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香港＆広東

香港＆広東 香港深圳
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幸福万象(xingfuwanxiang)

水湾1979（ShuiWan1979）

深圳

新天ＣＢＣ （xintiancbc)

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226

（所在地）　深圳市羅湖区和平路
（間取り） 2DK（49㎡～63㎡）　
（室　内） 築浅物件・新内装（家具家電新品）
（環　境） 地下鉄1号線（羅湖・大劇院）徒歩13分
 地下鉄9号線（鹿丹村）徒歩8分
（備　考） 希少な羅湖の築浅物件（メゾネットタイプ）
 新内装、家具家電新品
 眺望抜群、香港の景色
 静かな住環境・日当たり良好
 買い物便利、徒歩圏内にショッピングモールあり
 お値打ち家賃、おすすめ！
（月　額） 6,000元～8,000元

（所在地）　南山区荔园路与工業五路交匯處
（間取り） 1LDK～3LDK
（室　内） 新築オープン新内装、家具家電全て新品
（環　境） 地下鉄2号線（水湾）徒歩3分 
（備　考） 蛇口（2号線沿線）の新築物件
 間取り（タイプ）も単身用（1LDK）からファミリー向け（3LDK）まで様々
 好立地、（水湾）駅徒歩3分 
 静かな住環境、セキュリティー良好
 海上世界へも徒歩圏内
 高層階・陽当たり・眺望抜群
（月　額） 1LDK（53㎡）：6,000元／2LDK（87㎡）：9,000元
 3LDK（123㎡）：13,500元

（所在地） 福田区石厦北二街与福民路交汇处
（間取り） 1LDK（78㎡) 、2LDK(85㎡）、3LDK（100㎡～）
（室　内） 築浅物件・新内装（家具家電新品）
（環　境） 地下鉄3号線（石厦）徒歩3分
（備　考） 買い物便利！
 ショッピングモール隣接。
 （石厦）駅徒歩3分と好立地。家賃もお値打ち価格
 福田口岸・皇崗口岸至近
 Aeon（新洲路）へ徒歩10分
（月　額） 7,000元／8,000元／10,000元
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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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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。

◆「六十」という数字◆ 
　気がつけばこのコラムも今回で60回目。「面白かったよ。」「読
み応えあったよ。」という言葉にいつも励まされています。本当
に感謝。そしてこれからもよろしくお願いします。
　さて、風水の世界では、たとえば一は水、二は土といった具合
に、それぞれの数字に五行の意味を持つことが多いです。そして、
この「六十」という数字、実は風水で大事な意味を持っています。
　三元九運では天の龍が180年周期で天体を一周すると言わ
れています。180年を三元、つまり上元、中元、下元に分けると、
60年が一つの「元」という単位になります。
　また、四柱推命や風水で用いられる「干支（えと）」は甲（きの
え）、乙（きのと）、丙（ひのえ）、丁（ひのと）、戊（つちのえ）、己
（つちのと）、庚（かのえ）、辛（かのと）、壬（みずのえ）、癸（みず
のと）という10種類の天干（てんかん）と、子（ねずみ）から始ま
り、丑（うし）、寅（とら）、卯（うさぎ）、辰（たつ）、巳（へび）、午（う
ま）、未（ひつじ）、申（さる）、酉（とり）、戌（うし）、亥（いのしし） 
という12種類の地支（ちし）から成り立ちます。たとえば、昨年は
丙申年、今年は丁酉年と来て、来年は戊戌年を迎えるのです。
　陰と陽の組み合わせがありますので、この組み合わせは全
部で60の組み合わせです。これを風水では「六十甲子」と呼ん
でいます。

◆六十甲子とは ◆　　　 
　生まれた年だけではなく生まれた日も60の組み合わせがあ
ります。孟意堂のホームページを活用すれば自分が甲から癸ま
でのどの日に生まれたかが分かり、孟意堂の書籍にはそれを活
用できるよう、自分と周囲の人との関係性を生まれた日で分析
することができます。たとえば、甲の人と戊の人とが金運をアッ

プできる相手なのか、
カップルならどうなの
かを赤裸々にみること
ができるのです。
　しかも、同じ戊の人
でも、戊子、戊寅、戊
辰、戊午、戊申、戊戌の
6つの方がいます。戊

の基本的なキャラクターを持ちつつも、戊子の人のキャラと戊
寅のキャラは全然違います。それぞれ歩んでいく人生も得意と
する分野も、好きな異性のタイプも全然違ってくるのです。これ
が六十甲子を知ることにつながります。
　たとえば、戊の人が甲の人に対しどう映るのか、甲の人が戊
の人にどう関わるのか、だけではなく、甲の中でも甲寅、戊の中
でも戊午の人、と絞り込んで分析するのが実際のところです。
お互いに金運を高めあえる関係にあるのか、同志として共に
歩んでいけるのか、何がタブーでどうすると良い関係でいられ
るのか、それを考え実践していくのが風水であり四柱推命だと
思っています。

◆孟意堂的六十の数字に隠されている自分磨きの奥義◆ 
　先日、日本のあるEラーニングの編集長さんからインタビュー
を受けました。
　「ゴールイメージは何なのですか？」と単刀直入に聞かれた
ので孟意堂もストレートに答えました。「ゴールはここだと思っ
ていたら、まだ次がある、もうこれで完成と思っていたらその奥
があるのが風水の世界なのだ」と。
　つまり、これだけ勉強したから自分はこの世界を十分知り尽く

したというのは、そこでその人の成長を止めてしまうことで、求
めている人にだけ次のステージの一歩を踏むチャンスが与えら
れるのだと豪語してしまったのです。
　本当にそうだと思っています。いつも自分を磨き続けていな
いと、刺身の切れない刺身包丁になってしまうのでは、という恐
怖感を常に抱いています。
　人は六十歳を迎えるとまた自分の生まれた年と同じ年に戻
る、つまり還暦を迎えます。今年六十歳になる方は、二度目の丁
酉年を迎えます。生まれて間もない時と同じエネルギーを体験
することになるのですが、その頃とは全く違う自分が、年を重ね
るだけではなく更に進化していくチャンスが還暦なのだと思っ
ています。

風水の奥義を行く！ 第60回  「六十」という節目、の巻
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは香港の伝統的な風水をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、著名ブ
ランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常派風水
に師事。易経を含めた玄学に長年携わり、漢五派第七十三代嫡系・
孟意堂として住宅、事務所、店舗等の風水、開業や引越し、結婚等の
日取りの選定、四柱推命で人生の様々な問題やニーズに対応してい
る。著書に「金運を引き寄せる孟意堂風水（廣済堂出版）」がある。

孟意堂
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2201, Tower 2, Times Square, 
  　　1 Matheson St., CWB
電話：(852)9841-6366　
ファックス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com
ホームページ：http://mannidou.com
フェイスブック: mannidou
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香港&広州

　MTR南港島線・海洋公園駅のC出
口を出て、このエリアの主役である
「海洋公園」（オーシャンパーク）に
背を向け、黄竹坑道を東へと歩く。
深水湾（ディープウォーターベイ）へ

と続くこの
道が香島道
と名前を変
えるあたり
に「苗鐘徑

（Mills & Chung Path）」へと降りて
行く入り口がある。
　香島道が走る崖の下を海岸線に
沿って造られたこの遊歩道からは右
手にオーシャンパーク、左手に熨波
洲（ミドルアイランド）のヨットハー
バーを擁するディープウォーターベ
イの風景を見渡せる。遮る物が何も

ない海の上を散歩できる気分は爽
快そのもの！この道を歩くなら今が
ベストシーズンだろう。太陽を遮る
ものも無いわけで、暑い季節ならや
りきれなくてそのまま海に飛び込ん
でしまいたくなるに違いない。
　20分も歩けばディープウォーター
ベイのビーチに到着してしまうが、
そのまま砂浜を突っ切るとBBQサイ
トから、同じ様に波
打ち際を歩ける
「麗海堤岸路」がお
隣の浅水湾（レパ
ルスベイ）まで続
いている。休日に
のんびり歩くのに
もってこいのコー
スだろう。

CIRQLE
　Ovolo Hotelサウスサ
イドホテルの中にある
ヨーロッパ料理にアジア
の要素を取り入れた料
理を提供するカジュアル
ビストロ。シンプルで落ち着いたインテリアでとても居
心地の良い店。料理は、シェアして食べるのに最適なタ
パスメニュー（小皿料理）がメイン。ワインやドリンクと
合わせて楽しもう。おすすめは「ロミロミサーモンサラ
ダ」や「ラムチョップ」。シェアするのにぴったりな丸ごと
チキンのグリル「Whole Chicken」（900g）やリブアイス
テーキ「Rib Eye」（450g）を。

住所：Ovolo Southside, 64 Wong Chuk Hang Rd., Aberdeen
電話：(852)3460-8100
ウェブ：www.ovolohotels.com

3/3rds
　スープ、サラダ、ピザ、サンドウィッチ、パン菓子など
シンプルでおいしくてヘルシーなメニューが揃うカフェ
レストラン。近隣で働く会社員に人気のランチスポット
になっている。サラダ（小）はHKD50でブロッコリーサラ
ダ、シーザーサラダ、豆サラダなどの5種類から選べる。
ベジタブル・ラクサ、ブラジル風フィッシュシチューなど

の週替わりの4種の
スープもおすすめ。
同店自慢の薄焼き
ピザをテラス席で
楽しんでみては。

住所：Unit D, 22/F., Yally Industrial Bldg., 6 Yip Fat St., Wong Chuk Hang
電話：(852)3462-2951
フェイスブック：www.facebook.com/3thirdshk

MUM Veggie + Coffee + Sweet
　アイランドサウス(Island South)のグランドフロアに
ある可愛らしいこじんまりとしたベジタリアンカフェ。ま
るで家にいるようなホットくつろげる居心地の良いお
店。料理は何だか懐かしいシンプルだけど心温まるお

ふくろの味をテーマに
ベジタリアンのスープ、
サラダ、ヌードルなど
を提要している。

住所： Shop G07, One Island South, 2 Heung Yip Rd., Wong Chuk Hang
電話：(852)2115-3348
フェイスブック：www.facebook.com/Mumveggiecoffeesweet

G・C・X
　カフェ、レストラン、ショップが一つになったオール・
イン・ワンの気軽に利用できるイタリアンレストラン。厳
選したイタリアン食材にこだわり、本格的で親しみやす

いイタリアン料理を提供
する。ワインも豊富なので
ワイン好きは必見。ショッ
プでは、チーズやハムなど
オリーブオイル、スパイス
などを販売。

住所：Shop G09, One Island South, 2 Heung Yip Rd., Wong Chuk Hang
電話：(852)2528-0772
ウェブ：http://elgrande.com.hk/restaurant/gcx/

黄竹坑
Wong Chuk Hang

海洋公園海洋公園
Ocean Park 

MTR南港島線で行こう！
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海と空を満喫できる
崖の下の散歩道
苗鐘徑 Mills & Chung Path
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　前号、No.577の特集「MTR南港島線開通記念・香
港島南へ！」でご好評いただいた（？）玉桂山登りの第
二弾。予告通り「高い方の玉桂山」に挑戦する。が…、
ここでお断りしておかなければならない。編集部とし
てはあまり積極的におすすめできないのだ。「低い方
の玉桂山」とは対照的に道がほとんど整備されてお
らず、コンクリートのコの字も使われていない登り道
はかなりの急勾配で、所によっては設置されている
ロープに頼らなければ登れないほど。落石や滑落な
ど、危険を感じる箇所もある。それでも、という方のみ
自己責任で、くれぐれも事故のないようお気をつけ
て…。と、のっけからなんだか「魔の山」に挑むような
書き出しになってしまったが（笑）、実際には多くの人
たちが軽装で登っている。MTR利東駅の開設によっ

て訪れる人も増えているようだ。
　きつい斜面に貼り付く様に登り
きった標高196mの頂上からの景
色は、ぐるりと360°遮るものがな
い。東に南朗山とオーシャンパー
ク、北にはアバディーン越のヴィク
トリアピークの裏側が、西にはサウ
スホライズン越の海と、その先の大
與山（ランタオ）島の島影が、そして
南の正面に南丫（ラマ）島の全貌が
見渡せる。「低い方の玉桂山」では
味わえない景色とともに「制覇感」
のようなものがこみ上げる。

　さて、ここで改めて地図
を見てみよう。親イルカの
後を追う子イルカのよう
に、鴨脷洲のお尻にくっつ
いている小島がある。「鴨脷

排」だ。Google Mapで拡大してみると、狭い海峡に道
らしきものが見える。橋だろうか？頂上に到達した地
点からは死角となっていて見えないが、東に歩くと見
えてくる。そう、鴨脷洲の玉桂山と“子イルカ”鴨脷排と
は短い砂州で繋がっているのだ！
　この景色を見てしまうと行きたくなってしまうのが
「アドベンチャー」としての性（笑）。先ほど登って来た
コースよりさらに険しい斜面を降りる。対岸のオー
シャンパークからの歓声を聞きながら、やっとのこと
で「ミニミニ・モーゼの十戒」のような砂州に降り立
つ。ここでもまた「達成感」だ！しかしながら…、来た
からには帰らねばならない…。再びこの斜面をよじ
登って…。やはり、おすすめはしません（汗）。

　サウスホライズンの鼻先に浮かぶ「火藥洲」はその名の
通りかつては火薬庫があった小島だ。元々はその形状から
「鰲魚洲（ウミガメ島）」、「豬牯洲（イノシシ島）」と地元の
人々に呼ばれていたが、英国植民地時代の初期に「One 
Tree Island」という英名がつけられた。島にひときわ目立つ
一本の木があったからだ。
　1887年、香港駐留の英国軍に火薬を供給する「英国ダイ
ナマイト会社」（後に「ノーベル爆薬会社」）によって火薬の

貯蔵庫が造られ、島は「火藥
洲」と呼ばれるようになった。
1908年、「軍事的理由」によっ
てこの小島は公式の火薬庫と
しての役割を終えるが、その後
もダイナマイト漁（爆発漁法）

を行う漁民の火薬庫となっていた。やがてこの漁法は禁止
され、火薬庫は使われることがなくなったが、「火藥洲」はそ
のままこの小島の呼び名となっている。
　地質の見学ツアーや廃墟好きグループが船をチャーター
して訪れる以外、上陸する人のないこの小島には、現在も頑
丈なコンクリート製のかまぼこ型火薬庫が残され、三級歴
史建物に指定されている。

ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
そ
こ
は…

日射しが眩しい

香港島
南へ！

海怡半島
South Horizons

利 東
Lei Tung

続
MTR南港島線
開通記念特集！

漁港の入り口に火薬庫が？！
火藥洲 Magazine Island 360°の絶景も命がけ？！

もう一つの玉桂山に挑戦
360°の絶景も命がけ？！
もう一つの玉桂山に挑戦

さ が

前号の「MTR南港島線開通記念・香港島南へ！」特集に引き続き、
前号掲載しきれなかった情報をこの2ページに集約。
「オマケ」ではない濃いめの内容で、自信をもってお届けする！
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日本に暮らす長男が逆帰省していました。
1人で暮らすようになってはや3年。
初めの頃は帰省のたび、日本に帰るときには涙してい
ましたが、最近はお互い笑ってさよならを言えるように
なりました。

完全に親離れした彼を取り巻く世界を私はほとんど知
りません。
どんな友人に囲まれ、どんな先生で、どんな生活を送っ
ているのか
全くの謎に包まれています 笑

保護者会のたび先生から聞く長男はもはや未知の生
物です笑
「遅刻が38回です。あと2回で留年です。」
「卒論2万文字書かないといけないところ、あと3日で
締め切りなのに
まだ2千文字しか書けていません。」

ビックリ！！！です。

でも大きく道を逸れることが嫌いな彼。
留年は彼のプライドが許さないはず。
いつもギリギリまで動かないから今回もそうなのだろう。
と思いました。

心配そうな先生を前に
「大丈夫だと思います！！」と自信を持って答えるバカ母
です^^

結果3日で見事2万文字を5千文字も超えた大作の卒
論を書き上げました。

親が子供の生活習慣や勉強態度に介入できるのは9
つくらいまで。
それ以降は、自我が芽生え介入が難しくなります。
この時期までに自分で考え、自分を律し、
行動できる子供に
自立しているべきだとも言えます。

私がこんな問題児に対して「大丈夫」だと思えたのは、
彼をコントロールしようとし、戦い、話し合い、
お互いに理解しようとしてきた歴史があったから。

久々自宅に帰ってきた長男が言います。
「お母さん同士のチャットグループがあって、
〇〇くんが金髪にしたとか、〇〇ちゃんが学校に呼び
出しされたとか
みんなで共有しあってるらしい。
高校生にもなってナンセンスだと思う。
オカンがそのグループに入ってなくて本当に良かった。」

いや～。中国でLINEが通じないだけですけどね・・笑

親だから、子供のことを全て知っている必要はないと
思います。

家族それぞれが自分のレールを進み、またターミナル
で会えばいい。
それぞれの旅程を語ればいい。
その方が人生は何倍も豊かになると思うのです。

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。1998年に「社会福祉士」を取
得し、現在は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」を展開中。

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

読
む
だ
け
で

マ
マ
が
笑
顔
に

連載 第15回 子供のレールに乗っていませんか？

ライフ（香港・広東共通）
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　世界的な人口の増加により、都市化から生じる問題はより複雑に
なるばかり。世界競争力年鑑（WCY)によると香港は国際的な技術
インフラストラクチャにおいて5年連続首位に立っているが、ハード
ウェア面でスマート・シティとなるにはまだ満たすべき必要条件が
あり、ソフトウェア面でもビックデータの集積、解析に課題を残して
いるとされる。
　香港中文大学では Institute of Future Cities (IOFC) を2013年に
発足。香港を、エコ・フレンドリーで、経済的に繁栄し社会的に健全
で、持続可能な将来のスマートシティにするべく、様々な分野の研究
者を集結させた。またアーバンビッグデータを集積し、分析する香
港初となるプラットフォームの開発に成功。ユニークなシステムと
様々なアプリケーションから成るこのプラットフォームは市民のヘル
ス・モニタリングや医療、都市計画、空気の状態、ソーシャルケア等
多種多様な解析を可能にしており、快適な都市づくりに役立つこと

が期待されている。
　都市計画を行う際には、調査対象の場所、環境、文化やコミュニ
ティを完全に把握していることが重要だが、IOFCのプラットフォーム
は写真、音源やビデオと言ったマルチメディアを幅広く解析するため
に、Webのインターフェイスやモバイルアプリケーションが柔軟に活
用され、研究者に十分なデータを提供する構造となっている。大学や
香港気象台が連携して情報を提供する、地域ごとの正確な天気情報
や、モバイルセンサーやドローンを駆使した高度な大気汚染のモニ
タリングシステム、(APDSS)、ウェアラブルデバイスや血圧モニターな
ど別の装置から取られた個人の健康データをモバイル・アプリケー
ションを介することで集約し、医療機関やジムのWebプラットフォー
ムから分析できるシステム、新薬開発のスピード化を図る総合的な臨
床、研究データの集積などの機能を持っているこのプラットフォーム
は、人々の生活、健康や未来に直結するものとなりそうだ。
　IOFCのLeung Yee教授は「香港がより優れた都市となるためには、
より革新的で学際的なアプローチが必要です。組織分析とヒト、モ
ノ、情報間の関連性を強化し、あらゆる資源をより効率的に使えるよ
うにすべきです。それは生活水準の向上、ソーシャルディベロップ
メントの促進など人々の生活に様々な恩恵を与えるでしょう」と語っ
てくれた。
　ビッグデータから浮かび上がる都市の未来の姿に、今後も注目し
ていきたい。

ライフ（香港・広東共通）



香港 香港

　イタリア、パドヴァで1927年に創業した「Caffé Diemme」が、デヴォーロードにブ
ティックカフェをOPEN。90年に渡って培ってきたコーヒー焙煎技術を活かし、ゲストに
正統派のイタリアン・コーヒー体験を提供する。
　Caffé Diemme香港のディレクター、Hannah Sull氏曰く、1日の始まりにはリラックスし
た音楽とフレッシュなコーヒーの香りがベストだと言う。「若い頃から、コーヒーは私の
人生の大切な一部だったので、今回Caffé Diemmeのブランドをアジアに広げるチャン
スということで、快諾しました。初のアジアンフランチャイズとなる香港への進出は、クオ

リティ、卓越さというローカ
ルの要求に応えることが求
められます。」

　Caffé Diemmeでは、専任のコーヒーマイスターが問屋に足を運び、その目で選びぬ
いた最高品質のコーヒー豆のみを使用する。この厳しい品質へのこだわりが、2016年
The International Institute of Coffee Tasters (IIAC)でベス
トイタリアン・エスプレッソに輝いたブレンド、"Natural-
mente Dolce"に繋がった。
　マイスターにトレーニングを受けたスタッフ達は、全員
がコーヒーブリュワイング技術に長け、知識も豊富。ゲスト
がCaffé Diemmeの定番やスペシャリティから好みの味を
見つけるのに最適なアドバイスをしてくれる。
　店内では、コーヒーをエスプレッソ（HKD19～HKD26）、
ポアオーバー（HKD48～HKD58）、サイフォン（HKD53～63）、アイス（HKD48～HKD50）
など、単一品種からブレンドまでを幅広い淹れ方でサーブするほか、スペシャリティとし
てRosemary Coffee Tonic（HKD42～HKD46）やGinger Beer Coffee（HKD38～HKD43）
など、専門店ならではのユニークな組み合わせのものも提供。サイドメニューもサンド
イッチ、サラダやケーキ、焼きたてのペストリーや、トーストしたブリオッシュに特製ジェ
ラートを挟んだ自信作のGelato Paninoなど、充実のラインナップだ。
　カフェは洗練されたクラッシックな雰囲気で、Caffé Diemme自慢のコーヒー豆やお
茶各種、ネスプレッソ対応可能のカプセルも入手することができる。極上のイタリアン
コーヒーを片手に、くつろぎのひとときを楽しんでみて。

歴史あるイタリアのコーヒーカンパニーが
香港に初出店
歴史あるイタリアのコーヒーカンパニーが
香港に初出店

Caffé Diemme 
住所：G/F., FWD Financial Centre, 308-320 Des Voeux Rd. Central, Sheung Wan
 電話：(852)2115-9887
時間：7:30～22:00 月～土、9:00～21:00 土日祝
フェイスブック：CaffeDiemmeHK

Caffé DiemmeCaffé Diemme

Pour Over

Gelato Panino

 Red Passion Tea

Iced Cappuccino

Cappuccino 
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香港スクール

▶君が”今”楽しいことはなに？
　1位には「うたやダンス」（2～3歳児）と「おにごっこ・かくれんぼ」（4～6歳児）
　2歳～6歳の幼児500人に「今、楽しいと感じていることはなんですか？」と尋ねたところ、
2~3歳児では「うたやダンス」と答えた子が65.0%、4~6歳児では「おにごっこ･かくれんぼ」
と答えた子が63.7％となり、それぞれ1位となった。からだを動かすことやお友達と遊ぶこと
が幼児の中では一番楽しさを感じられるようだ。
　その他、「乗り物に乗ること・見ること」、「ブロック・つみき遊び」はいずれの年代でも共通
して上位にランクインしている。（※子どもは親と一緒に回答してもらう形式をとった。）
　子どもたちに主体的に学ぶ姿勢を身につけさせるためには、興味や関心が生まれる環
境が大切。リニューアルするドラキッズでは、年齢ごとのカリキュラムを用意し、プロの講師
のもとで同年代のお友達とからだを夢中に動かしたり、一緒に楽しく遊ぶことで新たな発
見・体験へと導く。

▶イマドキママの教育事情！ 【英語教育はど
の年代でも積極実施】5人に1人は行って
いる結果に！
　母親500名に対し、「積極的に実施してい
る幼児教育」を尋ねたところ、英語教育に関
してはどの年代でも5人に1人が積極的に実

施していることがわかった。
　2~3歳児の母親では20.5％が、4~6歳児の母親では20.7％が実施しており、特に2~3歳児
ではひらがなや数字のお勉強よりも、英語のお勉強の方が積極的に行われている実態が
明らかになった。
　また、その他にも「イマドキママの子育て事情」として子育てにおける悩みを伺った。最
も多かった悩み事は48.2％が回答した「しかり方」となった。
　1日の過ごし方に関しても尋ねてみると、「9時間以上」子どもと接する母親が4人に1人い
る割合だった一方で、85.0％が「自分の時間は3時間未満」と回答した。

▶子の成長は親の幸せ子どもの”できた！”を
実感したとき嬉しさを抱くママは93.4%
　子どもの「できた！」を実感することは、成
長を感じられ、親として幸せだ。今回の調査
で母親に対し、「子どもの“できた！”を実感し
てうれしかったことはありますか？」と尋ね
たところ、93.4％の母親は実感したことがあ
るという結果になった。そのうちで最も多く
の回答を集めたものは、「あいさつができた」で、半数以上の57.0%が回答した。

【調査概要】　調査対象者：2歳児100人、3歳児100人、4歳児100人、5歳児100人、6歳児100人（全年齢、男児：女児＝50人:50人）2～6歳の子を持つ母親 500人（子は母親と一緒に回答する形式で調査）
　　　　　　調査期間：2016年11月28日～12月5日　調査方法：インターネット調査

幼児５００名に大規模調査

【君が“今”楽しいことはなんですか？】
からだを動かすこと、お友達と遊ぶことがボクたちのトレンド！

「あきらめないこころ」「折れないこころ」を育てる幼児教室「ドラキッズ」を運営する株式会社小
学館集英社プロダクションは、幼児本人が「今、楽しい」と感じていることを明らかにし、今後の
幼児教育に生かせるよう日本の2歳～6歳の子ども500名を対象にアンケート調査を実施した。
また、同時に母親の幼児教育事情や子育ての悩みに関しても調査した。その結果を「幼児と母
親に対する意識調査」として公開する。（※子どもは親と一緒に回答してもらう形式をとった。）

2
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　今回は立体図形でござる。定規やコンパスを使わなくても、フリーハンドで線を引っ
ぱり、書き上げた図形をまっすぐ動かしたり回転させたりすることは、とても楽しい作業
じゃな。絵を描くことが好きな人は、それだけで図形センスがあると言っても良いぞ。
ではさっそく「お絵描き」してみよう。

　円すいを回転させたときの通過部分がどんな立体図形なのかは、問題に書かれてい
ない。頭の中にイメージするために見取り図を書こう。回転体の見取り図を書く手順
は、「軸の左右に回転させる図形を書く」「対応する頂点をだ円で結ぶ」、この２つだけ。
手順を終えると、下の図のようになるぞ。
　　　

　ここまで書けたら、知っている立体図形のイメージと近いものがないか考えてみよ
う。では（１）のヒント。よ～く見取り図を見てみると、円柱から円すいをくり抜いた立体
と、円すいが合わさった立体図形だということがわかる。円すいを円柱のくり抜いた部
分にスッポリはめてみたら・・・円柱の出来上がりじゃ！（２）は体積比を利用するぞ。これ
は自分でやってみよう。
　さあ、もうすでに見通しは立っておるな。
あとは計算あるのみじゃ！

【挑戦状】
拙者は忍者エピス丸。 オヌシはこの問題を解けるかな。

e

e

難攻不落の
算数城攻略！

忍者エピス丸

〈九龍教室〉
住所：Shop 143-145, Level 1, The Laguna Mall,
　　  8 Laguna Verde Ave., Hung Hom, KLN
電話：(852)2362-0221
ファクス：(852)2362-1181

〈香港教室〉
住所：1/F., Redana Ctr., 25 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2838-7177
ファクス：(852)2838-1027

〈圷 加寿男（あくつ かずお）先生 プロフィール〉
神奈川県大和市出身。高校時代はサッカー部のキーパーとして活躍。香港でも日
曜日はサッカーで汗を流す。エピスでは教務部長として、受験算数・数学のエキ
スパートとして大活躍の日々。長期休暇はバックパックひとつで、ふらっと旅に出
る。これまでに訪れた国は、インド、バングラディシュ、スリランカ、タイ、ベトナム、
ラオスなどなどアジア中心だが、時にはジャマイカ、パラグアイなど南米まで足を
伸ばすこともあるという、陽気なラテン系。最近のマイブームはダイビング。

【攻略キーポイント】

〈わかば深圳教室〉
住所：中国深圳市南山区南海大道1113-1115号
　　  花様年美年広場3棟2階
電話：(86)755-2162-1702
ファクス：(86)755-2667-8117

解答はコチラから！

epis　学習塾
episのHPからもご覧いただけます。

直線ℓと直線mは垂直に交わっています。
また図のように平行四辺形ABCDがあります。
次の問いに答えなさい。

 

（１）平行四辺形ABCDを直線ℓのまわりに１回転させてできる立体Pの体積を求めなさい。
　  円周率は3.14とします。
（２）平行四辺形ABCDを直線mのまわりに１回転させてできる立体をQとします。
　  Pの体積とQの体積の比を求めなさい。

オヌシなら、まず何をする？　健闘を祈る！
２０12年度　高槻中学　入試問題

（立体P） （立体Q）
＋

→

l

m
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　イギリスとブラジルの2大学の研究結果によると、人工甘味料の
入ったドリンク、いわゆるダイエット飲料（略称:ASBs※1)は砂糖入り
飲料(略称：SSBs※2）と同じくらいの問題があるという。
　PLoS Medicine発行の雑誌ではダイエット飲料を取り上げ、ヘル
シーな代替品として推奨されていること、体重への影響等を調査結
果を論じ、ダイエット飲料は体重を減らしも増やしもせず、「多少の
減量効果があった」というデータは、十分に検証がされていなかっ
たり、飲料メーカーの出資で行われたものも多い、と主張している。
　ASBsの売上は、今や世界の清涼飲料市場の25パーセント。背景
にはメキシコ、フランスが砂糖税を導入するなど、砂糖に対する風
当たりの強さがある。結果的に各飲料メーカーは課税から逃れるた
めに、人工甘味料入り飲料の売上を伸ばそうと躍起になっていると
いうわけだ。
　研究の第一著者であるPelotas大学のMaria Carolina Borges氏は
「ASBsがSSBsの適切な代替食品になりうるのかという議論に際し

て、ASBsのもたらす効果に確固たる根
拠が無いこと、企業が出資した研究が
もたらす先入観の影響は、きちんと審
議されるべきでしょう。」と述べた。ま
た、ASBsにはほとんど栄養がないこと、
潜在的な健康への害、製造過程で環境
にもたらすダメージについても考慮す
べき、としている。1リットルのASBsを作
るには300リットルの水が必要な上、大
量の廃棄物と累積的な化学汚染を生み
出すのだという。

　共著者のCarlos Monteiro教授は「SSBsと非ダイエット飲料への課
税や規制は、一番摂るべき飲料、水よりもASBsの販売を助長させて
しまうんです」と語る。
　英国ソフトドリンク協会はこの記事の内容を一蹴し、会長自ら「本
稿でなされる主張に反して、科学的な調査でASBsがカロリーコント
ロールダイエットの一部として消費者の体重を管理するのを助ける
ことが判明している」と述べ、両者の意見は対立の様相を呈している。
　Public Health Englandの主席栄養士、Dr.Alison Tedstone氏は
「特に若者は、推奨量のおよそ3倍の砂糖を主に清涼飲料水から摂
取したりしますが、我々の広範な根拠
の再検証により、低糖又は無糖飲料
への転換がカロリーや体重の管理
への選択肢であるということが判
明しています。ただし健康的な体
重を維持するには1つの食品を
他に変えるだけではいけま
せん。総合的にダイエットを
考えることが大切なのです」と
語ってくれた。
　結論、”何事もバランスが重要”というこ
となのだろうか。

※1 ASBs…artificially sweetened beverages
　(人工甘味料入り飲料）
※2 SSBs…sugar-sweetened beverages
　（砂糖入り飲料）

砂糖ゼロ飲料にご用心？
    気になる研究結果とは
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