
香港

◆登山経験者は全体の40%にのぼる。その内の約
半数が、“山ガール”ブームの2009年以降に開始！

　全国20歳以上の男女1,207名に対する調査で、
実に40%に登山経験があることがわかった。また、
そのうちの47%が、“山ガール”がブームとなった
2009年以降に初めて登山をしていたことも判明。

　2009年以降に登山経験のある人（224名）に登
山を始めたきっかけを聞いたところ、1位「友人に
誘われたから」46%、2位「家族に誘われたから」
31%、3位「自然が好きだから」30%となった。親し
い人に誘われることが登山のきっかけとなること
が多いようだ。

◆問題山積み！？ 95%が「登山」について何らかの
問題意識をもつことが明らかに。

　2015年6月に警察庁が発表した「平成26年中に
おける山岳遭難の概況」によると、山岳遭難発生
件数は2011年から右肩上がりで増え続けている。
本調査でも、2011年以降に登山経験がある人のう
ち30%が、「道に迷った」「急激な天候変化で困っ

た」「遭難しかけた」など、山で危ない目にあったこ
とがあると回答した。
　また、「登山」について何らかの問題意識がある
人は、登山経験の有無にかかわらず、全体の95%に
のぼることが明らかに。「重大な問題である」と感じ
ることを聞いたところ、1位「ゴミを持ち帰らず、山中
に捨てる人がいること」66%、2位「登山客のマナー
の低下」51%、3位「十分な装備や知識がないまま登
山をする人が増えたこと」49%という結果となった。

◆今年からスタートの国民の祝日「山の日」。認知
率は36%だが、66%は「嬉しい」と歓迎ムード！

　さて、今年の8月11日からは、新しい国民の祝日
「山の日」がスタートする。来月に迫った「山の日」
だが、認知率は36%にとどまった。しかし、「山の
日」が始まることについては、66%が「嬉しい」と回
答。これまで存在は知らなかったとしても、祝日自
体は歓迎する人が多いようだ。
　　
　
　

　国民の祝日に関する法律で「山の日」は、「山に
親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日とさ
れている。「山の日」の施行をきっかけに、山への
関心が更に高まると思われるが、一方で、ごみ問
題や遭難者数の増加などの課題があるのも現
実。ここ香港でも、各地にトレッキングコースが整
備され、多くの日本人が週末を中心に山登りに挑
戦している。異国の地であっても守るべきマ
ナー、そして必要な準備を忘れずに「山」を楽しみ
たいものだ。

【調査概要】
調査方法：インターネットリサーチ
調査時期：2016年5月26日～30日
調査対象：20歳以上の男女
調査人数：1,207人　　　　　　

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

これまでに登山をしたことがありますか？

山ガールブームや中高年者の登山人気を経て、すっかりメジャーになった「登山」。
日本では今年の8月11日（木）から、いよいよ新しい国民の祝日「山の日」が施行される。
そこで、今の「登山」の実態を探るべく調査を実施した。

「山の日」を知っていますか？
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「山の日」が今年から新たに国民の祝日に
なることをどう思いますか？
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INFORMATION

　夏本番を迎える香港で、6月6日より初のエア
コン付きトラムの試験運行が開始された。「パイ
ロット・クーラー・トラム」No.88は水色の車体に、
車内の椅子に座って涼し気な様子の男性が描か
れたデザインが特徴。冷房車両とはいえ、乗客が
新鮮な空気を取り入れられるよう、ほとんどの窓
が開く仕組みになっている。最初の3か月間は、
23℃、25℃、27℃のうち最も快適な設定温度を決
めるための試験運行となる。通常のトラムと同様、
基本的に毎日運行しており、運良くこのNo.88に乗

れた場合、車内
でのアンケート
に 答えるか、
オンラインで調

査に協力することができる。試験運行ということ
で、この冷房車両の運賃は従来のトラムと同じ。今
後はそこで集められた乗客のコメントやデータを

基に、設定温度や通気性の調整をしていくという。
　今回の調査の結果を受け、冷房車両が正式に
採用となった場合、現行型トラムからの改装や エ
アコン部分の組み立てにかかるコストは１車両
当たり25万香港ドルに上ると予想されている。何
台導入するかによっても運用コストと投資額は左
右される。そして、そのコスト分は当然運賃に反映
されるわけで、現実的にエアコン付きトラムが導
入されるかどうかについては、「香港市民がどれ
だけの運賃アップまで受け入れられるかによる」
と香港トラムウェイの管理者は言う。
　試験運行初日には数回車上の回線がショート
するというトラブルにも見舞われた。コスト面だけ
でなく、基本的な技術面でも、まだまだ多くの課題
が残っているようだ。
　ともあれ、110人を収容可能な「パイロットクー
ラートラム」No.88は、毎日ケネディタウン～筲箕湾

間を試験運航中だ。運行時間とルートはランダム
に設定されるため、現役トラム約160車両の中か
ら、このNo.88を捕まえられるかどうかは、あなた
の運次第となる。これから暑さが酷しさ増す毎日、
果たしてエアコン付きトラムの導入は暑い香港に
涼しい風をもたらしてくれるのだろうか。それとも
熱い議論を巻き起こすことになるのだろうか…。

はみだし

たかが小ネタと
侮るなかれ！

100年以上の歴史を誇るトラムに、
ついに冷房車両導入となるのか？！
100年以上の歴史を誇るトラムに、
ついに冷房車両導入となるのか？！

た思いを受け取ってくださっている気が
して。それがパワーの源になっています。
よくデパートなんかで試飲販売をしてい
ると皆さんそれぞれ色々な反応をされ
るんですよね。最初はその反応にいちい
ち一喜一憂していました。でも最近では
こちらも慣れてきて、冷静な目で見れる
ようになって（笑）。そうすると、喜んでい
ただいたときに、パッと目が開く、表情が
明るくなる、という瞬間がわかるように
なってくるんです。そんな反応を見るとと
ても嬉しいです。

日本語教師のお仕事もされているそうで
すね
　はい。実はイギリスにいたときに当時
の英語の先生から日本語を教える気は
ないか、という話を頂いたことがあっ
たんです。ただ、私自身が仕事をできる
立場でなかったのでお断りして。でも
ずっと気になってたんですよね。それで、
仕事ができる環境になった時に思い
切って養成講座で勉強しました。

忙しい生活のなか、どのようにリフレッ
シュされていますか。
　主人が独立しレストランを始めてから
は、サラリーマン時代のようにまとまった
お休みが取れなくなりましたが、１年半
前から西貢に引っ越し木々が多い環境になってからは鳥や虫の声が聞こえて
くるので、うちにいると自然に気持ちが切り替わってリラックスできているよう
に思います。あとは来港する友人が持ってくる最新版のガイドブックを手に一
緒に観光して楽しんでいます。ネイルサロンに行くのもリフレッシュの一つで
す。

最後に香港・広東地区で頑張る女性へメッセージをお願いします。
　香港はパワーがみなぎっていて、意欲を掻き立てられる不思議なところ、そ
してキャリアを磨き続けられる場所と思います。その香港の不思議なパワーを
上手く取り入れて輝き続けていただけたらと思います。

来港以前も海外に住んでいらしたんですね。
　はい、主人の海外赴任についていく形でイギリスとドイツと合わせて６年
間位住んでいました。香港にきたのは2000年になります。

今のお仕事を始められたきっかけはなんですか。
　イギリスやドイツ、そして香港に来てからもしばらくは駐在員帯同の妻と
いう立場もあって仕事が出来ない環境でした。それが７年ほど前、主人がサ
ラリーマンを辞めて独立して、自分も仕事ができるようになって。働きたい気
持ちはずっとあったので、もう「今だ！」という感じですよね（笑）。それで、何を

しようかというときに、日本のよいも
のを香港に紹介したい、という同じ
想いを持つ仲間と会社を立ち上げ
ました。

これまでどのようなお仕事をされてき
ましたか。
　一番最初は和歌山県にある東農
園さんの梅を使った梅干からスター
トしました。でも香港の方々にはあま
り受け入れられなかったこともあっ
て、馴染みのある梅酒、そしてそこか
ら更に「バラ梅酒スパークリング」を
開発しました。そのほか、お酒を飲
む方に飲んでいただきたいウコン製
品の「カズミスーパーウコン」も看板
商品です。あとは一昨年の冬にノウ
ハウを持つ仲間が中心となって、
オーシャンパークのイルミネー
ションを手掛けたこともあります。

Key Woman
輝き続ける女性に会いたい！香港、広東で

「バラ梅酒スパークリング」のラベルがとても可愛いですね。
　ありがとうございます。これは女性同士で集まる華やかな場で飲んでもらえ
るようにと作ったワインなんです。バラの花びらから抽出したダマスクスロー
ズのエキスがギュッとはいっています。元々は東農園さんで販売されていたバ
ラ梅酒を取り扱っていたのですが、香港マカオ向けに何か新しいものを、とい
う提案があったときにこのスパークリングの開発がスタートしました。東農園
さんでは、梅と同じ土壌で育つバラの栽培もされていたので、マンズワイン
さんや当時MGMホテルに勤めていたソムリエの方にアドバイザーとしてご協
力いただき完成させました。

「カズミウコン」には髙橋さんのお名前が使われていますね。
　はい（笑）。少し恥ずかしい気もしますが、海外の方はきっと人の名前だとは
気づかないですよね。日本でもウコンを使った製品は沢山販売されています
が、これは一般的なウコンを使った製品とは違ってポリフェノールの部分だけ
を抽出しているので純度が高いんですよ。仕事をされている方々は好き嫌い
に関わらず普段からお酒のお付き合いが沢山あると思います。飲みすぎてし
まった辛い翌朝でも時間通りに仕事に出かけなければならないという状況を
少しでも改善できるお手伝いができればと思い、販売を始めました。

お酒を飲まない人にも効果があるとか。
　そうなんです。お酒を飲まない時に飲んだら元気になった。飲んだ後に運動
してもあまり疲れを感じないという話を聞いたことがあります。その話を聞い
て実際自分も試してみて、実感する部分もありましたね。アルコールを分解す
るのがそもそもの働きなのですが血液の流れを良くする働きもあるので、そ
れに準ずる効果はあるんだと思います。

開発をするなかでやりがいを感じるときはどんなときですか？
　そうですね。開発している最中は色々あって大変ですけれど、どの商品もリ
ピートしてくださることが私にとってはすごく嬉しいです。一生懸命開発してき

Double Rainbow International Limited
会長

髙橋和美さん
インタビュー

駐在員の妻として過ごしたイギリス、ドイツでは、ご主人を支えながら
その土地その土地での生活を楽しんできたという高橋さん。
でも同時にいつもどこかにあった「働きたい」という思い。
今、その願いをここ香港でかなえた彼女は、「日本と香港の架け橋となり、
日本のいいものを香港にご紹介したい」という思いのもと、
メイドインジャパンの高い品質の製品の開発に日々取り組んでいる。
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香港

た思いを受け取ってくださっている気が
して。それがパワーの源になっています。
よくデパートやスーパーで試飲販売をし
ていると皆さんそれぞれ色々な反応をさ
れるんですよね。最初はその反応にいち
いち一喜一憂していました。でも最近で
はこちらも慣れてきて、冷静な目で見れ
るようになって（笑）。そうすると、喜んで
いただいたときに、パッと目が開く、表情
が明るくなる、という瞬間がわかるように
なってくるんです。そんな反応を見るとと
ても嬉しいです。

日本語教師のお仕事もされているそうで
すね。
　はい。実はイギリスにいたときに当
時の英語の先生から日本語を教える気
はないか、という話を頂いたことがあっ
たんです。ただ、私自身が仕事をできる
立場でなかったのでお断りしました。
でもずっと気になってたんです。それで、
仕事ができる環境になった時に思い
切って養成講座で勉強しました。

忙しい生活のなか、どのようにリフレッ
シュされていますか。
　主人が独立し事業を始めてからは、サ
ラリーマン時代のようにまとまったお休
みが取れなくなりましたが、１年半前に
西貢に引っ越し木々が多い環境になってからは鳥や虫の声が聞こえてくるの
で、うちにいると自然に気持ちが切り替わってリラックスできているように思い
ます。あとは来港する友人が持ってくる最新版のガイドブックを手に一緒に観
光して楽しんでいます。ネイルサロンに行くのもリフレッシュの一つです。

最後に香港・広東地区で頑張る女性へメッセージをお願い
します。
　香港はパワーがみなぎっていて、意欲を掻き立てら
れる不思議なところ、そしてキャリアを磨き続けられ
る場所だと思います。その香港の不思議なパワーを
上手く取り入れて、且つ波に飲みこまれないように
注意して輝き続けていただけたらと思います。

　ありがとうございます。これは女性同士で集まる華やかな場で飲んでもらえ
るようにと作ったワインなんです。バラの花びらから抽出したダマスクスロー
ズのエキスがギュッとはいっています。元々は東農園さんで販売されていたバ
ラ梅酒を取り扱っていたのですが、香港マカオ向けに何か新しいものを、とい
う提案があったときにこのスパークリングの開発がスタートしました。東農園
さんでは、梅と同じ土壌で育つバラの栽培もされていたので、マンズワイン
さんや当時MGMホテルに勤めていたソムリエの方にアドバイザーとしてご協

　はい（笑）。少し恥ずかしい気もしますが、海外の方はきっと人の名前だとは
気づかないですよね。日本でもウコンを使った製品は沢山販売されています
が、これは一般的なウコンを使った製品とは違ってポリフェノールの部分だけ
を抽出しているので純度が高いんですよ。仕事をされている方々は好き嫌い
に関わらず普段からお酒のお付き合いが沢山あると思います。飲みすぎてし
まった辛い翌朝でも時間通りに仕事に出かけなければならないという状況を

　そうなんです。お酒を飲まない時に飲んだら元気になった。飲んだ後に運動
してもあまり疲れを感じないという話を聞いたことがあります。その話を聞い
て実際自分も試してみて、実感する部分もありましたね。アルコールを分解す
るのがそもそもの働きなのですが血液の流れを良くする働きもあるので、そ

　そうですね。開発している最中は色々あって大変ですけれど、どの商品もリ
ピートしてくださることが私にとってはすごく嬉しいです。一生懸命開発してき

Double Rainbow International Limited
住所：Rm1123, 11/F. Star House, 3 Salisbury Rd., TST
電話：(852)9312-2766

髙橋和美（たかはしかずみ）さん
ご主人の海外転勤によりイギリスやドイツで６年間過ご
したあと、2000年より香港在住。2011年にご主人の独立
をきっかけに「Double Rainbow International Limited」
を設立。日本産のものを使用した製品の開発に携わる
一方、日本語教師としても活躍している。

イギリス  コッツウォールズにて
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香港

◆王道はやはり「海外」×「リゾート」！

　ハネムーンの旅行先について調査を行ったところ、
約7割もの人が海外へ行っていることがわかった。さら

に、海外の中では「リゾート派」が多く、1番人気は「ハワ
イ」。街派の1番人気は「ヨーロッパ」であった。しかし、
最近の新婚夫婦に定着し始めているのが、リゾートで
は、カンクン等の中南米やモルディブ等のインド洋リ
ゾート。街では、ドバイやモロッコ等の中近東やアフリ
カ、ブラジルやペルー等の中南米が上がっており、昔に
比べて多様化していることがわかった。

◆ハネムーンで最も贅沢したい項目1位は「ホテル」
　ハネムーンで1番贅沢したい項目は、「ホテル」が53%
と圧倒的に多かった。その中で4割の人が「4つ星、5つ星
の高級ホテル」を選ぶと回答。滞在日数は1週間前後で、
予算においては、1人あたり「30万円以上」が半数以上を
占める結果であった。

◆男性の方が「パートナーとの2人きりの時間」を重視！
　行き先を選定する際
に重要視するポイント
は、男女ともに「今まで
行ったことがないとこ
ろ」「景色がロマンチッ
クなところ」が上がった
が、男性は3位に「2人き
りの時間がたくさん持
てる場所」と回答。一方
女性の3位は「2人の趣味を楽しめる場所」と答えてお
り、男性の方が「2人きり」を重要視していることがわ
かった。

◆約半数の女性が、ハネムーン中に
　パートナーにがっかり…
　「ハネムーン中、パートナーにがっかりしたことはあ
りますか」という質問に、男性は15%、女性はその3倍弱
も多い43%が、がっかりしたと回答した。理由として、男
性は「計画不十分」、女性は「やりたいことの価値観が
合わなかった」という回答が最も多く、効率的で理論志
向の男性と、感情やフィーリングを大切にする女性とい
う双方の性質の違いが浮き彫りとなる結果になった。

　ハネムーンは夫婦にとって、一生に一度の“特別な
旅行”。行き先、予算、楽しみ方など、2人でしっかり話し
合って、思い出に残る最高のハネムーンにしよう！

アンケート概要
■サンプル数：計400名（スクリーニング 15,740名）
■調査対象：結婚・婚約をしている、かつハネムーンに
　　　　　  行ったことがある・もしくは行く予定の男女
■調査方法：インターネットリサーチ
■調査会社：楽天リサーチ

「ジューンブライド」でおなじみの6月。結婚式とハネムーンの準備が重なり、忙しい日々を過ごすカップルも多かったの
ではないだろうか。一生に一度だからこそ、普段の旅行とは違って特別な旅行にしたい…。そこで今回は、20代～60代
の男女400名を対象に、ハネムーンに関する意識調査を行った。

Q. ハネムーンは国内・海外
どちらですか？

Q. 海外ハネムーンは
リゾート派？ 街派？

Q. 今と昔、ハネムーンの行き先は？

Q. 何を最も贅沢したいですか？

ライフ（香港・広東共通）
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◆5人に1人が便秘状態！ 保護者も認識しておらず…
　排便状況に関して質問したところ、20%が便秘状
態にあることがわかった。「頻度が3日に1回以下」、
「残便感がある」、「出るまでに時間がかかる」という
意見があがった。そのうち、該当する児童の保護者
の30%が、自分の子どもの便秘状態を認識していな
いことが明らかになった。また、保護者が認識してい
る場合でも、特に対策を取っていないケースが多い
ことがわかった。

　これらの子どもは、成人まで便秘状態を持ち越す
わけではないと考えられるが、特に女の子に関して
は心配である。最近では、便秘と心血管疾患の関連
の可能性や、成人病との関連データも報告されてお
り、便秘による直接症状のみならず、長期の便秘状態
が心身にもたらす影響も考えられる。

◆学校ではうんちをしない！ 学年が上がるほど人目を
気にする傾向が明らかに
　「学校でうんちをするか」質問したところ、全体のう
ち約半数が「学校のトイレでうんちをしない」、「した
くなったら我慢する」と答えた。この意識は学年が上
がるにつれて強まり、6年生では6割に。うんちをする
際は、「教室から1番遠いトイレまで行き、友達に気付
かれないようにする」という意見が多かった。また、
「知られたら友達にからかわれる」という声も多くあ
がった。一方で、「学校でうんちがしやすい」と答えた
のは24%と、圧倒的に少ないことがわかった。

◆子どもの生活習慣と便秘の関係性
　便秘状態にある子どもは、そうでない子どもに比べ
て、正しい生活習慣をしている割合が低いことがわ
かった。「睡眠」に関しては、22時以降に寝て、朝7時以
降に起きる子どもが多く、「毎日朝食を食べる」のは、平
日・休日ともに少ないことが判明した。生活習慣の乱れ
が便秘の原因になっている可能性が高いと言える。

　排泄、睡眠、食事などの基本的生活習慣はお互い
に関連している。よい生活習慣を身につけていれば、
当然、排便状態もよくなりやすい。便秘は子どもの負
担になるだけでなく、辛い思いもさせている、大きな
社会的課題である。「生活習慣の改善」「排便意識の
改善」「トイレ空間の改善」に関して、家庭でも積極的
に取り組んでいただきたい。

【調査概要】
調査対象：全国47都道府県の小学生の保護者
調査人数：4833名
調査機関：NPO法人日本トイレ研究所

小
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小学校のトイレの老朽化や、小学校での排便教育が浸透していない現状を保護者の方は知っているだろうか。
そこで今回は、子どもの排便・生活実態の把握のため、全国47都道府県の小学生を持つ保護者を対象に、
「小学生の排便と生活習慣に関する調査」を行った。

～「小学生の排便と生活習慣」に関する意識調査～

※スコアは十分である・計（「とても十分である」～「やや十分である」）

便秘層(n=976)　　非便秘層(n=3,857)
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　1981年にジーンズ会社としてスタートし、現在では世界的ライフスタイルブランドと
して親しまれるGUESSが、今シーズンいくつかの革新的なデニムコレクションを発売し
た。あらゆる技術を駆使して作り上げられたデニムの数々は、見た目だけでなく肌への
負担や洗濯など細かい部分にまで配慮されている。すべてのコレクションは新しく開
設されたGUESSのウェブショップで購入可能だ。GUESSのネット販売開始を祝して、初
めて利用の方に限り送料無料に加えて10％オフというサービスも実施中。

◆肌にやさしい革新的なジーンケアデニムコレクション
　GUESSはスマート・ゲス技術を採用して新たに発売した、肌
触りがソフトで肌にやさしいジーンケアデニムコレクションを
誇っている。ジーンケアは高度なスリムテックス技術を用いて

開発され、イチョウから抽出された血行を助ける成分やセルライトの構築を防ぐ海藻、
そして抗酸化効果のあるビタミンEが含まれており、それらが肌を落ち着かせ、養分を
与えてくれる。また、着るたびに香るラベンダーやカモミールの香りであなたを見た目
通り素敵に感じさせてくれること間違いなし。
◆ステイホワイトウィメンズデニムコレクション
　最新のスマート・ゲス・コレクションであるステイホワイトデニムは、特別な技術によ
り高い洗濯耐久性と耐水性を実現している。水分の吸収を抑え、仕上がりをよくしてく
れる加工や、洗濯するたびに生地をより明るくしてくれる加工が施された、ファッション
を存分に楽しめるように設計された作品の数々。
◆「GUESS Eco」カプセルコレクション
　これまで同様セクシーで象徴的なファッションを提供するGUESSが、ついに環境に
やさしいファッションに手を伸ばした。その先駆けとして、2016年の春と夏にゲスエコ
デニムカプセルを発売。環境持続性を重視してデザインされたそのコレクションは、
CO2排出量を削減する効率的な生産法と、環境への負担がより少ない科学薬品の使用
が特徴となっている。
◆GUESS SS2016キャンペーン
　今夏、GUESSは韓国人とイギリス人のハーフモデル、ミア・カンを広告キャンペーン
に起用。そのキャンペーンはGUESSの監督であるPaul Marcianoによって監修され、
ファッションフォトグラファーであるラヤン・アヤッシュによって撮影された。太陽の強
い光がGUESSガールのなびく髪と滑らかなこげ茶色の肌を美しく映し出し、自然の太
陽光が彼らの美しさを際立たせている。

［ GUESS ］ 

この夏、セクシーにきめよう
デニムジーンズコレクション2016
この夏、セクシーにきめよう
デニムジーンズコレクション2016

GUESS
ウェブ：www.guess.hk/en

GUESS JEANS
住所：Shop on G/F., Chung Shan House, No. 4-6, Gough St.,Central
住所：Shop 108, 1 /F., Silvercord, 30 Canton Rd.,TST
住所：Shop 3-32A, 3/F., Sogo Department Store, 555 Hennessy Rd.,CWB

電話：(852) 2511-7866
電話：(852) 2110-0370
電話：(852) 2831-3941
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英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北
京語/広東語/韓国語/フランス語/スペ
イン語などを学びませんか！日本語
が話せる講師が発音や文法を丁寧に
教えます。マンツーマンまたは2～5人
の少人数制で講師の指名も可能なの
で、自分のペースで語学をマスターで
きます。ただ今、英語/北京語/広東語
の30分間の無料授業が体験できます。
詳しい内容については、日本語でお気
軽にお問い合わせください。
電話：(852)3520-2329林まで（日本語可）
ウェブ：www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港ソフィア会
上智大学、上智大学短期大学部、上智社
会福祉専門学校、聖母看護学校にゆ
かりのある方はお気軽にご連絡くださ
い。深セン、広州など広東省在住の方や
出張などで香港お立ち寄りの方も大歓
迎です。
連絡先：sophiakaihk@yahoo.co.jp
 　　　（松島・福島）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団員募集
香港日本人倶楽部合唱団で一緒に歌い
ませんか（ただいま男声ベース急募中）
初心者の方も大歓迎！歌が大好きな
方、ぜひ一緒に合唱を楽しみませんか。
【練習時間：水曜 午前（女声合唱）、土曜 
午後（混声／男声合唱）、週一回、二時
間ほどの練習です】
見学のお問い合わせなどお気軽にご
連絡ください。
（練習場所のご連絡いたします）
連絡先:hkjc_choir@yahoo.co.jp（加藤）
公式サイト:
 http://www.geocities.jp/hkjc_choir/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他
校OB会との交流イベントを開催してお
ります。法政大学および付属校、大学院
にゆかりのある方、当校に留学経験の
ある方、ぜひお気軽にご連絡ください！ 
連絡先：hoseichina_hk@yahoo.co.jp
               （事務局）
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月1回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しも沢山。詳しく
は、HPをご覧ください！
連絡窓口：高橋
メール：jimu@wa-kyo.org
電話：（852）2730-1055
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バンドメンバー募集
香港各地でライブ活動をしております
HINABEYAという60’s～80’ｓのR&Bや
ソウル（MOTOWNからDISCO系まで）
を演奏しているバンドです。現在新た
に即戦力ボーカルとドラマーを募集し
ております。土曜日夜のライブが可能な
方、お待ちしております。まずはご連絡
くださいませ。
連絡先：梅津 さとし
携帯：9681-7299
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県人会メンバー募集

三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので
参加したい方はお気軽ご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
mieken.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海大学同窓会　香港華南支部
東海大学出身・付属高校出身者、その他
ゆかりのある方。定期的にイベントをやっ
ておりますのでぜひご参加ください。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香
港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ
＆飲みでワイワイやってます！
URL:http://jleaguers.exblog.jp
連絡先: jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
者を対象とした会です。香港在住者が
メインですが、中国在住の方もご参加

頂けます。参加目的は、友情、ビジネス、
婚活、恋活、いずれもOKです。お気軽に
ご連絡ください。
宴会本部長より
メール： kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

隔月で食事会、BBQ大会、クリスマス会
などを開催中です。青山学院卒業生お
よび関係者の皆様は、お気軽にご連絡
ください。日本国内および海外にある
校友会支部の紹介も可能ですので、青
学OBのネットワーク作りにお役立てく
ださい。
Email:aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
HP: www.alumni-aogaku.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財テクを考える会
金融シティ香港で財テクを研究しま
しょう！毎月1回、平日の19時または、
ランチタイムに集います。経験不問・登
録料などいっさいかかりません。～ユ
ニークなメンバーが多い、楽しいサー
クルです。～
奈津子携帯：(852)9722-0012
E-mail：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーケストラメンバー募集

アンサンブル・ディマンシュ香港では団
員を募集しています。室内楽や管弦楽
の好きな方、ぜひ一緒に演奏しません
か。<募集楽器>フルート、オーボエ各
若干名。弦楽器(バイオリン、ビオラ、
チェロ、コントラバス)大募集中！月2回
ほど日曜午後3時間練習しています。見
学のお問い合わせなどお気軽にご連
絡下さい。
連絡先:hkdimanche@gmail.com
HP:http://hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
中環（セントラル）にある日本人オー
ナーシェフのSAGRANTINOでは、パート
タイムで勤務できるホールスタッフを募
集中です。勤務時間・曜日は応相談で
す。まずはお気軽にご連絡ください。
携帯：(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バーで働けるパートタイム募集！
尖沙咀駅N1出口から徒歩1分の日系
バーで働ける。パートタイムスタッフを
募集しています。お酒への興味があり、

おしゃべり好きで、明るく楽しく働ける
方、大歓迎！ご興味のある方は、先ずご
連絡ください。夕方～深夜勤務ですが、
条件など相談可能。
メール：hideomorikawa@gmail.com
　　　 （森川まで）
電話：(852) 6989-0074
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パートタイムの日本語講師募集
1年以上の講師経験者
日本人であること
日本語講師資格取得者 広東語か英語が
流暢に話せる
子供と大人に教えたことがある経験者
教務へのトレーニングはありますので、ご
興味ありましたらエリース　チェンまでご
連絡ください。
Email: elise@geosasia.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、香港人で日本語を話
せる営業スタッフを募集しています。勤
務地は西湾河、明るく誠実な方のご応
募をお待ちしております。
電話：2566 0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：www.san-pou.co.jp/hk
MOTEGI 又は TONG まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートタイマー募集中！
GEOSランゲージセンターでは、パート
タイムスタッフを募集しています。語学
が好きな方、ぜひ下記まで履歴書をお
送りください。ベビーシッターも募集
中です。子供が好きな方、体力に自信
のある方、下記まで履歴書をお送りく
ださい。
メール：geoshk@geosasia.com
電話：2362-9991（日本語でOKです。）
ご連絡お待ちしております！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医療通訳の募集です
セントラルのクリニックで通訳や簡単
な事務作業をおこなっていただける方
を募集しています。できれば看護師の
方を希望します。詳しくはメディポート
の堀または永井まで、お気軽にお問い
合わせください。
hori@mediport.com.hk
 電話:(852)2577-1568
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北／広／日／英語の教師募集
北京語、広東語、英語又は日本語を教
えた経験がある方をパートタイムで募

集しています。日本人の方及び香港人
の教師も急募しています。まず履歴書
をファクスまたはＥメールで送りくださ
い。詳細はお電話にてお問い合わせい
ただけます。
Tel:(852)2375-1342  林まで
E-mail: swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港で楽しく働こう!
東京に本店がある本場の日本料理店
とん勝は、日本語堪能、接客好きな方を
募集中! 希望シフト制でプライベートも
充実♪TST駅N1出口から徒歩2分、通
勤ラクラク☆日本人店長で日本人のお
客様が多いから現地の言葉が出来なく
ても働ける！興味があれば、まず応募
してください！分からない事や不安な
事をなんでも質問して下さい。一緒に
楽しく働きましょう！
高江洲（タカエス）
電話：(852)3106-3308
メール：tonkachi@f-cation.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bartender Support(part time)
★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 HKD60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL：(852)2376-0633 Ms. Kaiser
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇
（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇
（スタイリストはサロン経験5年必須）
☆ネイリスト、アイリストはパートタイムも可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com
のトチカワまで写真付き履歴書をご送
付ください。
パートタイム希望の方はメールで勤務
可能な曜日、時間帯も記載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。

日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベ
ビーシッターを募集しています。新し
い綺麗なオフィスで、一緒に働きま
せんか？
履歴書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
銅鑼湾（コーズウェイベイ）のダイニン
グバー(Sowelu)ではスタッフを募集し
ています。勤務時間・曜日は応相談で
す。詳しくは中村まで。
電話：(852)2766-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

娯楽日系ショップ
日本で1991年に創立した老舗のアダ
ルトショップ「ワイルドワン」
現在では東京に８店舗、香港に2店舗、 
中国に1店舗展開しています。
日本製を中心に欧米製の高級商品など
ワイルドワンがオススメする良質・安
心・安全の商品だけを販売しています。
日本語を話せるスタッフが多くいます
ので是非気兼ねなくご来店ください。

・香港MK店
住所 : 九龍モンコック亞皆老街83號
先達広場 2/F S106室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話 (日本語可）: (852)2395-1001

・香港TST店
住所: 九龍チムサチョイ加拿分道 6C號 
集友大廈(ビル) B座 1/F B3室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

求 人

クラス

その他

メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

クラシファイドへの掲載について   クラシファイドお申込みご希望の方はpocketpageweekly.comへアクセスし、クラシファイド申込みから行ってください。（WEBからのみ。電話での対応はしておりません。）
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～食生活と栄養に関する意識調査～
近年、家族形態の変化や食生活の乱れから様々な栄養が不足していることがささやかれている。
そこで今回は、食生活と栄養に関する現代人の栄養バランスを徹底調査。さらに「自分の栄養バ
ランスに自信がある」と答えた人に対して血液検査を行い、実際にバランスのとれた食事が出来て
いるのか、実態を調査した。

【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23日～24日
調査対象：東京都内に住む20～60代の男女
調査人数：555名

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～現
代
人
の
栄
養
不
足
が
浮
き
彫
り
に

自
信
が
あ
る
人
で
も

9
割
が「
か
く
れ
栄
養
不
足
」！

◆自分の栄養バランスに自信がある人は「4人に1人未満」
　自分の栄養バランス
について自信がないと
回答した人は70%。一
方、自信がある人は全
体で24%だった。自信
があると答えた方を年
代別に見てみると、20
代は男女ともに20%未
満と低く、30～40代に
おいても20～23％であった。一方で、年代が上がるにつれ健康へ
の意識が高まり、食生活をはじめとした習慣に気を遣っている人が
多くなり、自分の栄養に自信がある傾向が高まることがわかった。

◆自分の栄養バランスに自信がある人の9割が「かくれ栄養不足」
　では実際に、自信があると答えた方は、本当にバランスがとれた
食事が出来ているのか。
（例1）妻が自炊で3食用意してくれていて、中華から和食までバリ
エーションも豊か。体調が悪いと感じたことがない。
（例2）自炊中心の食生活で、高たんぱく低炭水化物を心掛けてい
る。風邪もひかず、健康そのものであると感じている。
（例3）1日25品目以上摂るようにし、白米には麦と発芽玄米または
16穀米を混ぜている。肉を昼食、魚を夕食に食べている。

　（例1）～（例3）のように、自分の栄養バランスに「自信がある」と回
答した10名に対し、血液検査で栄養解析をしたところ、そのうち9名
が「顕著な栄養障害が見受けられる」という最低ランクの診断結果
となった。特に、「ビタミンB1」、「ビタミンB6」、「亜鉛」が欠乏してお
り、自覚していなくても栄養不足に陥っている「かくれ栄養不足」が
多いことがわかった。

◆栄養バランスによって、身体のコンディションに大きな差が
　自分の栄養バランスに自信がある人の半数以上が自分の体調に
ついて「好調」と答えているのに対し、自信がない人はわずか17%
にとどまり、「やる気がおきない」「疲れている」「イライラする」「朝起
きれない」などの不調を感じていることがわかった。

　自分の体調に自信を持つためには、日々自分の身体と向き合っ
ていくことが重要である。しかし、上記で述べたように栄養バラン
スを気にしている人でも、かくれ栄養不足であると診断されたの
が現実…。自分の体調の気遣い方や栄養の摂取方法が間違っては
いないか、本当にバランスの良い食事がとれているのか、今一度見
直す必要があるといえる。

20 Pocket Page Weekly 01 July 2016 No. 546
B

香港ヘルス＆ビューティー



香港香港

香港

◆7割が機能性表示食品やトクホの違いを説明できない

　導入から1年が経過した機能性表示食品制度につい
ての認知を確認するため、機能性表示食品や特定保健
用食品、栄養機能食品といった健康食品の違いの認識
について尋ねた質問に関しては、違いを認識していた人
は3割にとどまり、過半数（54.3％）の人は「なんとなく認
識しているが、何が違うか説明できなかった」と回答し
た。全く知らなかった人も約15％に上り、消費者におけ
る機能性表示食品を始めとする健康食品への理解があ
まりなされていない現状が明らかとなった。

◆健康食品選びに7割が「迷う」、上手に利用できている
人はわずか3割！

　7割近くの人は健康食品を選ぶ際に迷うことがあると
わかった。これは、多くの人が「健康食品迷子」となってし
まっていることを意味しており、消費者が健康食品を適
切に選択できる仕組みづくりが求められているといえ
る。さらに健康食品を上手に利用できていると思うか聞
いたところ、上手に利用できている人は約3割（31.3％）
にとどまった。

◆7割が健康食品をうまく選べておらず、効果の実感もなし
　「利用している健康食品について、実際に効果・効能を
感じていますか」との問いでは、7割近くの人が利用のメ
リットを実感していなかった。これに対し、「効果・効能を
感じている」は32.3％にとどまった。

◆「困ること」の理由の第1位は「表示内容が難しい」
　このように、健康食品の選択や利用がうまくできてい
ない人や効果を実感できていない人が多数に上る現状
の背景を調べるため、「健康食品を利用する上で困って
いることは何だと考えますか」（複数回答可）と聞いたと
ころ、ほぼ3人に1人の割合で「原材料や含有成分などの
表示内容が難しい」（32.8％）と回答した。以下、「種類や
表示、制度が様々にあり、区別や判断がつかない」
（27.3％）、「自分自身に健康食品を選ぶ知識がない」
25.9％と、多くの人が食品や栄養、制度に関する知識不
足の問題に直面している実態が明らかになった。

◆知識の有無が健康食品選びに影響
　健康食品の選択に知識の有無が影響していることも
わかっている。自分に合った健康食品が選べているかを
尋ねた質問に対し、「選べていると思う」と回答した人は
3割にとどまった。

　さらに、「自分に合った健康食品が選べている」と思っ
ている人の中で、健康食品の成分を理解して利用するこ
とはないという人は5.5％と非常に少なかったのに対し、
「選べていない」と思っている人の中では46.3％（「理解
して利用することはあまりない」40.0％、「理解して利用
することはほぼない」6.3％）と半数近くに上っている。

◆専門家のアドバイスを必要だと思う人が7割以上
　「健康食品を利用する際に、食や栄養に関する専門
家（例：管理栄養士など）のアドバイスは必要だと思う
か」の問いでは、「必要だと思う」（72.5％）に対し、「必要
ないと思う」（27.5％）と、7割以上が専門家のアドバイ
スを求めていた。

―「
健
康
食
品
」の
利
用
に
関
す
る
調
査
―

あなたは「健康食品」を選ぶ際に、
選択に迷ったことはありますか。

あなたは自分に合った「健康食品」が
選べていると思いますか。あてはまるものを1つあ選びください。

あなたは「健康食品」を
上手に利用できていると思いますか。

株式会社リンクアンドコミュニケーションは、消費者が「健康食品」を有効活用できているかどうか現状を明らかにするた
め、全国の20歳以上の男女1,200人を対象にインターネット意識調査を実施した。調査結果では、機能性表示食品への理
解があまり進んでいない現状が明らかになった。さらに、多くの人が健康食品の選択や利用方法に迷う「健康食品迷子」
になっており、専門家によるアドバイスが求められる状況がうかがわれる結果であった。

よく迷う

迷ったことがある

迷ったことはない

17.1%

51.7%

31.3%

選べていると思う

選べていないと思う

よくわからない

29.0%

22.5%

48.5%

上手に利用できて
いると思う

あまり上手に利用
できていないと思う

上手に利用できて
いないと思う

31.3%

55.0%

13.7%

【調査概要】
調査方法：インターネット調査
調査期間：2016年5月16日～20日
調査対象：全国20歳以上の男女
調査人数：1,200名

機能性表示食品制度の開始から1年
7割が健康食品選びに迷っている？！
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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　西湾河（サイワンホー）の静かな海岸沿いに位置するシーフードレストラン「Cull ’N 
Pistol」。ニューイングランドの素朴な伝統料理を提供するこの店は、新鮮な海の幸と自
然の味をそのまま活かした調理を特徴としている。3月にオープンして以来、家族連れや
友人同士など訪れる人が後を絶たない。

　6月からは土曜・日曜・祝日のみ、11時から15時までの間、朝食兼
昼食を意味するブランチが提供されることになった。海を見ながら
食べる最高の料理の数々はシンプルかつ美しく、あなたを満足させ

ることこの上ない。ぎゅっと身のし
まったロブスターの肉を卵でとじ、
その上に香ばしく焼かれたロブス

ターのはさみを飾り付けたロブスター＆エッググラタン。少し酸味のきいた手作りパン
を添えていただくおすすめの一品。クラブケーキベネディクトは、白ワインと玉ねぎを加
えて炒めた新鮮で大きな蟹をパルメザンチーズ、マスター
ド、ジャガイモと共にパン粉をつけ、黄金色の油で揚げてか
ら、最後にポーチドエッグと甘酸っぱいソースをかけて盛り
付ければできあがり。また自慢の自家製スモークサーモン
は、格別に新鮮な真っ赤な身をレモン風味の新鮮なディル
に三日間漬け込み、仕上げにアボカドやタラモサラタ、ポー
チドエッグと一緒に酸味の効いたパンに挟んで提供され
る。本格的で美味しい料理の数々がオーダーから短時間で
運ばれて来るのも魅力のひとつだ。
　ブランチが再び注目されつつある今、ステーキベーコン
やメープルシロップ、イチゴと共に提供される看板メ
ニュー、オールデイブレックファーストやブレックファーストブリート、そしてアメリカン
ワッフルはさらなる人気を呼んでいる。シンプルなハム＆チーズメルトやスピナッチ
モッツァレラ＆バジルペストメルトを楽しむのも良い。ルーベン・ホットサンドには、気

分に合わせた大きさにカットし、軽く焼いてから溶けたチーズと共
に出される手作りビスケットもついてくる。HKD198でプロセッコ
を2時間飲み放題のサービスも実施中。西湾河の海岸沿いで、愛
する家族と共に最高のブランチタイムを。

Cull ’N PistolCull ’N Pistol

海沿いのレストランで優雅なブランチタイム
新鮮な海の幸をふんだんに使ったシーフード料理の数々
海沿いのレストランで優雅なブランチタイム
新鮮な海の幸をふんだんに使ったシーフード料理の数々

Cull ’N Pistol
住所：Shop GA 1-3, G/F, Site A, 55 Tai Hong St., Lei King Wan
時間：12:00～25:00（月～金）
　　  11:00～25:00（土・日）
電話：(852) 2513-0199
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