
　地図には「阿公岩」と大きく表記されている
が、実はそんな巨岩があるというわけではな
い。「阿公岩」とは、かつて花崗岩を採掘して
いた採石場のこと。筲箕湾の東寄りに位置す
る小さな村落で、現在近隣には船舶の修理工
場、魚市場や寺院、香港海防博物館などがある。
　「阿公」とは、広東語で「母方の祖父または老人」を意味
するが、この場合は「譚公」を表す。「岩」は文字通り「岩」を意味
する。譚公とは、広東省の恵州で生まれた天気を予測する神で、
彼は幼児期に患者を治療することができたと言われている。20
歳で神になったという譚公を広東の人々は崇拝していた。採石
場が最盛期だった19世紀前半から、ここには広東省から多くの
移民が住みついてい
た。1905年、彼らは譚
公廟を建て、譚公を「阿
公」と親しみを持って
呼んだのが、この地名
の由来らしい。

　香港を代表する乗り物、2階建て路面電車のトラム。100年以上前から香
港住民の足となっており、地下鉄ができた今でも観光客を含め、利用客数
は今もなお多い乗り物だ。香港島の北岸の繁華街を東西に一通りカバーし
ており、どこまで行っても一律HKD2.3が嬉しい。　　
　トラムの「折り返しポイント」はいくつかあり、西の端、堅尼地城（ケネディ
タウン）と、上環（ションワン）、北角（ノースポイント）のように道なりに街を
１ブロック回れば反対方向を向くものと、屈地街（ワッデイガイ）と銅鑼湾
（コーズウェイベイ）のように専用のループ線でくるりと円を描いて方向を変
えるもものがある。筲箕湾電車總站は後者のタイプ。トラムの軌道は筲箕湾
東大街と金華街の交差点で順番にループしている。
　ここでは一度に2両のトラムの方向を変えることができる。3両目のトラム

が近づくと自動的に手前の交差点
で止まるシステムになっており、こ
れで混乱なくスムーズに運行でき
るのだという。この付近は飲食店
や青空市場のテントが立ち並び、
香港島では少なくなりつつある香
港の下町然とした雰囲気が残って
おり、トラムのゆっくりとしたリズ
ム感と妙にマッチしている。

　筲箕湾は香港島の東部に位置する交通の要衝とし
て、トラムの東側の起終点やMTR港島線の駅、バスター
ミナルを有する。街並みは香港らしい生活感あふれる雰
囲気で、活気に満ちた商店街と住宅が立ち並び、多くの
住民が絶えず行き交っている。香港島南部の大浪湾、石
澳方面へのバスの出発点でもあり、週末にはハイキン
グや海へ行くレジャー客が列を成す。
　「湾」という名が示すように、もともと入り江になって
いた場所で、良好な漁港であった。「筲箕」とは米を洗っ
て水を切るのに使う笊（ざる）を意味するが、湾の形状
がこれに似ていたため名付けられたと言われている。
18世紀の中頃、台風を避けるのに適した場所として漁
民が集まるようになり、後に香港5大漁港のひとつに数
えられるほどに発展した。また、中国の恵州から来た客
家人が花崗岩を採掘するようになり、客家人の信仰の

対象「廟（びょう）」と呼ばれる寺院が多く造られた。1841年、筲箕湾には約1,200人が
住んでおり、当時の香港島の人口の3割以上を占めていたという。
　現在、漁港は大規模な埋め立て工事が行われ、わずかに筲箕湾避風塘（タイフーン
シェルター）に当時のなごりを残すのみとなっている。街には往時は目の前が海で
あっただろう天后廟や譚公廟が歴史を感じさせるそのままの姿で残っており、しかも
今なお信仰の対象として人々の生活の中に息づいている。
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　筲箕湾の海側に位置する香港海防博物館。敷地面積は
34,200平方メートル。1844年にイギリス軍によって築かれた
鯉魚門（レイユームン）要塞と呼ばれる堅固な海防施設で、東
の海側と、大陸側からの香港島防衛において最も重要な要塞
として長く戦いの歴史を刻み続けてきた。戦後、イギリス軍の
訓練基地として使用されていたが、1987年に完全撤退。その
後、歴史的価値のある施設として1993年に修復が決定され、
当時建造されたものを活かしたかたちで博物館として2000

年7月に一般公開された。加えて、香港歴史
博物館からセレクトした400点以上の貴重な
品々を展示している。巡航戦車や装甲車が
重 し々く並び、海に面した高台には砲台が随
所に見られる。また、1890年に設置された魚
雷発射所もそのまま残されている。屋内の展
示室では、明の時代から現在まで、実際に使
用された衣服や武器を展示しており、写真や

模型を交えて海防の歴史を深く学ぶことができる。決して「楽
しみに行く」博物館ではないが、香港の海防の歴史を知れる
貴重な体験ができるに違いない。

　一軒の屋台から始まり、現在では香
港を代表する人気の麺屋の一つの「安
利魚蛋」。長年、筲箕湾で愛され続けている店だ。2016年と2017年のミシュランガ
イドブックのおすすめローカルグルメ店の一つとして2年連続で紹介されてい
る。看板メニューの魚蛋粉は、魚蛋（フィッシュボール、魚のつみれ）と河粉（米が
原料の平麺）、そしてあっさりした味付けのスープを合わせたもの。噛めば噛むほ
ど旨みが増す魚蛋と味わい豊かな繊細なスープが魅力。　

　海沿いのプロミナードの潮風が心地良い…。かつ
て鯉魚門海峡の傍らのに拡がっていた「白沙湾」と呼
ばれたビーチが、1980年代初頭に埋め立てられ、大
型マンション群として造成された。MTR杏花邨駅は、
まさにこのマンション群のために開設されたようなも
の。今でも地名としてのみ残るその名前からすると、
さぞ美しいビーチだったであろうことが察せられる
が、今は往時の姿を知るすべもない。

　香港島の東部の筲箕湾と杏花邨の間に1988年オー
プンした「鯉魚門公園」。美しい鯉魚門海峡を目の前に眺
めながら、緑あふれる自然の中でキャンプやレクレー
ションを楽しむことができる香港でも数少ない公共のレ
ジャー施設だ。東の玄関口で、左記に紹介した香港海防博
物館に隣接する。20世紀前半の建築様式でかつて英国軍
の兵舎や士官の家族の住居として使われていた建物は、
現在では宿泊施設として利用されており、そのいくつかは
香港の歴史的建造物にも指定されている。
　この鯉魚門公園の敷地内には宿泊施設の他、レスト
ラン、キャンプ場、バスケットコート、ミニゴルフ、テニス
コート、子供のプレイグラウンドなど子供から大人まで楽
しめる約30のアクティビティーを楽しむことができるレク
レーション施設がある。街中の喧騒から離れて、家族や気
の合う友人たちと自然の満喫できるのも魅力。また、園内
のレストラン「Jeff”s Ccatering (鯉魚門公園餐廳)では施設利用時の食事の事前予約をはじめバーベ
キュー用食材のケータリングも行っている。宿泊プランで利用の際は、園内にある6つの宿泊施設から選
べる。独自のスタイルを持った雰囲気も良い広 と々したベランダもあり快適に過ごすことができる。

杏花邨Heng Fa ChuenHeng Fa Chuen

香港海防博物館
場所：175 Tung hei Rd., Shau Kei Wan
　　 （MTR筲箕湾駅から徒歩15分）
電話：(852)2569-1500
時間：10:00～17:00（木曜休館）
ウェブ：hk.coastaldefence.museum/
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鯉魚門公園
Lei Yue Mun Park

香港海防博物館香港海防博物館

鯉魚門公共乗馬スクール
Lei Yue Mun Public Riding School

時間：9：00～12：00、14：00～18：00
定休日：月曜日
年齢制限：6歳以上
　　　　（6～17歳は親または参加グループの責任者の同伴要）
乗馬時間：月～金　10：00～11：00（朝の部）
　　　　  火～金　15：00～16：00　午後の部
　　　　  土　　　16：00～17：00　午後の部　
　　　　　　　　（各セッション30分）
※個人または2～3人のグループセッションの乗馬（馬とポニー）

料金：月～金（9月～6月）　　HKD31.50
　　  火～金   (7月～8月)       HKD60
　　  土・祝日　　　　　　 HKD60

申し込み方法：申し込み用紙をファックスまたは鯉魚門公園宛てに郵送
ウェブ：http://www.lcsd.gov.hk/en/prs/lym.html

　1992年にオープンした鯉魚門公園内にあ
る香港ジョッキークラブが運営する乗馬ス
クール「鯉魚門公共乗馬スクール」。都市圏内
にあり気軽に利用できる4,000スクエアメー
ターの大規模な施設では個人またはでの団
体で馬場内での乗馬体験や、1,300mの山沿
いを行く約30分の乗馬体験を楽しむことがで
きる。また、本格的に学びたい人向けには、騎
乗と馬に関する基礎知識、馬を扱う技術を学
ぶ事のできるコースなども開講している。ま
た、鯉魚門公園内の宿泊者向けの特別乗馬
体験やレッスンも行っている。香港ではなか
なか味わえない乗馬をぜひ体験してみては。

　香港のおやつとして昔から慣れ親しまれている雞蛋仔(エッグワッフル)。数ある
お店の中でも筲箕湾(シャウケイワン)にある「低調高手大街小吃」はとりわけ有名
なお店の一つで、店先には常に多くの人が列を作る。オーダーが入ってから焼く雞
蛋仔は、黄金色に焼き上げられ外はさくっと中は卵の香りたっぷりでしっとりと、甘
すぎずバランスのとれた味は世代を選ばず愛される味。焼きたて時に漂う甘い匂
いに誘われてついついお店に足が向いてしまう。

低調高手大街小吃
住所：Shop B3, G/F, 76A Shau Kei Wan Main St. East, Shau Kei Wan
時間：月~金12:00~22:00、土日11:00~22:00

筲箕湾Shau Kei WanShau Kei Wan
街ぶらで見つけた！

低調高手大街小吃
小腹が空いたら食べ歩き
行列のできるローカル店

安利魚蛋
住所：No.22, Main St. East, Shau Kei Wan
電話：(852)2513-8398
時間：9:00～19:00

安利魚蛋
香港のB級グルメの代表
「魚蛋粉」の人気店

鯉魚門公園（Lei Yue Mun Park）
住所：75 Chai Wan Rd.,
電話：(852)2568-7455　(852)256-7858
ファクス：(852)2568-8304
ウェブ：www.lcsd.gov.hk/en/camp/p_lymp.php
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　今から200年ほど前、19世紀初頭に「羅」という名前の客家人が建
てた農家を修築した「羅屋民俗館」。客家人とは、客家語を母国語と
する漢民族のこと。当時、柴湾には6つの客家村があったが、羅屋は
現在唯一残っている建物で、法定古墳に指定された歴史的建造物
だ。1972年に香港政府が保管することになったが、1990年に民俗館
として一般開放された。外観は、白壁で瓦屋根の平屋で、中央に入口
がある左右対称の建物だ。構造は、手前に3間、奥に3間の合計6間
で、玄関の左がキッチン、右が物置、玄関奥が居間、左が農作業部
屋、右が寝室になっている。それぞれの部屋には、家具や生活用品
が飾られており、当時の生活や雰囲気をそのままに感じることがで
きる。羅家の一族はこの家でどんな生活を送っていたのか。昔の人
ならではの工夫や知恵が発見できるかも？ぜひ足を運んでみよう。

　さて、この特集では香港島東部の歴史やスポットを、
いろいろと見て来たが、実を言うと、「香港島の東端」は
どこなの？どうなっているの？という、ささいな興味、
好奇心がこの企画の発端でもあったのだ…。そこで最
後に、編集部Tが、老体に鞭打ち、実際に脚を使って
行ってみた。いざ行かん香港島東端の地へ！

　基点となるのは柴湾の東隣、小西湾。巨大高級マン
ション「アイランド・リゾート」の下が最東端のバスター
ミナルとなっている。まずはここから海沿いの散歩道を
東へ。海峡の向こうは将軍奥だ。多くのフェリーやクレーン船が行き交う、湾仔
より西のヴィクトリア港内と違って、のんびりと、いささか寂しいくらいの海の景
色が広がっている。しかし、まだまだここは「東端」とは言えない。さらに東へ行っ
てみよう。
　散歩道はちいさな公園で終わり、そこから小高い丘へ登る遊歩道へと変わ
る。あらかじめ地図で調べておいた黒角頭の灯台を目指すべく、左の脇道へと
入って行く。こんな小さな散歩道でさえキレイに整備されているところは「エラ
イな香港」と思ってしまう。左手の眼下に静かな海峡を望みつつのんびりと歩く

この道は、かなり険しい斜面に造られていることが感じられる。そ
ういえば、香港島西の端も同じく切り立っていることを思い出
す。急峻な島なのだ本来の香港島の姿は。
　目指す灯台に着いたが、入り口は閉ざされておりこれ以
上進むことはできない。斜面を降りる道らしきものもある
が、危険なので自重。灯台からの景色を見る事ができず残念

ではあるが、もと来た道を引き返す。
　仕切り直して、改めて「龍躍径」のだらだらと続く斜面を登り始める。目指すは
19世紀に中国の海岸線を測量したという英国海軍のリチャード・コリンソンの
名を冠する「ケープ・コリンソン・ロード」だ。15分も歩くとケープ・コリンソン・
ロードに到着。ハイキングとは言えない散歩の延長ののんびり歩きではある
が、ここで持参のサンドイッチと飲み物を取り出し、海
を眺めながら暫しの休憩。
　このあとケープ・コリンソン・ロードをさらに先へ進
めば東の岬へと導いてくれるはずだが…。実はこの道
の東端は「ケープ・コリンソン・ロード懲教所」となって
おり、一般人は立ち入りできないのだ！そこで、山の上
から東の端を眺める作戦で、南の大浪湾へ向かう道を
登ることに。
　見上げた瞬間「マジか…」と声が出てしまうほどの階
段が入り口。「やめるなら今だ…」という心の声を振り
払い、傍らの手すりを頼りに急勾配を登り始めて10分。振り返るとアイランド・リゾートが眼下
に見える。傾斜も緩やかになり、最初ビビった自分がおかしくなるほどあっけなく登りきってし
まった（笑）。
　さて「絶景ポイント」から東を眺める。島が連なりランタオ島の存在感が大きすぎる西側の
海と違って、静かで雄大な南シナ海の眺めは「値千金とは小せぇ、小せぇ～！」。左手に東龍洲の
全貌が、右手には石澳、鶴咀半島、蒲台群島までが180°ぐるりと視界に収められる！ほんのわ
ずかな階段登りでこの絶景は美味しすぎる。来年正月の初日の出ポイントはここで決まり！

場所：14 Kut Shing St., Chai Wan（MTR柴湾駅から徒歩5分）
電話：(852)2896-7006
時間：10:00～18:00（木曜休館）　※日曜祝日：13:00～18:00
料金：無料
ウェブ：www.lcsd.gov.hk/ce/Museum/History/zh_TW/web/
　　　 mh/about-us/law-uk-folk-museum.html
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羅屋民俗館

　柴湾の東、ポッテンジャーピークの斜面には、さながら棚田のように大規模な墓地が造
成されている。
　中国人は、伝統的に異郷の地にあっても亡くなるとお骨は故郷の墓に埋める習慣があ
る。しかし、中国の故郷を離れて香港に移住し長年暮らした人々には、香港を故郷と考えた
り、遠く離れた中国の故郷には戻るつもりはないと考える人も多い。
　そんなルーツを大陸に持つ人たち向けの墓地として香港初の「華人永遠墳場（Chinese 
Permanent Cemetery）が1913年に香港仔（アバディーン）に建てられ、この柴湾は1966年
から造成された２番目のもの。その後荃灣（チュンワン）、近年では、將軍澳（チョングヮンオ
ウ）にも造られ、現在で計4つ
の華人永遠墳場が香港に存
在する。この内將軍澳のもの
が、香港最大の広さを誇る。こ
れらの墓地は伝統的な中国
の墓地と異なり、木々や多く
の花が植えられたモダンな造
りの墓地とされている。

場所：Cape Collinson Rd., Chai Wan

人間到る処青山あり
華人永遠墳場

残念ながら黒角頭の灯台は断念
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左手に東龍洲、右手には石澳、鶴咀半島、蒲台群島を望む
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　「海外のヒットチャートを振り
返ると、“ピコ太郎的”な一発芸
は、そんなに珍しくないのです
ね」。音楽評論家の石黒隆之氏
は『女子SPA!』の記事の中でこの
ように批評して、「メロディなし歌
詞の意味なしで、大ヒット」した
例として「Boom Boom Pow」
（2009年）、「MMM Bop」（97年）、
「Whoomp!(There It Is)」（93年）

を挙げています。音楽評論家が評論して、ビルボードホット
100やCNN、BBC、そしてギネスブックまでが「PPAP」を「歌」と
して扱っているので、やはりあれは歌なのでしょうかね。（歌だ
としたら、どんな音痴にでも歌える歌です。）
　歌詞がイミフ（意味不明）だというのは、流行歌でなくても、
長く歌い継がれている民謡や童謡にはよくあることです。「ず
いずいずっころばし」や「かごめかごめ」、八重山民謡「安里屋
ユンタ」の、♪マタハーリヌチンダラカヌシャマヨ～。また、歌
でなくても、人々に広く受け入れられている語呂のいい言葉
には語源のわからないものが多いのです。「アブラカダブラ」
も「ハンプティ・ダンプティ」も「キングコング」も鬼太郎の「ゲ
ゲゲ」もイミフ、世界で最も使用頻度の高い語といわれてい
る「OK（オーケー）」も意味不明です。PPAPには、意味不明の
語はひとつもありません。Pen、Apple、Pineapple、みんな意
味がわかります。この場合、「意味」の意味が違うのですけど。
　PPAPは、[p]音の語呂合わせを楽しむ、一種の押韻歌です
（ついに「歌」であることを認めたな）。石黒氏が挙げた「歌詞
の意味なしで大ヒット」の歌の題名は、子音は全て唇音[p][b]
[m]であり、それに円唇の半母音[w]と、そして母音も円唇母
音を表す「o」と「oo」だけでできていることを、石黒氏ご自身、

お気付きだったでしょうか。唇音系、特に[p]音は日本語の歌
でも、ゲラゲラポー、ゲバゲバピー、ピーヒャラピーヒャラ、
ポッポッポ鳩ポッポ、聞いて面白く歌って楽しい音として好ん
で使われます。「アップル・パップル・プリンセス」（1981年）を
ご存知でしょうか。♪アップル・パップル・ピップル・ポップル・
ピプパペ～。また「クラリネットをこわしちゃった」では、フラン
ス語の原曲の一部が語呂がいいとして気に入られ、そのまま
残されています。♪オーパッキャマラードーパッキャマラー
ドーパオパオパ～。これは実はでたらめのフレーズではなく
て、フランス語を知っていれば簡単に意味がわかります。もと
は軍隊の行進曲、「仲間（兵士）たちよ、歩を前へ、進め、進め」
と歌っているのです。「パ」は「足、歩」。意味ではなく音を楽し
むのも歌。♪ペンパイナッポーアッポーペ～ン、[p]音の連続
に意味あり。ピコ太郎という名前も[p]音です。
　ピコ太郎は「I have a pen」に続いて「I have a apple」と歌って
います（また「歌」と認めたな）。しかし、正しくは「an apple」で
す。母音の前では「an」になる、という中学１年の最初に習う基
礎的なことを、日本人は忘れてしまうのですね。PPAPは早くも
世界中の人たちがYouTube上でカバー（？）していますが、英語
話者は「an apple」と歌っています。彼らには「a apple」と言う
ことのほうが難しいのです。これが文法というものの本性で
あり、原曲に忠実に正しく間違えて歌える（ややこしい！）のは
日本人ばかり。デスノートの死神リュークも「a apple」と歌って
いるので、彼もまた日本人なのですね。冠詞「a」「an」は数字の
「１」からできたものなので（というより英語の「１」の古い形は
本来「an」であり、「one」はなまった形。更にこれを「ワン」と読
むのはケント州あたりの方言の影響と推定されます）、母音の
前で「n」が付く、のではなくて、逆に、母音以外の前で「an」の
「n」が落ちる、ととらえたほうが起源的には正しいのです。フ
ランス語、スペイン語、イタリア語では「un」、ドイツ語では

「ein」、オランダ語では「een」、いずれも数字の「1」。ただし英語
と違って「n」は脱落しません。ピコ太郎は「I have pineapple」の
ところでは「a」そのものを抜かしています。羽田空港国際線到
着ロビーの軽食店には「a chopsticks」という、箸が１本なのか
２本以上なのか意味不明の珍しい表記あって、これは蛇足と
いうもの。
　中国語では、筆（笔、ペン）、蘋果（苹果、リンゴ）、菠蘿（菠
萝、パイナップル）が偶然[p]音系の見事な頭韻になるので、
これは歌い甲斐があります。傑作なのは「アラビア語バー
ジョン」で、Ben Bineabble Abble Ben。アラビア語には[p]が
ないので[b]になる…という理屈はわかりますよ、でもこれ、
英語の[p]をただ[b]にしただけじゃないですか。日本語には
[v]がないのでピコ太郎の発音では「have」が「hab」ですが、
ドイツ語では「Ich habe」、オランダ語「Ik heb」、千年前の英語
も「Ic hæbbe」。現代英語「I have」のほうがなまっているのだ
から、堂々と「ハブ（hab）」と歌いましょう。どうせ「意味のない
歌」なのだし。
　そういえば「PPW」（ぽけっとページウイークリー）も[p]音の
頭韻になっていますね。

大沢ぴかぴ
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深圳香港＆広東香港

深圳 香港 香港
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Metro Town　 都会駅  (Ph2 Le Point Tower 6  高層階)

香港

グランドプロムナード　嘉亨灣  (Tower 3  高層階)

（所在地） 將軍澳（チョンクワンオウ）
（間取り） 2LDK（実用503sqf)　 
（室　内） 家具・家電付き、海景、ウォシュレット付き
（環　境） MTR調景嶺駅に直結、
 日系スーパーＡEONへも徒歩圏、
 クラブハウス完備
（備　考） 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！
（月　額） HKD17,800 (管理費、税金込み) 

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

（所在地） 西湾河（サイワンホー）
（間取り） 3LDK+S　1,532s.f （実用1129sqf) 
 バルコニー付き
（室　内） 家具・家電付き、全海景、
 人気のジェットバス付き円型浴槽
（環　境） MTR西湾河駅徒歩約５分
 日系スーパーＡＰＩＴＡへ徒歩約１０分
 大型クラブハウス完備
（備　考） ペット寛大マンション、部屋の鍵有り、いつでも内覧可！
（月　額） HKD58,000 (管理費、税金込み) 

（所在地） 紅磡（ホンハム）
（間取り） 3LDK   実用872sqf　バルコニー付き
（室　内） 家具・家電交渉可、海景
（環　境） MTR黄埔駅、AEON、
 フェリー乗り場（香港島北角行き）近接、
 クラブハウス完備
（備　考） 今年完成した新築ハイグレードマンション！
 ペット可マンション
（月　額） HKD45,000（管理費、税金込み）

Stars By The Harbour 　維港 ・ 星岸　(Tower 1  高層階)
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
ライフパートナー TEL (86) 20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB室
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805
エイブルネットワーク深圳 TEL (86) 755-2398-5391
深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8219-5546
深圳市羅湖区深南東路5002号地王大厦主楼40-10単元
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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香港 香港

主人が子供に厳しすぎて困っています。

子供がいやだと泣いているのに

サッカーの練習に連れていきます。

「泣くな！男だろう！！」と怒鳴りつけます。

「パパサプリ」をやっていただけませんか？

こんなご相談多いです笑

私は「お父さんの子供に対する態度はそれで正解です。」

と答えます。

子供を産むと本能的に「母性」が生まれる母親とは違い、

「父性」はすぐには生まれません。

男性ははるか昔、狩りをしていた時代から、

獲物をしとめ、

褒められ評価されることで満たされる生き物。

一方女性は、火を守り情報を共有し合い、助け合って子

供を守ってきました。

男性と女性は脳の構造がそもそも違うのです。

自分を必要としてくれ、褒めて評価してくれるものを

男性は守りたいと思います。それが「父性」なのです。

もしもお母さんが毎日お父さんを批判して、

それを見た子供も一緒になって

お父さんのいうことを聞かないなら、

残念ながら「父性」が芽生えません。

お父さんを認めて、褒めて、評価していますか？

父性は社会的責任を教える愛。

母性は無償の愛といわれています。

たとえば子供が万引きしたとします。

「バカヤローーー！！」

と平手打ちするのがお父さん。

その子の手を引いて、お店に行き、

泣きながら謝るのがお母さん。

お母さんは子供が犯罪者になろうとも、

世界中を敵に回したとしても、

子供を信じることができる愛の人なのです。

地震が起きた時、

自分だけ逃げたお父さんが多かったと聞きます笑。

お母さんは子供を置いて逃げることはできない。

両者の愛。

どちらがいいとか、悪いとかではないんです。

子供が生きていくうえでどちらも必要な愛。

一番大切なのは夫婦が想いあって尊敬しあって

愛ある過程を築くこと。

そんな土壌で育った子供は太くて長い根を張ります。

それはこれから子供が生きていくうえでの

最高のプレゼントなのです。

連載 第4回 母性と父性

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^）。 

】★にめたの族家なせ幸も後年01★座講RTS命推柱四【 画企ーナミセボラコ  　　　　× リプサまま
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

飲食店スタッフ募集
尖沙咀にある当店では、子育てが一段
落された主婦の方、ワーホリの方など
アルバイトとフルタイムスタッフの両方
を募集中です。アルバイトは週２日から
の出勤も可能です。女性のお客様が１
人でも来れる明るい雰囲気を目指して
いるお店です。ご興味がある方はこちら
までメールで簡単な履歴書をお送りく
ださい。追ってご連絡をいたします。
sohotowertst@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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SAGRANT INO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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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. Irene
　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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オーケストラ定期演奏会
香港在住の日本人による小さな弦楽
アンサンブルが10余年をへて国籍をこ
えたオーケストラになりました。管弦楽
の響きを間近でご体感ください。12月4
日（日）14:30開場、15:00開演、ハッピー
バレーの日本人小学校香港校体育館。
ドヴォルザーク交響曲第７番、チャイコ
フスキー《くるみ割り人形》等。入場無
料。はじめての音楽鑑賞の場をご提供
できるようお子様の入場制限は設けて
いません。車での来場不可。メンバー随
時募集中　お問合せ
 hkdimanche@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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:九龍チムーサチョイ加拿分道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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　40以上のデザイナーブランドから、スタイリッシュで価値ある商品を提供するオンラ
インショップ、「Sooq」では今年もギフトシーズンにぴったりの品々を揃えている。
　女性へのプレゼントにお勧めなのはラマ島に暮らす親子が手がけるブランド、
Louelle Odié。クールな格子のモノグラムの”Lattice”や、百合をモチーフにした”zesty 
Jungle Lily design”などの柄のトートバッグ(HKD900)は、ちょっとした外出や旅行に活
躍すること間違いなしの一品だ。
　男性へのギフトをお探しの方には、スタイリッシュなプリント作品は如何だろうか。
Sugar Snapの香港地図やヴィクトリアハーバーの情景等をモチーフにした作品は以前

から好評を得ており、70cmx50cmと100cmx70cmの2サイズ
展開でHKD1,000～。チャイニーズレッドなど、色は7色から選
べる。趣ある香港の風景を、丸くくり抜いたようなデザインが特
徴的なPomeloriceのプリントは、4枚セットでHKD1,450。

　子供向けギフトで注目したいのは、オランダのキッズファッションメーカー、DONSJEが
生み出す新生児と幼児用の美しいレザーシューズ。柔らかい革を使って丁寧に作られた
フェアトレード製品で、銀のチャームがついた麻のバッグにラッピングされているので、
贈り物として喜ばれることは間違いない。年長のおしゃ
れさんには、ポニースキンの財布もいいだろう。いずれ
も価格はHKD480～。また、ハイセンスな女の子も納得
のアクセサリーブランド、Odile & Odetteや、新生児用の
セットギフトにはDottie Beeのおくるみや靴下、ロンパー
ス、帽子、スタイでできた布のブーケ（包装代、送料込特
別価格HKD599）、シンガポールの新ブランド、Bloonah!
の肩かけ、おくるみ、歯固めなどをセットにした「Hamper petit」(HKD450～)など、お洒落
な品が揃う。チャリティに関心がある方は、オーガニック綿を使用したフクロウもしくはト
ナカイ模様のクリスマスバージョンのロンパース（HKD235）を購入すると、代金の一部
が恵まれない家庭に寄付される、Baby Heroの商品を選択肢に入れるのもよい。
　その他にも、干支をモチーフにしたモダンなEleanor McCollのアートワーク、遊び心
あふれるデザインのZest of Asiaのナプキンホルダー（4個セットHKD90）やティータオ
ル（HKD139～）、Printissimoのヴィヴィッドなプリントファブリックのクッションなど、
ホームギフトとして喜ばれる商品も目白押しだ。
　バイヤーが厳選した品々が揃うSooqなら、何件もセレクトショップを回ってクタクタ
になることも無い。
　個性的で上質なギフトをお探しの貴方、まずはサイトをチェックしてみて！

［ Sooq ］ 

デザインメーカー直送！
Sooqで選ぶモダンなクリスマスギフト
デザインメーカー直送！
Sooqで選ぶモダンなクリスマスギフト

Sooq
ウェブ：www.sooqcentral.com
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