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ご家庭でやってはいけないことの一つに「仮面お母

さん」「仮面夫婦」「仮面家族」があります。

これは、子供に一番の悪い影響を与えると言っても過

言ではありません。

例えば、子供がミルクをこぼします。

「怒ってはいけない」と思っているお母さんは、イラッと

した感情を抑えて、「大丈夫よ。」と言います。

そして無言で机を拭きます。

力を入れてギュッギュッと拭きます。

目は笑っていません。

怖くないですか？笑

人間関係において、「言葉」が相手に伝わる割合は7%

のみ。

93%は、表情やジェスチャーなどのノンバーバルコミュ

ニケーションで理解すると言われています。

私の友人に、成人してから原因不明の激しい頭痛に悩

まされていた人がいました。

通勤途中に頭が割れそうに痛く、何度も途中下車する。

突発的に死にたくなり、何度もリストカットしています。

とてもチャーミングな人で、人気があり、家庭にも問題

がないのに、何故？？と長い間思ってました。

ある時、彼女が思春期のとき、お父様とお母様の仲が

悪かった時期があったことを話してくれました。

ご両親の仲は悪いけど、夕食のときなどは普通に家族

で話をしたり、口喧嘩などをみたことがないそうです。

きっと子供たちに喧嘩している姿を見せたくない親心

から、子供の前では「いい家族」を装っていらっしゃっ

たんだと思います。

けれど、彼女は毎日帰ると気配を感じる。「今日は喧嘩

したなー。お母さん出ていかないかな。」

いつも不安を抱えていたそうです。

親しい人の言っていることと、その奥の感情が違う場合、

人が信じられなくなります。

何を言われても、疑うようになります。

彼女は親しい友人が何人いても、彼氏ができても、常

に不安を抱えていて、その不安に耐えきれなくなりい

つも自分から関係性を絶っていました。

夫婦喧嘩をする家の子供の方がEQ（心の知能指数）が

高いというデータも出ています。

感情には蓋をしない方がいい。

感情をぶつけ合うのは、お互いを理解しようとしている

から。

そのやりとりの中で、子供は様々な感情を学ぶのだと

思います。

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/
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

明治大学香港華南駿台会
大学公認で約80名のメンバーがおり
ます。
香港、深圳、広州などでゴルフ、懇親会
を月一回開催しております。
渡邉takshi@cap-jpn.com 迄
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港モクモク会
月一回木曜日を目安にパイプ好きで集
まってモクモクしながら四方山話や情
報交換などしようという会です。禁煙
ブームで日頃肩身が狭いパイプ愛煙家
の加入お待ちしています。
seesaw5@Hotmail.com（松浦）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

包装・在庫管理のバイト
未経験OK！ 日本人オーナーのマタニ
ティブランドのオフィス（Lai Chi Kok) で、
商品のラッピングや商品管理のお仕事
です。お洋服のお仕事に興味があり、細
かいお仕事やエクセルに自信がある
方。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を募集中
です。やる気があれば、未経験でも大丈
夫です。　
連絡先は、info@mayarya.comまで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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. Gigi
　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。）

◆何かをしながらスマートフォンを利用する状況
　何かをしながらスマートフォンを利用することがある人は5
割弱、スマートフォン所有者の8割弱だった。「歩きながら」は
21.3％、スマートフォン所有者では33.1％となっている。若年層
で比率が高い傾向がある。

◆歩きながらスマートフォンを操作する時の方法
　歩きながらスマートフォンを利用する人（以下、歩きスマホを
する人）に、どのように操作するかを聞いたところ、「画面を見な
がら、手で操作する」が61.5％、「画面を見るが、操作はしない」
が30.0％、「スマートフォンを手で持って電話をする」「音楽やラ
ジオ、音声案内などを聴くが、画面は見ない・操作しない」が各2
割となっている。 

 ◆歩きながらスマートフォンで利用する機能・サービス
　歩きながらスマートフォンで利用する機能・サービスは、「通
話」が歩きスマホをする人の56.0％、「地図、GPS機能」「メール」
が各4割強で上位3位、「乗り換え案内、運行情報」「コミュニケー
ションアプリ」が各3割となっている。「コミュニケーションアプ
リ」「Facebook、TwitterなどのSNS、ブログ等」は、若年層で比率
が高い傾向です。男性20・30代では「Webサイトの検索」、女性
20代では「乗り換え案内、運行情報」の比率が高くなっている。 
 
◆歩きスマホで危険な目にあった・あいそうになった経験
　歩きながらスマートフォンを利用する際に、危険な目にあっ
た・あいそうになった経験がある人は歩きスマホをする人の
33.3％、「よくある」が4.7％、「たまにある」が28.6％となってい
る。経験者は、男性の4割弱、女性の3割弱で、女性は若年層で
比率が高い傾向。
　実際に危険な目にあった人は歩きスマホをする人の3割強
で、「人にぶつかる」が18.5％、「物や建物・電柱等にぶつかる」
が11.4％となっている。 
 
◆歩きスマホをする人がい
たことで、迷惑に感じた・
危険な目にあった経験
　歩きスマホをする人が
いたことで、迷惑に感じた
り危険な目にあったりした
経験がある人は60.0％、

「よくある」が18.2％、「たまにある」が41.8％。関東・近畿居住
者で比率が高くなっている。 
 
───────＜＜ 回答者のコメント ＞＞───────
◆「歩きスマホ」の対策として効果があると思うこと（全5,957件）
・歩きスマホを誘発するようなゲームをしない。（男性19歳）
・自転車のイヤホンや電灯無しによって取り締まりが厳しくなっ
た時のように、罰金がいくらというのを公表したら、少なから
ず効果があると思う。（男性20歳）
・警察の取り締まり。国をあげての取り締まり。（男性39歳）
・テレビCMや電車の車内放送で繰り返し宣伝、放送し、啓蒙活
動を継続する。（男性43歳）
・立ち止まってスマホを操作することを促すために、歩道や駅
のホームの端にスマホ操作エリアというか、立ち止まれるス
ペースがあればいいと思う。（女性18歳）
・GPSが移動している間はスマホの機能がメール受信のみにな
る（女性29歳）
・移動しながら操作すると、操作画面の展開が遅くなれば、イラ
イラしてやらなくなるかもしれません。（女性39歳）
・スマホ本体に、振動などを察知してロックがかかるようにす
る。 特に運転中は、 できないようにしてほしい。 （女性48歳）

【調査対象】「MyVoice」のアンケートモニター
【調査方法】インターネット調査（ネットリサーチ）
【調査時期】2017年2月1日～2月5日     【回答者數】11,475名

歩きスマホをする人がいたことで、 
迷惑に感じたり危険な目に
あったりした経験がある人は６割
マイボイスコム株式会社は、 ２回目となる『歩きスマホ』に関するインターネット調査を2017年2月1日～5日に実施し、 
11,475件の回答を集めた。 
マイボイスコム株式会社は、 ２回目となる『歩きスマホ』に関するインターネット調査を2017年2月1日～5日に実施し、 
11,475件の回答を集めた。 

ライフ（香港・広東共通）ライフ（香港・広東共通）
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●元々はここも海だった？！
　沙田（サーティン）といえば「新界を代表する香港のベッド
タウン」というイメージが強い。そのイメージの通り、大圍か
ら沙田、火炭、瀝源、石門、馬料水、馬鞍山、烏渓沙などの各
エリアを含む沙田区の人口は2014年の政府の統計調査に
よると約648,200人で、これは香港18行政区の中で最も多い

数だ。このうち古くからの村の住人、「原
居民」は約29,000人で、大半が新興の
ベッドタウン住人ということになる。
　沙田区は東西の山並みに挟まれるよ
うに、狭い平地に大型マンション群、公
共団地、そして48の村々がその人口を支
えている。その真ん中を「城門河」が流れ
ているのだが、地図で見るとこの城門
河、人口的に掘られた運河ではなかろう
かと疑わしくなってしまうほど真っすぐ
に吐露港に繋がっている。実はこの城門

河、かつては沙田の西背後の「針山」から流れ出て大圍と沙
田の中間あたりで「沙田海」に注いでいたもの。そう、沙田エ
リアは元々吐露港から細く深く切れ込んだ、沙田海と呼ばれ
る水深の浅い入り江だったのだ…。

●俄に浮上した「沙田」の地名
　沙田区の歴史を見てみよう。古くは馬鞍山に石器時代、青
銅器時代の人の暮らしの痕跡が見られるという。明の時代
には「瀝源」の地名が文献に登場し、その後16世紀には現在
の大圍にこの地区最大の圍村（外敵からの防御のために壁
で囲まれた集落）が記録されている。清の時代には前述の
入り江、沙田海を臨む山の麓の両岸に瀝源40数個の村落が
あった。英国による新界租借が始まった1898年、この地を視
察した英国軍が小さな村落の一つ「沙田圍」を瀝源一帯を
示す地名と誤解して記録。1910年、九廣鉄道が開通し、沙田
村付近にできた駅が「沙田站」と名付けられたことで、以降
沙田の名が世に認知され、由緒ある瀝源の名が忘れられて
いくことが決定的となった。

●怒濤のような急変化
　沙田海を抱いて牧歌的な田舎風景が広がっていた沙田
の変貌のきっかけは1960年代初頭、当時の香港政庁の「衛
星都市計画」で沙田の開発が決まったこと。1967年には「獅
子山隧道（ライオンロックトンネル）」が開通し、九龍地区と
の交通の便は飛躍的に改善され、1973年「沙田市鎮発展計
画」が正式に開始されると多くの村落の土地、英国陸軍航空
隊の小規模飛行場が接収されると同時に、浅い入り江・沙田
海両岸の埋め立てが急速に進められた。70年代後半からは
この埋め立地に「瀝源邨」、「禾輋邨」、「沙角邨」などの大型
公共団地や、「沙田第一城（City One Shatin）」を始め「河畔
花園」など高層マンション群が次々と建設され、1980年代に
は沙田駅を中心に大型ショッピングモール「ニュータウンプ
ラザ（新城市広場）」、「沙田大會堂」や図書館、裁判所、公園
など公共施設が整
備されていく。
　わずか20年たら
ずで大きく姿を変
えたこの地区の中
心を流れる城門河
は実は川でも運河
でもなく、いわば
「埋め立てられた
海のわずかな名残
り」という方が正し
いのかもしれな
い。70～80年代のなり振り構わぬ開発と急激な人口増加に
よって、城門河は魚はおろか、どんな生き物も棲まないと言
われるほどに汚染されてしまったという。しかし90年代から
水質は改善され、現在は「清流」とは言えないまでも魚が群
れ、河畔には白鷺の姿を見るまでになった。毎年、端午節（端
午の節句）にはドラゴンボートの大会が開かれるほか、カ
ヌーやボートを楽しむ光景も見られ、散歩道、サイクリング
ロードなどが充実した川沿いは沙田地区に暮す人々の憩い
の場となっている。

沙
田
沙
田
地区地区

Sha TinSha Tin

1982年の沙田地区（Wikipedia中文版より）

って、どんなところ？

Photo by Kaori Sakaguchi

Photo by Kaori Sakaguchi
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　金山（ゴールデンヒル）-筆架山（ベーコンヒル）-獅子山
（ライオンロック）-慈雲山（テンプルヒル）と連なる山塊に
よって九龍地区と隔てられた沙田地区へのアクセスは、かつ
ては1911年に開通した「九廣鉄路（KCR）」と、「九龍水塘
（Kowloon Reservoir）」の傍を抜ける「大埔公路」の他に主
要なものがなかった。
　九龍（当時は尖沙咀に駅があった）と広州を直接結ぶ重
要な鉄道だった九廣鉄路は1983年に電化され、新界地区
のベッドタウン開発によって九龍、香港中心街へ向かう「通
勤電車」としての色合いを濃くしてゆく。2004年、大圍から分
岐して北の烏渓沙へと延びる「KCR 馬鞍山線」が開通。それ
までバス路線に頼っていた、城門河の東側と北側に広がる

住宅地の交通の便は大きく改善された。
　2007年12月に「香港鐵路有限公司（MTR）」との合併によ
り、沙田地区のKCR両線は「MTR東鉄線」と「MTR馬鞍山線」
とに改称された。さらに現在、大圍から九龍東側を経て香港

島中心部までを結ぶ「沙
中線」（大圍～顯徑～鑽
石山～啓徳～土瓜湾～
何文田～紅磡～會展～
金鐘）が2021年の開業
（紅磡までは2019年）を
目指して工事が進めら
れている。

●香港在住の日本人にとってもあまり
耳馴染みのない「烏渓沙」ですが、な
ぜここに？
　香港に来た当初、夫（アメリカ人）の
勤務先が馬鞍山のセカンダリー・ス
クールでしたので、8年間ほど馬鞍山
に住んでいました。夫の勤務先はその
後荃湾（チュンワン）に変わりました
が、娘の通学や不動産価格を考えて、
烏渓沙のアパートを購入しました。来
港時に2歳だった娘は、馬鞍山の幼稚
園からESFのShaTin Junior School、
ShaTin Collegeへと進み、卒業。現在

はニューヨークの大学で学んでいます。昨夏、彼女が香港を
出たのを機にアパートを売却し、夫婦二人で烏渓沙の賃貸
に暮らしています。二人の勤務先に近い場所に引っ越すつも
りだったのですが、新界を出ると家賃が格段に高くなってし
まうこと、住み慣れた街やエリアに愛着があることなどを考え
併せて、やはり烏渓沙に残ることに決めたんです。

●坂口さんにとって愛着のある「烏渓沙」を紹介してください。
　烏渓沙はMTR馬鞍山線の終点で、目の前の海（Tolo 
Harbor）と背後の山に囲まれ景色の美しい“イナカ”です
（笑）。居住用には高層アパートもありますが、低層アパート
や村屋も多く、景観は香港島や九龍の中心エリアとはかなり
違いますね。この辺りでも大規模な宅地開発が進んでいます
が、沙田や馬鞍山中心部と比べてもまだ人が少なく、のどか
な雰囲気です。人口密度が低く、個人のスペースが大きいこ
と、生活のペースがのんびりしている所がとても気に入って
います。
　休日には烏渓沙の浜から吐露港を眺めつつ、馬鞍山公園
を経て城門河沿いに続くコースを、よくジョギングしたりサイ
クリングしたりしています。時には沙田や、大埔まで足を延ば
すこともあるんですよ。ハイキングでは烏渓沙を起点に西貢
や獅子山方面まで行くこともありますし、その他にも烏渓沙
の白石ではゴルフの打ちっぱなしやバーベキューができた
り、渡頭村では気軽にボートをレンタルできたりと、そろって
アウトドア活動好きな私たち夫婦にとっては最高の場所かも
しれませんね（笑）。

●空が広くて気持ちのいい自然環境ですが、ちょっと遠い？
　そうですね、良い事づくめのようですが、不便な点があると
したら交通、香港中心部へのアクセス面でしょうか。香港島の
西環にある香港大学に通勤する私にとっては確かに時間が
かかり「便利」とは言えませんが、MTR烏渓沙駅は始発です
ので馬鞍山線は座って行けますし、香港大学もMTRの駅が
できたことで、さして苦には感じていません。
　買い物等の面でも、以前は日本やアメリカの食材を買いに
沙田あたりまで出かけていましたが、数年前に自宅近くに
「Market Place」ができたので、その必要もほぼなくなりまし
たね。
　また、烏渓沙駅に直結している「迎海（Double Cove)」には
スタバ、759阿信屋、薬局、コンビニのほかに、レストランも
続 と々開店してさらに便利になりました。中でも内装がおしゃ

れな「屋子cafe」という店
ではちょっとした和食が
食べられ、座敷席もあっ
て、子ども連れの若い家
族に人気のようです。この
他、レストランなどは香港
中心部ほどのバラエ

ティーはありませんが、週末に夫婦で食事する程度のことな
ら問題ありませんよ。

●これからも烏渓沙にお住まいになられますか？
　はい、そのつもりです。香港中心地から少し離れてはいま
すが、離れているからこその海と緑に囲まれた、香港では得
難い環境に満足しています。今
後も夫と二人、烏渓沙の暮らし
を楽しんでいくつもりです。

●ありがとうございました。

坂口香織（さかぐちかおり）さん
香港大学日本語教師（非常勤）。香港在住16年半、烏渓沙
在住歴は9年半になる。アメリカ人の夫、一人娘との三人
暮らしだったが、昨夏娘さんがニューヨークの大学に進学
したため現在は夫婦二人で烏渓沙に暮らす。

沙田、馬鞍山地区では最も北に位置し、MTR馬鞍山線の終点駅でもある烏渓沙（ウーカイサー）に家
族で住んで今年で10年目という坂口香織さん。烏渓沙のベテランとも言うべき坂口さんに、その「住
み心地」と魅力について伺った。

遠くたって苦にならない
海と山と広い空がある暮らしを楽しむ
̶吐露港に臨む「烏渓沙」の住み心地̶
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馬鞍山海浜長廊

烏渓沙から吐露港を隔てて大埔方面を望む

坂口さん宅からの眺望
Photo by Kaori Sakaguchi
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　若い香港人スタッフ
に「沙田といえば？」と
質問すれば、たいて
い「サイクリング！」と
返って来るほど、香
港では誰でも知る

「サイクリングスポット」沙田。
コースは大圍から沙田を経て東は馬鞍山、烏
渓沙へ、西へハンドルを向ければ大埔、さらに
吐露港沿いに大美督の貯水池まで最長で約
24kmになる。自転車のレンタル施設も充実して
いるので、本格的にサイクリングを楽しみたい
人にも、週末を過ごす子供連れの家族にもぴっ
たりだ。
　自転車はMTR大圍駅前（A出口方向）やMTR
沙田駅近く、城門河沿いの沙田公園にある何軒
かのレンタルスポットで借りられる。子供用から
大人用、ファミリー向けの三輪車など、数も種類
も豊富なので自分に合った自転車を選ぼう。料
金は細かく明示されているので明朗会計。週
末・休日なら1時間HKD30（普通自転車）、1日な
らHKD80だ。大圍、沙田から借りて大埔、馬鞍

山、大美督で返却することもできる（料金は
HKD20～30割増）。借りる自転車を決めたら、前
後のブレーキは効くか、ベルは鳴るか、サドル
の高さは合っているかなど、出発前にチェックし
ておこう。サドルの調整は自分でもできるが、店
のスタッフに頼めばテキパキと調整してくれる。
　香港生活で自転車をこぐ機会は少ない。とい
うか皆無ではないだろうか。「普段からジムの自
転車こぎで鍛えてます」と言う人は別として、た
いていの人は「久々の自転車」だろう。最初は
ちょっと違和感を覚えるが、すぐに勘が戻り気分
は爽快！でも、気持ちいいから、とあまり張り切
りすぎて足を延ばさない方がいいだろう。月曜
朝の筋肉痛は辛いものだ（体験者談）。

　香港で創業30年以上の歴史を持つ「A- 1 
BAKERY」。その記念すべき第1号店オープンの地は
ここ沙田だった。以来香港内に50を超える店鋪を
展開し、今や香港市民、在住日本人の生活にすっか
り溶け込んだ存在となっている。沙田地区ではMTR
沙田駅に直結するNewtown Plaza店をはじめ、 
City One Plaza店（MTR第一城駅）、MTR石門駅店、
Ma On Shan Plaza店（MTR馬鞍山駅）、MTR烏渓沙
駅店、など、A-1 BAKERYグループ10店鋪でこだわり
の美味しいパンとスイーツを提供している。
　サイクリングに出かけるなら、出発前にA-1 
BAKERYに立ち寄ってみてはいかがだろう。軽くて
かさばらないパンならアウトドアでの軽い腹ごしら
えにもぴったりのはずだ。
　A-1 BAKERYからのオススメは、同店一番の人気
商品“ミニシリーズ”から子供にも大人気という
「ポンデケージョ チョコレート味」、塩豆が練りこま
れた大福アンパンの中に餅が入っていてボリュー
ムも満点の「塩豆大福アンパン（餅入り）」、そして小
腹がすいた時に軽い食事感覚で食べられる「ちぎ
りパン ハム＆マヨネーズ味」の3品。サイクリング途
中、ちょっとした休憩で手軽に食べられるのが魅力
だ。甘いポンデケージョと塩豆大福アンパンを食べ
れば疲れも回復しそう。また「ちぎりパン ハム＆マ
ヨネーズ味」なら家族とシェアして楽しめる。吐露
ハーバーの風景を目の前に、潮風に吹かれながら
の味わいは格別だろう。

　また、A-1 BAKERYでは3月から、フランス産のク
リームを使用し、イチゴとミックスベリージャムとの
相性が抜群の「Strawberry Cake」、ベルギー産の
チョコレート60％とクリームの滑らかな組み合わ
せ、クルミの歯ごたえが絶妙な「Chocolate Cake」
など、材料にこだわった7種類のカットケーキを香
港内全店舗で新しく販売開始した。こちらのライン
ナップにも注目だ。

A-1 Bakery Newtown Plaza （沙田）
住所：Shop No.102, New Town Plaza, Phase 1, Shatin
電話：(852)2608-0878
ファクス：(852)2608-0266
時間：月～日09:00~22:30
ウェブ：www.a-1bakery.com.hk

アウトドアでも手軽に！ 
海を眺めながらの
“腹ごしらえ”は格別

ポンデケージョ
チョコレート味

ちぎりパン
ハム＆マヨネーズ味

塩豆大福アンパン
（餅入り）

週末は爽快サイクリング！週末は爽快サイクリング！
大圍̶沙田̶大埔
サイクリングロード單車路線

遊べる！ 学べる！ 風に吹かれて沙田地区へ

500m

サイクリングロードサイクリングロード
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