
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。）

香港

香港

香港

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。
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香港香港

香港 香港

　米国国立衛生研究所の調査によると、肥満体型の親
の子供は、発達の遅れなどのリスクを抱えている可能性
があるという。
　それによると、肥満体系の母親を持つ子供は運動ス
キル、例えば手や指をなど小さな筋肉を動かす能力の
テストの成績が、標準的な体重の母親から生まれた子
供に対して70%程度低い傾向がある一方、肥満体系の
父親を持つ子供は標準的な体重の父親から生まれた子
供に対し、75%程度社会的能力（他社とどれだけうまく
関係性を築けるかどうか）が低い傾向にあり、両親共に
肥満の子供は、標準的な体重の両親から生まれた子供
に対して問題解決能力が約3倍、低い傾向にあった。
　この研究は2008～2010年にニューヨーク州（ニュー
ヨーク市を除く）で生まれた5000人の子供達を対象に
生後4ヵ月で発達に関する検査を始め、3歳までに6回テ
ストを繰り返したというもので、結果はPediatrics（小児
科学）ジャーナルに掲載された。
　なぜ親の肥満が子供の発達遅延のリスクを引き起こ
すのか、明確な理由は判明していないが、動物実験の結
果、妊娠中の肥満はある種の炎症を引き起こし、胎児の
脳に影響をおよぼすことが分かっているという。またマ
ウスを使った実験によると、肥満型のマウスが怠惰で運

動に消極的になるのは、その重い体重のせいでなく、変
化した脳のドーパミン（運動のために必要なホルモン）
の受容体のためであることも判明している。
　またリバプール大学の研究によると、アルツハイマー
病、パーキンソン病患者は診断前にその兆候が現れる
ことがあるという。彼らは通常の老化と、神経変性障害
を経験した7人の著名な画家が描いた2092の絵画を調
査した。7人のうちサルバドール・ダリとノーバル・モリ
ソーはパーキンソン病を、ジェームズ・ブルックスとウィ
レム・デ・クーニングはアルツハイマー病を羅患し、その
他のマルク・シャガール、パブロ・ピカソとクロード・モネ
は神経変性疾患に罹ったという記録は残っていない。絵
画の真贋（しんがん）鑑定でのパターン分析に使用され
るフラクタル解析を用いて作品の相対的複雑性を計測
したところ、神経変性疾患に羅患した4人の画家の作品
は、複雑性が40～50代の頃から低下したり、一旦上がっ
た後に降下していたが、羅患していない3人は生涯低下
の兆候は見られなかった。つまり神経変性疾患は、彼ら
が老年期に病気を診断されるよりも随分前に、作品上
には兆候として現れていたことになる。科学者達は、こ
の分野の研究が進めば、神経学的な疾患をより早い段
階で発見できる可能性があると期待を寄せている。

親の肥満は
子供の能力にまで影響？
最新の脳科学研究結果が到着
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MTR海怡半島 MTR利東

MTR黄竹坑

黄竹坑道
MTR海洋公園

香港カントリークラブ海怡半島
（サウスホライズン）

利東邨

鴨脷洲
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香港仔隧道
（アバディーントンネル）

南風道坑口

金鐘

南風
道

香港仔
運動場

香港警察学院

MTR南港島線MTR南港島線

渡し船

香港仔魚市場

香港仔海傍道

鴨脷洲橋道

黄竹坑̶鴨脷洲 Map
200m

鴨脷洲風之塔公園

鴨脷洲
大街

→

金鐘（ガムチョン）からわずか10分で
香港島の南側へ！
金鐘（ガムチョン）からわずか10分で
香港島の南側へ！

MTR南港島線で
繋がった！
MTR南港島線で
繋がった！

　香港内の移動には欠かせない地下鉄、MTRの11番目の路
線となった南港島線（サウスアイランドライン）。金鐘（アドミ
ラルティ）駅と海怡半島（サウスホライズン）駅間の全長約7
キロを3つの駅を経由し約12分で結ぶことで、国内外から多
くの人が訪れる人気のレジャースポット「海洋公園（オー
シャンパーク）」をはじめ、今までバス路線のみに頼っていた
香港中心部から香港島南部エリアへのアクセスがグッと便

利になった。路線全体のモチーフカラーは
黄緑色。そして、各駅毎のイメージカラーと
もいえる、ホームにあるタイルの色は、金鐘
駅が青、海洋公園駅がオーシャンブルー、黃
竹坑（ウォンチョクハン）駅がオフホワイト、
利東（レイトン）駅がオレンジ、そして海怡半
島駅は黄緑色に設定された。運行間隔は
ピーク時で3分に一本。始発電車が海怡半

島駅を6時00分、金鐘駅を6時11分に発車し、海怡半島駅を
24時42分、金鐘駅を1時5分に出発する電車が終電となる。
　同線は、ランタオ島の欣澳（サニーベイ）駅と香港ディズ
ニーランドを結ぶ迪士尼（ディズニーランド）線と同じく無人
運転方式を採用している。迪士尼線には自動運転システム
用の運転室があるが、南港島線にはそれ自体がなく、先頭車
両の窓からはヘッドライトに照らされ先に延びるレールを
見ることができる。このため、運転士目線の車窓を楽しもう
と車両の先頭部分に人だかりができる光景は、南港島線な
らではだ。

　そのほか、3両編成とコンパクトな車両の中は、乗車してま
ず目に入る壁面に描かれたパンダやイルカといった動物や
海の生き物たちのイラスト、そして、天井の照明には、水の
泡を連想させるデザインが取り入れられている。また、常時
ニュースや情報が流れるモニターも設置するなど、エンター
テイメント性の高い車内は、長いトンネルを通過する間も飽
きる事なく過ごすことができる。また、手すりが途中から３
本に枝分かれしていて今までより多くの人が握ることができ
るようになっていたり、つり革もシートに沿って２列になっ
ていたりと、乗客がより安全に利用できるよう工夫された車
両設計にも注目。きっと香港に住む人にも、観光客にも愛さ
れる路線になるだろう。乗るだけでワクワク気分になれる同
線で、今まで馴染みの薄かった香港島南部の新しい発見の
旅に出てみては？　

南洋不動産のリンダさんに伺う

MTR南港島線開通と
不動産事情

リンダさん
南洋不動産
香港の日系不動産企業の中でも29年の実績を持
ち、大手日系企業のクライアントも数多く抱える。
日本人スタッフも常駐。
電話：(852)2891-4892
　　　(852)9460-4892（リンダ）
　　　(852)6348-0905（蒲池・日本語対応）
メール：nanyang2@netvigator.com
総経理　リンダさん
香港不動産代理商協会の会員。
香港で生活する日本人の為、日々快適な住まい探
しに奔走している。

　主にアバディーントンネルを使う路線バスが香
港島北側とを結ぶ主な交通手段で、慢性的な交通
渋滞が悩みの種だった香港島南エリア。MTR南港
島線の開通は不動産事情にどんな影響を与えるだ
ろうか。
　香港島側で29年間不動産屋を経営し続けるリン
ダさんに伺うと、金鐘やセントラルへのアクセスが
格段に良くなったことから、新しいマンションを中
心に外国人が増えているようだ。日常生活にほ
とんど不便がなく、自然に恵まれた環境がこのエリ
アの魅力。交通の便が良くなったことで日本人から
の注目度もアップするだろうと予想する。「深灣9號
（マリネッラ）」や対岸の
「南湾（ラルヴォット）」、「深
灣軒（シャムワンタワー）」
などの物件は、築浅の上
に閑静な環境のため、とて
も住みやすいという。これ
らの新しい物件だけでな
くMTR南港島線終点の「海
怡半島（サウスホライ
ズン）」も家賃は5%以上上
昇しているという。

かまいけ
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　2011年の着工から5年の歳月をかけて完成したMTR南港島線。金融の
中心地、金鐘（アドミラルティー）から、南シナ海に臨む香港島の南側ま
でをダイレクトに結ぶ新しい地下鉄路線だ。これにより、路線バスが主な
交通手段だった海洋公園、黄竹抗、アバディーン、鴨脷洲などの香港島南
部が、九龍側からもぐっと近い存在となった。
　4つの工区に分かれた同線の建設工事は、金鐘駅の拡張と、将来開通
が予定されている同沙中線（沙田から中環を結ぶ）の前期工事（901工
区）を3社からなる英・香港のジョイントベンチャーが、そして、同線上の
全ての駅施設、アバディーン海峡橋、高架橋、及び鴨脷洲内のトンネル建
設（903・904工区）をオーストラリアのレイトン（現在はCIMICグループ）
が担当。そして金鐘駅から海洋公園駅手前まで、このプロジェクトのメ
イン区間となる、香港島の下を南北に結ぶ南風トンネルと高架部分、香
港公園内に作られた換気立坑及び南風換気塔の建設などを担当したの
が、長年にわたり香港でのインフラ整備に大き
く貢献している、日本の西松建設だ。
　今回、同社が掘削したトンネルの長さは全長
3.17km。工法は、工期と、掘削対象となる山の形
状・地質の状態などから、発破工法でダイナマイ
トを使用して岩を崩したあと、壁面にコンクリー
トを吹きつけ、ロックボルト（鉄の棒）で縫い付け
るNATM工法を採用した。
　通常、同工法を選択した場合、この程度の長
さになると、発破により崩した岩石をダンプなど
で出口まで運ぶ距離を短くするため、トンネル
の始点と終点、両側から作業を進めたり、もしく
は作業区の途中に外部との換気と人や資材などの搬出入口となる立坑
や斜坑を設けて掘削していくのが一般的である。しかし今回、同社が受
けもった担当工区の北端である金鐘駅では、別の工区の作業が同時進
行中であり、また、北端にほど近い香港公園内に建設された立坑も、建
設開始がトンネルの掘削と同時期で作業開始当初は使用できない状況
だったため、掘削工事は南風坑口からの片側のみの施工となった。（香

港で最も長い片側施工のトンネル）
　1962年のロアシンムン（下城門）ダム工事
を皮切りに、葵涌（クワイチュン）コンテナ・
ターミナル建設工事、香港電力工事、そして
数々のMTR地下鉄建設工事と、現在に至る
まで50年以上に渡り、香港のインフラ工事
の要所要所に携わってきた同社の確かな実
績、そして、それらの工事を通して築き上げ
てきた地元の下請け業者との厚い信頼関係
から、「香港での工事は工期がタイトな場合
が多く、予定通りに作業を終了させるため
に、時には1,000人～2,000人規模の人員が
必要になることもあります。しかし、半世紀以
上、香港で地場企業として建設業を営んで

きておりますので、人員の確保には問題なく対応できております。」と語
る同社香港支店の遠藤支店長、ただし、「香港に限ったことではありせん
が、工事が大規模になればなるほど、集められた多くの作業者の中には

スキル不足が否めない場合もあります。でもその
時は、きちんとした教育を施しながら作業に従事
してもらい、常に安全には気を配っています。」と
語ってくれたように、今回の工事もまた、一時は最
大で800人が稼働し、終夜にわたる作業と、掘削時
の火薬の取り扱いなど安全面に神経を使う工程の
連続であったにも関わらず、長年培われた経験と
技術力のもと、作業は計画通り順調に進められ、予
定通り無事12月28日の開通を迎えた。
　また、同社は現在、香港人スタッフを中心とした
現場運営を目指し、日本での研修を通じて「西松マ
インド」を受け継ぐ香港人のスタッフの育成にも

努めており、この先も、コンパクトな大都市、香港が求め続けるスピー
ディーな街の変化に対応する日本の企業として、更なる進化を遂げよう
としている。

西松建設
長年培った経験と信頼関係で貫かれた3,170ｍ
香港最新のMTR路線にも投入された
日本が誇る「安心の技術力」

西松建設株式会社 
香港支店長
遠藤智氏
1988年、自身初めての海外赴任先として
来港。大老山（テーツケーン）トンネル建設
に携わる。1991年、日本へ帰国した後は、
リニアや北陸自動車道の建設に従事、
1996年の二度目の来港時には大欖（タイ
ラム）トンネルや、北角（ノースポイント）新
駅の建設を担当、その後、ラオスやシンガ
ポールへの赴任を経て、2007年に再び来
港。現在に至る

西松建設株式会社 香港支店
住所：Rm 508, Star House, Salisbury Rd., TST
電話：(852)2736-6461
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祝・MTR南港島線開通！

日射しが眩しい

香港島
南へ！

南港島線 路線図

南風坑口では、南風トンネル（写真手前の左下がトンネル坑口）、高架部分（写真中央
奥）、南風換気塔（写真手前）の建設が同時期に行われた

トンネル内では、コンピューター搭載の削岩機により岩盤を削孔し、ダイナマ
イトを使用して発破を行った

トンネル掘削と同時に、後方では仕上げとなるコンク
リート構造物の建設が行われた。人や資材の搬出入は、
全て南風坑口から行なった

海
洋
公
園
か
ら
金
鐘
ま
で

香
港
島
の
岩
盤
を
掘
り
貫
く
！

堅尼地城
中環

黄竹坑

南港島線

港島線

荃湾線

南港線902工区

香港公園換気塔

南風坑口

利東
海怡半島

金鐘

海洋公園

トンネル部分
高架部分

トンネル内に組み立てられた作業足場 検査・引渡しを完了した南風換気塔

#37 新MTR南港島線でGO！

電子版で配信中！ www.pocketpageweekly.com

今週の

昨年末に開通したMTR南港島線に突撃。デビューしたばかりの新型車両に
乗り込み、「撮り鉄」と化して先頭車から撮影を敢行。暗いトンネルを抜け地
上に出る瞬間は必見！他にも各駅周辺のオススメスポットなどを紹介。この
特集記事と併せて下調べしたら、ぜひMTR南港島線で出かけてみよう！
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　香港島南部、黄竹坑と南朗山にまたがるように位置する
テーマパーク、「香港海洋公園（オーシャンパーク）」。87万平
方メートルの広大な敷地に、水族館、動物園、遊園地が集ま
る、香港を代表するアミューズメントスポットだ。今でこそ不
動の人気を博す同パークだが、一時は経営難にも陥るな
ど、年間800万人が訪れる現在の賑やかな雰囲気が想像で
きない時代があったのはご存知だろうか。
　1977年、同パークは、同地にあった観光牧場
「巴黎農場（パリファーム）」の跡地に、政府が
手掛ける大規模なテーマパークとして建設
された。市街地では味わえない多くの自然
とともにアトラクションが楽しめると、開園当
初から、人気、来場者数共に順調な滑り出しの
スタートを切った。しかし、開園から20年ほど経過し
た1998年頃までには、アトラクションやショーの目新しさが
無くなってしまったことに加え、当時の目玉である人気者の
シャチが死んでしまったこともあり、来場者数が落ち込み経
営が悪化。そして、1999年には利用者不足により、プールや
ウォータースライダーがあった「水上楽園」を閉鎖した。その
後、2003年のSARSの感染拡大に伴う香港経済の低迷がと
どめを刺す形となり、来場者数が更に減少したことを受け、
同年7月、同パークは赤字が続く経営を立て直おしのため、
中環（セントラル）の蘭桂坊（ランカイフォン）地区を開発し、
現在に至る発展の基礎を築いたアラン・ゼマン氏を董事長
に迎えたのだ。そして、後に「蘭桂坊の父」とも呼ばれる同氏
を中心に2004年より進められ、2006年より本格的に始まっ
た大幅なリニューアル計画により、まずは、2009年4月に
ジャイアントパンダや中国オオサンショウウオ、揚子江ワニ
といったアジアの希少動物を展示した「亞洲動物天地（アメ
イジング・アジアン・アニマルズ）」をオープン、その後も
2011年から2012年にかけて、世界最大級の水槽で海洋生
物を観察することができる「グランドアクアリウム（海洋奇
觀）」やウォータースクリーンを使ったショーが楽しめる
「Symbio!（雙龍奇緣）」を有する「夢幻水都（アクアシティ）」、
世界最小の猿ピグミー・マーモセットをはじめ、熱帯地域に
住む動物たちに出会うことができる「熱帶雨林天地（レイン
フォレスト）」、絶叫マシンもある遊園地エリア「動感天地（ス
リルマウンテン）」、そして、同パークの最新ゾーン「冰極天
地（ポーラー・アドベンチャー）」といった魅力的なエリアを
立て続けにオープンした。また、アトラクションだけでなく、
ハロウィン恒例の「ハロウィンバッシュ」など季節ごとのイ
ベントも開催することで、着実に来場客数は伸び続け、リ
ピーターを増やすことにも成功。国外からの観光客にも大
人気の一大レジャーランドとなった。
　そんな紆余曲折を乗り越え、今年、同パークは開園40周
年を迎えた。年始に販売され即完売した「40周年『40ドル』
チケット」や、レストランで提供されている記念特別メ
ニューと、今後もアニバーサリーイヤーを祝うプロモー
ションやイベントが盛りだくさんの1年になりそうだ。
　オーシャンパークと言えばやはり、眼下に広がる海に飛

び込んでいきそうな勢いで駆け抜ける、スリル満点のジェッ
トコースターや、愛くるしいパンダやコアラ目当てで訪れる
人が多いのではないだろうか。開業当初から運行する、山
の上エリアと麓エリアを結ぶケーブルカー「登山纜車」も、
移動しながら360度の景色を楽しめるとあって常に乗車待
ちの行列が絶えない。20分もの間空中に、しかもかなり高
度な状態を保ちながら「吊られる」だけあって、高い所が苦
手な人には潜水艦をイメージした車両が山の中を走る海
洋列車（オーシャンエキスプレス）をオススメするが（？）、
一度は経験してもらいたい乗り物だ。
　今回、MTR南港島線が開通し海洋公園駅ができたこ
とで、より便利に、気軽に通えるスポットとなったオー
シャンパーク。是非この機会に何度も足を運んで、人気アト

ラクションばか
りでなく、1950
年代から1970年
代までの懐かし
い香港の文化を
再現した街「香
港老大街（オー
ルドホンコン）」
など、ゆったりと

過ごせる趣きのあるアトラクションまで、パークの全てを遊
びつくしてほしい。そうこうしているうちに、気づいたら「年
パス」ホルダーになってしまっているかも？！

海洋公園海洋公園
Ocean Park 

住所：180 Wong Chuk Hang Rd., Aberdeen
時間：季節、日により異なる
　　  （ホームページにマンスリースケジュール有）
電話:(852)3923-2323
チケット：大人（12歳以上）HKD438  
　　　　子供（3～11歳）HKD219
ウェブ：www.oceanpark.com.hk

今年開園40周年！

MTR南港島線、金鐘から最初の駅はテーマパークの名前が
がそのまま駅名になった海洋公園駅。1960年代半ばに撮ら
れた航空写真を見ると、現在の香港仔運動場、香港警察学校
のあたりには耕地が広がっているのが分かる。このエリアは
駅名の通り、香港海洋公園を置いては語れない。

香
港
を
代
表
す
る

開
放
感
た
っ
ぷ
り
の

巨
大
テ
ー
マ
パ
ー
ク

香
港
を
代
表
す
る

開
放
感
た
っ
ぷ
り
の

巨
大
テ
ー
マ
パ
ー
ク

　両親に連れられて初めて行ったのは、まだ3歳になる前
でした。ほとんど憶えていませんが、イルカのショーを観た
ことと、大きなサメの口の中に入ってとても怖かったことだ
けは記憶に残っています。それ以
来何回行ったか分かりません。一
年に数回は行っているので、た
ぶん数十回にはなるでしょう（笑）。
父も私も高い所は平気ですが、母
はケーブルカーに乗るだけで「揺れるから動かないで！」と
言うほどの高所恐怖症です。もちろんジェットコースターな
どは見ているだけです（笑）。私は小さい頃乗れなかった
（年齢制限で）いろいろなアトラクションに乗れるようになっ

た時は嬉しかったですね。でも、実
は一番好きなのは「水族館」です。
　今までにほとんどのアトラク
ションに乗り尽くしました。好きな
のは「越礦飛車」（古いジェット

コースター）と、最近できた「熱帯激流」（ボートで急流下り）
かな。逆一度も乗ったことがないのは「極速之旅」（フリー
フォール）。怖くて乗りたくありません（笑）。
　海洋公園は何度行っても厭きませんね。毎年ではありま
せんが、時々年間パスも買っているほどです。

20代香港人女性
Wongさん

オーシャンパークの
「ヘビーリピーター」に聞いた！

香港海洋公園
オーシャンパーク

18 Pocket Page Weekly 03 February 2017 No. 577
B



Dine Art Cosimo’s Private Kitchen
　工業ビル内にあるイタリア料理のとアートギャ
ラリーをコラボしたプライベートキッチン。カラフ
ルで美しいアートに囲まれたユニークな環境の
中、本格イタリアン料理を楽しむことができる。
アートな空間だけに料理の盛り付けも美しく、イ

タリアンレストラン
「DOMANI」の元エ
グゼクティブシェフ
のCosimo氏こだ
わりとセンスが詰
まった料理が話題
を集める。ディナー

はHKD880で自家製パスタやトマホークステー
キ、チリシーバスなどの5コース、ランチは3コー
スランチがHKD98から。誕生日パーティーやプラ
イベートイベントにもぴったりの店だ。

住所：16/F, Rm. A, Kwai Bo Industrial Bldg., 
　　  40 Wong Chuk Hang Rd., Aberdeen,
電話：(852)2805-8555

The Butchers Club Deli
　昼はハム、ソーセージ、パテ、テリーヌ等のシャ
ルキュトリ（charcuterie）、ハンバーガー、サンド
イッチ、サラダなどを提供するニューヨークスタ
イルのデリ。夜は肉好きを唸らせるお店自慢の乾
燥熟成肉のT-boneステーキ、ウェリントン、など

日替わりのお肉
を味わえるプラ
イベートキッチン
に。大人数でテー
ブルを囲んで肉
料理を楽しむの

にピッタリな店だ。週末は飲んで食べて楽しめる
屋上でのブランチも大人気。

住所：16/F, Shui Ki Industrial Bldg., 
　　  18 Wong Chuk Hang Rd., Aberdeen
電話：(852)2884-0768
ウェブ：www.butchersclub.com.hk

Chef Studio by Eddy
　香港の有名シェフ、エディ氏の知る人ぞ知る隠
れ家的なフランス料理のプライベートキッチン。
フレンチに日本食や中華の要素を取り入れ、“本

物を本物の味で”
味わってほしいと
厳選された良質の
食材に加え、ハー
ブは店のテラスで
栽培、野菜は契約

農家のオーガニック野菜を使用するなど料理へ
のこだわりがしっかりと見える店だ。
住所：5B, Kwai Bo Industrial Bldg., 40 Wong Chuk Hang Rd., Aberdeen
電話：(852)3104-4664
ウェブ：www.facebook.com/pages/Chef-Studio-by-Eddy

ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
そ
こ
は…

祝MTR南港島線開通！
日射しが眩しい

香港島
南へ！

　聖神修院は、1931年に建てられた
キリスト教の神学校で、神について学
び、次世代の司祭、修道士を養成・訓
練するための男性のみが学ぶ学校。
アバディーンハーバーを見渡せる丘
に建つ緑の屋根が印象的だ。同学校
は、華南地区の地元の聖職者を育成するとともに、聖職者を集結し、地
元の司教区で勤務することができるようにと、1924年に上海で行われ
た中国全土の教会のリーダー集会で決定した14の神学校建設計画の
一部として建設さた。外観は中国の伝統的な建築スタイルだが全体的
に見ると伝統的な教会の建物にも見てとれる。当初は中央に中庭のあ
る四角型の建物を建設予定だったが1930年代の世界恐慌の影響で

資金繰りが厳しくなり片方の建物
のみが完成。残りは1967年に完
成した。2010年には香港の歴史
的建造物として指定されている。

　香港島で唯一の大王爺廟は、1920年代黄竹抗（ウォンチョッ
ハーン）で地元の漁師によって河（のちに黃竹坑明渠とされる）で発見
された木造の神像。その後、黄竹坑旧村に移すと多くの人が参拝に訪
れたという。第二次世界大戦中には別の場所に移されたが、1982年
に元の場所に戻り1986年には政府の資金支援を受け、側にコンク

リートの廟が建設された。香港にある大王
爺廟の中でも比較的モダンな建築スタイ
ルで真っ白の壁に金色の屋根のタイルが
印象的だ。香港にある大王爺廟の中で新し
く見えるのはそのためだ。悪運や悪病を取
り払ってくれると今でも多くの参拝者、特に
福建省の家系の人が参拝に訪れる。

黄竹坑
Wong Chuk Hang

　MTR黄竹坑駅のお隣、香
港仔（アバデイーン）で唯一
日本人経営の寿司店。日本
の米を使用し、日本から直
送した新鮮なネタを良心価
格で提供している。高級店
でも回転ずしでもなく、気軽に通える近所のおいしいお寿司屋的な感
覚だ。寿司を握るのは寿司職人歴10年以上で、香港の多くの寿司店で
経験を積んだ日本人の料理長。香港島北側の繁華街からは 離れてい
るが遠くから訪れる人もいるという隠れた人気店だ。“テッパンメ
ニュー”の寿司盛りは、（並）HKD250、（上）HKD300、（特上）HKD350。
オススメは、新鮮で旬のネタを取り入れた「おまかせコース」。カウン
ターで美味しい日本酒や焼酎とともに楽しもう。

鮨 政
住所：G/F, Lee Fat Mansion, 142 Aberdeen Main Rd., Aberdeen
電話：(852)2501-0618
時間：ランチ　12：00～15：00（14：30 ラストオーダー）
　　  ディナー 18：00～23：00（22：30 ラストオーダー）

高
級
店
に
負
け
な
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と
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ジ
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ル
価
格
が
魅
力

鮨 政
　香港ではあまり知られていないが、実はタイ人も認め
る本格的なタイ料理を良心的な値段で提供する店が多く
集まる「黄竹坑熟食中心」。これまでは「なんでこんな所
に？」という不思議な存在だったが、MTRの開通によって
MTR黄竹坑駅B出口の目の前という便利な立地となり、常
に多くの人で賑わい活気がある。香港のローカル雑誌に
も取り上げられているお店もあれば、有名レストランで経験を積んだ
あと退職して店を出しているタイ人経営のお店もある。どの店も麺類
やご 飯メニュー は
HK50以下、メインもだ
いたいHKD150以下と
お手頃価格もうれし
い。金鐘から二駅で行
けてしまうタイ料理の
穴場に一度足を運ん
でみては。

駅
の
目
の
前
！ 

タ
イ
料
理
店
が
集
ま
る
穴
場

黄竹坑熟食中心

住所：HX 875, Nam Long Shan Rd., Wong Chuk Hang

住所：6, Welfare Rd., Wong Chuk Hang
電話：(852)2553-0265

黄
竹
坑
の
変
遷
を
見
守
る
東
西
の「
聖
な
る
場
所
」

聖神修院 Holy Spirit Seminary

大王爺廟

かつての工業ビル群が
グルメの穴場エリアに変身？！
かつての工業ビル群が
グルメの穴場エリアに変身？！

黄竹坑熟食中心
住所：Cooked Food Market, Nam Long Sham Rd., Won Chuk Hang
電話：(852)9198 5438

1970年代まで水上生活者の船がびっしりと水面
を覆い尽くしていた、小さく奥まった入り江は埋め
立てられ、工業ビルの建ち並ぶ香港の主要軽工
業地区に。1990年代から工場が次々と中国本土
へと移ってしまったため街は衰退。そんな街が今
息を吹き返そうとしている。

工場の移転で空きビル同然だった工業ビルに
ギャラリーやカフェ、プライベートキッチンなどができ始めた。
MTRの開通で一躍お洒落な注目グルメスポットに！ 1P16 Map

2P16 Map

3P16 Map

5P16 Map4P16 Map
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　加藤さんが鴨脷洲に住み始めたきっかけは「それまで
住んでいた銅鑼湾の契約が切れたのを機にゴミゴミしてい
ないところに住みたかったから」とのこと。高層の公共団地
や高層マンションが立ち並んではいるが、加藤さんの言葉
通り、海に囲まれたここ鴨脷洲は古くからの「漁師町」の風
情を残している。香港島北岸の中環（セントラル）や銅鑼湾
（コーズウェイベイ）の喧騒に比べれば、まだまだ「香港の田
舎」を感じられる静かな場所だ。

「和食」をもっと香港の人々の身近に
　そんな「超ローカルエリア」鴨脷洲に加藤さんが
「Ming-San Kitchen」をオープンしたのは昨年夏。「香港の大
手日系スーパーやインターナショナル系スーパーには様々
な日本商品が溢れるほどに並んでいるのに、使い方や食べ
方が分からず商品の前で立ち尽くしている香港人の姿を何
度も見かけてきました。誰かがアドバイスしてあげることが
できたらお客様は助かるだろうし、お店側は売り上げにつな
がるのに…」と、ずっと気にかかっていたという加藤さん。そ
こで「ごくごく普通の日本の家庭料理を紹介したい、広めた
いという思いで、自分がやってみる事にしてみました」と思い
切った。ターゲットはあえて富裕層に限らず、外食や外賣（テ
イクアウト）が一般的で家庭で調理することがまだまだ少な
い公共団地に住む一般的香港人。始めてみると「何で日本人
がここにいるの？と珍しがられます（笑）」とか。お話を伺って
いる間にも、開放的な店先に陳列された日本の食材を見つ
けて、興味津々な様子で地元の人たちが集まってくる。加藤
さんは流暢な広東語で一つ一つの調味料の使い方やお酒
について説明し、質問に丁寧に対応していく。「自炊率の上
がってきた香港ですが、この鴨脷洲邨周辺はまだまだ自炊

　鴨脷洲全体を地図で見ると、人々の
生活は島の北と西側に集中しているの
が分かる。その逆に南西側には何も無
い。この「何も無い」あたりには二つの
山がある。名前はいずれも玉桂山（ヨッ
クァイサン）。実は二つの独立した峰を
持った一つの山なのだろう。峰とはと
いっても標高は高い方で196m、もう一
つがわずか143mで、高さ的には「小
山」か「丘」と呼んだほうがふさわしいか
もしれないが、小さいながらもすり鉢を
伏せたような立派な円錐形をしている。
利東邨はこの二つの山に間に位置して
いる。そう、MTR利東駅はこの二つの
「山」に登るための「ベースキャンプ」的
位置にあるのだ！
　手始めに標高の低い方の玉桂山に
登ってみよう。利東からでも登れるのだ

が、急な階段が延々頂上まで続
き、ヒザに爆弾を抱えている人
にとっては選手生命にかかわる
事態を招きかねないので（笑）、
もっと楽な、というより「現実的」
な道を登ることにする。
　登り道の入り口は利南道にあ
る。（地図参照）MTRなら海怡半
島（サウスホライズン）駅からの
方が近い。車の通行もまばらで

静かなこの山に沿った道を歩くと、車止めされた、玉桂山へ
の入り口が見つかる。ちなみにサウスホライズンのマン
ション群は、80年代、小さな入り江を埋め立てて造成された
もの。それまではこの利南道あたりがその入り江の海岸線
だった。つい50年前まで、ここは白波が砕ける海辺だったの
だ…。と、しばし「ブラタモリ」的想像力を逞しくしてみよう。
　さて、坂を登って行く。舗装さ
れた緩やかな坂なので小さな
子どもでも登れるほど楽チン

なはずだが、普段不摂
生な生活をしている

鴨脷洲のもう一つの公共団地「鴨脷洲邨」のバスター
ミナルの傍、鮮魚や野菜、乾物や雑貨店が並ぶ鴨脷洲
邨街市（公共マーケット）の一角に、「なぜこんなロー
カルな場所に？」と、思わず首を傾げてしまう店がある。
小さいながらもこの店「Ming-San Kitchen」の品揃え
はすべて“本物”の日本製雑貨や食材だ。約10年、鴨脷
洲に暮らすという、オーナーの加藤恵子さんに鴨脷洲
のこと、お店のことなど、お話を伺った。

率は低く、生活自体も保守的で日本食との距離は近くありま
せん。それでも、『味噌ってどれのこと？みりんってどうやっ
て使うの？』と、自炊自体を始めてみたり、日本の調味料に興
味を持ち始めた人も多くなっているようです」と、加藤さんは
と手応えを感じている。いまのところMing-San Kitchenでの
「売れ筋」は味噌、みりん、ワンカップの日本酒などとか。加藤
さんが始めた「香港における日本食文化の大衆化」ビジネス
は、ただ売るだけでなく、日々香港の人たちと接しながら意
見やリクエストに耳を傾け、「あれ？こんな商品がうけるの
か！」と新しい発見を重ねながら、少しずつ日本食文化と一般
的香港消費者の現状とのギャップを埋めつつある。
　「鴨脷洲の公共団地に住む人々が普段「大牌檔（香港の
大衆的屋台食堂）」を利用するように、気軽に行ける『本物
の和食大牌檔』などもやってみたいですね。海鮮料理など、
香港には日本酒や焼酎も合うメニューも多いと思うので、日
常的にも楽しんでもらいたい。皆がワインを持ち込むよう
に、大牌檔のテーブルの上に上撰とか焼酎とかが置いてあ
る風景がごくごく普通の空間が作れたら嬉しいですね」と加
藤さんは目を輝かせる。
　「もちろん鴨脷洲でやりたいです！」と加藤さんが惚れ込
む鴨脷洲の魅力とは何だろう。

漁師町の雰囲気はどこへ
　加藤さんはその魅力を「海と新鮮で豊富な魚と、そこに暮
す人々と自由な雰囲気」と答えてくれた。そして「オススメポ
イント」として挙げていただいた第一番は「鴨脷洲大街街市」

（P16 Map❼）。1999年から
稼働しているこの街市は、
漁港・香港仔（アバディーン）と至近で向かい合っているた
め、香港中の街市の中でも最も規模が大きく、扱う魚介の種
類、鮮度ともピカイチではなかろうかと思われるほど、魚好き
にはたまらない街市だ。魚好きでなくとも、生きが良くて珍し
い魚介類を見学しているだけで楽しめる。この新鮮な食材を
使った「熟食中心」の海鮮料理がオススメというのも頷ける。
　その街市に隣接する「鴨脷洲風之塔公園」もいい。香港仔
湾に面した公園はよく整備されており、行き交うサンパンを
眺めながらのんびりと散歩を楽しむのにもってこいだ。ここ
の岸壁から対岸の香港仔を結んでいる渡し船に乗ってみる
のも楽しい。
　鴨脷洲で最も古い歴史を持つ鴨脷洲大街には漁網や船
舶用品を扱う店なども見られ、漁師町の空気を残していた
が、MTR開通に伴って西洋料理店なども進出し始めた。「ビ
ルのオーナーも今はイケイケで店舗の賃料は高騰していま
すね」と加藤さん。今後この「のんびりした小さな島」もその
雰囲気を変えていくことになるのだろうか…。

愛すべき「漁師町」鴨脷洲で
和食をもっと広めたい

大人は100mも行くと息があがってくるかも（ハイ、自分のこ
とです）。まあ、ゆっくりいきましょう。
　少し行くと視界が広がり海を隔てたラマ島が見えてくる。
良い景色には違いないが、まだまだ物足りない。さらに進
む。ヘアピン的カーブを曲がると「玉桂山配水庫」の入り口
に突き当たる。ここまでの道は
この配水庫を管理するための
ものだったのだ。そして、山登
りはここからが「本番」。左手の
よく整備された小径を行くと、
階段の入り口に。階段アタック
開始だ。
　登りはじめるとすぐに「玉桂
山配水庫休憩處」にがある。先
ほどの玉桂山配水庫にフタを

して、ちょっとした運動ができる眺めの良い公
園に仕立てたものだが、金網ごしの海の眺め
は、なんだか見る者をアルカトラスの囚人気分に
させてくれる…。
　さて、この「休憩處」の先もよく整備が行き届いた階段が
つづら折りに続く。急な階段登りで、この季節でも上着を脱
いでしまうほどに汗ばんでくる。250段目あたりから（階段に

は50段おきに数字が記してある）
視界が開け、振り返ると南西に絶景
が広がる。テッペンまではもう少し
だが、先に言ってしまうと眺めはこ
のあたりから400段目あたりがベス
ト。頂上は樹木に遮られてあまり景
色は良くないのだ。
　火力発電所の3本の煙突と風力

利 東
Lei Tung

香港島のオマケのように浮かぶ小さな島、鴨脷洲（アプレイチャ
ウ）。香港政府の公共団地、利東邨（レイトンチュン）はその小島の
山の麓に1980年代後半造成された。真新しいMTR利東駅を出る
と、約7,500戸を擁するこの利東邨の他に何もない静かな場所だ。

発電の巨大な風車が目立つ南丫（ラマ）島との間の静かな
水道を、ノミの様に小さなサンパン、アバディーンの港に
戻ってくる漁船、索罟湾に向かうフェリー、香港を離れる貨物
船は右から、入ってくる大型コンテナ船は左から、そしてそれ
を出迎えるオレンジ色のパイロットボートなどなど、大小
様々な船が行き交う。海と空と島と船、そしてサウスホライ
ズンの高層マンション群が一望のもと。
頂上制覇を待ち切れず、持参のビール
で乾杯したくなるほどの景色だ（笑）。
　143mの頂上に着いてみると反対側
の利東邨の方が高い！小さな東屋で

休憩後、登って来た道を下ってもいいが、ここは利東邨側へ
と降りてみよう。隣の「高い方の玉桂山」を目の前に見なが
ら、まっすぐに下りて行く。冒頭にも述べたが、「こちらから登
らないでよかった～！」と、しみじみ思うほどの急階段だ。手

すりにつかまってゆっくり降
りよう。終点のMTR駅のある
利東邨にはあっけなく着いて
しまう。
　利東道から玉桂山頂上まで
は、途中風景を眺めたり、写真
を撮ったりしながら登っても
約30分。MTR開通でアクセス
も便利になり、思い立ったら
すぐに行けてしまう「小さな山
登り」。天気の良い週末にお弁
当を持って家族で出かけてみ
てはいかがだろう。
　ちなみに「高い方の玉桂
山」登頂記は「続編」として次
号PPW掲載予定。乞うご期待！
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人気ブランドの穴場的アウトレット
　新しく開設されたMTR海怡半島駅の程近くに、PRADA、
MIUMIU、HELMUT LANGなどをはじめ、人気ブランドが揃う
話題のアウトレットショップがある。メンズもレディーズも充
実した品揃えで、観光客のみならず在港日本人も多く通う。
閑静な住宅地の中にあり、これまではバスやタクシーのみ
でのアクセスだったがMTRの開通で格段に行きやすくなっ
た。セール時期の7～8月頃
やクリスマス前から正月頃
には70％オフの商品も出て
くるので要チェック。憧れの
ハイブランドの掘り出し物を
お得に手に入れよう。

　加藤さんが鴨脷洲に住み始めたきっかけは「それまで
住んでいた銅鑼湾の契約が切れたのを機にゴミゴミしてい
ないところに住みたかったから」とのこと。高層の公共団地
や高層マンションが立ち並んではいるが、加藤さんの言葉
通り、海に囲まれたここ鴨脷洲は古くからの「漁師町」の風
情を残している。香港島北岸の中環（セントラル）や銅鑼湾
（コーズウェイベイ）の喧騒に比べれば、まだまだ「香港の田
舎」を感じられる静かな場所だ。

「和食」をもっと香港の人々の身近に
　そんな「超ローカルエリア」鴨脷洲に加藤さんが
「Ming-San Kitchen」をオープンしたのは昨年夏。「香港の大
手日系スーパーやインターナショナル系スーパーには様々
な日本商品が溢れるほどに並んでいるのに、使い方や食べ
方が分からず商品の前で立ち尽くしている香港人の姿を何
度も見かけてきました。誰かがアドバイスしてあげることが
できたらお客様は助かるだろうし、お店側は売り上げにつな
がるのに…」と、ずっと気にかかっていたという加藤さん。そ
こで「ごくごく普通の日本の家庭料理を紹介したい、広めた
いという思いで、自分がやってみる事にしてみました」と思い
切った。ターゲットはあえて富裕層に限らず、外食や外賣（テ
イクアウト）が一般的で家庭で調理することがまだまだ少な
い公共団地に住む一般的香港人。始めてみると「何で日本人
がここにいるの？と珍しがられます（笑）」とか。お話を伺って
いる間にも、開放的な店先に陳列された日本の食材を見つ
けて、興味津々な様子で地元の人たちが集まってくる。加藤
さんは流暢な広東語で一つ一つの調味料の使い方やお酒
について説明し、質問に丁寧に対応していく。「自炊率の上
がってきた香港ですが、この鴨脷洲邨周辺はまだまだ自炊
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祝MTR南港島線開通！
日射しが眩しい

香港島
南へ！

　鴨脷洲全体を地図で見ると、人々の
生活は島の北と西側に集中しているの
が分かる。その逆に南西側には何も無
い。この「何も無い」あたりには二つの
山がある。名前はいずれも玉桂山（ヨッ
クァイサン）。実は二つの独立した峰を
持った一つの山なのだろう。峰とはと
いっても標高は高い方で196m、もう一
つがわずか143mで、高さ的には「小
山」か「丘」と呼んだほうがふさわしいか
もしれないが、小さいながらもすり鉢を
伏せたような立派な円錐形をしている。
利東邨はこの二つの山に間に位置して
いる。そう、MTR利東駅はこの二つの
「山」に登るための「ベースキャンプ」的
位置にあるのだ！
　手始めに標高の低い方の玉桂山に
登ってみよう。利東からでも登れるのだ

が、急な階段が延々頂上まで続
き、ヒザに爆弾を抱えている人
にとっては選手生命にかかわる
事態を招きかねないので（笑）、
もっと楽な、というより「現実的」
な道を登ることにする。
　登り道の入り口は利南道にあ
る。（地図参照）MTRなら海怡半
島（サウスホライズン）駅からの
方が近い。車の通行もまばらで

静かなこの山に沿った道を歩くと、車止めされた、玉桂山へ
の入り口が見つかる。ちなみにサウスホライズンのマン
ション群は、80年代、小さな入り江を埋め立てて造成された
もの。それまではこの利南道あたりがその入り江の海岸線
だった。つい50年前まで、ここは白波が砕ける海辺だったの
だ…。と、しばし「ブラタモリ」的想像力を逞しくしてみよう。
　さて、坂を登って行く。舗装さ
れた緩やかな坂なので小さな
子どもでも登れるほど楽チン

なはずだが、普段不摂
生な生活をしている

海怡半島
South Horizons

1990年代、島の丘を削り小さな湾を埋め立
てて造成された高層マンション群「海怡半
島（サウスホライズン）」がそのまま駅名に。
南丫島を指呼の先に臨むマンション群の街
には、子供達の遊ぶ声が響く。沈む夕日はも
ちろん、満月の夜には海に映る月が美しい。

海怡工貿中心 Horizon Plaza
 鴨脷洲にある有名なアウトレットビル。工業ビルの中には
インテリアやファッションをはじめ、日用品、ワイン、おもちゃ
にベビー用品などのショップが集まる。香港を代表する
ファッションストアの「レーン・クローフォード」や「ジョイス」
のウェアハウス、その他、「マックス・マーラ」「HUGO BOSS」
など有名ブランドをはじめ、約800のブランドが扱われてお
り、買い物好きな観光客や奥様方には魅力満載のスポット
だ。その中でもオススメは200以上のブランドを扱う
レーン・クローフォード。通常の20％から50％オフの値段で
売られており、季節や品物によって最高90％オフの商品も。
最上階には木の温もりを感じ
られる家具やインテリアを扱う
店の奥には買い物の間の休憩
に最適なお洒落なカフェも併
設されている。2階の家具店
「SHAMBARA」の中には香港でお馴染みのカフェ「Pacific 
Coffee」が。コーヒーを飲みながらユニークな家具や雑貨を
チェックできる。
　最初にロビーで各階にある店をチェックし、ショッピングリ
ストをもらって目当ての店の確認するのを忘れずに。エレ
ベーター待ちに時間がかかるので最上階まで昇り、階段で
回ると効率的だ。さあ、あなたも掘り出し物を探しに行こう。

率は低く、生活自体も保守的で日本食との距離は近くありま
せん。それでも、『味噌ってどれのこと？みりんってどうやっ
て使うの？』と、自炊自体を始めてみたり、日本の調味料に興
味を持ち始めた人も多くなっているようです」と、加藤さんは
と手応えを感じている。いまのところMing-San Kitchenでの
「売れ筋」は味噌、みりん、ワンカップの日本酒などとか。加藤
さんが始めた「香港における日本食文化の大衆化」ビジネス
は、ただ売るだけでなく、日々香港の人たちと接しながら意
見やリクエストに耳を傾け、「あれ？こんな商品がうけるの
か！」と新しい発見を重ねながら、少しずつ日本食文化と一般
的香港消費者の現状とのギャップを埋めつつある。
　「鴨脷洲の公共団地に住む人々が普段「大牌檔（香港の
大衆的屋台食堂）」を利用するように、気軽に行ける『本物
の和食大牌檔』などもやってみたいですね。海鮮料理など、
香港には日本酒や焼酎も合うメニューも多いと思うので、日
常的にも楽しんでもらいたい。皆がワインを持ち込むよう
に、大牌檔のテーブルの上に上撰とか焼酎とかが置いてあ
る風景がごくごく普通の空間が作れたら嬉しいですね」と加
藤さんは目を輝かせる。
　「もちろん鴨脷洲でやりたいです！」と加藤さんが惚れ込
む鴨脷洲の魅力とは何だろう。

漁師町の雰囲気はどこへ
　加藤さんはその魅力を「海と新鮮で豊富な魚と、そこに暮
す人々と自由な雰囲気」と答えてくれた。そして「オススメポ
イント」として挙げていただいた第一番は「鴨脷洲大街街市」

（P16 Map❼）。1999年から
稼働しているこの街市は、
漁港・香港仔（アバディーン）と至近で向かい合っているた
め、香港中の街市の中でも最も規模が大きく、扱う魚介の種
類、鮮度ともピカイチではなかろうかと思われるほど、魚好き
にはたまらない街市だ。魚好きでなくとも、生きが良くて珍し
い魚介類を見学しているだけで楽しめる。この新鮮な食材を
使った「熟食中心」の海鮮料理がオススメというのも頷ける。
　その街市に隣接する「鴨脷洲風之塔公園」もいい。香港仔
湾に面した公園はよく整備されており、行き交うサンパンを
眺めながらのんびりと散歩を楽しむのにもってこいだ。ここ
の岸壁から対岸の香港仔を結んでいる渡し船に乗ってみる
のも楽しい。
　鴨脷洲で最も古い歴史を持つ鴨脷洲大街には漁網や船
舶用品を扱う店なども見られ、漁師町の空気を残していた
が、MTR開通に伴って西洋料理店なども進出し始めた。「ビ
ルのオーナーも今はイケイケで店舗の賃料は高騰していま
すね」と加藤さん。今後この「のんびりした小さな島」もその
雰囲気を変えていくことになるのだろうか…。

『Space』（PRADA、muimui アウトレット）
住所：2/F, East Commercial Block,Marina Square, South Horizons,
　　  AP Lei Chau (海怡東商場（Marina Square East Centre)内）
時間：10:30～19:30（日曜、祝日は12:00～19:00）

住所：21F, Horizon Plaza, 2 Lee Wing St., Ap Lei Chau
電話：(852)2814-8313
時間：10：00～19：00　年中無休

大人は100mも行くと息があがってくるかも（ハイ、自分のこ
とです）。まあ、ゆっくりいきましょう。
　少し行くと視界が広がり海を隔てたラマ島が見えてくる。
良い景色には違いないが、まだまだ物足りない。さらに進
む。ヘアピン的カーブを曲がると「玉桂山配水庫」の入り口
に突き当たる。ここまでの道は
この配水庫を管理するための
ものだったのだ。そして、山登
りはここからが「本番」。左手の
よく整備された小径を行くと、
階段の入り口に。階段アタック
開始だ。
　登りはじめるとすぐに「玉桂
山配水庫休憩處」にがある。先
ほどの玉桂山配水庫にフタを

して、ちょっとした運動ができる眺めの良い公
園に仕立てたものだが、金網ごしの海の眺め
は、なんだか見る者をアルカトラスの囚人気分に
させてくれる…。
　さて、この「休憩處」の先もよく整備が行き届いた階段が
つづら折りに続く。急な階段登りで、この季節でも上着を脱
いでしまうほどに汗ばんでくる。250段目あたりから（階段に

は50段おきに数字が記してある）
視界が開け、振り返ると南西に絶景
が広がる。テッペンまではもう少し
だが、先に言ってしまうと眺めはこ
のあたりから400段目あたりがベス
ト。頂上は樹木に遮られてあまり景
色は良くないのだ。
　火力発電所の3本の煙突と風力

（左）鴨脷洲大街には漁業用
品などを扱う店も（左）
（中）鴨脷洲風之塔公園内の
観音廟（P16 Map❽）
（右）ジャンクの帆をモチーフ
にした「風之塔」（P16 Map❾）

発電の巨大な風車が目立つ南丫（ラマ）島との間の静かな
水道を、ノミの様に小さなサンパン、アバディーンの港に
戻ってくる漁船、索罟湾に向かうフェリー、香港を離れる貨物
船は右から、入ってくる大型コンテナ船は左から、そしてそれ
を出迎えるオレンジ色のパイロットボートなどなど、大小
様々な船が行き交う。海と空と島と船、そしてサウスホライ
ズンの高層マンション群が一望のもと。
頂上制覇を待ち切れず、持参のビール
で乾杯したくなるほどの景色だ（笑）。
　143mの頂上に着いてみると反対側
の利東邨の方が高い！小さな東屋で

休憩後、登って来た道を下ってもいいが、ここは利東邨側へ
と降りてみよう。隣の「高い方の玉桂山」を目の前に見なが
ら、まっすぐに下りて行く。冒頭にも述べたが、「こちらから登
らないでよかった～！」と、しみじみ思うほどの急階段だ。手

すりにつかまってゆっくり降
りよう。終点のMTR駅のある
利東邨にはあっけなく着いて
しまう。
　利東道から玉桂山頂上まで
は、途中風景を眺めたり、写真
を撮ったりしながら登っても
約30分。MTR開通でアクセス
も便利になり、思い立ったら
すぐに行けてしまう「小さな山
登り」。天気の良い週末にお弁
当を持って家族で出かけてみ
てはいかがだろう。
　ちなみに「高い方の玉桂
山」登頂記は「続編」として次
号PPW掲載予定。乞うご期待！

10P16 Map

11P16 Map
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　この季節、寒くなると食べたくなる「火鍋」。香港中どこの店も多くの人で賑わいを見
せる。そんな中、伝統的な火鍋のスタイル保ちながらも革新的でモダンなアレンジを効
かせた火鍋と、バーテンダー在籍で本格的なカクテルが楽しめる店として昨年、尖沙咀
（チムサーチョイ）にオープンした「酒鍋―Drunken Pot」の待望の2号店が銅鑼湾（コー
ズウェイベイ）にオープンした。場所は「ラーメンストリート」とも呼ばれる登龍街に新し
くできた商業ビル「V Point」の27階。銅鑼湾店は広々とした店内と目の前に広がるビク
トリア湾のハーバービューが自慢。尖沙咀店とはまた異なった雰囲気の中で火鍋を楽し

む事が出来る。
　同店の若き女性オーナー、ビビアン・シェクさんは「伝統的な
火鍋を踏襲しつつ、今のスタイルにアレンジして、もっと楽しみ

やすいようにしたい」とこれまでの火鍋店のイメージを覆すお洒落でモダンなインテリ
アと、斬新なアイディアを盛り込んだ火鍋店を実現した。通常二つに仕切られている鍋
を使用することが多いが、同店自慢の火鍋は仕切りが5つあり、トマトロブスタースープ、
牛の肩バラ肉を煮出したスープ、四川
式スパイシースープなど、5種類のスー
プで火鍋を楽しむことができる「酒火
入鍋」。銅鑼湾店では同店限定で新た
に「酔山夢鍋」をメニューに追加。ロブ
スター入りブラックトリュフとチーズ
ポットを丸い鍋の中心に、魚の浮袋と
チキン、バクテー、四川式スパイシースープ、サテースープの5種類がセットになっている。
火鍋の他に日本料理店にも引けを取らない新鮮な刺身もメニューに並ぶ。鍋のお供には
ビールと言いたいところだが、どうせなら凄腕ミクソロジスト、ジャンカルロ・マンチーノ
ジョン氏が作る「Vintage Negroni」やフルーティーな味の「The Drunken Mule」などのカク
テルを試してみよう。
　また、ランチタイムにはペンギンの形をした饅頭や白鳥の形の揚げ物など、味はもち
ろん、見た目がキュートなキャラクターの点心の数々を提供する。食べるのがもったいな
くなるようなこのランチコースはHKD398/2人。
　息を飲むハーバービューと共に気の合う友達や家族と、体も心も温まる火鍋を楽しむ
も良し、ランチにキュートな飲茶を楽しむ良し。アナタはどちらを選ぶ？

若きオーナーが今話題の
お洒落な火鍋店「Drunken Pot」
若きオーナーが今話題の
お洒落な火鍋店「Drunken Pot」

酒鍋Drunken Pot
住所：27/F, V POINT, 18 Tang Lung St., CWB
電話：(852)2323-7098
時間：ランチ 11:30～15:30、ディナー 18:00～23:45
ウェブ：www.thedrunkenpot.com
フェイスブック：thedrunkenpotcausewaybay

酒鍋酒鍋

5
色
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ビクトリア湾のハーバービューが贅沢

見てかわいい、食べておいしい点心

カラフルな小龍包
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■ホームパーティー好きな人の半数
は、「おにぎらず※」を作ったり食べ
たりしている
Q.握らないおにぎり「おにぎらず」を
知っていますか？
　ホームパーティー好きな人に、おに
ぎらずを知っているか聞いたところ、

「知っていて、既に作ったor食べたことがある」（50％）、「知っている
が、作ったりor食べたことはない」（47.3％）となり、ホームパーティー
好きな人は殆どがおにぎらずを知っていた。
　おにぎらずの具におすすめなものと
して、「焼肉」「とんかつ」「スパム」「ソー
セージ」「チーズ」「だし巻き玉子」といっ
た意見があった。
※ご飯を海苔で包み、握らずに、様々な
具を挟んだサンドイッチ感覚のおにぎ
り。簡単で、見た目にも楽しく、雑誌や
ネットのレシピサイトでもたくさんのレ
シピが紹介されている。

■ホームパーティー好きの約3割
は、既に「オイルおにぎり※」を
楽しんでいる
Q.オリーブオイルやココナッツオ
イル、ごま油などを加えて作る
「オイルおにぎり」を知っていま
すか？
　ホームパーティー好きな人に、オイルおにぎりを知っているか聞い
たところ、「知らなかったので、機会があればぜひ作ったりor食べたり
したい」（36.5％）、「知っているが、作ったりor食べたことはない」
（28.4％）、「知っていて、既に作ったor食べたことがある」（25.7％）、と
なった。
　オイルおにぎりの具におすすめなものとして、「ごま」「ドライトマ
ト」「生ハム」「バジル」「チーズ」「ナムル」「韓国海苔」といった意見が
あった。
※体に良いとされる油を混ぜて握ったおにぎり。ごま油、オリーブオ
イル、米油、ココナッツオイル、エゴマ油などが人気で、健康油を手軽
にとれる方法としても注目されている。

【調査概要】　調査期間：2016年12月　調査方法：各種ソーシャルメディアを活用／選択式、自由回答式　調査対象：18歳以上のホームパーティーに関心のある男女から得られた有効回答、740名

ホームパ
ーティー

好きな人に聞く！

ホームパーティーで
人気のニューウェーブおにぎりとは？

日本でのホームパーティーカルチャー普及を目的として、ホームパーティー検定などを行う一般社団法人日本ホー
ムパーティー協会は、一般社団法人日本ピクニックパーティー協会と共同で、ホームパーティーとおにぎりに関す
るアンケート調査を、18歳以上のホームパーティーに関心のある男女へ行った。

Q.握らないおにぎり「おにぎらず」を
知っていますか？（必須）

Q.オリーブオイルやココナッツオイル、
ごま油などを加えて作る「オイルおにぎり」を

知っていますか？（必須）
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