体数は2000年の15から110まで増加した。同
団体に加盟する農場は漁農自然護理署AFCDが定め
るオーガニック野菜の栽培手法を取り入れ、さらに
VMOを経由したマーケットにて野菜を販売する必要
があり、安全さは折り紙つき。

■水耕栽培野菜「iVeggie」
　固形培地を介さずに育成される水耕栽培野菜を今
後さらに広めていくためにVMOが立ち上げた

「C.E.H.R & D Centre」は水耕栽培に必要な技術や設
備について研究及び開発を行っている団体。野菜の
販売も行っている同団体では、現在は水菜、フラット
キャベツ、ルッコラ、小松菜、オーク・リーフ・レタスの5
種類の野菜を「iVeggie」とし
て販売している。農薬を一切
使用せずに栽培されてお
り、さらにビタミンやミネラ
ルが豊富で、素材のままシャ
キシャキといただくサラダ
にもってこい。既に定期的に
食卓に上がっているという
家庭も多いようだ。

　ますます高まる「食の安全」に先駆的に対応してい
るVMO。安全な野菜を日常的に身体に取り入れて、体
の内側から健康になろう！

 

Information
Vegetable Marketing Organization
（蔬菜統營處）
ウェブ：www.vmo.org/en/index

Agriculture, Fisheries and Conservation Department
（AFCD; 漁農自然護理署）
ウェブ：www.afcd.gov.hk/cindex.html　

Premium Vegetable Section（PVS）
ウェブ：www.vmo.org/en/index/
             page_order/item_products

Hong Kong Organic Resource Centre（HKORC）
ウェブ：www.hkorc.org/tc

iVeggie
ウェブ：www.iveggie.com.hk/index.php/en/products

※各公園にて毎日8時から18時まで開放中。
　水撒きは管理人が手伝うことも可能。
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Rental Farm
       in Hong Kong

■Sustainable Ecological Ethical 
Development Foundation
(SEED; 香港有機生活發展基金) 

■Sustainable Ecological Ethical 
Development Foundation
(SEED; 香港有機生活發展基金) 

VMOVMO
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お問合せ→ sammatsuurahk@gmail.com（松浦）

欧米ブランド時計専門

時計修理 承ります

before after before after

＊日本製品は日本での修理をおすすめします

お気に入りの時計、壊れてしまったまま諦めていませんか？

（一部対応できないブランドもございます）

高度な技術を持つ職人が一つ一つ心をこめて対応いたします。
オーバーホールもお任せください。

香港 香港

～女性に聞いた、車と男性についての意識調査～
　最近の若い男性は、あまり車に興味がないといわれている。かつては高級車
に乗ることがモテる条件ともいわれたが、今の女性たちは、車と男性について
どのように考えているのだろうか。そこで、デジタルマーケティングカンパニー
の株式会社ADDIX（本社：東京都港区代表取締役社長：酒井大輔）が運営する、
女性たちの動向やインサイトを探り、お届けする情報サイト「BWRITE（ブライ
ト）」が「女性に聞いた、車と男性についての意識調査」を実施した。

◆半数が、車を持っていない男性に「対象外」「がっかり」。
　まず、車をもっていない男性をどう思うか、ズバリ女性に聞いてみたところ、
「対象外／ちょっとがっかりかも」という女性と、「別に変わらない／むしろ持っ
てないほうが好き」と答えた女性は、どの年代でもほぼ半々。今も半数の女性
が、車が持っていない男性に対して厳しい評価をしている、という結果となった

 

◆今も女性たちには「ドライブデート」が人気！　
　8割が「行きたい！」と回答。
　また、「ドライブデートについてどう思います
か？」と聞いたところ、どの年代の女性でも約半
数が「とても行きたい」と回答。「とても行きた
い」「やや行きたい」を合わせると、8割以上とな
り、多くの女性が「ドライブデート」に対して前向
きであることがわかった。

◆彼の車は「外見」「乗り心地」「安全性」が大事！ 20代以下は「コスパ」「内装」も重要。
　そんな、ドライブデートに行きたい！という女性たちだが、どんな車でもか
まわない、というわけではないのが本音。そこで、「彼氏に、乗る車を選ぶときに
重視してほしいポイント」を聞いたところ、「18～29歳」では「外から見たデザ
イン」が1位、「30代」「40代以上」では「乗り心地」が1位という結果に。「外から見
たデザイン」は、どの年代でも約4割が選んでおり、やはり女性にとっては、車も
ルックスが大事なようです。また、「安全性」という回答は全ての年代で3位です
が、年代が低いほどその割合は少ない。
　なお、「18～29歳」では、「内装・インテリア」「燃費」「価格」と回答した割合が、
他の年代よりも高く、普段から自分にとって居心地のいい空間作りを大事にし、
コスパを重視するといわれる、現代の若い女性の価値観が、今回の回答にも現
れているといえそうだ。

◆「彼氏に普段乗ってほしい車」1位は「BMW」！ 上位には高級輸入車がズラリ！
　彼氏が乗る車選びで重視してほしいも
の1位が「外から見たデザイン」であること
を裏付けるかのように、「彼氏に普段乗っ
てほしい車」ランキングを見ると、1位の
「BMW」をはじめ、高級輸入車の名前が多
く挙げられている。「ミニ」や「フォルクス
ワーゲン」など、おしゃれなルックスの小型
の輸入車にも人気があるようだ。国産車で
はトヨタが人気で、「トヨタプリウス」「トヨ
タ ハリアー」などが上位に。
 
　昔も今も、女性を喜ばせる為に男性がしなくてはいけない努力は少なくない
ようだ。

【調査概要】
「女性に聞いた、車と男性についての意識調査」
（調査実施：BWRITE）
調査方法：WEBアンケート方式
調査期間：2016年4月20日（水）～4月26日（火）
調査対象：　18歳以上の「Skets」会員女性
調査人数：　200名（有効回答）　　　　　

「
車
を
持
っ
て
い
な
い
男
性
」っ
て
、

ホ
ン
ト
は
ど
う
思
う
？！

18～29歳

30代

40代以上

あなたが未婚で、気になる男性がいたと仮定します。
その男性が「車」を持っているかどうかは、あなたの彼への好意度にどう影響すると思いますか？

下記から、あなたの考えにもっとものをお選びください。

【年代別】 （単一回答 n=200）

3.8% 46.2% 42.3% 7.7%

18.1% 36.1% 42.2% 3.6%

9.9% 39.6% 49.5% 1.1%

車を持っていない男性は、対象外！
別にどちらでも変わらない

車を持っていないと、ちょっとガッカリかも
むしろ、車を持っていないほうが好きかも

女性に聞いた「彼氏にふだん
乗ってほしい車」
ランキング【TOP7】
（n=200 複数回答）※自由回答を集計

※国産車は「車名」、輸入車「メーカー名」で算出。

1位
1位
3位
4位
5位
5位
5位

BMW

トヨタ プリウス
アウディ
メルセデス・ベンツ
トヨタ　ハリアー
ミニ
フォルクスワーゲン

回答数
13
13
7
6
5
5
5
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ゼロからスタート 第64回広東語♪

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 9:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

　　前回は色に関する形容詞について紹介し、「色＋重ね字」を用いることで、色の濃さを強調することを学び

ました。実はこの使い方は、色以外の形容詞でも広く応用され、日常生活の中で非常によく用いられる会

話表現の一つとなっています。「形容詞＋重ね字＝形容詞を強調」という方程式を是非覚えておきましょう。

食べ物の味や質感を表す形容詞：

他の色に関する表現

他の色に関する表現

温度を表す形容詞：

広東語・発音・日本語

香噴噴

höng1 pan3 pan3

香りがいい

甜椰椰

tim4 ye4 ye4 
甘ったるい

臭崩崩

chau3 baang1 baang1 
すごく臭い、

臭くてぷんぷん匂う

酸微微

sün1 mei1 mei1 
酸っぱい味がする

乾爭爭

gon1 zhang1 zhang1

乾燥してぱさぱさしている

油

yau4 nam6 nam6  
油ぎっている、
てかてかしている。

広東語・発音・日本語

熱辣辣

yit6 laak1 laak1 
非常に暑い、または熱い。

凍冰冰

dung3 bing1 bing1 
氷のように冷たい、
ひやっと冷たい。

暖粒粒

nün5 lap5 lap5 
暖かい、ぬくぬくしている様子

涼浸浸

löng4 zham3 zham3 
涼しい、すがすがしいさま

広東語・発音・日本語

痩

sau3 maang1 maang1  
痩せこけているさま

骨杉杉

gwat1 chaam5 chaam5  
痩せていて骨が突き刺さりそうな感じ。

骨ばっている

肥  (褒義)

fei4 düt1 düt1 
(可愛らしく)まるまると太っているさま。
多く子供や赤ちゃんを指す

肥  (貶義)

fei4 tan4 tan4 
(けなす意味で)太っていて醜いさま、
太ってぶよぶよしているさま

広東語・発音・日本語

扁撻撻

bin2 taat3 taat3 
ぺしゃんこな、おしつぶされた　

脹卜卜

zhöng3 buk1 buk1 
パンパンに張っている様子

広東語・発音・日本語

輕飄飄

heng1 piu1 piu1 
軽々と、軽やかである

圓碌碌 

yün4 luk1 luk1

まん丸い

物の状態を表す形容詞：

会話練習
岡本太太，你個BB女肥嘟嘟，塊臉脹卜卜，隻眼又圓碌碌噉，好得意啊！ 
Gong1 bun2 taai3 taai2，nei5 go3 BB nöü5 fei4 düt1 düt1，faai3 min6 zhöng3 buk1 buk1，
zhek3 ngaan5 yau6 yün4 luk1 luk1 gam2，hou2 dak1 yi3 a3！
岡本さん、あなたの赤ちゃん、まるまると太っていて、目がクリクリしてて、とっても可愛いですね！
細細個肥就話得意姐，好驚佢大個咗會變成我噉肥揗揗咋！
Sai3 sai3 go3 fei4 zhau3 wa3 dak1 yi3 zhe1，
hou2 geng1 köü5 daai6 go3 zho2 wui3 bin3 sing4 ngo5 gam2 fei4 tan4 tan4 zha3！
小さい時なら太ってても可愛くていいですが、大人になっても私みたいに太ってると大変ですよ！
唔係吖，我就覺得比起以前瘦蜢蜢、骨杉杉嘅你，而家嘅你睇落靚咗又健康咗！
M4 hai6 a1，ngo5 zhau6 gok3 dak1 bei2 hei2 yi5 chin4 sau3 maang1 maang1，
gwat1 chaam5 chaam5 ge3 nei5，yi4 ga1 ge3 nei5 tai2 lok6 leng3 zho2 yau6 gin6 hong1 zho2！
そんなことないでしょう。以前のあなたは痩せこけて骨ばっていましたが、
今の方が断然健康的で綺麗だと私は思いますよ。
哈哈，係咩，多謝你呀，噉我可以放心繼續食甜品喇!
Ha1 ha1，hai6 me1，do1 zhe6 nei5 a3，gam2 ngo5 ho2 yi5 fong3 sam1 gai3 zhuk6 sik6 tim4 ban2 la3！
ハハ、そうですか、ありがとう。じゃあ安心して甘いものを食べ続けられますよ！

竹下

Zhuk1 ha6

岡本

Gong1 bun2 

岡本

Gong1 bun2 

竹下

Zhuk1 ha6
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