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香港サイエンスパーク
（香港科学園）
香港サイエンスパーク
（香港科学園）

沙田競馬場沙田競馬場

香港中文大学香港中文大学

白石角海浜長廊白石角海浜長廊
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馬鞍山公園馬鞍山公園

白石ゴルフ練習場白石ゴルフ練習場

白石BBQ場白石BBQ場

住所：Hong Kong Science Park, Shatin
電話：(852)2629-1818

　東西9.5m、南北2kmに渡る吐露港を見渡
せる海沿いの遊歩道で、両脇には緑が溢れ
自然と海辺の景色を楽しみながらゆっくり
とした時間を楽しめる場所。沙田から馬料
水まで続く吐露港サイクリングコースの一部でもあるのでサイクリングの合間の
休憩場所としても人気のエリア。また、東の対岸には、馬鞍山の山並みの景観も眺
めることができる。白石角海浜長廊の側に建つ建物や施設は、3つのトイレを除い
て隣の香港サイエンスパークのダイナミックでコンテンポラリーなイメージと同一
のテーマに沿ってデザインされており、その建物を見るのは楽しい。カフェや売店
もあり、散歩やサイクリングの合間の休憩に最適だ。

吐露港を見渡せる臨海公園
サイクリングの休憩に最適！
白石角海浜長廊

　沙田区と大埔(タイポー)区の白石角(パクシェクコク)真ん中あ
たり、香港中文大学からも程近い場所に香港政府が15億米ドル
を投じて建設している研究開発(R&D)センター。IT/電気通信、エ
レクトロニクス、精密工学、バイオテクノロジーの4分野での技術
革新を施し、関連企業の研究開発に最適な環境を提供するとともに入居企業およ
び香港と中国との懸け橋になることを目的に建設された。現在は、オムロンなど5

社の日系企業も既に入居している。
分野のテナント企業は各センター
内に「常設展示場」も設けているの
で、休日の一般公開日に訪れてそ
の様子を見学することもできる。

美しいロケーションで
香港科学技術の最先端を知る
香港サイエンスパーク
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　MTR沙田駅から徒歩15分程の場所にある香港の有名観光スポット
の1つの「萬佛寺」。香港映画「インファナル・アフェア」一作目の冒頭
シーンが撮影された場所としても有名だ。この寺は、月溪法師が自身
の信仰心を表すために1957年に建立。現在では、13,000体の仏像と
共に本殿には亡くなった月溪法師の即身仏(遺体がミイラ化した像)となり本堂に
祀られている。本殿に続く道には、個性豊かな金色の仏像が約500体、尽きること
なく並んいる。仏像は、「五百羅漢像」と呼ばれ、同じ物は一体もない。仏教では、厳

しい修行を行い悟りに達した聖人を阿羅漢（または羅漢）と呼び、称える。本
殿までに続く仏像の「五百羅漢」は、お釈迦様の入滅後に行われた経典編
纂に集まった弟子といわれ、その表情は超人的な能力、神通力、奇跡、
風貌を表現している。

住所：Lots 358-359, IN D D 185, Sha Tin
電話：(852)2691-1067

笑いを誘うような表情やしぐさで
金ピカ仏像がお出迎え
笑いを誘うような表情やしぐさで
金ピカ仏像がお出迎え
萬佛寺

赤臘角（チェクラップコク）の
香港国際空港に着陸する飛
行機は、ちょうど沙田地区で
上空でコースを南西に変え、
最終着陸態勢に入る。飛行機
で香港に戻る際、空から沙田
が見下ろせるかもしれない。
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　旧暦の端午節（端午の節句）、ヴィクトリアハーバー、赤柱（スタンレー）、屯門
（テュンムン）、長洲（チョンヂャウ）など、香港各地で毎年ドラゴンボートレースが
開催される。沙田の城門河もその大きな開催ポイントのひとつだ。
　ドラゴンボート（龍舟）の歴史は古い。紀元前3世紀、つまり今から約2,300年前、
中国の春秋戦国時代に楚（そ）の国で活躍した政治家、そして詩人でもあった屈原
（くつげん）は正義感が強く人々から慕われていた。しかし陰謀によって失脚し国
を追われた屈原は、故国の行く末に失望し川に身を投げてしまう。彼を愛した民
衆は悲しみ、せめて彼の遺体が魚に食べられないようにと、船の櫂で水面を叩き、
太鼓を打って魚を追い払い、代わりに魚の餌となる粽（ちまき）を川に投げ入れた
ことが今日の端午節の風習の起源といわれている。
　今年の旧暦端午節は5月30日。沙田では城門河に
かかる翠榕橋から沙燕橋の間で400mと600mの
レースが行われる。伝統的な風習としてだけではな
く、今や国際的な競技として人気を集めるドラゴン
ボート。白熱のレースを生で観戦しに出かけてみて
はいかがだろう。

毎年恒例の歴史ある伝統行事
端午の節句は熱気であふれる！
ドラゴンボートレース

遊べる！ 学べる！ 風に吹かれて沙田地区へ

　沙田の中心を流れる城門河のすぐそばに建つ香港文化博物館。オープンは
2000年と比較的新しい。四合院と呼ばれる中国の伝統的な建築様式によって建て
られた建物の中では、その名の通り、広東オペラや中国様式の美術品など、特に香
港の文化について掘り下げて紹介している6つの常設展示エリアの他、注目度の
高い企画展を随時開催。現在は日本人にも馴染みの深い香港が生んだ映画ス
ター、ブルースリーの企画展「武_藝_人生─李小龍」が2018年7月まで開催中で、
これだけ見るのでもかなり価値のある内容となっている。グランドフロアにある明
るく穏やかな雰囲気のカフェではランチや休憩ができ、大人から子供まで一日中
楽しむことができる博物館だ。

7,500平方メートルの広さを誇る館内で
香港の文化をじっくりゆったり学ぶ
香港文化博物館

住所：1 Man Lam Rd., Sha Tin, New Territories
電話：(852)2180-8188
時間：10:00～18:00（月・水・金土）
　　  10:00～19:00（日・祝）
 ※木曜休館（祝日を除く）
料金：大人：HKD10 
　　  学生・シニア・障がい者：HKD5
　　  ※水曜日は入場無料
ウェブ：www.heritagemuseum.gov.hk

 モンゴルの侵攻を受けた際、この地に流れ着いたと言われている南宋の将軍「車
公（チェーコン）」が祀られている寺院。当時このエリアで起きていた暴動や天災、
疫病を治めたという彼の功績から、幸をもたらす寺院として九龍の黄大仙と並び
常に多くの人が参拝に訪れる。300年以上前に建てられた本殿は香港の二級歴史

建築物に指定されているが、現在目にすること
ができる本殿は老朽化に伴い1994年に改築さ
れたものだ。本堂内にある車公像の脇にある風
車は、回すことにより「運を好転させる」と言わ
れており、訪れる多くの人が幸せを願いこの風
車を時計回りにゆっくりと回している姿に、改め
て香港人の信仰の深さが伺える。尚、お土産に
はこの風車のミニチュア版も売っている。購入し
て家中に幸運の気を流してみてはいかが。

信仰深い香港の人達の駆け込み寺？
幸運をもたらす風車で運気アップ
車公廟

住所：Che Kung Miu Rd., Tai Wai, New Territories
電話：(852)2697-2660

城門河畔を

沙田龍舟競賽
期日：5月30日（火）
場所：翠榕橋～沙燕橋の間
　　  MTR沙田駅A出口から徒歩約10分。
ウェブ：http://www.stsa.org.hk
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　MTR馬鞍山線第一城駅から歩いて数分、沙田路
（Sha Tin Road）沿いにある「圓洲角公園」。今でこそ
沙田エリアの街並を見渡せる緑あふれる市民の憩
いの場となっているが、19世紀後半までは付近を流
れる城門河周辺は沙田海の入り江で、同公園はその
入り江に浮かぶ島であった。この島には17世紀の清
の時代、広州省興寧郡の王一族によって王屋村と呼
ばれる集落がつくられた。その後、この地はその立地
を生かして19世紀には広東と九龍を結ぶ人や物資
の主要な中継点となり、商人や旅行者のための取引所として利用されたという。現
在は、当時の村の建物もほとんどが取り壊されているが、唯一、同公園内の「富豪
花園」に、王家の子孫、王清偉により1911年頃に建てられたレンガづくりの家がそ
のままの形で展示されている。

緑に囲まれた小高い山の公園
貿易拠点の名残を残す古家にも注目
圓洲角公園

住所：Yuen Chau Kok Rd., Sha Tin, 
　　  New Territories

　香港中文大学は、1963年に新亞書院、聯合書院、崇基書院が合併して設立さ
れ、1986年に逸夫書院が加わり、さらに規模が拡大した香港随一のマンモス大
学。「中文」とは中国語の意味だけでなく、「中華文化」も意味しており、母国語での
授業を取り入れている。学生は、各書院と学院に所属する英国式をとり、文学院
（学部）、工商管理学院、教育学院、工程学院（工学部）、医学院、法学院、理学院お
よび社会科学院の8学部、61学系を有する。また、本大学のビジネススクールはア
ジア最古の歴史を誇るMBAとして世
界的に名高く、数多くの財界人を輩
出している。
　新界地区東部、沙田・馬料水の丘
陵地帯に137.3ヘクタールの広大な
キャンパスを有し、香港の大学では
唯一、構内でスクールバスを運行し
ている。校舎や学生寮の他に、図書
館が6箇所、中国考古文物や古美術
を収集した文物館があり、体育館、
テニスコート、飛び込み台付きプー
ルなど屋外の施設も充実している。

香港大学と並ぶ名門
広 と々恵まれた環境の学び舎
香港中文大学

住所：Yuen Chau Kok Rd., Sha Tin, New Territories
ウェブ：www.cuhk.edu.hk

歩いてみよう！
自分の足で
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［沙田競馬場］
芝コース：1周1899m、ホームストレッチ（最後の直線距離）430m、幅30.5m
ダートコース：1周1555m、ホームストレッチ（最後の直線距離）365m、幅22.8m
収容人数：約7万人（スタンド）、約10万人（競馬場全体）
主なレース：香港インターナショナルレース、クイーンエリザベス2世カップ、香港ダービーなど
住所：Yuen Chau Kok Rd., Sha Tin, New Territories
アクセス：MTRレースコース（馬場）駅より徒歩。レース開催日は、各地からバスやミニバスが運行される。

●設立：1963年
●在籍学生数：約18,000名

　沙田競馬場は、国際レースが開催可能な競馬場として1978年に完成した。1988年に
は香港初の国際レース「香港招待カップ」が開催された。2003年に、当時世界最長とな
る三菱電機製大型スクリーンが設置され、ギネスブックに認定されている。また2004
年に世界初となる開閉式屋根が導入された。コースは外側に芝コース（1周1899m）、
内側にダートコース（1周1555m）、その内側には調教用のダートコースが設置されて
いる。芝コースの最後の直線距離は430m。2つの8階建てのスタンドを備え、競技場全
体で約10万人を収容できる。なお、2008年の北京オリンピックでは、ここの隣接地に設
けられた会場で馬術競技が行われた。現在沙田競馬場では、主に週末にレースが開催
され、香港競馬の拠点となっている。

沙田開発開始とともに完成した
本格的大型競馬場
沙田競馬場
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　カリフォルニア州といえば、青い空、青い海、あたたかな陽ざし、そして開放的な雰囲
気や人々の親しみやすくおおらかな人柄が魅力的で、アメリカでも最も人気のある州の
一つ。一方で豊壌な大地に恵まれ、世界でも有数の収穫高を誇る農業地帯でもある地
元の食材を使用した独自の料理は「カリフォルニア料理」として人気を集めている。今回

は、金鐘（アドミラルティー）の「パシフィック・プレイス（Pacific 
Place）」の４階でロサンゼルスやサンディエゴなど、南カリフォ
ルニア料理を提供するレストラン「Commissary」を紹介しよう。

　南カリフォルニア料理とは、ハンバーガー、ピザ、
ローストビーフなど典型的なアメリカンフードと、フ
レンチやイタリアン、アジア、メキシコなど多国籍料理

フュージョンした創作料理。地元の農産物やシーフードなどの新鮮食材使用し、極力素
材の持ち味を最大限に引き出した、素材重視の料理だ。そんな南カリフォルニア料理を
提供する同店は、開放感があり、木の温もりを感じるモダンなインテリアに遊び心のあ
るレトロな写真や絵画が飾られ60、70年代のポップ
なアクセントをプラスしている。あたかも波の音が
聞こえてくる海辺の店であるかのように…。
　同店のメニューをいくつか紹介しよう。メニュー
はスナック、スターター、サイド、メイン、そしてス
イーツに分かれていてどれも南カリフォルニアの味
を十分感じれることができる。まずは、濃厚な味で大
振りのアサリが入った「クラムチャウダー」。寒い季
節にはピッタリ。見た目はシンプルだが一度食べる
と病みつきになる「Double Cheese Burger」は肉汁たっぷりで、付け合わせのボリュー
ム満点のフライドポテトも手が止まらないほどに美味。ヘルシー朝食やランチメニュー
がお好みなら「アボカドトースト」を。濃厚なアボカドがトローリとまろやな温泉卵が絶
妙にマッチする。また、大人気メニューの「フィッシュタコス」は、小麦粉とビールで作る
衣（ビアバター）で淡白な白身魚のタラを揚げ、コールスロー、グリーンライムソースあっ
さりと仕上げていて必ずオーダーしたい一品。肉好きな人は、ボリュームたっぷりの
「Pork Rib」や「Skirt Stake」を。
　さあ、さっそく今話題の南カリフォルニア料理を味わいに出かけてみては。

カリフォルニアのそよ風感じる
カジュアルオールデーダイニング
カリフォルニアのそよ風感じる
カジュアルオールデーダイニング

Commissary
住所：Shop 405, Level 4, Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty
電話：（862）2602-0707
ウェブ：www.commissary.hk
フェイスブック：commissaryhkあっさりした口当たりの「フィッシュタコス」白身魚の「キングフィッシュのクルド」

CommissaryCommissary
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　「賛否両論」人気の秘訣は、笠原 将弘氏が掲げる「圧倒的に美
味しいのに安い」というコンセプト。日本国内では、食材にこだわ
り抜いた和食をコース限定で提供しているが、満足できるくらい
飲んで食べて、1万円でお釣りが来るという価格設定は他を圧
倒。「吉兆」仕込みの一流料理人である同氏が腕を振るい、自ら
料理や飲み物を提供するタイミングにも細心の注意を払うにも
かかわらず、料亭のように敷居が高くなく、若い20～30代も気軽
に足を運べる点も要因だ。屋号の由来は「万人に好かれなくて
も、自身の料理とやり方を認めてくれる人が来てくれれば」という
想いだったそうが、現在の盛況ぶりが賛否を物語っている。

　そんな押しも押されぬ人気店が3月15日、飲食店ひしめく銅鑼
湾（コースウェイベイ）の登龍街（タンロンガイ）に上陸。「あらゆ
る食材や人が集まる東京だからこその和食を感じてほしい。美
味しく、かっこよく、楽しい料理を目指します」（笠原氏）という想
いの込められた「東京和食＝東京最前線の和食」を懐石コース
にて提供していく。
　料理長として現場を取り仕切る小山 雄史（たけし）氏は、新
宿の伊勢丹本店で世界各国の様々な料理を再現する「再現料
理」に長年従事してきた百戦錬磨の料理人で、その確かな技術

に裏打ちされた表現力と独創性に惚れ込んだ笠原氏がオ
ファーを出し、実現した。
　店内はカウンター13席、8名用のテーブル1席（個室）と落ち着
きのある空間で、ビールをこよなく愛する笠原氏の強い要望で、
「サッポロ 黒ラベル」を始めとした、料理と相性抜群の日本各地
の地酒を取り扱う。さらには、予約3カ月待ちが当たり前の「賛否
両論」日本国内店への特別予約なども行っていく予定で、在留邦
人の楽しみは尽きない。
　笠原氏は「国際都市で自分の料理がどこまで受け入れられる
かチャレンジしてみたい。和食の真の素晴らしさを広め、職人を
志す若い世代の刺激にもなれば」と、言葉を寄せた。

賛否両論
住所 : 4/F., V Point Bldg., 18 Tung Lung St., CWB
電話 : (852)3705-2672
ウェブ : www.sanpi-ryoron.com

笠原 将弘
1972年東京生まれ

「正月屋吉兆」で9年間の修業後、武蔵
小山にある実家の焼鳥店「とり将」を
継ぐ。
店の30周年を機に閉店し、2004年に
自身の店「賛否両論」を恵比寿に開店。
独創的な感性で作り上げる料理が話
題を呼び、たちまち予約の取れない人
気店となる。
2013年に名古屋で「賛否両論名古
屋」、翌年には「賛否両論メンズ館」を
広尾に開店。
和食給食応援団東日本代表を務める
など、食育、和食推進活動にも注力し、
家庭料理から専門料理まで、和食の魅
力を伝える著書も多数。私生活では、
三児の父。

2004年の開店以来、いまだに予約が取れない店として有名な「賛否両論」。
2013年に名古屋、2014年には広尾と立て続けに出店し、メディアにも引っ張り
だこのオーナーシェフ・笠原 将弘氏がこのほど、海外初出店となる香港にお忍
びで来港。滞在12時間という超過密日程の合間を縫って、抱負を語ってくれた。

2004年の開店以来、いまだに予約が取れない店として有名な「賛否両論」。
2013年に名古屋、2014年には広尾と立て続けに出店し、メディアにも引っ張り
だこのオーナーシェフ・笠原 将弘氏がこのほど、海外初出店となる香港にお忍
びで来港。滞在12時間という超過密日程の合間を縫って、抱負を語ってくれた。

今、日本で話題沸騰の
“予約の取れない店”

笠原氏が来港！
３月15日 銅鑼湾に海外初出店

笠原氏（左）と小山氏
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