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TUVE
住所：16 Tsing Fung St., Tin Hau
電話：(852)3995-8800
メール: reservations@tuve.hk
ウェブ: www.tuve.hk
フェイスブック: tuve.hk

　Gマークで知られるグッドデザイン賞は、公益財団法人日本
デザイン振興会が主催する主要なデザイン大賞で、60年以上
の歴史を持ち、家庭用器具、工業製品、住居や建築などあらゆ
るフィールドから優れたデザインを選考するのが特徴。今年
度も43の国と地域から4,000を超える応募があり、香港からの
エントリーはわずか13件だった。
　The Golden Pin Design Awardも、同じく最も歴史の長いデ
ザインアワードの1つで、中華圏で製品の販売、生産、デザイン
を行う、もしくは中華圏においてのデザインプロジェクトを手
掛ける個人や企業がノミネートすることができる。今年は過去
最高の3,005件が審査対象に挙がったという。
　Managing Directorの Pauline Tsangさんは、「TUVEの記念す
べき最初の年に、日本と台湾で2つの主要なデザイン賞を頂い
たことは非常に光栄であり、スリリングなことです。これらの栄
誉を得たことで、サービス業界においてTUVEのデザインコンセ
プトが持つ影響力を再認識しました。オーナーのデザインに関
する意向をパーフェクトな形で実現し、このブティックホテルに
希少な存在感を与えてくれたDesign System Limitedに感謝し
ます。今回の受賞を機に、我々はますます地域と香港における
アイコン的ランドマークとしてのTUVEの役割を果たすべく、より
よいサービスの提供に努めていきます。」と語ってくれた。
　Design System Limitedが手掛けた、素材の質感を生かし
たバランスの良い個性的なデザインは、訪れた者の創造力を
刺激してやまない。ひとたびTUVEに足を踏み入れれば、大理
石や木、真鍮等に、酸化鉄やコンクリートを効果的に組み合わ
せることで生まれる、その思いがけない美しさに驚くだろう。
静けさが調和した空間で過ごす時間とホスピタリティ、質の高
いサービスが魅力のTUVE。快適で、少しユニークな宿泊を体
験したい方にお勧めしたいホテルだ。

ホテルTUVEがグッドデザイン賞と
Golden Pin Design Awardを受賞

香港島のホテル「TUVE」は今年新たに2種の名誉あるデザインアワード、グッドデザイン賞
とGolden Pin Design Awardを受賞した。TUVEはその質の高いサービスと洗練されたアー
ト、ミニマルな哲学に裏打ちされたデザインによって、以前からFX Interior Design Awards
やAsia Pacific Interior Design Awardsなど、30を超える国際的アワードで栄誉を得てきた
が、オープン初年度にしてそこへさらに2つの賞賛が加わることとなった。

ライフ（香港・広東共通）



　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

香港

「母の愛は無償」よく聞く言葉です。
お母さんは子供を授かったその時点から
母性が生まれるといいます。
赤ちゃんはお腹が空いたら泣き、
おしっこしたら泣き、
気持ちが悪いと泣き、
ま～飽きもせずずっと泣いているのですが
その無力さゆえに愛されるのです。
そこには、
愛されるためにしなくてはいけないことはなにもない。
ただ、「そこにある」だけでいいのです。

しかしどうでしょう？？
大きくなるにつれて、様子が違ってきます。
「無償の愛」から「条件付きの愛」に変化していきます。
「100点取ったら天才！」
「サッカーでゴール決めれたら最高！」
そこにはお母さんがそんなつもりはなくとも
「100点取れなかったあなたは凡人」
「ゴール決めれないあなたは最低」の意味が
含まれてしまいます。
これね。セットなんです。もれなくついてきます（笑）。

子供は「条件を満たさなくては愛されない。」を
自然にくみ取ってしまいます。
これに苦しめられてる親子多いので
はないでしょうか？

かくいう私がそうでした。
生まれつき心臓に穴が空いて
生まれてきた長男。
おとなしくて、家で１人で遊ぶこ
とが大好きな子供でした。
彼に送ってきたメッセージは

「外で遊ぶ子が元気ないい子！」

　→「あなたは元気のない悪い子。」
「積極的に発言するのが賢い子！」
　→「あなたは目立たなくてがっかり。」
長男は家でお絵かきしていたいのに、
幼稚園ではサッカー、小学校では野球をやらせました。
お父さんがコーチになって、全力で応援しました。
やがて長男にチックが出るようになりました。
部屋をグルグル回ってみたりするようになりました。

私たち夫婦がやっていたことは、
「無償の愛」ではなかった。
「子供のため」という名のもとの
「条件付きの愛（エゴの愛）」でした。
「私と彼の価値観は違うんだ。」
それに気づいて彼の「ありのまま」を
認めるようになってから
長男が大きく変化しました。

現在彼は高校３年生。
軽音部に入って大好きなギターがやりたい。
ただそれだけの理由でたった１年で
難関校に合格しました。

受験で２人で過ごした２週間。
もうすぐ離れていく彼の寝顔を見ながら
涙があふれて止まらくなりました。
心臓に穴が空いていて、喘息がちだった長男。
今ここにいてくれるだけでありがとう。

彼と色んな話をしました。
「あのとき○○させてごめんね。」
「ひどいこと言ったよね～。」
彼の返事は
「覚えてない。」

「そんなこと気にしてたの？お母さんの子供でよかった。
心から感謝してる。」

「母の愛は無償」というけれど、
それはときどき「自分を満たすための愛」に
変わることがある。
子供は、どんなに傷つけられても、突き放されても、
この世でたった一人のお母さんが大好きです。
大丈夫。言い過ぎた！やっちゃった！と思ったら
謝ればいい。

子供はいつだって笑って許してくれます。
「子供の愛は無償」

36.8%

48.0%

13.0%

連載　第一回 「無償の愛」

Kyou氏 プロフィール
海外で３兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。現在上海ママたちに心理学、
統計学、コーチングなどを基にした「ままサプリ」展開中。

ブログ：上海で子育てコーチング～きょうのあしあと～
http://s.ameblo.jp/kyon3boys
ネットラジオ：子育て相談「ままサプリ」：
http://livaia.com/ja/category/mama_supplement/

一般社団法人STRコミュニケーション協会認定

日時：11 月29日朝9時から11時
場所：香港和僑会オフィス
　　  Unit 329 & 330, 3/F., Hankow Centre, 
　　  5-15 Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
　　  Hong Kong
  　　（尖沙咀のショッピングモール｢i Square｣のHまたは
   　     C１出口から徒歩２分）
電話：(852)2730-1055
 
参加費:
●診断２名コース：HKD450（診断書を２枚お出しします）
●診断４名コース：HKD700（診断書を４枚お出しします）

 診断２名コースは、ご自身と旦那さん、もしくは子育てに悩む
ご自身のお子さんと、診断４名コースは、ご家族全員とも受け
たい方に人気です。左記２コースとも、HKD150追加でもう１
名分の診断書を発行することが可能です。
＊診断書は、年、月のバイオリズムも1名分150HKDで発行可能です。
 
講座終了後、STRコミュニケーションアナリスト３級の資格認
定となります。
 
お申込方法：zets_ppw@pocketpage.com.hk
まで、お名前・電話番号・ご住所・メールアドレス・希望診断
コースを明記の上、ご連絡をください(診断希望の方のお名前、

西暦の生年月日、23時以降生まれの方はその旨明記ください)。
 
定員がありますのでお急ぎください！！
皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。

講座修了後、講師と子育てについて語る懇親会ランチを予定
しております。希望の方はお知らせください。

STRは古くは帝王学と呼ばれ、国の全てを司どっていた学問です。
中国では30年勉強した風水師しかみることができない難しい人間学を分かりやすくデータ化しました。
悩みの90%は人間関係。大切な人の素質がわかると、コントロールしようとしなくなり、
いい絆が結べます（^人^）。是非お友達にもお声掛けくださいましてご参加ください。
子連れ参加okです（^人^）。 

ままサプリ ×　　　　  コラボセミナー企画 【四柱推命STR講座★10年後も幸せな家族のために★】
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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。

香港
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り、新たな遊び場を探していた親子や、たくさんの友達と遊びたい親
子などの人気を呼んでいる。子どもを連れてキッズルームを訪れた40
代の男性は「上の子を日本人補習校へ連れて行った後、下の子と一緒
にキッズルームに遊びに来ました。午前だけのつもりが、その後午後
も遊びにくることになり、補習校を終えた上の子も混じって遊んでい
ました。2人も楽しい時間を過ごせたようです」と笑顔で語る。
　そんな和僑会キッズルームでは、開放日に約1時間絵本の読み聞か
せをする「わくわく広場」を設けており、現在読み聞かせをしてくれる
ボランティアを大募集中だ! 日程は単発でもOK。絵本の他にも歌や踊
り、工作、紙芝居などの特技を持っている人も募集しているとのことな
ので、子どもの喜ぶ特技を持っている人はぜひ応募してみよう。さらに
和僑会では物品寄付も受け付けている。家にもう使わないおもちゃや
本があるご家庭はぜひ寄付を検討してみてほしい。
　キッズルームの次回開放日は11月5日。新しい友達を探しに、さぁ足
を運んでみよう！

　祖国を離れ、異国の地で活躍する日本人「和僑」を支えるために設
立された団体「和僑会」。連帯の意識や共助の精神を大切にし、自分
たちが住む土地の慣習を尊重し、属する社会に責任を負うことなどを
活動の理念に掲げ、異国の地でビジネスに励む日本人を常に支えて
きた。現在は香港、北京、上海、タイ、シンガポールに支部を持ち、イ
ベントや会員同士の定例会などを開催。現地日本人のネットワークを
サポートすることに主眼を置き精力的に活動を続けている。
　そんな和僑会の香港支部は香港一の商業街、尖沙咀（チムサーチョ
イ）にそのオフィスを構える。同会では今年4月から、オフィスを子ども
達が自由に遊べる「和僑キッズルーム」として開放している。開放日は
毎月第1、第3土曜日の10時から15時まで。オフィスにはカラフルな

マットレスが敷かれ、子ども達が自由に走り回れるス
ペースが作られるほか、寄付で集められたおも
ちゃや絵本が用意されている。オフィスでは
Wifiが使えるので、子どもを遊ばせている間
に仕事をすることも可能だ。参加費は無料
で和僑会の会員でなくても利用できるとあ

NPO HONG KONG WAKYOKAI LTD.
住所：Unit 329 & 330, 3/F., Hankow Centre, 
　　  5-15 Hankow Rd., TST

Hの｣erauqS i｢ルーモグンピッョシの咀沙尖（ 　　
　　  またはC１出口から徒歩2分）
電話：(852)2730-1055
メール：jimu@wa-kyo.org　
ウェブ：www.wa-kyo.org　
フェイスブック： hkwakyo

和僑キッズルーム
開放日：毎月第1・第3土曜日

時間：10:00～15:00
開催場所：香港和僑会オフィス
申し込み：香港和僑会事務局（news@wa-kyo.org)
☆今後の開催予定日：11月5日、19日の10時から15時まで
☆「わくわく広場」ボランティア募集中!
　絵本の読み聞かせ、歌、踊り、工作、紙芝居をしてくれるボランティアを募集します。
　読み聞かせは幼稚園生の子、小学生の子がどちらも楽しめるようできれば2種類
　お持ちください。絵本が足りない場合は貸出しますのでご相談ください。

香港和僑会にはキッズルームが常設！
新しいお友達を作りに出かけよう！
香港和僑会にはキッズルームが常設！
新しいお友達を作りに出かけよう！
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　日本では雑誌で頻繁に取り上げられ、数々の賞
を獲得した人気コスメブランド「THREE」。在港日本
人の間でも香港上陸を首を長くして待ち望んでいたと
いう人も多い。そんなTHREEが9月に待望の香港上陸を
果たした。場所はそごうの銅鑼湾（コーズウェイベイ）店の
地下1階のコスメフロア。THREEは、2009年にスタートした比
較的新しいブランドで、身体の内側から美を意識できるように国
内のオーガニックや「天然由来成分」などにこだわって作られている。スキン・ヘア・ボ
ディケア、メイクアップブランドでナチュラル志向の大人な女性に人気の化粧品ブランド

だ。最先端のテクノロジーによって肌
と心に心地よいアプローチを追求して
いる。メイクアプアーティスト、芸能人、

モデルなどの愛用者も多い。国外では現在、
タイ、台湾、インドネシア、そしてマレーシアに
展開しており、香港は海外5カ国目となる。

　同ブランドのすべてのスキンケアの中で一番人気があるのが「バランシング・クレン
ジングオイル」。美容効果の高い数種類の精油配合で香りに癒されながらメイクをスッ
キリ落とせる天然由来率88％のクレンジングだ。一日の終わりにこのクレンジングオイ
ルでメイクオフすると同時に一日のストレスも一緒に洗い流してくれるだろう。「スキン
ケア＝癒し」の新感覚を自身の肌で実際に感じてみよう。
　同じく人気が高いのがメイクアップアイテム。ただ良いだけではなく使い心地や肌に
乗せた時に感じるその質感のも良い。お洒落でクールなパッケージも心が奪われる。 
“Mesmerize”、完全に魅了するという意味を持つアイライナーは、書きやすさ、発色、落ち
やすさまで兼ねたアイライナー。備え付けのブラシが目尻の跳ね上げや綺麗なスマッジ
を簡単に叶え、ラインメイクの楽しさをさらに広げ、メイクが得意でなくてもるプロ級に
仕上げ叶えてくれる。コスメ雑誌のVOCEやMAQUIAなどですでに2016年のベストコスメ
に受賞しているアイシャドウの「THREEウィスパーグロスアイ」は液状のアイシャドウで、
まぶたの少量にのせての延ばすだけで質感と輝きのある上質な目を演出してくれる。

　簡単なのに綺麗に仕上がり忙しい朝でも時間をかけず
に隙のない顔を作れる。質感も上品で艶やかに仕上がる
「THREE」のメイクアップアイテム。あなたもさっそく足を
運んでその良さを実際に体感してみては。

日本で芸能人も愛用の優秀コスメブランド
待望の香港1号店がそごう銅鑼湾店に！
THREE
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

THREE
場所： B1/F., SOGO, 555 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2833-2478
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