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広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

本～Essence～
住所：2 Caine Lane, Mid-Levels, Sheung Wan
期間：開催中～8月28日まで
時間：10:00～17:00（火～土）
　　  13:00～17:00（日・祝）　　　
休館日：月曜日
料金：大人 HKD20　　
　　  6歳未満・60歳以上・学生・障がい者 HKD10

　中国の現代アート界を牽引する作家の一人である章
燕紫（Zhang Yanzi）。現在拠点を置いている北京での活
動のほかにも、世界的に有名な香港のアートフェア「アー
トバーゼル香港」への参加や、イタリア、ナポリでの個展
の開催など、中国、香港内だけなく世界へと活躍の場を
広げる彼女の個展が、先月より上環（ションワン）にある
香港医学博物館で開かれている。香港で所属するギャラ
リー「Ora-Ora」の10周年と、同博物館の開館20周年を記
念して企画された同個展。「なんで医学博物館でアー
ト？」と思わずにはいられない、一見、無関係のように見え
る両者だが、医学は身体を、そして芸術は心を癒す、どち
らも人生に希望を与えてくれる、我々人間にとってかけが
えの無いエッセンスなのだ。
　今回の作品の中で、博物館に展示されているかつての
分娩台からからインスパイアを受けたという「サンクチュ
アリ」と「scar」は、傷の手当てに使う絆創膏や、ガーゼ包
帯などをイメージして作られた素材で分娩台の形が作り
上げられており、想像を超える痛みを乗り越えて新しい命
を産む女性達への尊敬と賛賞を表現したという。
　その他、移動式ベッドの上で横たわる真っ白な翼や、薬
のカプセルや漢方薬の原料などをモチーフに描かれた絵
画など、場内には興味深い数々の作品が並ぶ。主催者でも

ある「Ora-Ora」のオーナーが「彼女の作品を見た一人でも
多くの訪問者に、豊かな香港の医療文化に興味を持って
欲しい」という願いをこめて企画し、西洋・東洋両方の医学
からインスピレーションを受けて生み出された芸術を、通
常のギャラリーではなく医学に関わる場所で鑑賞できる
というところに価値がある本作品展。見所の多い同博物館
常設の展示も同時に見学することで、他ではめったに味
わえない不思議な感覚と新しい価値観の扉を是非叩いて
みてほしい。
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【調査概要】
調査対象：東京都内に住む60歳以上の男女
調査方法：対面調査
調査人数：255名
調査期間：2016年3月14日～26日

◆調査背景
　認知症予防ソリューションを提供するブレインケア株式
会社と介護予防デイサービス「早稲田イーライフ」を運営
する株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団は、認知症
における意識調査を共同で実施した。
　認知症の患者数は2012年時点で全国約462万人と推計
されており、2025年には認知症患者が700万人、軽度認知
障害（MCI）を含めると1300万人になるといわれている。約
10年で1.5倍に増えるとすると、将来65歳以上の高齢者の
うち3人に1人が何らかの認知症を患っているということに
なる。また昨今、認知症罹患者を起因とする事故が多発す
るなど認知症は社会問題としても認識されつつある。そこ
で高齢者は認知症に対してどのような意識を持っている
のかを調査するに至った。調査に協力対象は「早稲田イー
ライフ」を利用している255名。女性が72％と多く、年代で
は80代が60.8％で最多、90代が18.4％、70代が17.3％と続
いた。すなわち今回の調査は、認知症罹患率が高くなると
いわれる後期高齢者が中心であると伺える。

◆高齢者の71.2％は認知症予防に興味あり
　まず初めに、「認知症予
防に興味がありますか？」と
いう質問を投げかけた。結
果は「とてもある」という回
答が25.3％、「興味がある」
という回答は45.9％、認知
症予防への関心を示した
回答は合計71.2％であっ
た。このうち記憶力が「随分

衰えた」または「やや衰えた」と考えている人は79.6％を占
め、記憶力の低下が認知症予防への興味につながってい
そうなことがわかった。

◆興味がある人のうち具体的に予防活動を
　しているのは50.5％
　続いて認知症予防に
「とても興味がある」「興
味がある」という回答を
した人に対して「具体的
な予防活動をしています
か？」と聞いたところ、
50.5％の人が何らかの活
動を行っており、具体的
に何もしていない人を若
干上回る結果となった。つまり49.5％の人は、興味があるも
のの具体的な行動には結びついていないことがわかった。

◆予防活動の実態は「人との交流」と「読書」が最多

　また具体的な予防活動をしている人に対してどのよう
な活動をしているのか聞いたところ、「人との交流を意識
的に行う」と「読書」が12票と最も多く、次いで「脳トレ・クイ
ズ」が9票、「日記を書く」が8票、「散歩する」が7票となっ

た。意識的に行われている予防活動としては、脳を刺激す
る記憶力トレーニングが多いと言える。

◆運動習慣のある人は63.5％
　認知症の予防効果が高いといわれる運動習慣の有無に
ついての質問に対しては、「週3日以上」と回答した人が
27.8％、「ときどき」が35.7％と、全体で63.5％の人に運動
をする習慣があるということがわかった。運動習慣が身に
ついていることは、自然と認知症の発症予防につながって
いると言えそうだ。

◆情報の取得元はテレビ・新聞が多くを占める
　情報の取得方法を
聞いたところ、最多は
「テレビ」の39.5％で、
新聞が僅差の36.6％
だった。他には雑誌
が12.3％、チラシが
6.3％、webに至って
は5.3％と少なく、後期高齢者はテレビ・新聞から情報を取
得していることが明確にわかる結果となった。
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◆55.8％がリーダーシップの必要性を感じている！
　はじめに「あなたはリーダーシップがあると思います
か？ また、必要だと思いますか？」と聞いた。結果は上の円
グラフの通り。リーダーシップが「ある」と回答した人は
37.2％、また「必要性を感じている」と回答した人は55.8％
だった。男女別では、リーダーシップの「必要性を感じている」
という男性は64.4％、女性は47.0％だった。男性の方が多い
のは、より役職や昇格を意識している人が多いからだろうか。
　またリーダーシップの必要性を感じている理由を聞いた
ところ、最も多く挙がったのは「立場上必要だから」という理

由。次いで「チーム・組織をまと
めるには必要だから」という声
も多かった。

◆リーダーには「行動力・決断力」「コミュニケー
ション能力」が必要！
　次に「リーダーに必要な力は何だと思いま
すか？」と聞いた結果、「行動力・決断力」と回
答した人が最も多く43.0％、「コミュニケー
ション能力」が37.0％、「やさしさ・器の大きさ」
が30.6％、「広い視野」が27.5%、「発信力・統率力」が25.6％
と続いた。年代別に見ると、年代が上がるほど、リーダーに
は知能やスキルが必要だと考える人が増える傾向にあっ
た。それぞれの理由に関しては、「行動力・決断力」では「こ
れがない人にはついていきたくないから」という理由が最
も多く、「コミュニケーション能力」では「メンバーの話を聞
き出す必要があるから」という理由が多く挙がった。

◆3人に2人が職場の役職名とその人の実力にギャップを感
じている
　次に「職場で、役職を持ってい
るがリーダーシップがないと感じ
る人はいますか？」と聞いたとこ
ろ、結果は円グラフの通り。合わせ
ると、職場にリーダーシップがな
いと感じる役職者が「いる」と回答
した人が64 . 3％、「いない」が
35.7％で、3人に2人が職場の役
職名とその人の実力にギャップを感じているようだ。具体
的には「自分勝手・自己中心的」な役職者に不満を抱いて
いる人が多く見られた。　

◆第2位「ビートたけし」や「イチロー」よりついていきたい、「理
想のリーダー」第1位とは！？

　最後に自分が考える「理想のリーダー」を挙げてもらっ
たところ、最も多く挙がったのは「自分の上司」だった。多く
の時間を過ごし、上下関係やチームを感じることも多い職
場で、「理想のリーダー」出会えている人が多いことが分
かった。今回の調査では、リーダーに求められるものとし
て「行動力・決断力」や「コミュニケーション能力」が多く選
ばれた。今後それを踏まえた言動や心意気によって相手
の納得を得られれば、リーダーとして周囲に認められるの
かもしれない。

今回、オウチーノ総研は、首都圏在住、就労中の20歳～59歳男女851名
を対象に「『リーダーシップ』に関するアンケート調査」を行った。自分に
リーダーシップがあると思うかどうか、リーダーシップを構成する要素は
何だと思うかなど4つの質問に、それぞれ理由も合わせて答えてもらった。
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【調査概要】
調査対象：首都圏在住、就労中の20歳～59歳男女
調査人数：851名
調査方法：インターネットによるアンケート調査
調査期間：2016年7月5日～12日
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北京語レッスン
北京出身の講師が北京語を教えます。
個人・グループレッスンも可。北京語、広
東語、英語にて教授。お問い合わせは
Ms. Fung、電話(852)8206-9188まで。
メール：tuitiona@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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:www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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：(852)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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フルタイムスタッフ急募！
ホリスティック＆オーラルデンタルケア
センターではフルタイムの日本人スタッ
フを募集します。週５日勤務午前9時～
午後6時まで。英語堪能な方。
連絡先：31007068 Ms. Vivian Tse
Email: vivian.tse@drgordonchiu.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ラウンジバーキャスト　募集

コーズウェイベイ駅から5分の17年続く日
本人ラウンジバーBROS LOUNGE@ 

Causeway Bayでは日本人・日本語が話せ
る香港人キャスト・スタッフ・バーテン
ダーを募集しております。時給は、キャス
トは$110～各種手当あり。曜日、勤務時間
は、応相談。まずは、メールくださいね。
メール：bros.hongkong16@gmail.com　
担当：加藤
ご連絡お待ちしております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。）

◆飼い始めの悩みは「しつけ」が1位
　猫を迎え入れる際、一番初めの悩みはどんなグッ
ズを購入するかだったが、飼い始めの悩みとして
「フード・おやつ（15.3％）」を選んだ人は「しつけ
（44.4％）」よりも28.9％も少ないことが分かった。猫
は犬に比べてお座りや伏せなどのしつけをする習慣
がないので、しつけに関する悩みを抱えている方が
多いらしい。

◆しつけをした経験があると回答した飼い主は78.4％
　「猫をしつけたことがありますか」という質問に対
して、「ある」と回答した飼い主は78.4％で、「ない」と
回答した人に大きく差をつける結果となった。「しつ
けの内容」について伺ったところ、「猫にトイレのしつ
けをしたことがある」という回答が55.4％で1位と
なった。以下、「爪とぎ」、「人間の食べ物の盗み食い」
と続いている。

　

◆トイレのしつけ方として「おこる」と回答した飼い主
は1位

　「トイレのしつけ方」を伺ったところ、「おこる」と
いう回答が54.7％で1位となった。トイレ以外の場
所で排泄をしてしまった時、「おこる」や「大きな音
を出す等して、驚きを与える」などの手段でしつけ
をすると、猫はトイレ以外の場所で排泄をしたこと
に対しておこられていると感じるのなく、排泄の行
為自体をおこられていると感じる。そのようにしつ
けてしまうと、猫は排泄行為自体をしなくなってし
まう可能性があるという。排泄をしなくなると膀胱
炎などの病気にかかる確率が上がる。だから、猫を
しつける際、飼い主はおこるのではなくほめて猫を
しつけるといいかもしれない。

 

 

　今回の調査結果では、「しつけ」を飼い始めの悩み
として抱えている飼い主が多く見られることが分かっ
た。また、「しつけ」の方法として「おこる」と回答した方
が半数以上いた。しつけ方で「おこる」や「大きな音を
出す等して、驚きを与える」と回答した飼い主は、知ら
ないうちに猫に嫌な思いをさせているかもしれない。
この際に、愛猫のしつけ方法を見直してみてはいか
がだろうか。

【調査概要】
■調査対象：20代以上の猫飼育者
■調査人数：561人（男性280人、女性281人）
■調査方法：インターネット調査に
　　　　　  よるアンケート調査（複数回答可）を実施
■調査期間：2016年6月1日

「ハートのペット保険」でおなじみのアイペット損害保険株式会社では、猫の飼い主561人を対象に飼育に関する調査を実施
した。調査結果からは、フードのあげ方やトイレ、爪とぎなどのしつけ方法の実態が浮かび上がってきた。猫のしつけは一般的
に難しいと言われているが、「しつけたことがある」と回答した方は約80％。また、男女によって回答に違いがみられることも明
らかになった。

しつけを経験したことがある
（単数回答,n=561）

ある
78.4%

ない
21.6%

おこる

市販のしつけ（いたずら防止）用
スプレーをまく

大きな音を出す等して
驚きを与える

構うのをやめる

特になし

その他

トイレのしつけ方
（複数回答,n=311）

　　　　　　　　　　54.7%

37.6%　　　　　

24.1%　　　　　　　　　

15.8%　　　　　　　　　　　  

12.2%　　　　　　　　　　 　　 

9.6%         　　　　　　　　　 　　 
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　幼児・小中学生を対象としたサッカースクールを運
営する株式会社クーバー・コーチングジャパンは「親
子のコミュニケーション」についての調査をインター
ネットを通じて実施した。

◆「コミュニケーション量」について
　子供とのコミュニケーションを取れているかという
質問に対しては「取れている」が89.7％と多数で、コ
ミュニケーションは良好に取られていることがわかっ
た。そのうち「十分取れている」と回答したのが
35.9％、「やや取れている」と回答したのは53.8％で
あった。1日の会話時間については「1～2時間」が
46.2％と最多で、会話で多い話題としては「学校での
話題」（78.4％）、「習い事/運動系」（68.7％）、「友達の
話題」（42.3％）などが挙がった。どれも子供を中心に
した内容であることがうかがえる。

◆「後悔するような発言や態度」の有無について
　子供とのコミュニケーションにおいて後悔する発言・
態度をとったことがあるかという問いについては、
「とったことがある」という人が87.7％にも上った。理由
は「過去にも注意したことを繰り返したから」が75.9％
と断トツで多く、「慌ただしさから、きちんと向き合わず
に流してしまった」、「叱るというより、怒鳴る、怒る態度
で接してしまった」といった少数意見も見られた。子供
が言うことを聞かないときに叱ったことで後悔を招い
ていることが明らかになった一方で、保護者自身が原
因となることもしばしばあるようだとわかった。

◆「コミュニケーションで気を付けていること」について
　また子供とコミュニケーションを取る際に気を付け
ていることについて聞いたところ、最も多かったのが
「子供の言いたいことを最後まで聞く」で47.1％を占め
た。この回答数を男女別に見ると、女性が57.1％、男性
が38.1％となり、女性の方が話を聞くことをより意識し
ていることが明らかになった。一方男性は次に多かっ
た「子供が喜ぶような話題を見つける」（13.9％）、「褒め
る内容を探し、話題を選ぶ」（10.3％）を選んだ人が多
く、これに関しては子供目線でコミュニケーションを取
ることがポイントとなっているようだった。すなわち女
性は「聞き」、男性は「話す」傾向が出る結果となった。  

【調査概要】
調査期間：2016年6月23日～29日
調査対象：クーバー・コーチング・ジャパンの
　　　　  サッカースクールに通う小学生の
　　　　  お子様を持つ保護者
調査人数：233人
調査方法：インターネット調査

子供と接する際に注意するべきこととは！？
「後悔する発言・態度をとったことがある」親が87.7％も！

〜
理
由
1
位
は
、「
過
去
に
注
意
し
た
こ
と
を
繰
り
返
し
た
か
ら
」〜
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　はじめに、夏場の肌の
大敵「紫外線」について質
問した。その結果、約7割
が「今年の夏、長時間屋外
に いる予 定 が ある」
（68％）と回答。多くの男
性が、今年の夏に紫外線
にさらされる危険がある
ことがわかった。
　 
　さらに、「夏場の肌トラ
ブル」について尋ねたとこ
ろ、73％が「悩まされた経
験あり」と答え、具体的に
その種類を聞くと1位に
「日焼け」（59％）、2位に
「ニキビ・吹き出物」
（22％）、3位に「皮脂」（21％）が続いた。「息子と公園で
遊んでいたら日焼けした。赤くなるタイプでヒリヒリがと
ても痛かった」（29歳）など、ダメージの深さに悩まされる
人も見られた。

◆「洗顔部門」「シェービング部門」
　　　　　　　　それぞれの間違い率を発表！
　そこで、夏場の肌に悩みがちな男性たちが、普段どの
ようなスキンケアをしているのか調べてみた。まず「ス
キンケアで大切だと思うポイント」に順位をつけてもらっ
たところ、1位「正しい方法で洗顔する」（33％）、2位「正し
い方法でヒゲを剃る」（23％）、3位「睡眠を十分とる」
（17％）と並ぶ結果になった。やはり日常的にケアができ
る「洗顔」や「シェービング」を重要視する男性が多いよう
だ。これを受けて、さらに「洗顔」、「シェービング」に関す
る実態調査を行った。

◆肌にやさしい洗顔部門
　（洗顔時の「間違い」率結果）
‐タオルで包み込むように、優しく顔をふいていない…75％
‐自分の肌質に合った洗顔料を使用していない…59％
‐洗顔料をたっぷりと泡立ててから使っていない…55％
‐専用の洗顔料ではなく石鹸を使用している…25％
　はじめに、「肌にやさしい洗顔」を実施できているか、
普段の「洗顔」について尋ねた。すると、「タオルで包み込
むように、優しく顔をふくこと」ができていない人が75％
と最も多く、「肌質に合った洗顔料を使うこと」「洗顔料を
たっぷりと泡立ててから使うこと」に対しても、半数以上
が「間違い」という結果になった。洗顔時には、洗顔料を
泡立てず、顔をふく時もタオルでごしごしこすってしまう
という「間違い」を犯しがちな男性の姿がうかがえる。

◆肌にやさしいシェービング部門
　（シェービング時の「間違い」率結果）
‐剃り残しがなくなるまで、何度でも刃を当てる…61％
‐シェービング後は化粧水や乳液などを使わない…57％
‐浴室で剃っている…45％
‐肌やヒゲが乾燥している時に剃っている…27％
　次に、「肌にやさしいシェービング」についても同様に
調査を行った。その結果、肌にダメージを与えやすい「剃
り残しがなくなるまで、何度でも刃を当てる」が61％と最
も多くなった。また「シェービング後に化粧水や乳液など
を使わずに剃っている」（57％）という人も6割近くという
結果に。この結果からは、多くの男性に「刃を当てすぎて
肌を傷つけがち」「シェービング後は保湿しないで放置し
がち」という「間違い」が起きていることがわかった。さら
に、そんな「間違いだらけのシェービング」によって、
「剃った後、ヒリヒリする」（37％）、「剃った後、血が出る」
（27％）という人も見受けられた。「シェービングでの肌ト
ラブル」についてその原因を併せて聞くと、「切れないカ

ミソリで傷ついた」（38歳）といった「カミソリ」に関する意
見が目立ち、中には「カミソリを使うのが下手なので電気
シェーバーを使う」（48歳）など「電気シェーバー」を使う
ことで肌トラブルを回避している人もいるようだった。

◆つるつる度に自信なし
 　最後に、そんな男性たちの「肌の状態」（ヒゲの部分を
除く頬などの肌の状態）について、自分の肌を実際に
触った上で自己評価してもらった。まず、自分の顔の感触
が「つるつる」だと回答した人は39％のみ。自分の肌の
「つるつる度」を100点満点で自己採点してもらうと、
「52.9点」という低い結果になった。自己評価が低い男性
に理由も併せて聞いたところ、「カサつきとゴワゴワが気
になるから」（自己採点10点・29歳）、「つるつるというより
皮脂でぬるぬるだから」（自己採点30点・36歳）などが挙
がった。やはり男性の肌に起こりがちな、肌ダメージによ
るカサつき、皮脂の過剰分泌などの悩みが男性の自己評
価を低くしていることがわかっ
た。今年の夏、「間違いだらけの
洗顔」「間違いだらけのシェー
ビング」を卒業し、正しい「洗顔」
と「シェービング」で「つるつる
度」100点デビューをしてみよう。

【調査概要】
調査期間：2016年7月11日～13日
調査対象：20代～40代の有職男性（年代別均等割付）
調査人数：500人
調査方法：インターネット調査

たれさま悩で」ルブラト肌の場夏「.Q
　経験があるのは？（複数回答）

Q.今年の夏、長時間屋外にいる
　予定がありますか？

この夏、パナソニック株式会社は、男性の「夏場の肌ダメージ」実態を明らかにすべく、
20～40代の働く男性500名を対象に「メンズスキンケア」に関する意識・実態調査を実施した。

Q.自分の顔の感触が
　「つるつる」だと思いますか？
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　今’’旬’’の新しいハンドバッグブランド「ESEMBLĒ」が、「モダンガールの日常」をテー
マに2016年秋冬に向けた初コレクションを発売した。ブランド名のESEMBLĒは日本語
で集合を意味するassemblyと同じ発音で、「日々の小さなことに幸せを感じ、共にお祝
いしよう」という思いが込められている。小さな喜びに感謝と美を見出すことが信念の
このブランドは、今回が初のコレクション販売となるものの、急速なスピードで世界的
ブランドに登りつめた注目ブランドだ。小さな幸せを見過ごさないというこのブランド
のアイデアは、デザイナーであるティン・ワンが人生において大事にしている考えから
来ている。現代の慌ただしい日常の中で暮らしていると、物事に対する感覚はどうして
も鈍り、誰かによって「幸せ」だと決められたことにしか目がいかなくなる。しかし普段

私たちを取り囲む何でもないようなことにも、気付くべき幸せはたく
さん隠れている。そういった小さな幸せに気づけば気づくほど、私たち

の人生における幸せは大きくなってい
く。ESEMBLĒはバッグを通して人々にそ
ういったメッセージを伝えているのだ。
　今回発売されたこの秋冬コレク

ションではシンプルさにこだわるとともに、テーマである「モダンガールの日常」にち
なんで、様々な場面において使いやすいよう工夫が凝らされている。3種類展開のスタ
イルのうち、一つ目は「Park Shoulder Bag」。このコンパクトなバッグは必要なものだけ
を持ち運ぶのに便利で、ちょっと散歩に出たり買い物に行ったりする際に最適。夜の
パーティーにふさわしいクランチバッグにも変えられる、2wayなのが嬉しいバッグだ。
「Dash Backpack」は遠くに出かけたり、ジムで運動したりするのが好きな活動的な人
におすすめ。こちらも2wayでショルダーバッグとしても使うことができる。そしてもう一
つ、「Kiosk Tote」は一日にいくつも会議をかかえるようなキャリアウーマンに使って欲
しいバッグ。資料をたくさん入れやすい縦長の洗練されたデザインが特徴的だ。どの
バッグも様々な洋服に合わせやすく、時代の流れと共に変わる流行に左右される心配
もない。またバッグだけが目立ってしまうのではなく、個々の洋服とマッチするような
控えめなデザインも人気の理由だ。まさにモダンガールが毎日使える、使い勝手の良
いバッグコレクションとなっている。革には柔らかいナッパ革が用いられていて、色は
琥珀、赤、ネイビーの3色がそれぞれ用意されている。まだまだ夏はこれからだが、お洒
落は先取りが大事。一足先にESEMBLĒの秋冬コレクションに注目して、スタイリッシュ
なモダンガールを目指そう！

［ ESEMBLĒ ］ 

注目のハンドバッグブランドESEMBLĒから
日常で使いやすいお洒落な秋冬バッグコレクション発売
注目のハンドバッグブランドESEMBLĒから
日常で使いやすいお洒落な秋冬バッグコレクション発売

ESEMBLĒ
ウェブ: www.theesemble.com
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◆麺類を食べる頻度、食べるシーン
　麺類を週に1回以上食べる人は7割強と前述したが、具体的な頻度で
いうと「週2～3回」「週1回」が3割前後で最も多くなっている。また麺類を
食べるシーンについて尋ねると、「休日：昼食」「平日：昼食」が麺類を食
べる人の6～7割、「平日：夕食」「休日：夕食」が3割前後という結果になっ
た。年代別に見ると、「平日：昼食」は50代以上、「休日：夕食」は若年層、
「平日：夕食」は女性若年層で比率が高くなっていた。麺類を食べる頻度
が週2～3回以上の層では、「平日：昼食」の比率が高い傾向にあった。

◆麺類を食べる理由
　さらに麺類を食べる理由では、「麺類が好き」（65.9％）が最も多く、次
いで「調理が簡単」（38.7％）、以下「早く準備ができる」「食べやすい」「単
品で済ませられる」「好きなメニューがある」が2割代で上位に挙がった。

「調理が簡単」「早く準備ができる」「単品で済ませられ
る」は、女性が男性よりも多くなっていた。

◆自宅でよく食べる麺類、外食でよく食べる麺類
　麺類を食べる人に、自宅でよく食べる麺類を聞いた
ところ、「うどん」（74.9％）、「ラーメン・中華麺」（69.6％）
が上位2位を占めた。続いて「パスタ・スパゲッティ」

「そば」「焼きそば」が5～6割、「そうめん」が4割強と並んだ。男性20代以
上では、「ラーメン・中華麺」「うどん」「そば」が上位3位にとなり、「パスタ・
スパゲティ」については30代以上の女性が7割前後と特に比率が高かっ
た。また「そば」は北海道・東北・関東、「ひやむぎ」は北海道・東北・中部で
比率が高く、地域によっても傾向が分かれることがわかった。
　一方、外食では「ラーメン・中華麺」（58.7％）が1位に、その後「うどん」
「そば」「パスタ・スパゲッティ」が4割前後で続いた。「そば」は高年代層
ほど多く、男性50代以上では半数強にのぼった。さらに西日本では「う
どん」の比率が高く、近畿・四国・九州では1位という結果になった。

◆自宅で最もよく食べる麺類のタイプ、材料・商品購入時の重視点
　自宅で麺類を食べる人が最もよく食べるタイプは、「袋麺」「カップ麺」
が4～5割、「市販の麺を購入し、具やつゆ・スープ、ソースなどは手作り」
「市販の麺とつゆ・スープやソースを購入し、具を追加して調理（袋麺以
外）」「麺とつゆ・スープ、具などが全部入った商品を購入し調理（カップ
麺以外）」が2～3割となった。麺類の材料や商品を購入して調理する人
に、購入時に麺について重視する点を聞いたところ、「価格」「麺のタイ
プ」が5～6割で上位2位を占め、「容量、サイズ」「賞味期限・消費期限」
「メーカー」「生産国」が2～3割で続いた。「そば」を最もよく食べる層で
は、「麺のタイプ」の比率が他の層より高くなっている。

【調査概要】
調査期間：2016年6月1日～5日
調査対象：「My Voice」のアンケートモニター
調査人数：11,495人
調査方法：インターネット調査

麺類を週1回以上食べる人は7割強もいる！？
マイボイスコム株式会社は、今回2回目となる「麺類」に関するインターネット調査を行った。
結果麺類を週に1回以上食べる人が7割強もいることや、自宅で食べるか外食かによって食べ
る麺の種類が異なってくるという面白い結果が多数得られた。

麺類に関するアンケート調査

日本で

ほとんど毎日
3.5%

週４～５回
8.8%

週２～３回
33.3%

月２～３回
16.7%

月１回以下
6.0%

麺類は食べない
2.8%

週１回
28.9%

麺類を
食べる
頻度

麺類を食べる頻度
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　「Yeng Kee Bakery」は1928年創業の、マカオで最も長く続くベーカリーの一つ。高品質
の材料と熟練した職人技によって作られるムーンケーキは創業以来の看板商品。香港内
にもムーンケーキを提供するベーカリーは数多くあるにも関わらず、Yeng Kee Bakeryの
ムーンケーキを買うためにわざわざ香港からマカオを訪れる人もいるという。そんな多く

のファンを持つYeng Kee Bakeryが、尖沙咀（チ
ムサーチョイ）のハーバーシティで期間限定
店舗をオープンすることになった。

◆リユニオンギフトボックス
　高級感溢れるボックスは、伝統的な中国窓とそこから見える色鮮やかな蓮の花の絵
が印象的。中には2つずつに2種類の餡が詰まったムーンケーキが入っている。ひとつは
蓮の種をペーストして作った白あんで卵の黄身2二つを包んだ優しい味のもの。もうひ
とつはスイカの種、ピーナッツ、ウォルナッツ、ゴマ、アーモンドの5種類の種子が詰まっ
た食べごたえあるものになっている。家族や友人にお土産として贈りたいならこのリユ
ニオンギフトボックスがおすすめだ。
◆レプリカムーンケーキ
　レプリカという名の通り、このムーンケーキの缶には70年代に発売されたものと同じ
デザインが使われていて、どこか懐かしい感じが漂っている。購入の際にはスペシャル
エディション紙袋もついてきて、ちょっとしたプレゼントにもってこいかもしれない。中に
は二つの黄身を蓮の種ペーストの白あんで包んだムーンケーキが入っている。
◆スヌーピーカスタードムーンケーキ
　可愛らしいスヌーピーがプリントされた、満月を見上げる絵がいかにも秋らしい青い
缶の中には一つずつにスヌーピープリントが施されたミニムーンケーキが8つ入ってい
る。マカオ産のカスタードと黄身のペーストでつくった餡は保存料が一切使用されてい
ない。可愛いスヌーピーだけでなく、その滑らかな口当たりととろけるような甘さは喜ば
れること間違いなしの商品だ。
◆オータムムーンケーキ
　このセットに入っているのは、蓮の種ペーストの白あんで2つの卵の黄身を包んだ4つ
のムーンケーキ。白あんには最高級の蓮の種を使用しており、2015年と2016年の国内
ムーンケーキコンペティションでは金賞を受賞した。丁寧に形を整えられた黄金色の黄
身は美しい満月を表していて、家族みんなで同じムーンケーキを食べながら秋を感じら
れるようになっている。

　期間は8月25日から9月15日まで。価格もいつもより安くなっていて、Yeng  Kee Bakery
ファンのムーンケーキを気軽に味わうならこの時がチャンス。秋の美しい満月の下、家
族や友人たちと一緒にYeng Kee Bakeryの美味しいムーンケーキをほおばろう！

Yeng Kee BakeryYeng Kee Bakery

花より団子ならぬ月より団子？
秋の風物詩、お月見のお供にムーンケーキを
花より団子ならぬ月より団子？
秋の風物詩、お月見のお供にムーンケーキを

Yeng Kee Bakery
住所：G/F, Harbour City, TST
電話：(852) 2129-7733 （香港）
　　　(853) 2835-8590 （マカオ）
期間：8月25日～9月15日
ウェブ：www.yengkee.com.mo
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　銅鑼湾（コーズウェイベイ）のラーメン店「鳴門魚湯麵亭」では、鳴門グループの10周
年を記念して、日本の人気ラーメン店「G麺7」との3か月限定コラボ企画が開催される。
「G麺7」のオーナーである後藤将友氏は「G麺7」のほかに「ロ麺ズ」と2015年のミシュ
ランで紹介された「啜磨専科」というラーメン店も経営している。今回のコラボは後藤氏
のラーメンに惚れ込んだ鳴門のオーナーが、同氏を口説き落としてやっと実現したとい
う。提供されたのは後藤氏によって開発された6種類のラーメン。日本の味をそのまま再
現するために、こだわりの麺を日本から取り寄せ、水も2度のろ過を済ませた同じpHレ
ベルのものを使用している。贅沢に大量の鶏骨と豚骨を使い、7時間かけて作るスープ
は後藤氏秘伝のレシピに基づいている。油っこすぎず、甘くてすっきりとした味わいが人

気の理由だ。
　6種のラーメンの中で最も
人気があるメニューは「追い

鶏節らーめん塩」。鹿児島産の鶏から作られた鶏節は魚を使った節と違っ
て酸味がなく、横浜スタイルのスープベースと絶妙にマッチしている。「つ
け麺正油かつおオイル」はつけ麺好きにぜひ試して欲しい一品。かつおオ

イルの甘さがスープにうまみを加え、特製オニオンブラックガーリックオイルと共に素晴
らしいハーモニーを生み出している。香港の夏にうんざりしている人には「冷やしらー
めん塩味蒟蒻麺入り」がおすすめ。イタリアンな雰囲気が漂うこの冷やしラーメンは、スー
プのさっぱりとした塩味がパルマハムやチェリートマトによく合う。食べごたえはあるのに
カロリーの低い蒟蒻麺も添えられていて、女性には嬉しい。夏に食べたいもう一つのメ
ニューは「南瓜とピーナツバターの冷製麺」。甘いカボチャと濃厚なピーナッツバターの
ソースが、スパゲッティのような特製麺と絡んでたまらない美味しさ。一日40食限定のメ
ニューなので、食べたい人は早めにお店へ。日
本のお店で一番人気の「らーめん正油」やス
ナックの食感が癖になる「冷やし味噌ベ
ビースター添え」も同様に香港で味わうこ
とができる。日本の人気ラーメンが香港で
食べられる、またとないチャンスだ。コラボ
は10月15日まで。あなたも銅鑼湾へ急ごう！

こだわりの麺がたまらない、日本で人気のラーメンが香港上陸！
3か月限定のラーメン店コラボ「鳴門×G麺7」
こだわりの麺がたまらない、日本で人気のラーメンが香港上陸！
3か月限定のラーメン店コラボ「鳴門×G麺7」

鳴門魚湯麵亭
住所：Unit 201, 2/F, Causeway Bay Plaza I, 489 Hennessy Rd., CWB
電話：(852) 2891-6800
時間：12:00～22:30

鳴門魚湯麵亭鳴門魚湯麵亭

冷やしらーめん塩味蒟蒻麺入り

追い鶏節らーめん塩

つけ麺正油かつおオイル

南瓜とピーナツバターの冷製麺
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　hmvと言えば世界各地で展開しているイギリスの大手のCD・レコード販売店。香港で
は中環（セントラル）と銅鑼湾（コーズウェイベイ）に店を構える。音楽好きにはなくては
ならない存在だ。そんなhmvの銅鑼湾店は、ブティックが立ち並ぶ銅鑼湾でも比較的閑
静なエリアにある商業ビル「バールシティー」に移転し、2階から4階の3フロアを使って

38,000スクエアフィートという香
港最大規模の売り場面積を誇る模
範店としてリニューアルオープンし

た。同店では、CD・レコード販売店というだけではなく「音楽が共にあるライフ
スタイル」を提案し、ライブバンドを楽しめるレストラン・カフェ・バースタンド
「hmv Bar & Restaurant」をプラス。買い物目的だけでなく食事と音楽を共に楽

しめる場所としても注目を集めている。アップビートな音楽と共に味わう食事やドリンク
は普段の食事を特別なものにしてくれるだろう。8月の毎週水曜日の20:00～22:00は、香
港のローカルバンドやジャスの生演奏が楽しめる。9月以降はさらにラインアップもパ
ワーアップしていくというから期待したい。
　同店のエグゼクティブシェフのMacy氏はこれまでにイタリアンレストランの「Divino 
Wine Bar & Restaurant」や「ジェイミーズ・イタリアン」、「Shelter」、そしてミシュラン3つ星
レストランの「Bo Innovation」など有名レストランでの勤務経験を持つ。そんな彼女は、
終日朝食メニューを楽しめる「オールデイブレックファーストメニュー」を紹介。ホウレン
ソウ、フリーレンジエッグ、ベーコン、ハッシュブラウン、そしてチェリートマトをトッピング
した「ブレックファースト・ピザ」をはじめ、人気の朝食メニュー、ホウレンソウまたはス

　レギュラーメニューには、爽やかなレモングラスの香りが夏にぴったりな「Lemongrass 
Shrimp, Pomelo & Mango Mesclun Salad with Peanuts」やケールとアボカド、オレンジを
シンプルにセサミドレッシングで和えた「Kale Leaves & Fennel, Avocado and Orange 
Tossed in Sesame Dressing」などのサラダが新登場。その他、定番人気メニューで食べ応
え抜群の「Wagyu Beef Burger」はオーストラリア産和牛を使用し、アクセントの黒トリュ
フバターの香りが食欲をそそる。
　8月30日まで、毎週月曜と火曜日の15:00～16:00、17:00～18:00にはなんと驚きの
サービスチャージなし、ミニマムチャージなしのHKD1で、hmv看板バーガーを味わうこ
とができる。毎セッション50人限定というから見逃せない。
　まだまだ、厳しい暑さが続く香港。音楽と美味しい食事やドリンクを楽しみながら
「hmv Bar & Restaurant」で涼むのも良いのでは。

音楽と遊び心のあるライフスタイルを提案する
新感覚バー・レストランが銅鑼湾に
音楽と遊び心のあるライフスタイルを提案する
新感覚バー・レストランが銅鑼湾に

hmv Bar & Restauranthmv Bar & Restaurant

hmv Wagyu beef burger

Breakfast Pizza

Egg Benedict with Hash Brown Fresh
hmv Bar & Restaurant
住所：4/F., Pearl City Mansion, 22-36 Paterson St., CWB
電話：(852) 2504-1538
フェイスブック：hmvBarRestaurant
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　2016年、香港の観光業界を
より盛り上げる策として香港
政府によって提案されたのが
「フードトラック」だ。フードト
ラックとはキッチンを搭載し
たトラックのことで、作りたて
の料理を手頃な価格で味わ
えるという魅力が多くの国で
人気を集めている。料理は
ガッツリ食べられる食事系か
らたいやきやワッフルなどのおやつ系まで様々。そんな

フードトラックが2016年の終わりから
2017年の初め、香港にも導入され

るということだ。
　フードトラックの導
入にあたってまず必
要なのは料理人を集め
ること。今回は51人の志

願者がフードトラック料理人
になるための審査に参加した。審

査を行ったのは政府関係者、フードト
ラックが店を出す場所の管理者、料理評

論家、観光業従事者、経済専門家など多方
面のエキスパート17名。それぞれが専門とする分野の知識を駆使

し、あらかじめ定められた基準に従って厳正な審査を行った。まず第
1次審査では、料理のコンセプトやメニュー、ビジネスアイデアや経営
にあたっての金銭面、トラックのデザインなど多くの観点から評価

がなされた。そこで勝ち残った志願者たちは第2
次審査のクックオフチャレンジでさらに16名に
絞られる。クックオフチャレンジでは、志願者た
ちが実際に自分の店で出す予定のおすすめ料理
をその場で作り、審査員に食べてもらう。この第2次

審査は先月7月26日に行われ、結果、卓越した料理技
術と創造性を備えた16名が選出された。16名のうち8人は

中華料理を、4人は西洋料理を、残りの4人は様々な国の料理を
取り入れたインターナショナル料理を提供する予定だ。このように各

料理分野に分けられているものの、今回51
人の中から勝ち抜いた彼らの勝因は香港
独特の東洋と西洋が入り混じった料理を上
手く再現していたことだという。香港らしさ

をウリにする彼らの料理の味は、厳しい審査を潜り抜けただけ
あって多くの観光客を満足させることだろう。
フードトラックが食べ物を提供する予定の場
所は湾仔（ワンチャイ）の金紫荊廣場（Golden 
Bauhinia Square）や海洋公園（Ocean Park）、
尖沙咀（チムサーチョイ）の梳士巴利花園

（Salisbury Garden）や香港ディズニーランド周辺
などの8カ所。それぞれの場所
では2台のフードトラックが販売
を行うことになっている。現在選

ばれた16人の料理人たちはトラック
の運転や食材発注に必要なライセンス取得に取り組ん

でおり、本格的にフードトラックを始動する準備の真っ最中だ。
　これまでもグルメパラダイスとして人々を魅了してきた香港だが、
フードトラックの導入によってその一面はさらに強調されるはずだ。
もちろん衛生面に関しても、観光客・地元民ともに安心して食べられ
るようきちんとした管理がなされることになっている。香港政府の期
待通り、フードトラックが人の行きかう香港の街並みに
さらなる活気をもたらしてくれることを願う
ばかりである。

BBQ pork burgerBBQ pork burger

Mango pomelo sago  with
herbal jelly dessert cup

Mango pomelo sago  with
herbal jelly dessert cup

Bamboo charcoal sandwiches
with Iberico ham and fried egg
Bamboo charcoal sandwiches
with Iberico ham and fried egg

Dragon Eye 
[Signature Dragon Fruit Bowl]
Dragon Eye 
[Signature Dragon Fruit Bowl]

Sakura Shrimp Umami Sauce
fried rice 
Sakura Shrimp Umami Sauce
fried rice 

New-style egg puffNew-style egg puff

Big chicken bunBig chicken bun

American-style
BBQ meat
steamed bread

American-style
BBQ meat
steamed bread
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香港

　夏本番の香港。暑いとどうしても食欲も減退しがち。でもそんな時でも何故か辛い物が
食べたくなるという人も多いのでは。辛い料理を食べるとスタミナもついて、カプサイシン
の辛さで新陳代謝が向上し夏バテ予防も期待できる。また、女性に嬉しいダイエット効果
もあるという。中国四大料理のひとつ、四川料理は「酸・甜・苦・鹹・香」の味があり、辛い中

に旨みを感じさせる奥の深い味が特徴だ。数多い四
川料理のお店でも辛さのレベルが高く、辛いもの好
きの人気を集める湾仔（ワンチャイ）の「House of Qi」

をご存知だろうか。モダンなインテリアの中で本格的な四川料
理が味わえる店で、2016年のミシュランガイドブックで一つ星
を獲得した事でも話題になっている。そんな同店が香港の人気

グルメスポットの1つである尖沙咀（チムサーチョイ）に待望の姉妹店をオープンした。
　ビルの最上階とルーフトップの広々とした2階構成で、レストランフロアは木を基調に
し、スエード地のソファーや椅子で重厚なリッチ感を加えたモダンでスタイリッシュな
インテリアに高級感が溢れる。ルーフトップテラスではリラックスできるソファー席が設
置されていて美しいビクトリアハーバーのパノラマビューと夜景を眺めながら、ハッ
ピーアワーや食後のドリンクを楽むことができる。その他、誕生日やイベント、接待など
にも利用できる12人収容の個室も完備している。
　同店のメニューをいくつか紹介しよう。まずは、四川の名物料理でお店の定番人気の
「紅油餃子（ホンヨウジャオズ）」は、舌を刺すような辛さだが味わい深い。大振りのエビ
を唐辛子と炒めた「海老の激辛炒め」はまず痺れる辛さが、そして海老の甘さが口の中
をまろやかにしてくれる。また、日本ではあまり見かけないが、香港、中国では人気が高
い料理「水煮魚」は必食。見た目も真っ赤で見るからに辛い四川料理の“麻”と“辣”を活
かした、舌がピリピリするほど辛いスープで白身魚と季節の野菜を煮込んだ料理だ。激
辛料理と言われているが、辛さの中にも甘さが感じられて、とても味わい深い。辛さのレ
ベルは調節可能なので辛さが苦手な人も安心だ。もちろん四川料理で定番の、山椒と
唐辛子の香り豊かなウマ辛「麻婆豆腐」も同店の人気のメニューだ。
　料理のお供には辛さを和らげてくれるソフトドリンクやカクテルを。おすすめは、ライ
チジュースとヤクルトとソーダ―をミックスした「四川クーラー」や、唐辛子味のテキーラ
に新鮮なザクロとラズベリージュースをミックスした「レッド・ドラゴン」。カクテルなら、
爽やかな口当たりの「バジル・ドリーム」やキュウリ味のジンにトニック水と新鮮なライ
ムジュースをミックスした「Chilli」を。
　さあ、さっそくお店自慢の激辛料理を楽しみに足を運んでみては。

辛い物好き必見！痺れる辛さがクセになる！
洗練された空間で楽しむ本格四川料理
辛い物好き必見！痺れる辛さがクセになる！
洗練された空間で楽しむ本格四川料理

House of QiHouse of Qi

House of Qi
住所：20/F & Rooftop, Prince Tower, 12A Peking Rd., TST
電話：(852)2799-8899
時間：ランチ 12:00～14:30　ディナー 18:00～23:00
ウェブ：www.qi-ninedragons.hk

見るからに辛そうな「水煮魚」

海老の激辛炒め

高級感溢れる店内
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