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深圳 

深圳 香港＆広東

ある塾の説明会に行ったときに、先生がこんなことを

おっしゃっていました。

「選択権はあくまでも親。」

受験校を決めるときに、親は口を出さず子供に決めさ

せる。

一見子供の主体性を尊重しているいいご家庭に見え

ます。

しかし、

その学校に合格して入学しても校風が合わなかった。

「あなたが決めたことだから。」

学校のレベルや求める生徒像に会わず不合格になった。

「あなたが決めたことだから。」

人生を左右する選択を学校の知識も情報量もない子

供に決めさせている親が多いとおっしゃってました。

今は世界中どこにいても溢れる情報から選択しなけれ

ばならない時代。

大人の中にも、選択眼がなく、自分に合わない選択を

繰り返す「情報弱者」は存在します。

これは経験値の差によるものが大きいそうです。

その情報が合う、合わないは実際に試してみないとわ

からない。

何に対してもチャレンジしない、行動しない人は元より、

インプットするばかりで行動しない人は膨大な情報か

ら自分に合う情報を選びとる勘が育ちません。

私は、親は豊富な経験値を持ったマネージャーである

べきだと思っています。

知識も経験も情報の選び方も子供より豊かなマネー

ジャー。

膨大な情報の中から、子供の性格、目的に合うものを

選択し、経験させる。

その上で、最終的に子供が選びとることが必要なよう

な気がしています。

「子供が選択したことですから。」

「子供がやめると言わないんです。」

習い事でもこんな声をよく聞きます。

それは、本当に子供の責任ですか？

少ない情報の中から選択して、失敗してきた子供たち

は、自分の選択が信じられなくなります。

自分に自信が持てなくなります。

迷ったら一緒に考えてあげましょう。

「このまま続けると子供が疲れて疲弊してしまう。」

「今は興味がないように思える。」

そんなときは、思い切ってお休みさせることも大切な

選択です。

そしてまたタイミングがきたら始めればいい。

迷ったら「子供が自信がつく方へ」

お母さんは子供のことを世界で一番把握している優秀

なマネージャーなのです。

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第22回 お母さんはマネージャー
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　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

世のガジェットの中には凄く便利！と思わせるものもあれば、ナニコレ？と首を傾げるものも数多
く存在する。ラスベガスで行われたCES（Consumer Electronics Show:世界最大の家電見本市）に
登場したもののなかから、いくつかユニークなアイテムをご紹介しよう。

The Love Box
　Wi-fiに接続可能でお洒落なボック
スにロマンスを吹き込んだ一品。愛す
る人からメッセージが届くとボックス
に付いたハートが震える仕組みに
なっており、登録されたパートナーは
専用のモバイルアプリを通じて、世界
中どこからでもメッセージを送信でき
る。ブナ材でできたソリッドなデザ

インはデスクに置いてもスタイリッシュで、他の人に中身は分からないので、秘
密を守れる。フランスのサンタムール、(日本語に訳すと愛の村)で、婚約した
カップルが制作。価格はUSD120。

 The 42tea
　お茶をパーフェクトに淹れるのは一種の芸術とも言
えるが、フランスの企業家が誰にでもそれが可能なよ

うに、と開発したのは、ポットに入
れるとアプリと連動して、茶の種
類によってお湯の温度や量、抽出
時間等をガイドするスマート
キューブ、「IoTea」。飲む人にパー
ソナライズされた味覚体験を提供するのが狙いなのだと
か。価格はUSD55だが、プレミアムなお茶が付くUSD99の
セットもある。 

D-Vine Connect
　ソムリエのような機能を持った埋め込みタブ
レットが備わった装置。試験管サイズの容器に
入ったワインをセットすると、それぞれの最適な
温度に調整し、飲みたいときにディスペンサーか
らグラスに注いでくれ
る。これがあれば、食べ
物とのペアリングや、

ヴィンテージワインをサーブする際に自分の嗅覚を
頼る必要は無く、まるで家の中に心地よいワインバー
ができたような気分になれるかも。2018年、一般消費
者およびサービス業界向けに発売予定。

Moikit seed
　喉が渇くと普通人は何かを飲むが、人は体が
欲するよりも多くの水を飲むべきだという医学
的前提に従って、中国の企業が開発したのがこ
のスマートスポーツボトル。上部のセンサーがス
マートフォンアプリと連動して1日に消費すべき

水の量を計算し、水分補
給レベルと比較して、あとどのくらいの補給が必要な
のかを教えてくれる。内蔵ライトの色が変わるので、
ユーザーは消費量のゴールを把握しやすい。最新版が
3月に発売され、価格はUSD69。

奇抜なアイディア満載！
おもしろ最新ガジェット４選
奇抜なアイディア満載！
おもしろ最新ガジェット４選

ライフ（香港・広東共通）ライフ（香港・広東共通）
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　お腹の大きな妊婦を見れ
ば、民族を問わずすぐさま席
を譲る。赤ちゃんを抱っこし
たりバギーを押していたりす
れば、必ずと言っていいほど
周囲の見ず知らずの人が、
階段の上り降りの手伝いを
してくれる。小さい子供を連
れて街中をウロウロしてい
ると、いろいろなオバちゃん
がいろいろな言語で口うるさいくらいにアドバイス
をくれる。シンガポールでは、文化として“子供は
みんなで育てるもの”という意識が素晴らしく高
い。まさに“国家による子育て”が定着しているのを
強く肌で感じる。
　またローカルの母親たちが口を揃えていうのが
「うちの旦那はイクメン（当然！）」シンガポールでは
夫婦共働きが当たり前のため、祖父母やメイドなど
家族内のサポート体制は万全、基本的に夫婦の家
事・育児は平等だ。新生児から預かってくれる施設
も充実している。そのため、母親は産後早々にフル
タイムで仕事に復帰する。

　このように子供が小さいうちは“子育て天国”を実
感することが多いシンガポールであるが、一方で小
学6年時に一斉受験する全国統一国家試験（これに
不合格だった子供は落第・留年となる。結果はその
後の人生を左右すると言っても過言ではない）に代
表されるように、国家戦略に則った教育事情は非常
にシビアなものであり、就学前の親たちは日本以上
に切実な思いを抱いているのも事実である。

（マンゴスティン倶楽部／石川敬子）
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政府は多世代の同居を推奨。同居世帯には、所得税控除などのインセンティブあり

ちょい悪風のパパのお腹にもベビーがぴったり張り付く

“子供はみんなで育てるもの”
素晴らしく高い意識

ライフ（香港・広東共通）



●かつては真珠採りで活況
　大埔（タイポー）区は、大埔、大埔滘、汀
角、大美督、そして東は赤門海峡を隔てた
西貢半島の北部までを含み、香港の18行
政区分の中で面積は最も大きい。逆に人
口密度は約2,500人/㎢と、離島区、北区に
続いて18区の中で3番目に低く、最も人口
密度の高い觀塘区の約52,000人/㎢の20
分の1にも満たない。大埔区のほとんどが
山林に覆われ、人口は僅かな平地がある
大埔に集中している。
　このエリアの歴史は古い。約4000～
5000年前の新石器時代後期の石斧など、
太古から人が住み着いていた痕跡が元洲
仔で見つかっている。

　大埔は元 「々大步」と書いた。人々は
猛獣に襲われることを恐れて大股で、
早足に森を抜けたということに由来す
る。今の香港からは想像もできないが、
現に20世紀前半までは新界各地に虎
が出没し、1915年には上水（ションソ
イ）で二人の警官が虎に襲われ命を落
としている（香港最後の虎は1947年、
沙田で記録されている）。
　大步が中国の文献に初めて登場す
るのは南漢時代の963年。珍しい宝物
を好んだ南漢の皇帝が3000の人を集
め、大步海（現在の吐露港）で真珠の採
取を行わせたという。背後に豊かな森
林を控えた波静かな海は真珠貝の生
育に適した環境だったのだ。それまで
この付近の住民のほとんどが漁撈に
依って生活していたが、真珠の方が利
益が大きいことから、多くの漁民が真
珠採りに鞍替えしたという。宋代、明代
にかけて大步海は広東における重要な真珠の産地となっ
た。しかし明代以降、乱獲によって真珠は激減。真珠採りは
衰退していく。

●鄧氏が築いた「墟」で栄える
　宋代に大步エリアに定住を始めた鄧氏一族が「墟（ホ
イ）」（市場、マーケットの意味）を開き、栄えた。現在のMTR

駅名「大埔墟」の「墟」はこれに由来する。その後進出した文
氏と先住の鄧氏は墟の利権などを巡って長年にわたって対
立。文氏は他の氏族と連合して新たな墟を建設し、あからさ
まに大步墟に対抗する「大步新墟」と名付けようとした。しか
し当時の役人は鄧氏 vs 文氏連合のさらなる紛争の火種に
なることを危惧し、その名を「太和（タイウォー）市」とした。日
本人なら一瞬“ヤマト”と読んでしまいそうなこの名前には
「皆さん和やかに、平和に」という願いが込められている。大
步はこれら鄧氏と文氏連合の紛争や朝廷の政策による荒
廃、復興を経て、19世紀終わりごろ清代に現在の「大埔」と改
称される。

●英国の新界開発の拠点に
　1898年、新界「租借」に成功した英国はすぐさま大步海に
軍艦を派遣。大埔に上陸してここを新界統治と開発の拠点

と定めた。当時英国によって新界に
最初に建てられた理民府と大埔警
察署の建物は、一級歴史建物とし
て現在も大埔墟駅に近い小高い丘
の上に往時のままに保存されてい
る。旧埔警察署には当時の執務室
や留置場も残されており無料で見
学することができる。
　1907年から工事が進められてい
た九廣鉄路は1910年に開通。大埔
墟駅が現在のMTR大埔墟駅と太和
との中間あたりに完成したのは
1913年のことだ（18ページ参照）。
九廣鉄路のほぼ中間地点に位置
し、海に近いこの駅は物流の拠点と
して栄えた。野菜や魚でいっぱいの
天秤を肩に担いだ住民たちがこの
駅前を往来していたことだろう。
　戦後、香港の人口は激増し、人々
の生活も変わった。1970年代から
大埔の海も埋め立てられ、公共団

地と工業団地に姿を変えた。かつて虎を恐れて早足だった
人々の足は、通勤のためにMTRの駅へ、あるいはバスターミ
ナルへと急ぐ「大步」となった。
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大埔の歴史をたずねてみよう
前々号（583号）でお届けした「特集・沙田地区をゆく」に続く「新界をもっと身近に」企画、第２弾。
今回は沙田からさらに北へ、古くから人が住み新界エリアの要地として栄えてきた大埔地区を歩いてみた。

まずは
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英国が新界統治のために建てた「北區理民府」は4月
30日まで補修工事中

旧大埔警察署は現在「綠匯學苑（Green Hub）」の学習
施設として使われているが内部の見学もできる

「機関車トーマス」に出
てきそうな蒸気機関車
は香港鉄路博物館に
保存されている

MTR太和駅にほど近い
「大埔文武二帝廟」。
1891年に建てられたこ
の廟の門には「永佑太
和」の四文字が見える
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●なぜ大埔に住もうと思われたのですか？
　今年で6歳になる長男がおりまして、昨年8月に新設された
インターナショナルスクールに入ることが決まり、以前まで生活
していた東涌（トンチョン）から引っ越してきました。子供の通学
時間などを優先させた結果です。住んでから知ったのですが、
このエリアはこれから新設される学校も含めると、日本人学校
をはじめ、イギリスやアメリカ、ノルウェー、スペインなどのイン
ターナショナルスクールがとても多
いんです。

●自然が豊かなイメージの大埔です
が、実際に住まれてみてどうですか？
　私もまだ生活を始めて半年と短い
ですが、まず第一印象は廣東語ワー
ルドですね 笑。これまでは日本人の
多い太古（タイクー）にも10年以上
住んでいたり、比較的欧米人が多く、
英語圏の東涌に居た関係で、流石に
ローカル一色だなぁ、と。休日にハイ
キングなどでこちらに来られる日本
人は居ますが、平日はほとんど会い
ませんね。
　ただ、家賃などの生活コストは中
心部に比べて格段に安いですし、以
前より遠くなった会社への通勤費を含めても総合的に生活
費は安く抑えられますね。間取りも3LDK+小部屋1つといっ
た感じで、トイレとシャワーも３つあります。広くなり、安くなり
ました。最寄り駅の「大埔墟」（タイポーマーケット）までは徒
歩15分程と少し距離はありますが、シャトルバスもあります
し、自転車があれば圏内に一田百貨（YATA）やシティスー
パー（city super）もあるので、買い物にはさほど困りません。

●お気に入りのスポットやおすすめ店など、既に発見されま
したか？
　うちの妻がどこから聞き付けてきたか知りませんが、近所
に甘栗やナッツ、豆類を販売する「皇甘栗」という店があると

のことで伺ってみたら、栗のアイスなども食べられて興味深
かったですね。ちなみに英語が通じました。その近くに「鉄道

博物館」などもありますし、「海浜公園」では
香港では珍しい凧揚げをしている人も居ま
したね。私はジョギングが趣味なので、沙田
からの海沿いのジョギングコースを走って
リフレッシュしたりしています。

●これからも大埔での暮らしが長くなりそう
ですか？

　子供の学校や住環境を優先させて引っ越したので、大きく
なるまでは長くなりそうですね。私ども親は通勤に時間が掛
かりますが、子供は家から学校まで徒歩5分。帰りは近所の
子たちの家で遊んだりすることが多く、インター校通いです
が日本の学校終わりの風景を見ているようです。ただ、あん
まり近すぎても生活圏が狭くなってしまうので、大きくなるに
つれて移動範囲を広げてあげられるといいですね。子供が
自転車に乗れるようになったら、一緒にサイクリングでもした
いです。

●色 と々貴重なお話をありがとうございました。

宮永 昌幸（みやなが まさゆき）さん
会計士事務所「Tri-Pros」（トライプロス）総
経理。香港在住18年目。在住直後から10年
以上にわたり太古に住んでいたが、息子さ
んの小学校進学を機に大埔に移り住む。奥
様と息子さん、ヘルパーさんの4人暮らし。

Photo by Kaori Sakaguchi

All Photos by Masayuki Miyanaga

Photo by Kaori Sakaguchiサイクリングロードは続く！サイクリングロードは続く！

各国のインター校が集まる教育エリア？！
香港では希有な自然との共存も魅力
各国のインター校が集まる教育エリア？！
香港では希有な自然との共存も魅力

甘栗専門店「皇甘栗」の栗子雪糕
（栗入りアイスクリーム）HKD25

古い香港の風情も色濃く
残るエリアだ

人口密度が低く、香港でも有数の自然環境に恵まれた大埔。沙田からさらにMTRで約10分のこのエリア
に、あえて移り住んだという香港歴18年目の宮永昌幸さん。日本人に人気のエリアにも長年住んだこと
のある宮永さんに大埔の魅力について伺った。

　大圍→沙田→大埔→大美督と続くサイクリングロード。大
埔は大美督までをフルコースとすれば、ちょうど真ん中くら
いの位置にあたる。もちろん、大埔で自転車をレンタルして
ここをスタート地点とすることもできる。大圍、沙田ではMTR
の駅の近くにレンタルの店があったが、大埔ではMTR大埔
墟駅から海方向へ少し離れた「大埔海浜公園」内にある。ここから汀角路で大埔工業団地を過ぎると、いかに
も郊外という雰囲気で本格的サイクリングを楽しめる。アップダウンの少ないコースで天気さえ良ければ快

適に大美督まで走れる。さらに“オマケ”で「船湾レゼボア」の堤防を走れば淡水貯水湖と
海とを左右に見ながら、これまた爽快。大美督にはレストランが集まっており、アウトドア
席での食事も気持ちいい。サイクリングのあとのビールは格別だ！

大圍̶沙田̶大埔̶大美督
サイクリングロード 單車路線

17Pocket Page Weekly 31 March 2017 No. 585
B



MTR東鉄線

吐露港公路吐露港公路
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MTR東鉄線
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大埔海濱公園大埔海濱公園
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大埔墟街市及熟食中心大埔墟街市及熟食中心
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旧北区理民府旧北区理民府 アイランド・ハウスアイランド・ハウス

吐露港公路
吐露港公路

林村河林村河

大埔
河

大埔
河

　　　　埋め立て前、
1964年の海岸線。航空写
真で見ると湾のほとんど
はマングローブの群生す
る干潟である事が分かる

　　　　埋め立て前、
1964年の海岸線。航空写
真で見ると湾のほとんど
はマングローブの群生す
る干潟である事が分かる

　1911年から1983年まで香港と広州を結んでいた九
廣鉄路。以後KCR、2007年12月からはMTRと経営は移
りながら香港と中国本土を結んでいる。香港鉄路博物
館はこの九廣鉄路の旧大埔墟駅の駅舎をそのまま保
存した博物館で、1985年に開館している。旧大埔墟駅
は1913年に作られた伝統的な中国様式の煉瓦作り
で、一見「どこかの廟かな？」と思ってしまうほど。当時
他の駅舎がすべて西洋風だった中でひ
ときわ特徴的な存在だった。現在、建物
内には九廣鉄路の歴史についてのパネ
ル写真や鉄道模型が展示されている。
ここで最も注目したいのは、屋外に敷か
れたレール上にある実際に使われてい

た客車や機関車。座席に座るとまるで昔にタイムス
リップしたような気分を味わえる。列車や駅舎の古め
かしいレトロな雰囲気は写真撮影に最適。「博物館」と
いうより当時の姿を保存した「資料館」といった趣きの
規模で、じっくり見ても1時間弱ほど。入場は無料なの
で、ぜひ家族で訪れてみてはいかが。

　大埔海濱公園（Tai Po Waterfront Park ）は、吐露
港に面した林村河の北部に位置する。1994年に
オープンした面積22ヘクタールの同公園は、レ
ジャーと文化サービス部門とで構成されている。公
園内には、休憩庭園、座席エリア、昆虫館、港の前にある1.2kmの遊歩道、フィットネ
ス・ステーション付きのジョギング・トレイル、600人収容の円形劇場、香港唯一の
モデルボート専用プールなど、多彩な公共施設がある。また、この公園は大美督へ

のサイクリングロードの始点ともなっており、公園内で
自転車を借りることができる。
　「大埔ルックアウト・タワー（香港巡回紀念塔）」は、
1997年に香港返還を記念して建てられた大規模な
ランドマークで、新界の有名な観光スポットとなって
いる。高さは32.4メートル。頂上からは公園全体、隣接
する大埔工業邨の鳥瞰はもとより、吐露港やその先の
馬鞍山、烏渓沙、赤門海峡まで望むことができる。
　毎年、旧暦端午の節句にはドラゴンボートレースが
公園に面した海で開催されている。

様々な公共施設を併せ持つ
吐露港に面した広大な公園に憩う
大埔海濱公園

　吐露港内で船湾海を形成する島、馬屎洲。「馬屎洲特別地区」に指
定され、地質公園になっているこの島では、岩盤が露出しており地質
学研究にとって理想的な環境が残っている。香港で最も古
い、約4億年前のデボン紀に形成された地層を始め、その
後のペルム紀（約2億3000万年前）や恐竜の時代として有
名なジュラ紀の地層まで観察できる。1.5kmにわたる自然
遊歩道では、褶曲や断層、堆積や浸食など、地質の組成に
関するさまざまな様子がプレートで解説されている。

「地質学」に触れてみよう
自然の中で古代の地層が観察できる
馬屎洲　Permian Rock Garden Of Hong Kong 

遊ぼう！ 学ぼう！ 足を延ばして大埔地区へ

香港の経済的発展を支えてきた
九廣鉄路“ホンモノ”の重み
香港の経済的発展を支えてきた
九廣鉄路“ホンモノ”の重み

「鉄オタ」でなくとも興味深い「鉄オタ」でなくとも興味深い

昔にタイムスリップ？
小さいながらもフォトジェニックな博物館

香港鉄路博物館
住所：13 Shung Tak Street, Tai Po Market, Tai Po
電話：(852)2653-3455
時間：10：00～18：00　※火曜休館（祝日を除く）
料金：無料
ウェブ： www.heritagemuseum.gov.hk/zh_
　　　  TW/web/hm/museums/railway.html小さな駅舎内部もそのまま

　大埔河の河口に浮かぶ小
島だった元洲仔。清から新界
を租借した英国は大埔を新界
の行政の中心とし、この小島
を1本の堤で陸地と繋ぎ「新界
理民官官邸」を建設した。英語
での通称は「Island House」。1905年のことだ。戦後は新界政務
司官邸となり歴代15人がここに住んだ。アイランド・ハウス最後
の居住者となったのはデイビッド・アクセルジョーンズ卿。1970
年代の埋め立てによって元洲仔は陸地に吸収され、1985年に官
邸としての任を解かれたアイランド・ハウスは現在香港歴史建物
に指定されると同時にWWF香港の管理下に置かれ、「元洲仔自
然環境保護研究中心」となっている。
　元洲仔には英国植民地となる前から「大王爺廟」があり、漁民
達の信仰を集めていた。今も旧暦5月には大埔でお祭りが行わ
れる。
　埋め立てられた海岸沿いは静かな「元洲仔公園」となってお
り、休日に散歩やジョギングを楽しむ付近住民が多い。

かつては湾内の小島に
歴代の新界地区長官が住んだ
「アイランド・ハウス」

かつては湾内の小島に
歴代の新界地区長官が住んだ
「アイランド・ハウス」
元洲仔今号の表紙を飾った

「ディーゼル機関車51号
（Sir Alexander号）」は
1955年から1983年まで
28年間客車を牽引し、九
廣線電化後は貨物列車
を牽いた。1997年退役後、修復され、歴史的価
値のある鉄道文化財として2004年から同博物
館に展示されている。

　「慈山寺」は2015年に一般公開された新しい寺。4万㎡
以上という広大な敷地を誇り、静寂に包まれた同寺は中
国唐朝時代の寺院をモデルとしており、一般人向けにも
様々な修行体験コースを設けている。禅定道を歩く「行
禅」、水を両手で掬って観音様を祀る「供水」、般若心経
を写経する「抄經」など、どれを取っても心を落ち着けてくれるもの
ばかりだ。また、寺院の裏手に高く聳える高さ76mの観音像は圧巻。
天気が良ければ吐露港を隔てた烏渓沙からも望見できる。

静けさに包まれた
新しい癒しスポット
慈山寺
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