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　大埔地区の香港で2番目に大きい
ダム、船湾淡水湖にかかる堤防の麓
に位置する「大美督」。大尾督とも呼ば
れ、香港を代表する名山である八仙
嶺の「終わり」にあることからこの名前
が付いたとされている。海、湖、山に囲
まれた自然豊かな環境で、サイクリングやバーベキューができる人気のスポットだ。近くの水
上スポーツセンターでは、カヤック、セーリング、ウィンドサーフィンを楽しむこともできる。さ
て、体を動かした後は美味しいご飯を！メイン道路の江角路には中華、西洋、タイ料理など国
際色豊かなレストランが軒を連ね、その
日の気分に合わせて選ぶことができる。
都会の騒々しさから解放され、のんびり
と休日を過ごせる貴重な場所。晴れた日
にぜひ足を運んでみよう。

自然豊かな環境で体を動かそう！
心も体もリフレッシュできる場所
自然豊かな環境で体を動かそう！
心も体もリフレッシュできる場所
大美督（Tai Mei Tuk）

　1997年に開校した香港日本人学校小学部大埔校。小学部は香港島に位置する香港校とこ
こ大埔校の2校舎に分かれており、九龍・新界在住の児童が大埔校、香港島在住の児童が香
港校にそれぞれ通学している。現在の大埔校の児童数は約600名。日本語学級の他に国際学
級を併設し、20カ国籍の児童が在籍。学校内では様々な言語が飛び交い、自然に国際交流が
できる環境になっている。校舎は、香港の中心街から北へ約20kmの大埔自然保護区に位置
し、緑豊かで穏やかな吐露湾を望める高台にある。人工芝の運動場や屋内プール、日本語と
英語の2フロアに分かれた巨大図書館など、広大な土地を活用した素晴らしい環境の中、元
気いっぱいに学び、そして遊ぶことができる。

自然豊かな高台で学ぶ
グローバルな視野を持った国際人を育てる
香港日本人学校小学部大埔校
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その名のとおりフィッシュ＆チップスが自慢！
Beer & Fish
　中環（セントラル）のSOHOにある店の2
号店で、香港のクラフトビールをはじめ
世界中の20種以上のドラフトビールを揃
え、新鮮な魚を使ったフィッシュ＆チップ
スを提供している。ベーシックなタルタル
ソース以外に、ハニーマスタードやマヨ
ネーズなど数種類の選べるソースも人
気。広々とした店内でリラックスした雰囲気で、家族連れや友達と気軽に利
用できる。テラス席に座ってビールを片手に道行く人を眺めながらゆっくり
とした時間を楽しめるのも魅力。

 住所：Shop 13, G/F, Mee Lee Bldg., 30 Kau Hui Chik St., Tai Po
 電話：(852)2664-2211.

サイクリングのあとに本格タイ料理を
忠誠茶座泰國菜
(Chung Shing Thai Restaurant)
　1994年にオープンした本場タイの本格的な美味しいタイ料理をカジュア
ル価格で提供する。オープン当初から変わらず近隣の住人だけではなく、サ

イクリングやバーベキューで大美督（タイ
メイトック）を訪れる人たちに人気のある
タイレストランだ。おすすめは本場顔負け
のトムヤンクンスープ、グリーンカレーや
パッタイなど。

住所：69 Tai Mei Tuk Village, Ting Kok Rd., Tai Po
電話： (852)2664-5218
ウェブ：www.chungshing-thaifood.com/

フレンドリーなサービスを心地良いテラス席で
Jack's Terrazza Ristorante
　湾仔（ワンチャイ）や鰂魚涌（クォーリーベイ）にも店鋪がある、伝統的で心
温まる家庭的イタリアンを味わえるレストラン。「誰一人不満足では帰らせな
い」というモットーを掲げ、新鮮な食材を
使った料理とフレンドリーなサービスで訪
れる人を常に喜ばせてくれる。ロマンチッ
クな雰囲気で、家族や友達とワイワイと、
またはデートにと異なるシチュエーション
で利用できる。これからの季節はテラス席
での食事もオススメ。

  住所：G/F, 67 Tai Mei Tuk Village, Ting Kok Rd., Tai Po
  電話：(852)2662-5666
  フェイスブック：www.facebook.com/JacksTerrazza/

アートとイタリアンを楽しめる個性派レストラン
Cafe de Country Art
　アーティストでもあるオーナーKinsan Chung氏が自らペイントしたという
カラフルなデザインが目印のモダンビストロカフェで、新鮮な地元の食材を

使ったイタリア料理を良心的な価格で楽しめ
る。食材の有無でメニューを変えているという
同店だが、パスタメニューは特に人気がある。
店内に併設されているギャラリーやアートガー
デンでは、様々なアート作品の展示に加え、地
元コミュンティー向けのアートのワークショッ
プやイベントも定期的に開催している。

 住所：64B Lung Mei Village, Tai Mei Tuk, Tai Po
 電話：(852)2824-1812

大埔

大美督水上スポーツセンター
住所：Main Dam, Plover Cove Reservoir, Tai Mei Tuk, Tai Po
電話：(852)2665-3591
時間:10:00～19:00 （水曜定休）

住所：No.4663 Tai Po Road, Tai Po Kau, Tai Po
電話：(852)2652-2313
ウェブ：www.hkjs.edu.hk/~jisjs/

大美督

大美督

大美督

馬屎洲特別地区馬屎洲特別地区
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　春らしい爽やかな陽気が続くこの頃、日本人を
中心にファンの多い銅鑼湾（コーズウェイベイ）
の「Sowelu Dining Bar」では、ハッピーアワーがス
タート。ビルが立ち並ぶエリアの隠れ家的バー&
レストランとして人気が高く、バーカウンターと
ゆったりと寛げるソファー席が優雅で落ち着い
た雰囲気を演出する。さらに広々としたテラス席
も完備しており、アジアンリゾートさながらの開放的な空間が魅力だ。
　今回は生ビール、赤・白のグラスワインに加えて、なんと11種類の「キリンフローズン
ビールとビアカクテル」をラインナップ。キリンフローズンは、－5℃のフローズンの泡が
口の中でシャリシャリの食感を演出し、氷の細かい粒による、冷たくスムージーな口当
たりが楽しめると評判。「一番搾りフローズン<生>ハーフ&ハーフ」や黒い佇まいがビー
ル党を魅了する「一番搾りフローズン<生>スタウト」をはじめ、「フローズンカシス」、「フ
ローズントマト」、「フローズンソルティライチ」と色鮮やなドリンクは見ても楽しめる
Soweluの一押し！ 土、日曜、祝日を除いた平日の午後5～8時は上記を半額で提供する
ほか、ウィスキーや焼酎、日本酒などのドリンクとスナック類が20%オフとなり、テーブル
チャージも一切不要という太っ腹なプロモーションだ。しっかりと食事も済ませたい方
向けにも、「鉄板焼きナポリタン」や「自家製ハンバーグ」、「店主の特製ラーメン」といっ
た食欲そそるメニューを用意しているので、ぜひ味わってみよう。
　暖かくなってきたこの時期に最適なテラス席も開放しており、気の合う友人との食事
や大人数でのパーティーにも重宝すること間違いなし。喫煙も可能なので、「都会の喧
騒を忘れて、ちょっとひと息」なんて贅沢な時間を過ごすのもいいだろう。

キリンフローズン11種をラインナップ！
春らしい色とりどりの春らしい色とりどりの

ハッピーアワーでちょっと早めの一杯、いかがですか？

Sowelu Dining Bar
住所：5/F., Chung Wai Comm. Bldg., 447-449 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2766-1171
時間：月～土 19:00～26:00（ハッピーアワー 17:00～20:00）
フェイスブック：sowelu.hk

SoweluSowelu
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　モスバーガーによる「モスカフェ」が太
古（タイクー）のコーンヒルプラザおよ
び上環（ションワン）にオープンしたこ
とを受け、上環のモスカフェでは魅力
的な新メニューが登場。香港スタイル
の手作りカレーが販売されている。この
カレーは香港市民の好みを熟知する同社
のシェフチームが商品開発に取り組んだ限定の
メニューとなっている。
　トッピングのバリエーションは、チキン好きにお勧めな「Saku Saku Chicken」や、北海
道産の南瓜を使用したコロッケとカレーの組み合わせがたまらない「Croquette」、プリ
プリのエビカツが載った「Fried Shrimp」、ヘルシーさと美味しさのバランスが取れた
「Curry Rice」の４種類。HKD40～HKD53といったリーズナブルな価格で美味しいカレー
を楽しめるのが嬉しい。日本のモスカフェで大人気メニューのサラダは、「Smoked 
Salmon(HKD45)」、「Saku Saku Chicken(HKD43)」、「Tuna & Penne(HKD40)」の3種類を
用意。リーズナブルでヘルシーなランチにぴったりだ。そして香港の店舗でも、日本で人
気の和牛バーガーを提供。世界的に評価されている和牛を使ったパテと、たっぷりの

デミグラスソース、アクセントのオニオンソテーとマッシュポテトの絶妙な組み
合わせをぜひお試しあれ。また、魅惑的なデザートとしてティラミスと抹茶
ティラミスが販売された。マスカルポーネチーズとスポンジ、シロップの
味わいが楽しめるティラミスは、フルーツティーやレモンティーと一緒
に楽しみたい。和風デザート好きには見逃
せない抹茶ティラミスは、香港モス
のオリジナルメニューで、抹茶の
風味とトラディショナルなティラ

ミスのハーモニーがたまらない一品
となっている。
　食欲そそるメニューが揃うモスカ

フェを訪れてみよう！

MOS Café 
MOS Café (上環店)
住所：G/F., 338 Apartment, 
　　  338 Queen's Rd. Central, Sheung Wan
時間：8:00～22:00
電話：(852)2803-7775

MOS Café (康怡店)
住所：Shop F20, 1/F., Kornhill Plaza North,
  　　1-2 Kornhill Rd.,Taikoo
時間：8:00～22:00
電話：(852)2557-9020

モスカフェの新店がオープン
店舗限定メニューも登場！

モスバーガーの新業態モスバーガーの新業態
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◆調味料に対するこだわり度
　調味料にこだわりがある人は33.1％、女性40代以上
では4～5割となった。一方、こだわりがない人は38.7％、
男性40代以下では50％台。

 
 
◆自宅にある調味料の種類
　自宅にある調味料は、「塩」「しょうゆ」「こしょう」「砂
糖」「味噌」「マヨネーズ」「酢」「ケチャップ」「ソース」が8
～9割にのぼる。「塩麹」「コチュジャン」「タバスコ、チリ
ソース」は2～3割。東北地方では、「ラー油」「タバスコ、
チリソース」「唐辛子」などの辛い調味料の比率が高く
なっている。一方、中国地方では「ラー油」「タバスコ、チ
リソース」が他の層より低くなっている。

◆よく使用する調味料
　よく使用する調味料は、「しょうゆ」「塩」が各8割弱、
「こしょう」「砂糖」「味噌」が各6割、「マヨネーズ」「み

りん」「めんつゆ」「だしの素、液体だし」が各4割で上位に
あがっている。「コチュジャン」「塩麹」「タバスコ、チリソー
ス」「豆板醤」「ラー油」は各1割以下。家にある調味料の順
位と比べると、「ソース」「ケチャップ」「酢」は、よく使用す
る調味料の方が下位になっている。北海道や東北地方で
は、「めんつゆ」が他の地域より高くなっている。
 
◆こだわりがある調味料、2種類以上常備している調味料
　こだわりがある調味料がある人は5割強、「しょうゆ」
「塩」「味噌」が各10％台で上位3位。これらは女性50代
以上で比率が高くなっている。近畿地方では「ぽん酢」、
九州地方では「しょうゆ」の比率がやや高くなっている。
　家にある調味料のうち、2種類以上を常備しているも
のは、「塩」「しょうゆ」が各2割強、「こしょう」「砂糖」「味
噌」「ソース」「酢」が各10％台で上位にあがっている。近
畿地方や四国地方では「しょうゆ」、北海道では「砂糖」
が他の地域よりやや高くなっている。家にある調味料と
比べて、「ケチャップ」「わさび」「みりん」は順位が下。

 
 
─────＜＜ 回答者のコメント ＞＞─────

◆何かと重宝する調味料 （全4,569件）
・だしの素。和風の味付けに万能でほとんどの料理に使
える。（男性27歳）
・キムチの素がいろいろあわせられるので重宝します。何
か足りない、きかせたい時に利用します。（男性39歳）
・白胡椒と黒胡椒、塩胡椒を調理の種類により使い分け
ている。これにより味付けに飽きが来なく、全く違う料
理になる。（男性49歳）
・麺つゆはいろんな料理の味付けや、しょうゆ代わりに
使える。（男性63歳）
・マヨネーズ。子供達が大好きなので嫌いな野菜もマヨ
ネーズを付ければ食べてくれます。（女性29歳）
・カレー粉。ちょい足しするだけで、味を変えられて、万
人受けする味になります。（女性35歳）
・はちみつを入れると身体にもよいし味もおいしくなる
のでよく使っています。（女性46歳）
・玉ねぎスープの素。野菜を煮込む、ナムルの味付け、
ちょっとものたらない時の味付けなど、和、洋中に関わ
らずいろいろ使えて便利。素材の味もそれほど邪魔し
ない。（女性57歳）

【
調
味
料
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
】

【調査機関】マイボイスコム株式会社
【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01月01日～01月05日     
【回答者数】11,189名

調味料にこだわりがある人は3割強、
女性高年代層で比率が高い
こだわりがある調味料は
「しょうゆ」「塩」「味噌」が上位３位
マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、２回目となる『調味料』に関する
インターネット調査を2017年1月1日～5日に実施し、11,189件の回答を集めた。調査結果はこちら。
マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、２回目となる『調味料』に関する
インターネット調査を2017年1月1日～5日に実施し、11,189件の回答を集めた。調査結果はこちら。
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　『SEA SIDE WOMAN BLUES』
というサザンオールスターズの
曲に次のような歌詞が出てきま
す。♪愛という字は真心で、恋と
いう字にゃ下心～。つまり、「愛」
という漢字には真ん中に「心」と
いう字があるから真心（まごこ
ろ）、「恋」には下に「心」がある
から下心（したごころ）。では、
「思」も「忠」も「忍」も「志」も

「念」も下心で、「戀」は「いとしいとしと言う下心」か、となって
しまうので、これは面白いけれども漢字の遊びであって、愛と
恋の本当の定義ではない、と思う人は多いことでしょう。前回
も、「“愛”よりも昔、“孤悲（こい）”のものがたり」と、日本古来の
万葉の恋を称えたばかり。しかし…、作詞者の桑田佳祐氏が
ご存じだったかどうかはわかりませんが「愛は真心、恋は下
心」に似た価値観は本当に、過去の日本に存在しています。
　愛とは自分より誰かほかの人のことを大切に思うことなん
だよ。『アナと雪の女王』でオラフが言うこのセリフは「愛」の
意味の基本を的確に説明していると思います。ただし「愛」と
いう語を日本人が使うようになったのは近代化以降。安土桃
山時代に日本に来たポルトガル人の宣教師たちはキリスト
教の「愛」の意味を伝えるため、訳語として「たいせつ」（大切）
という日本語を使っています。一方、「こい」（恋）は、離れてい
る相手に会いたいと思う気持ちのことです。大昔の日本は「通
い婚」であり、結婚しても男女は離れて暮らしたため、夫は恋
しい妻のもとへと通い、妻は恋しい夫が来るのを待っていた
のです。万葉の「孤悲」（こい）や源氏物語の恋愛絵巻はこうい
う古代日本の風習を土台にして成り立っていたのですが…。
　400年以上前のポルトガル宣教師が残した『日葡辞書』は

当時の日本語の姿が事細かにわかる貴重な言語資料です。
この中には、愛別、愛寵（寵愛）、愛敬、愛着、愛念、愛崇（愛
想）、愛悪、愛恩、愛する、のような複合語はあるのですが「愛」
という単独の語は確かに載っていません。ポルトガル語の
「Amor」（愛）が当てられているのはまぎれもなく「Taixet」＝
大切（当時の発音ではタイシェッ）。そして「恋」には「Coi」とい
う記載があって（ポルトガル語などラテン系の言語では「K」で
はなく「C」を使います）、これの説明は、すごいですよ。すなわ
ち「恋」とは、「愛情、または、よこしまな慕情」。「恋をする」と
は、「みだらな慕情をいだく」。邦訳版の解説によると、宣教師
たちは「恋を、よこしまな、肉体的な愛情に限定した。これは、
清らかな愛、神の愛に対して、人間の男女間の愛を肉体的な
みだらなものと見るキリシタンの宗教的な立場からの説明と
見られる」。続く「Coi～」の項には辛辣な説明がずらりと並び
ます。恋風＝「思慕の情、または、肉体的な愛」。恋草＝「情欲
的な激しい愛情」。恋路＝「欲情、あるいは、みだらな愛情」。
「恋心」も「悪い意味に用いられる」のだそうで、「恋」がいかに
受難の時代であったか、よくわかります。『日葡辞書』は当時の
ローマカトリック、イエズス会のお堅い考え方もよくわかる貴
重な歴史資料です。
　恋がご法度、というのは実は当時の支配階級であった武士
の考え方とも合致します。武家社会では自由恋愛は許されま
せん。人は恋することなく結婚します。武士の世になって以
降、万葉～平安朝の「通い婚」はムラ社会に「夜這い」という
形で残り（万葉集にも「よばひ」という語は出てきます）、よこ
しまなものとして武家にもバテレンにも忌み嫌われたので
す。明治の世の中も要は薩長の元武士による、武家の価値観
が支配する時代。見合いが当然という時代から恋愛結婚へと
日本が移行（回帰？）したのは戦後の、つい最近のことです。
もっとも現代では便利になり過ぎた交通や通信手段のせい

で、会えなくて切ない、という万葉の恋の気分にはなかなか
浸れないかもしれませんが。　
　神を愛する人はいても、神に恋する人は普通はいません。
ギリシャ神話や日本神話の神が地上に降りてきて、イケメン
なので村娘が恋をした、などという場合だけ（そういうことも
ほとんどないと思いますけど）。「愛」と「恋」はこのように用法
を比べてみれば違いがおのずとわかってきます。けれども似
た概念であることは確かで、だから「恋愛」という複合語があ
るのですが、この「恋愛」は恐らく、北京語の直輸入ではない
かと思います。漢語一般では大昔から「愛戀」ですから。「言
語」も北京語。普通話では「語言」です。普通話が成立する前、
北京の口語は一時期、魯迅や老舎など文豪の筆を通して影
響力を持ったことがあって、そのなごりで香港でもいまだに
「瞧」（見る）のような字を見ることがあるし、「貓哭老鼠」と「貓
哭耗子」の両方を目にします（耗子＝鼠、北京語。「猫が鼠に
泣く」＝偽りの情け心）。ところで…、「真心」のない愛もありま
す。簡体字の「爱」。
　「SEA SIDE」は、「SEASIDE」と分けずに書くのが正しい英語
のつづりです。離れているとお互い恋しくなるので、くっつけ
てあげましょう。

大沢ぴかぴ
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言
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　スターバックス香港は、前もって商品の注文と支払いを行い、指定のスターバックス
店舗で商品を受け取ることができる新アプリをリリースする。サービスの運用はすでに
3月11日から一部店舗で開始されている。

　多忙な日常を送る顧客のニーズを満たし、彼らの時
間を節約して利便性を向上させるために、今回スター
バックスは最新のテクノロジーを導入。同社は香港で

モバイルオーダーと決済、ロイヤリティプログラムを組み合わせて提供する最初の小
売業者となった。新システム、「The Mobile Order & Pay」は顧客にこれまでにないサー
ビス経験を提供し、スターバックスの顧客世界とウェブ、モバイル、ロイヤリティプログ
ラムやカード決済に関してデジタルイノベーションが
急速に広がるポートフォリオを構築するために、ス
ターバックスが行った最新のイノベーションだ。
　このアプリでは地図上から店舗を選択し、商品とサ
イズ、エスプレッソのショット数や乳製品に関するオ
プションを選び、予想ピックアップ時間を確認後、会計
する、という処理全てを行うことができる。注文はオー
ダーを受けてから作られ、”hand-off area”(受け渡しエ
リア)に準備されることになっており、ロイヤリティプ
ログラムでリワードを貯めるのも簡単だ。
　「香港は人々がせわしなく生きる世界有数の都市で
あり、顧客は利便性に高い期待を寄せています。携帯
電話からオーダーし、決済を行うという、顧客のオー
ダーや支払いのカタチを大きく変容させるサービス
を提供する、最初の小売業者となったことを誇りに思
います。スターバックスは、顧客のスターバックスでの体験をよいものにし、有意義な
価値と利便性を提供するためのデジタルイノベーションに今後も注力していくことを
約束します。」と、スターバックス香港＆マカオのエグゼクティブディレクター、Norbert 
Tan氏は語ってくれた。
　The Mobile Order & Payはスターバックス香港の最新版アプリからアクセスできる
が、アプリのダウンロードがまだであればアップルストアもしくはグーグルプレイから
ダウンロードすることができる。アプリ利用者は最新版が入手可能になるとアップデー
トを促される仕組みになっている。

Starbucks
ウェブ：www.starbucks.com.hk

［ Starbucks ］ 

待ち時間ゼロ？　
スターバックスがモバイルオーダーと
決済が可能なアプリを開発

待ち時間ゼロ？　
スターバックスがモバイルオーダーと
決済が可能なアプリを開発
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 ショッピング（香港・広東共通）
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