
　私が初めて二胡の体験レッスンに行ったのが
去年の10月。そのあと少し時間をおいて、本格的
にレッスンを開始したのが12月。あれから一年。今
まで私が普段先生から課題曲として与えられた
曲はおよそ10曲にはなったでしょうか。そのほとん
どは、例えば旧正月近くになるとスーパーなどでも
耳にする定番曲「喜洋洋」や二胡の演奏曲として
はかなりメジャーで、草原を疾走する馬を表現し
たテンポの速い軽快な曲調の「塞馬」と、基本的

には中国の曲です。
そんな中で２曲ほど、香港の歌謡
曲を練習したことがありました。今
回は、そのうちの一つ「愛在深
秋」という曲についてのお話です。
北京語や広東語を少しでも学ん
でいる方、そうでない方でも大体
は想像できるかと思いますが、日

本語でいうと「深秋の愛」。とっても趣のあるタイト
ルですよね。
　この曲は、過去に日本の紅白歌合戦にも出場し
たこともあるという香港芸能界の大御所歌手、譚
詠麟（アラン・タム）が1984年に発売した曲で、香
港人であれば誰もが一度は耳にしているといって
いいほどの皆に知られている曲だそうです。今年
の初めには同タイトルの映画も公開されて話題に
なりました。そして、その歌詞の一部がこちら。

如果 命裡早註定分手
無需 為我假意挽留
如果 情是永恆不朽 怎會分手

以後 讓我倚在深秋
回憶 逝去的愛在心頭
回憶 在記憶中的我 今天曾淚流

請抬頭 抹去舊事 不必有我 不必有你
愛是可發不可收 你是可愛到永遠 我是真心捨
不得你走

有日 讓你倚在深秋
回憶 別去的我在心頭
回憶 在這一刻的你 也曾淚流

　こちらも習い始めて１年半になる、広東語でお
世話になっている先生によると、この曲は、別れた
人のことを忘れられない男性が、秋のある日、物思
いにふけりながらその未練のたっぷりな心情を
しっとりと歌った曲なのだそうです。女性としては
「しっかりしろよー」と言いたいところ。
　
　でも、意味を知って曲を弾くとまた下手なりに感
情をこめやすいというか、少しは平たい音から深
みが出てくるような気がして、今では思い返して弾
く曲ナンバーワンになっています。それに、やや重
めの歌詞に反して曲自体は柔らかく優しく、美しい
メロディなので、ぜひ皆さんも動画サイトなどで検
索して聞いてみてください！

さて、今回の猫、といきたいところですが、今回は
スペースの都合でお休みです。

　お料理に“彩”を与えてくれる、色とりどりの食
材たち。
　彩りがよくなると食欲が増すという利点以外に
も、色それぞれにもたっぷりの栄養が含まれて
います。
　東洋医学・薬膳の考えでは、季節も〈青・赤・
黄・白・黒〉の五色の色にわけられ、寒い冬に気
にかけたいのは〈黒〉。
　〈黒〉といえば、この時期旬の牡蠣や、お正月に
欠かせない黒豆、ほかにも黒ごまや黒米など・・・
腎を助け、アンチエイジングや滋養強壮に良い
とされる食材が並びます。

　今回はそんな黒い食材の中から、黒ごまを使
用したスープレシピをご紹介したいと思います。

キレイを
つくる
レシピ帳

キレイを
つくる
レシピ帳

第18回 

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

こちらの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。

ルーィフロプ）みれ ましわか（ 美令 島川
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

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！
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❶生姜、ニンニクをみじん切りにする。鷹の爪は中
のタネをとり、縦半分にカットする。

❷鍋にごま油を熱し、生姜・ニンニク・鷹の爪を加え炒
め、油が回ったらひき肉も加えほぐしながら炒める。

❸ひき肉に火が通ったらAを加え煮立て、アクを取
り、Bをくわえる。

❹もやしと、豆腐を一口大にちぎりながら加え、火が
通るまで弱火で煮込み、その間にネギを小口切りに
する。

❺器に盛り付けネギを散らし、好みでラー油を回し
かける。

〈黒ごま坦々スープ〉 
 ●  鶏ひき肉 

100g

 ●  生姜 

1片

 ●  ニンニク 

1片

 ●  鷹の爪 

１本

 ●  ごま油 

小さじ2

   A ● 水 

2カップ

  ● 鶏ガラスープの素 
小さじ1

   B ● 練り黒ごま 

大さじ2

  ● 醤油 

大さじ1

  ● 酢 

小さじ2

  ● 塩 

小さじ1/4

 ●  もやし 

100g

 ●  木綿豆腐 

100g

 ●  万能ねぎ（小口切り）

Vol. 90ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

猫二胡
ホンコン日記
猫二胡
ホンコン日記

かなめ
の

かなめ
の

愛在深秋

07

かなめのプロフィール
香港生活２年目の主婦。旦那の影響で猫が大好きになったのに、当の旦那が猫アレル
ギー発症。家では飼えないので道行く猫を激写して満足する日々。昔から色々やりたい病
で、今回のターゲットは二胡！さてさて。どうなるか。
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香港ヘルス＆ビューティー



香港

　高い品質の純金製品などを扱う老舗、King Fook Jewellery（景福珠寶）は来年の春
節に向け、新作を発表した。
　「999.9 pure gold Bliss collection」で目指したのは、結婚式の日にのみ着けられて宝
石箱にしまいこまれていたような従来の古典的な様式のものでなく、大都市で現代を
生きる女性たちが、日常的に身に着けられるゴールドジュエリー。
　中国文化や古来の仏具などからインスピレーションを受けてデザインされた品々
は、女性達の装いにエレガントさをプラスするアイテムでると同時に、純粋なゴールド
製ゆえの資産価値も魅力的だ。商品は2重のハートと無限に硬い結び目のデザインで、
永遠の愛を司る「The Infinity Love scapular」、中国古来の硬貨と仏具の一種、如意を
形どり、身に着ける者を成功に導く「The Fortune scapular」、蓮の花と太極拳のシンボ
ルをイメージし、平和と調和をもたらす「The Harmony scapular」、鍵や家をモチーフ
にし、豊かな人生を祈願する思いを形にした「The Happiness scapular」の4種類で、
各々ネックレスとリング、イヤリング1組がセットになっている。
　「Year of the Rooster 999.99 Pure Gold Medallion」は、毎年春節前後に発売されて
いる干支をモチーフにしたゴールドメダルだ。酉年の来年のモデルは、メダル上に威
風堂々たる雄鶏がデザインされ、酉年生まれの人の前向きさ、有能さ、知的さや実直さ
などを表現。裏面には商標である2頭の馬と金の純度を表わす「999.99」と重さ「15ｇ」
の刻印が入っている。
　「The Eight Fairies 999.9 Pure Gold Pendants Collection」は、道教に伝わる8人の仙
人、「八仙」が持つそれぞれの法器と「福」の字をモチーフに彫られた、幸福と幸運を祈
るコレクション。純度の高い金で出来たペンダントトップは中に芳香ビーズ等を入れら
れるようになっており、機能性が高い。薄い網目のような装飾は、金の柔軟さとアクセ
サリーとしての美しさ、耐久性のバランスをとって作られた職人達の熟練技術の賜物
だ。同製品は8種セットで、もしくは1種類ずつでも購入することができる。
　「The 3 gram Rhinopithecus 999.99 Pure Gold Medallion」は中国の奥地に生息す
る絶滅危惧種の猿、「キンシコウ」を題材にした純金メダル。純度の高い金製品ながら
3gという手頃な大きさにしたのは、より多くの人にこのメダルを手にしてもらい、キン
シコウ達が置かれている厳しい現状を知ってほしいからなのだという。
　同社の製品は熟練の技術により、市場に出回る多くの999.99と銘打ったものに比
べ、より高い純度の金で作られているために希少性が高い。個性豊かなラインナップ
から選べるので、大切な友人や家族への新春祝いにお勧めだ。

［ 景福珠寶 ］ 

高品質を誇る老舗から
新年に向けた新作が登場
高品質を誇る老舗から
新年に向けた新作が登場

King Fook Jewellery（景福珠寶）
電話：(852)2822-8524
ウェブ：www.kingfook.com 
フェイスブック：KingFookJewellery
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 ショッピング（香港・広東共通）



香港

香港

香港

香港
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　とある土曜日。友達の誘いでハイキングに行くこと
になった。筲箕灣駅に7時半集合し、バスターミナル
へ。乗り場を確認して時間を調べると、バスは直前に
出てしまっていた。あと20分待つのか…なんて思って
いたら、おじさん登場。えっ何？白タク？と思ったら、ミ
ニバスの運転手だった。時間を考えるとミニバスの方
が早く着きそうなので、運賃HKD7を前払いしてバス
に乗り込む。バスに揺られながら20分でトレッキング
の入口に到着。道路脇に立っている案内板で距離と
目安を確認する（簡易トイレが右手に設置されてい
る）。いよいよ香港でのハイキングデビュー。思い返す
とハイキングは小学校の授業で行った以来だろうか

…。はやる気持ちを抑えつつ、水分補給とストレッチをし、出発
することにした。

  
　入口からしばらくは上りの階段が続く。私のハイキングイメー
ジはサザエさんに出てくるエンディングシーン。すぐにそんな妄

想はかき消されることになった。階
段を上りきると、目の前の景色が
開けた。大きな岩に寄りかかり、一
休憩。この日は天気があまり良くな
かったが、沿岸の風景が一望でき
気持ちがスッキリ。天気が良けれ
ば、もっと遠くの山まで見渡すこと
ができるのだろう。
 　一息入れ再開。するとすぐに緑
が生い茂る山道に入り、ひたすら
階段が続く。まだ上るのか～と、ふ
と振り返ってみると絶景が飛び
込んできた。

 日本のハイキングは、同じような山道をだらだらと上り山頂を
目指すが、香港のハイキングは景色の変化があって面白いと気
づく。そうこうしているうちに、2つ目の見晴らしの良いポイント
に到着した。正面には集落、右は石澳ビーチ、左はゴルフ場が
見える景色はとても開放的でテンションが最高潮に。
　撮影と休憩を終えて先へ進むと、いよいよドラゴンズバックに
突入。はるか遠くまで続く尾根はまさに龍の背中のよう。火照っ

た身体を冷やしてくれる
風が気持ちが良かった。
　ハイキング中に何種
類もの野草を見ること
ができ、季節を感じら
た。これもハイキングの
魅力のひとつだろう。
　いくつかの山を越

え、打爛埕頂山に到着。そこからは天気が良ければ、右は石澳
ビーチと大浪湾、左は大潭湾と東龍島までの景色が一望できる
らしいが、この日は曇り。それでも都会の喧騒を離れ、自然の中
にいる感覚に浸れる時間は素晴らしかった。
 　尾根を越えると、あとは
ゴールの大浪湾ビーチを
目指すのみ。石が埋まり少
し不安定な道を進むと舗
装された道路に出た。ゴールか？と思いきや、まだ続くようだ。
途中、公園がありキットカットとフルーツジュースで水分と糖分
補給。残り1キロの看板があり、ここからの道はひたすら下る。階
段の終わりはまさかの住宅街の一角。直進し角を左に曲がると
大浪湾ビーチがありゴールとなる。

Q:ハイキングを始めたきっかけを教えてく
ださい。
A:どこでもできる水泳やヨガではなく、香港
らしい運動をしたいと思ったのがきっかけ
です。自然に触れて、気軽くできる運動はハ
イキングだと思い、始めることにしました。

Q:ハイキングの魅力を教えてください。
A:The diversity (多様性)。起伏に富んだ美
しい海と山の織り成すビーチ、宝石のような
島々、野生の猿や牛、長閑な田園風景等々、
その知られざる自然の美しさには、しばし驚
かされます。きらきらと輝く超高層ビルや夜

景、美食、ショッピングモールは
実は香港の一面に過ぎないと
いうことに気づかされました。

Q:一番好きなハイキングコース
を教えてください。
A:今まで行った中で景色が一番

綺麗で気に入ったのは、MacLehose Trail 
Stage2（麦理浩径第
2段）。海沿いのハイ
キングコースとなり、
浪茄湾、大浪西湾な
ど有名なビーチや迫
力の打ち寄せる波、
無数の島々、珍しい
地層があちらこちら
に見られるのが魅力
的なコースです。

Q:ハイキングを始めたきっかけを教えてく
ださい。
A:香港に来た当初に住んでいたマンション
の裏山でみつけた小径に興味半分で入っ
て行ったのがきっかけです。頭の中にあっ
た喧騒に包まれた大都会のイメージの香港
とは全く違って、自然にあふれた静かな香
港を発見。当時は香港島をくまなく歩き
回ったものです。
Q:ハイキングの魅力を教えてください。
A:騒音や排気ガスに包まれた都会の日常
から簡単に逃れることができること。香港で
のハイキングはそのギャップが大きな魅力

です。四季折々の花が咲き、時
には思いがけない動物に出会
うこともあります。険しいコース
は少なく、誰もが気軽に歩ける
ことも香港ならではです。

Q:一番好きなハイキングコース
を教えてください。
A:ラマ島の索罟湾（ソッグーワン）から東方
向に一回りする初心者向けコース。　
　索罟湾－模達湾（モウダッワン）－榕樹
下（ヨンシュウハー）さらに海辺を歩いてか
ら菱角山（リンコッサン）の山頂を目指しま
す。山肌には奇岩が多く、眼下にはラマ島か
ら香港島までの絶景が広がります。

そうだ！ハイキングに行こう！！そうだ！ハイキングに行こう！！

堀 眞（ほり まこと）さん
（ハイキング暦　25年）
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代表。
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。
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Wang Sisi さん
（ハイキング暦　3年）
中国出身。日本の大学に留学
後、日系企業で10年働く。2014
年より香港生活スタート。
現在は、日系会社でMTR関係の
仕事に従事する。

ハイキング愛好家3名にハイキングに ついて質問。 ぜひ参考にしてみよう。
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●行き方：MTR「筲箕灣」駅A3出口から9番バス（石澳行）。ま
たは、16Ｘ番ミニバス（赤柱行）で「土地湾」のバス停で下車。
●帰り方：大浪湾の駐車場からミニバス（筲箕灣行）。または、
大通りまで出て、９番バス（筲箕灣行）に乗り終点で下車。

ドラゴンズバック

おすすめコース
１

　先週の感動が忘れられず翌週もハイキングへ。新
界エリアにある「タイタントレイル（全長6.7km、3時間
程度のコース）」に参加するこ
とにした。沙田駅に7時半に集
合し、299Xのバスで向かう。終
点でタクシーに乗り換え入口
へ。HOI HA ROAD沿い右側の
看板とゲートが目印。
　西貢西郊野公園の中を主に
湾岸沿いに進むコースとなり、
ゲートを通り抜けると、足元の
悪い下り階段が続く。坂を下り

きると竹林のトンネルが現れ、ジブリの
世界に迷い込んだ気分になる。小鳥の囀
りに浸りながら、穏やかな道をしばらく進
むと、どこからか小川を流れる水音が聞
こえてきた。
　アップダウンを繰り返し小道を抜ける
と、大灘海を一望できるポイントに到着。
早朝らしく、空気が澄み、水面がきらきら
した印象的な景色に変わる。住宅が密集
するタイタンビレッジを通り抜け、先に進むと岩がゴロゴロと転
がる山道が出現した。

　山道をひたすら進
むと再び、大灘海が
見える海岸沿いにで
る。日が昇ってきたか
らか、海面がコバルト
ブルーに変わったよ
うに見えた。
　なだらかな下り坂
を降りきると、突然砂
浜が現れた。コース
の途中に砂浜がある
なんて面白い。これこ

そ、プライベートビー
チ！なんて、はしゃぎたく
なるがコースに戻る。
　ビーチから山道に戻
ると突然険しい道とな
り、しばらくは海とお別
れ。40分ほど上ると三
度、大灘海を見渡せる
絶景ポイントに到達。天
気が良ければ、香港最
高峰の帽子山まで見渡
すことができるだろう。
　ゴールのHoi Ha村ま
ではあと少し。
アップダウンの
道を沿岸沿いに
進んでいくと、遠
くに南風湾が見
えてくる。モスグ
リーンの海は、
まるでプーケッ
トのようだ。
　ひたすら下っていくと、ゴール付近の海、海下湾にでる。ここま
でくると、コンクリートで舗装された、歩きやすい道に変わる。海

下湾の透明で透
き通った海は、
ゴールにふさわ
しく、爽やかな気
分に浸ることがで
きた。

　ゴールは、Hoi Ha村
の一角。ゴール付近に
小さな食堂があった
ので入った。カキ入り
オムレツと焼きそば、
青島ビールで乾杯！ハイキングの後のご飯はなんでこんなに
美味しいのだろう！！と、そこも含めて、ハイキングの虜になって
しまった私がいた。

海
と
山
の
豊
か
な
自
然
を
一度
に
楽
し
め
る

●行き方：MTR沙田駅A出口より299X番バス（沙田市街中心
行）で終点まで行き、緑のミニバス（7番 海下行）かタクシーで
入口に行く。※「Tai Tan」もしくは「Hau Tong Kai」と伝えると良い
●帰り方：ゴールから直進し左折するとバスターミナルがあるの
で、待機しているタクシー、もしくは緑のミニバス（7番）で戻る。

タイタントレイル

おすすめコース
2
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　Nikkoは1979年に香港で設立し、現在アジアにおけるキャンプ用品の
パイオニアの1つとなっている。38年の歴史を通じて、製品開発に力を
入れ、実用的で多機能、そして品質重視のブランドして地位を確立して
きた。Nikkoのブランドネームは、日本
の栃木県にある日光が由来となってお
り、山々に囲まれた美しい街に魅せら
れ付けられた。また、ロゴは日の出を
イメージしている。

そうだ！ハイキングに行こう！！そうだ！ハイキングに行こう！！

Q:ハイキングを始めたきっかけを
教えてください。
A:友人の100kmトレイルレース
（Oxfam Trailwalk）のサポートをし
た時、捻挫をしても完走していた彼
女の姿を見て素直に感動。自分は
絶対やらないと思っていたけど、翌
年100kmトレイルに出場しようと決意して
始めたのがきっかけです。
  
Q:ハイキングの魅力を教えてください。
A:一人では行かないので、仲間といろんな

話をしながら、または、すれ違う人たちと挨
拶しながら山を歩くのは気持ちがいいで
す。山からの景色を眺め、達成感からストレ
ス解消できます。また、下山後のビールの味
は、格別です。

Q:一番好きなハイキングコースを教えてく
ださい。
A:伯公坳～ランタオピーク～レスキュート
レイルコースが好きです。秋だとススキがき
れいで、晴れた時のランタオピークからの
景色は絶景。降りるとき、座仏や空港を山か
ら見下ろせるのも醍醐味です。

町田幸美（まちだ  ゆきみ）さん
（ハイキング暦 10年）
香港在住歴16年。趣味はトレイ
ルウォーク、スキューバダイビン
グ（HK Japan Diving Club会長）、
食べ歩き。

ハイキング愛好家3名にハイキングに ついて質問。 ぜひ参考にしてみよう。

　先週の感動が忘れられず翌週もハイキングへ。新
界エリアにある「タイタントレイル（全長6.7km、3時間
程度のコース）」に参加するこ
とにした。沙田駅に7時半に集
合し、299Xのバスで向かう。終
点でタクシーに乗り換え入口
へ。HOI HA ROAD沿い右側の
看板とゲートが目印。
　西貢西郊野公園の中を主に
湾岸沿いに進むコースとなり、
ゲートを通り抜けると、足元の
悪い下り階段が続く。坂を下り

きると竹林のトンネルが現れ、ジブリの
世界に迷い込んだ気分になる。小鳥の囀
りに浸りながら、穏やかな道をしばらく進
むと、どこからか小川を流れる水音が聞
こえてきた。
　アップダウンを繰り返し小道を抜ける
と、大灘海を一望できるポイントに到着。
早朝らしく、空気が澄み、水面がきらきら
した印象的な景色に変わる。住宅が密集
するタイタンビレッジを通り抜け、先に進むと岩がゴロゴロと転
がる山道が出現した。

　山道をひたすら進
むと再び、大灘海が
見える海岸沿いにで
る。日が昇ってきたか
らか、海面がコバルト
ブルーに変わったよ
うに見えた。
　なだらかな下り坂
を降りきると、突然砂
浜が現れた。コース
の途中に砂浜がある
なんて面白い。これこ

そ、プライベートビー
チ！なんて、はしゃぎたく
なるがコースに戻る。
　ビーチから山道に戻
ると突然険しい道とな
り、しばらくは海とお別
れ。40分ほど上ると三
度、大灘海を見渡せる
絶景ポイントに到達。天
気が良ければ、香港最
高峰の帽子山まで見渡
すことができるだろう。
　ゴールのHoi Ha村ま
ではあと少し。
アップダウンの
道を沿岸沿いに
進んでいくと、遠
くに南風湾が見
えてくる。モスグ
リーンの海は、
まるでプーケッ
トのようだ。
　ひたすら下っていくと、ゴール付近の海、海下湾にでる。ここま
でくると、コンクリートで舗装された、歩きやすい道に変わる。海

下湾の透明で透
き通った海は、
ゴールにふさわ
しく、爽やかな気
分に浸ることがで
きた。

　ゴールは、Hoi Ha村
の一角。ゴール付近に
小さな食堂があった
ので入った。カキ入り
オムレツと焼きそば、
青島ビールで乾杯！ハイキングの後のご飯はなんでこんなに
美味しいのだろう！！と、そこも含めて、ハイキングの虜になって
しまった私がいた。

　先週のハイキングから一週間。やや筋肉痛になり
ながらも、香港で唯一4つの滝を巡ることができる
コース（大帽山の一部、全長約6キロ）を知り、女性4人
で行くことにした。7時半に東鉄線の「太和駅」で待ち
合わせし、64Kの「元朗西」行のバスに乗り込み「梧桐
寨」で下車した。
　下車後、100mほど来た道を戻
るとハイキングへ向かう入口があ
る（「梧桐寨」の看板が目印）。

　しばらく道なりに進むと分岐があり、道案
内のマークに沿って右に進むと、左手に梧桐
寨村の民家が見える。だんだんと道が細くな
り、萬徳苑の山門に到着。

　門をくぐって5分程度で萬徳苑に到
着。長く続く階段の上にはお堂がある
が、寄り道せず進む。
　コンクリートでできた橋を渡るとす
ぐに分岐になり、ハイキング入口にな
る。緩やかな上り階段が続き、分岐が現
れたら、右の階段ではなく直進しよう。
沢の水流の音が大きくなり、先へ進む
と道が上下に分かれる。下ると1つ目の
滝（井底瀑Bottom Fall）。4つの滝の中
で一番小さいものだが、木々の合間に
光が差し込み二層になった滝は神秘
的なものを感じた。
　下った道を戻りひたすら階段を上る
と10分弱で分岐になる。再び左に下る
と2つ目の滝（中瀑Middle Fall）。滝まで
の下り道は不安定で危険だ。20ｍはあ

ろうかと思われる滝は、滝の
形からポニーテールともい
われている。垂直な滝に近
づくと、天然のマイナスイ
オンを浴びることができ、友人たちと盛り上がった。
　再びルートに戻り、3つ目の滝を目指す。先へ進むと、急に道
が狭まり険しい道となる。所々手をつかないと上ることのできな
い道に、もはやこのコースはハイキングではなく、登山ではない
のか…と頭をよぎる。落ちたら一巻の終わりと思うような道を経
て、40分程歩いてようやく3つ目の滝（主瀑Main Fall）にたどり着
いた。

　30ｍはあろうかと思
われる主瀑は香港で最
も長い滝だ。少し休憩
を取り、最後の滝へ。
　滝の左側を進むと、
崖崩れがあったのでは
ないかと思うような道

が現れる。初めての体験に恐怖を抱きつつ、冒険家になった気
分で上っていくと、15
分程度で4つ目の滝
（散髪瀑Scatter Fall）
にたどり着いた。
　名前の由来は女の
子の散らかった髪型
のように見えるから。
4つの滝を制覇し、あ
とは下山するだけ…だと思ったら甘かった。滑ったら一巻の終
わりというような道や急な山道をひたすら上る。

　標高450ｍの風は
冷たく、火照った身体
を冷やしてくれた。40
分くらい歩くとようや
く下りが見えてきた。
ひたすら下り階段を
進むと、やがて笹の

葉のトンネルが現れる。ここまで来たら、もう残りは1キロ。分岐
になり、左に進むと大帽山の頂上を目指すルートになり、右に進
むと下山することができる。
  後は道なりに行くと、始めの分岐に出る。来た道を戻り道路を
渡るとバス
停に行くこ
とができる。

香
港
唯
一！ 

連
な
る
４
つ
の
滝
を
巡
る

●行き方：MTR「太和」駅もしくは「大埔墟」駅A出口より64Kバ
ス（元朗西行）に乗車し「梧桐寨」で下車。
●帰り方：MTR太和駅より64Kバス（大埔墟駅行）に乗車し
MTR「太和」駅もしくは「大埔墟」駅で下車。

梧桐寨瀑布

おすすめコース
3

休日何してる？ と聞くと「ハイキング」と答える人もいるくらい、香港ではハイキングは身近なレジャースポーツ。
気温や湿気が下がり快適になる11月～1月は一年の中で最もハイキングに適しているといえる。
今回は編集部がおすすめする3つのコースとハイキング愛好家に聞いた、ハイキングの魅力について紹介。
日頃の運動不足解消のためにも、ハイキングを始めてみるのはいかがだろうか。

・防水、通気性を備えた二層構造
・柔らかくて快適な素材の防水・防風ジャケット
・調整可能な袖口・裾・フード（ドローコード付き）
・光の反射効果があるリフレクティブプリント

ショップ情報等はHPで
ウェブ：http://nikkosports.com

「Nikko」で叶える、
ファッショナブルなハイキングスタイル

さまざまな天候に対応可能
「2 in 1オールコンディションジャケットシリーズ」

日本では、ファッショナブルなアウトドア用衣料を身に着けて山を登る「山ガール」が流行っ
たが、香港でも…という人に、香港のハイキングブランド「Nikko」を紹介しよう。
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❶MOOCについての良い評価が84％ 
　大学の講義等を無償のオンライン講座で学べる
「MOOC」は、講義を閲覧・学習後、課されたテストや課題
について修了条件を満たした学習者には修了証が発行
される教育サービスであり、2014年4月から日本でもこの
取り組みが始まっている。この教育サービスへの評価は
非常に高く、認知度も昨年に比べて向上した。未だ大多
数の人には利用経験がないものの、利用経験者は昨年
調査の2.6％から5.4％と3ポイント近く上昇し、未経験者
における今後の利用意向率44.5％と合わせると約50％と
なり、半数の人がMOOCへの利用意向を示している。 

❷MOOCでの希望の学習分野は、男性は「歴史」、女性は
「心理学」への関心が高い 
　学習したい分野についての希望は、順に歴史(28.4％)、
心理学(28.2％)、経済学・金融(25.3％)、音楽・映画
(24.3％)、芸術（22.8％）と、上位2分野が他よりも少し多い
傾向にあるが、特定分野が極端に多いわけではなく、教
養系科目と実務系科目にまんべんなく希望が分散してお
り多様なニーズが示されている。また10位までに入った
分野は昨年度の調査結果と同一であり、普遍的な傾向で
あることがうかがえる。男女別でも昨年同様、男性ではビ
ジネス・実学系への関心が高く、女性は生活に密着した
分野に関心が集まる結果となった。 

❸講師による直接対面授業である「対面学習コース」への
受講意向は75％ 
　日本独自の取り組みとして、講義動画受講後に講師本
人から直接講義が受けられる「対面学習コース」が設定

されており、その数は講座全体の約4割におよぶ。この対
面学習への受講意向は75.0％と昨年度（68.8％）よりも約
6ポイント向上した。受講希望の理由は、講師から直接講
義が受けられる、分からない部分を直接質問できる、同じ
テーマに興味を持つ受講生と議論ができるなど、積極的
な交流を望む姿勢が見受けうけられた。 

❹「修了証」はモチベーション維持に有効。自己PRへ繋が
るとの期待が高い 
　MOOCでは、講義動画受講後に課題やレポートを提出
し、得点合計が所定の水準を越えると修了証が取得でき
るが、その修了証については、大半（79.1％）がその必要
性を感じており、モチベーション維持や自己PRに繋がる
などのメリットを感じていることが読み取れた。 

❺社会人の「学び直し」経験者と今後の学び直し希望者
の合計は約半数の46.9％。 
　学び直し手段は、無料のWEB講座と書物を希望。
MOOCの活用に期待。 
　社会人になってからの「学び直し（学生時代に専攻し
た科目について）」率は経験者が16.7％（未経験者
83.3％）と、低い値となったものの、今後学び直ししたい
と考える層（36.3％）と合わせると46.9％に達した。また、
希望する学び直しの手段としては、無料のWEB講座が
60.8%、書物による自主学習が58.3%と高い値となった。 
　なお、 “学び直し”に限らず、社会人になってからの研修
や通信教育、スクール等での学習機会全般について見て
みると、過去および現在の受講者が29.6％、今後の受講
意向者とを合わせると44.8％になり、同じく約半数の人

が学習機会を望んでいることがわかった。機会があれば
取得したい能力・知識は、「語学に関する知識」「PCを含
むIT関連の知識」への希望が高く、具体的な資格では、
「TOEIC」が圧倒的に高い結果となった。

【調査概要】
調査対象：「NTTコム リサーチ」登録モニターのうち、
  　　　　該当クレジットカード契約者
調査方法：非公開型インターネットアンケート
調査期間：9月6日～10月10日
有効回答者数：1,191人

社会人の学び直しの希望手段は無料のWEB講座と書物。
MOOCでの学習に期待 NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社は一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会と

共同で「大学のオープン化に関する調査」を実施した。 
　本調査は毎年実施しており、今回は10回目の実施となった。 NTTコム オンラインが運営するインターネットアンケート
サービス「NTTコム リサーチ」の登録モニターのうち全年代の方を対象に調査を実施し、有効回答者数は1,191人。 
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希望する学び直し手段

WEB講座（無料）
書籍など本物（自主学習）
民間の講座受講（無料）
放送大学（無料）
WEB講座（有料）
アプリ
ビジネススクール・大学院（通信）

民間の講座受講（有料）
職場内（社内）研修
ビジネススクール・大学院（通学）
大学の科目等履修（個別単位履修）
放送大学（有料）
その他



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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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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人気のチーズ料理10選
トローリとろける魅惑の味！

熱々を手に取れば、湯気を上げてトローリ糸を引き、とろけていくチーズ。その光景は食べ物の中で最も美しく、
好きな人にとってはもはや芸術品にも近しい存在かもしれない。寒い季節になると特に恋しくなる、とろけるチーズ
料理。今回は香港で楽しめる、10種類の絶品メニューをご紹介しよう。

　イタリア人
は外で食べる
カルツォーネ
が大好きで、ピ
クニックには
欠かせないも
のなのだとか。
　折りたたま

れたピザのような生地の中にはチーズ、ハ
ムとトマトソースがたっぷり。シンプルな

組み合わせの具
材がチーズその
ものの美味しさ
を引き立てる。

Eat.it Italy
住所：Shop 1, G/F., 9 Kingston St., 
  　　Fashion Walk, CWB
電話：(852)2489-8822
時間：月～日 11:30～23:00

Ham & cheese Calzone (HKD88)

　　冷凍ものでなく、き
ちんとジャガイモから調
理するフライドポテトとツ

イスターフライ（くるくると渦を
巻いたような形のフライドポテト）は、本場
アメリカの味。メインのハンバーガーも実
力派揃いで、大きなマシュルームとフォアグ
ラが載った迫力ある「Portobello cheese 
burger with seared foie gras」(HKD183)

は、具ととろけるチーズのハーモニーがた
まらない、多くのファンを持つメニュー。人
気店なので、並ばず入れたらラッキーだ。

Burgeroom
住所：Shop D, G/F., Food St., 50-56 Paterson St., 
　　   Fashion Walk, CWB
電話：(852)2890-9130
時間：月～日 11:00～24:00
ウェブ: www.burgeroom.com

Cheese French fries and twister fries
芝士薯條薯角 (HKD48)

　たっぷりのチーズを挟むパンの色は、
パン生地に練り込まれているビートルーフ
（赤カブ）そのままの赤！ テーブルに出さ
れると大抵の人は驚くのだそう。トッピン

グされたハーブとシーズ
ニングがチーズのヘビー
さを中和して、絶妙な
ハーモニーを生み出して
いる。火曜と金曜のみの

数量限定メ
ニューなの
で、訪れる際
は注意して。

Holy Chef
住所：Shop 12, G/F., Cheung Fai Bldg., 
　　  401-405 Po On Rd., Cheung Sha Wan
電話：(852)3460-3304
時間：月～日 12:00～17:00、18:00～21:00

Crazy Cheer Cheese sandwishes 
黐線芝士黐住芝士治 (HKD88)

　目の前に置かれた時、まずはそのチー
ズの量にびっくりしてしまうはず。フツフツ

と煮え立つチーズと、
ジューシーで柔らかな
リブ、付け合わせの
ピーマン、スイート
マッシュドポテト、キム
チ、茹で卵、コーンとの
相性は抜群で、おかわ

りを頼みたくなっ
てしまうかも。具
をフォークでくるくるとチーズに絡ませて、
チーズフォンデュのように楽しんでみて。

Outdark
住所：17/F., H8, 8 Hau Fook St., TST
電話：(852)2722-0831
時間：月～木 17:00～26:00
　　  金～日 12:00～15:00、17:00～26:00

Spicy Korean BBQ cheese ribs 
芝士肋骨 (HKD332)

　ふんわり柔らかな卵の中にチェダー
チーズがたっぷり入ったオムレツは、糸を
引いてとろけるチーズのコクとジューシー

さがたまら
ない一品。
上にかかっ
たケチャッ
プ と カ ス
タ ード の

ソースが新鮮な味わ
いを演出している。

李家Chicken HOF & SOJU (Tsim Sha Tsui Store)
住所：G/F., Kam Kok Mansion, 
　　  84 Kimberley Rd., TST
電話：(852)2375-8080
時間：月～日 14:00~06:00

Korean Cheese egg roll 
韓式芝士蛋卷 （HKD120）

　冷え込んだ朝にホットフレンチオニオン
スープで1日をスタートする、そんな幸福
を、貴方は経験したことはないだろうか？
今までに食べたことさえ無いという方は、
ぜひPickled Pelicanの、理想的なホットフレン

チオニオンスープを食
べてみて欲しい。玉ねぎ
とビーフでとったスープ
の中にはクルトン、アメ
色の玉ねぎと上には

たっぷりのグリュエル
チーズがのっており、口
に運ぶとスープとチー
ズ、玉ねぎの力強い旨味
が味わえる。体の芯から
温まるメニューだ。

Pickled Pelican
住所：1/F., 90 Stanley Main St., Stanley
電話：(852)2813-4313
時間：日～木 11:30～23:00、金～土 11:30～25:00

French Onion Soup （HKD70）

　とろけるバター
とチェダーチーズ
と、とろとろの半
熟玉子がフレン
チトースト上で
タッグを組んだ
夢の一品。卵の黄

身をたっぷり絡めて召し上がれ。

食臺
住所：Shop E1, G/F., Kwai Cheung Bldg., 
  　　97-111 Wing Fong St., Kwai Fong
電話：(852)3686-0348
時間：火～土 11:00~23:00、月曜定休

Soft boiled egg with cheese french toast  
法式芝士流心蛋厚多士 (HKD28)

　関西風の本格的なお好み焼きが楽しめ
るこの店で出されるのは、卵とチーズの王
道的コンビネーションを楽しめるチーズオ
ムレツ。少し粘り気あるチーズとバター、ス

パイスのバランス
が絶妙で、ブラン
チや手早く済ませ
たい夕食にぴった
りのメニューだ。

Kozy Okonomi
住所：9/F., Circle Plaza, 499 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2591-1281
時間：月～土 18:00～27:00、日曜定休

Cheese omelette 
芝士奄列 （HKD48）

　 熱々の 鉄 板で
サーブされるのは、
骨を取り除き、程良
く味付けされた柔ら
かなベビーバックリ
ブ。上にのったたっ
ぷりのすりおろし
チーズとモッツァレ
ラチーズが溶け合っ

て、2種のチー
ズが織りなす
ハーモニーを存分に楽しめる一品。かなり
ボリューミーなので、5、6人でシェアするの
がお勧め。

OPPA Coffee Bar Restaurant
住所：G/F., 1F Kimberley St., TST
電話：(852)2386-2315
時間：月～木 12:00～23:30、金～日 12:00～24:00

Cheese Ribs 
芝士排骨 （HKD285）

　大小様々な種類の
ホットドッグを扱う専
門店で人気を博して
いるのは、ブルーチー
ズとチリチェダーの
ソースの上にチーズ
入りのソーセージを

載せ、上にはとろけるチーズをトッピング
した、まさにチーズ尽くしのホットドッグ。

ヘビーさが気
になる方には
無料のトマトソースがおすすめ。サワーク
リームやグレービーソースは有料。

Iconic H Special Hotdog (Hung Hom Store)
住所：Shop 106A, Block C, Whampoa Bldg., 
  　　97 Baker St., Hung Hom
電話：(852)5595-5981
時間：月～日 11:00～22:00

Evil cheese Quartet hotdog 
地獄芝士四重奏 （HKD48）
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　フィリピンの鍋料理といえば、皆さん
が想像されるような一般的な鍋料理は
ありません。しかし、『シニガン』や『ブラ
ロ』といった料理が、鍋料理と言えるか
もしれない。
　シニガンはカラマンシーと言われる柑橘系果物を
使って酸味を出したスープに、お肉・トマト・玉ねぎな
どを入れ煮込んだ料理。日本料理にはない独特の酸
味があり、日本人にとっては新鮮な味だ。
　ブラロは牛の骨付き肉をチンゲン菜・白菜などで
煮込んだもので、シニガンのように酸っぱさはない。
長時間煮込まれた牛
肉は柔らかく、脂が
スープに染みわたって
おり、最後の一滴まで
楽しめる料理だ。
　どちらの料理もスー
プの味が少し濃いの
で、現地のフィリピン人はご飯にかけて食べる事が
多い。
　また日本のしゃぶしゃぶ・韓国のトムヤムクン・中
華式火鍋もフィリピンでは人気がある。
　熱帯のフィリピンでは野菜を口にする機会が少
ないので、野菜を沢山とれる鍋料理は現地の人に
も大変人気がある。
　フィリピンでは食べ放題にしている店舗も多くあ

り、お腹一杯になるまで楽しむことができる。しかし
フィリピンの食べ放題にはほとんどの場合、時間制
限がないのでついつい食べ過ぎてしまわないよう
に注意が必要だ。
　フィリピンに2店舗展開している『相撲茶や 関取』
はオーナーが元力士でこの店でしか味わうことがで
きない本格ちゃんこ鍋があり、東南アジア最大の
モールに店を構える『Four Seasons Hotpot』では
ビュッフェ式の食べ放題のお鍋が楽しめる。
　またパサイ地区にある『King One Rotary Hotpot』
では、鍋の具材が回転ずしのようにコンベヤーに
乗って回っているので注文の手間がかからない。
　このようにそれぞれのお店がそれぞれ特色のあ
る形でお鍋を提供しているので、同じ鍋料理でも常
に新しい楽しみ方が発見できる。

亜
細

亜の
 Fre
e Paperから

From フィリピン
食文化

日本では味わえない独特な味
フィリピンの人気鍋料理

ボリュームたっぷりな『相撲茶や  関取』のちゃんこ

まるで回転ずしのようなスタイルの『King One Rotary Hotpot』

食べ放題のしゃぶしゃぶが大人気

プライマー編集部（天野 翔也）
http://primer.ph
ライフスタイル関連の情報を中心に、フィリピンのあら
ゆる情報を網羅した比国で初の日本語情報誌（月刊・無
料）。フィリピン生活を快適に過ごすアイディアや情報満
載のウェブサイトも運営している。

日
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な
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こちらがフィリピン伝統料理の
シニガン
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