
13Pocket Page Weekly 03 March 2017 No. 581
B

深圳 香港

　香港では近年、クール食品運送のニーズが増えているが、
同時に品質管理や宅配サービスについて改善要望の声も多い。
この現状を受けて、同社ではいち早くニーズに合わせた特別保冷車を製造、導入した。一般
の保冷車との違いは、同じ荷台に3種類の温度設定が可能な保冷室を3台設置している点。
これにより温度管理の異なる食品も同時に運送することができるようになった。例えば、冷
凍肉・刺身・ワインを同時に運送する場合、冷凍肉は-18℃の冷凍室に、刺身は3℃から8℃
の冷蔵室に、そしてワインは11℃から25℃の低温室で運ぶことができる。利用者にとって選
択肢が増え、さらに便利なクール宅急便をぜひ利用してみては。

香港ヤマト運輸 ウェブ：hk.ta-q-bin.com

香港ヤマト運輸が、
新サービスを2月1日から開始！
3種類の温度設定が可能な
保冷室搭載車両を導入

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。

　香港の科学者達
が、ユーザーに空気
汚染のある地域を避
ける移動ルートを提
案するモバイル・アプ
リを開発中だ。

　ビッグデータによって生み出される、今までにないこのア
プリによって、ユーザーは一本の道から建物内の部屋まで、
特定の場所を詳細にモニタリングした空気の状態と、関連し
た健康リスクを予測し評価した情報を得ることができる。
　開発に携わったベテランの科学者は、「こうした詳細で
パーソナルな分析情報を得ることで、人々は大気汚染の健康
リスクを避ける決断をすることが可能になります。大事なの
は人々に何を恐れるべきか、知らせることなのです。」と語っ
た。このような詳細なアプリが登場するのは世界初で、世界

的にはまだ、大気の汚染に関する情報が不足している状況だ
という。
　アプリは1時間ごとの粒子状物質、二酸化窒素、オゾンなど
の主要な空気汚染物質の量を測定し、近い将来の放出予想
と健康リスクが算出される仕組みになっている。
　HSBC慈善事業プログ
ラムから数千万ドルもの
資金提供を得て開発され
たこのアプリは来年リ
リース予定で、道路や特
定の場所の空気の質を、
72時間前から予想できるという。プロジェクトコーディネー
ターである香港科技大学のAlexis Lau氏は、「このシステムを
使えばどんな汚染物質が、どのように集中するのか、自分が
いる場所と時間から情報を得ることができるので、汚染予報
によって行動計画を見直すことも可能になるのです。また
ユーザーは、自分のいる建物の換気システムや、室内の空気
に外気が及ぼす影響を知るために、通常その窓が開けられ
ているのか、閉じられているのかという詳細な情報まで入力
することができます。」 と語ってくれた。
　2014年にオリジナルの大気汚染インデックスとなった
Environmental Protection Departmentの大気汚染指標は、16
のモニタリング・ステーションで4つの重要な汚染物質の3時
間毎の推移平均に基づくデータを編集しているが、その指標
には病院に入院した患者数との関連性が認められるという。
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この春中学１年生になる三男はほぼ毎日すこぶる機
嫌が悪い。
何を聞いても「うん。」「わかった。」のみの返答で無表情。
この春大学生になる長男も、このころは、気に入らない
ことがあると、扉バ～～～ンッ！！！階段ドンドン
ドンッ！！！
だったので慣れたものです笑

アメリカでは「男の子は13歳でいなくなって15歳で
帰ってくる」と言われています。
自我が目覚め、周りの様々なことに矛盾を感じ、より完
璧さを求め、
自我との統合を図ろうとします。

でも大丈夫。長男もちゃんと高校生で帰ってきました
笑

自我と周りの世界を切り離して考えるのは、動物の中
では人間だけ。

動物にとって見えている世界は、すべて「自分自身」な
のです。
人間も生まれた時は自分と他者の区別がありません。
物ごごろがついて自分と他者、周りの世界を区別でき
るようになると、人と自分を比べたり、力を競ったり、人
を好きになって、でも想いが届かなかったり、、
人からよく思われたい、愛して欲しいという気持ちが
コントロールできない他人や環境を自分の思うままに
コントロールしようともがきます。

思春期は「自我」が芽生えたばかり。
この「理解されたい」承認欲求や、「愛されたい」「異性
と融合したい」性欲などのホルモンが過剰に分泌され
て、バランスが悪い時期。
この欲望を不器用にぶつけながら、他者の反応から多
くのことを学びます。そして、他の誰のせいでもない、
何のためでもない自分のための人生。
自分で自分を愛することが一番大切なのだということ
を学んでいくのです。

「人は人によってのみ磨かれる。」

この時期は外に出て有り余るエネルギーをぶつけ傷
つき、クタクタになって帰ってきます。
家に帰れば完全に電池切れ笑

ついつい不機嫌になってしまう三男にこう言います。
「あなたが機嫌が悪いのはホルモンのせい。だからと
言って家族の和を乱す権利はあなたにはない。でも覚

えておいて。いつでも家族はあなたの味方だよ。」

厳しく怒る必要もない。
かといって放任するのも違う。

「機嫌が悪いのはホルモンのせい」
あたたかく見守っていれば、また元気に戻ってる。
頑張れ！！思春期！！

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18回 不機嫌はホルモンのせい

ライフ（香港・広東共通）
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フラワーアレンジメント教室
Mid Levels Westでブーケのレッスン、
ワークショップを行ってます。お花のあ
る生活、自分時間にお花を始めてみま
せんか？トライアルレッスン(HKD500)
は随時開催中です。お時間があります時
に是非遊びにいらして下さい。詳細はお
気軽にviolettaflower88@gmail.com
 (Noriko)までお問合せ下さい。
WEB: 
https://violettaflower.amebaownd.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務スタッフ（パート）募集
簡単な翻訳作業（英語から日本語）、
データ入力ほか事務一般作業
専門知識は必要ありませんが、週に４
～５日出社できる方希望。ご興味ある
方はメディポートの堀までお気軽に
メールください。
hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）

SNSの画像投稿で他に差をつけたいのなら、以下の写真加工アプリを是非試してみては。
最新アプリ達の世界をご覧あれ。

　写真好き向けに専用SNSもあるオール
インワン写真編集アプリ。
　ミニマルながら、明るさ、コントラスト、飽
和、色味、ハイライト、肌のトーンなどを
個々に調整することができるフィルタ機能
を搭載。一部フィルターは有料。

　写真の特性をほぼ完全にコントロールで
きるグーグルのアプリ。特定の領域を選択し
ての調整や、傷を隠す、不要物を消す等の修
正が可能なブラシなど、その機能性は
Photoshopに近い。多くの有名インスタグラ
マーも編集スキルを最大限に発揮するた
め、他のアプリとSnapseedを併用している。

　写真に少しのスモークや、柔らかな光の
アクセントが欲しいときに便利なアプリ。日
光や霧などのエフェクトを効果的に配置で
き、自然な仕上がりが特徴。

　白黒写真がお好きなら、是非試してほし
いアプリ。コントラスト、フェード、影の描写
など様々なエフェクトで写真を好みのムード
に仕上げられる。白黒写真にこんなに多くの
スタイルとオプションがあるなんて！とびっく
りするかも。

　リピート再生されるパラパラ漫画のよう
なGIF画像を作ることができるアプリ。一旦
インスタグラム上でアップロードすれば、ビ
ルトインフィルターを使って、投稿前にカ
ラーやエフェクトを調整できるので、感性の
赴くままに編集してみて。

　G I F画像を作成できるという点は
Boomerangと似ている。お気に入りのス
ナップが撮れたら、100種類以上のエフェク
トを使ってカスタマイズを楽しめる。

　オーバーレイやテクスチャーなど、好みの
フィルターを創作できるユニークなアプリ。
フィルターは保存して他の写真の編集にも
活用できる。

　フェイス、ボディラインをすっきりさせる、
2、3インチ足を長くするなど人物の美的修
正機能が充実したアプリ。顔の傷を消した
り、磁器のようになめらかな肌に仕上げるの
もお手の物。ただしせっかくの修正も誰だか
分からなくなったら本末転倒なので、やり過
ぎには注意しよう。

ライフ（香港・広東共通）
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　膝がやばくて、
　階段昇降出来へんわ～
　PPWで見た、広州の日本人バ
スケットボールチームの記事の
キャッチコピーです。言語学的
にそそられるものがあったので
引用させて頂きます。さてこれ
は大阪弁ですが、関西以外の
方、「出来へん」←これに振り仮
名ふれますか？

　「出来（でき）へん」？ 古い言い方ですね、それは。現在の
主流は、「でけへん」。京都では「できひん」となるので、出来
へんvs.出来ひん、漢字で書いても大阪弁と京都弁は区別で
きます。
　西日本では否定形が一般に「～ん」であり、食べん、書
かん、出来ん、のようになります。京阪の言葉が周囲の西日本
方言と違っていることは今まで述べてきた通りで、この否定形
についても、やはり違っているのです。京阪の「食べへん」の
ような形は「食べはせん」（食べはせぬ＝食べはしない）とい
う言い方から発展してきたもので、→食べやせん→食べや
へん→食べへん、という軌跡をたどったのです。食べんとき
（食べないでおけ）。そんなん知らんわ。あかん！　など一部の
表現に「～ん」が残っているのは、やはり関西ももとは（今も！）
西日本だということの痕跡ですね。ちなみに「あかん」は「らち
が明かない」などの「明（あ）かん」なのですが、これも関西を
遠く離れすぎると影響力がなくなって、「いかん」「いけん」な
どの地元勢力を駆逐するには至りません。土佐弁でも「い
かんぜよ！」。あかんぜよ、ではありません。
　「来る」の例でいうと、きはせん→きやせん→きやへん→
きいへん、と来て、ここで京都弁と大阪弁の分化が起こりま

す。「きい」の母音[i]につられて後ろの「へん」が「ひん」と
なったのが京都の「きいひん」、逆に、「へん」の母音[e]につ
られて前の「きい」が「けえ」となったのが大阪の「けえへん」
です。ある音が、隣接する音の影響でその音と同質の音に変
わる現象を「同化」というのですが、前の音が後ろの音を同
化させるタイプの京都型が順行同化、逆に、後ろの音が前の
音を同化させるタイプの大阪型が逆行同化。McDonald'sを
MgDonald'sのように発音する英米人がいるのは「c」が後続
の有声子音「D」の影響で[g]と有声化するせいで、これは逆
行同化。最後の「s」が[dz]と有声化するのは前の音が有声音
[d]だからで、これは順行同化（大阪弁の「マクド」は逆行同
化を起こしてマグド、とはなりません）。食べへん、上げへん、
寝えへん、などは京阪で共通ですが、イ段の動詞の場合、京
都弁は、起きひん　落ちひん　来いひん、となり、[i]～[i]でき
れいに韻がそろいます。対して大阪弁は、けえへん、でけ
へん、そして五段活用の、言わへん、書かへん、読まへん、など
が、言えへん、書けへん、読めへん、となり、同化の方向こそ逆
ですが[e]～[e]で同じくきれいに韻がそろいます。
　京都では、言えへん、書けへん、と言ったらこれは可能動詞
の否定、すなわち「言えない」「書けない」という意味になりま
す。これらは大阪では、言われへん、書かれへん、です。音変化
が文法構造に影響を及ぼす格好の例で、ドイツ語、オランダ
語、英語などもこのようにして別々の言語へと分かれて発展
していったのです。可能表現にはほかにも「よう言わん」「よう
書かん」というのがあって、これは京阪も含めた西日本の大部
分で共通なのですが、さて東日本の皆さん、「読めへん」（大
阪は「読まれへん」）と「よう読まん」の違い、わかりますか？　
答は、前者が状況的不可能で、暗かったり眼鏡がなかったり
して読めないのです。後者は能力的不可能で、難解な哲学書
や英文だったり、楔形文字のヒッタイト語やヒエログリフだっ

たりして読めないのです（そんなもんよう読むかぁ！）。更に、
３種類の可能表現を持つ言葉もあります。大分弁では、「食べ
らるる」（賞味期限内だから）食べることができる<客観的状
況可能>、「食べれる」（まだ満腹ではないので）食べることが
できる<主観的状況可能>、「食べきる」（どんな激辛料理でも
Ａさんは）食べることができる<能力可能>。東日本にもあり
ます。山形では、「着れね」（この子はまだ一人では服が）着ら
れない<能力>、「着らえね」（この服は小さすぎて）着られな
い<主観状況>、「着てわり」（この店は試着禁止なので）着ら
れない<客観状況>。中国語で、「能」<主観状況>、「可以」<客
観状況>、「会」<能力>、の使い分けに苦労した人、いません
か？　実は日本にもこの通り、３つを区別する言葉はあるの
ですよ（中国語とはもちろん無関係ですが。広東語は、もっと
多いですね、可以、能夠、識、得、倒、會、などなど）。京阪は２
つなので、大阪弁では、
　階段昇降、膝がやばくて「出来へん」＝「不能」、工事中で
「出来へん」＝「不可以」。この子はまだ階段「よう登らん」＝
「不会」。

大沢ぴかぴ

花 

樣 

方 

言

方
言
の
世
界

漫
遊
記 Vol. 110＜大阪弁vs.京都弁＞
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　ベトナム料理といえばあっさりした味付けで野菜を多く使ったヘルシーな料理が多い。日
本人の口にも親しみやすく人気料理の1つだ。香港には、カジュアルなレストランから高級店
まで、ベトナムに行かなくても本格的な味を楽しめる店が多くある。そんな中、「Ee Da Lee」
や「Mamasita」などのレストランを展開する香港の飲食グループ「ZS Hospitality Group」が
オーストラリア出身のベトナム料理のセレブシェフLuke Nguyen氏とタッグを組み、彼の香
港初となるモダン・ベトナムレストランを1月末に中環（セントラル）にオープンした。
　Luke氏は、オーストラリア シドニーにベトナムレストラン「Red Lantun」を3店舗、ブリス

ベンに「Fat Noodle」を展開。ベストセラーのベトナム料理本を2
冊出版、そして、自身の料理番組をはじめ、オーストラリアの人
気料理番組、「マスターシェフベトナム」の審査員としても活躍中
だ。そんな多才な彼の料理は伝統の味に基づきながらも程良
よくモダンな工夫を加えたもの。食材には放し飼いにされた良
質の鶏肉など、品質や産地を吟味したベトナム食材にこだわり

をみせる。「食材の質が良ければシンプルな料理も一段と美味しくなる」とLuke氏は話す。
　そんな彼の料理を紹介しよう。ランチにはグリーンマンゴーサラダ、バンミー（ベトナム
サンドイッチ）、牛肉のフォーなどLuke氏の腕でワンランクアップされたベトナムのスト
リートフードを提供。ディナーには伝統的なベトナム食材を使用し、彼の得意とするガス
トロノミック・テクニックで丁寧に上品な味に仕上げる。人気メニューは、エビとキャラメ
ライズしたポークネックを餅の上に乗せた「Aunty 5’s Rice Cake」、緑茶でスモークした鴨
の胸肉の「Green Tea Duck Breast」。ベトナムのハーブ、季節の野菜、レタス、麺を好みに
合わせて包む「Lemonglass Wagyu Beef」など、しっかり肉も野菜も摂れるヘルシーメ
ニューが並ぶ。
　その他、メインディッシュには満足感のある「Black Angus Beef Sirloin」やグリーンマン
ゴーと白身魚の姿揚げ「Whole, Crisp Fried Yellowtail Snapper」はシェアしていただくの
にぴったり。Luke氏の料理をもっと存分に味わいたいと言う人は、HKD428のディナーの
テイスティングメニュー（最低4人～）を試してみては。プラスHKD258でワインペアリング
もできる。
　食事の最後には別腹でも食べたいデザートを忘れずに。Luke氏のアイディアが光るシ
ソとハニークランブルを合わせた「Avocado Tart」はマスト！ 
　さあ、さっそくセレブシェフの作るベトナム料理を味わいに行こう。

Moi Moi by Luke Ngyuyen 
住所：Lobby, Nexxus Bldg., 41 Connaught Rd. Central, Central
電話：(852)2808-1086
時間：月～土 11:30～15:30、17:30～22:00
ウェブ：www.moimoi.hk

Moi Moi by Luke NgyuyenMoi Moi by Luke Ngyuyen

オーストラリア出身、セレブシェフの
モダン・ベトナムレストランが中環に！
オーストラリア出身、セレブシェフの
モダン・ベトナムレストランが中環に！

ご飯が進む
「Slow Roasted Free Range Chicken」

シェアするのにぴったりの
「Whole, Crisp Fried Yellowtail Snapper」

濃厚でまろやかな味が魅力の
「Avocado Tart」

緑茶の香りが漂う「Green Tea Duck Breast」
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2017年もスムージーやアサイーボウルのブームはまだまだ続きそう。インスタグラムは色とりどりの美味しそうな画像達で溢れている。
ジューシーなベリー類やフルーツに、南米原産のスーパーフルーツ、アサイーをブレンドし、グラノーラを載せたスペシャルな一品は、
1日をパワフルにスタートするのにも、ハイキングやスポーツ後のリフレッシュにもぴったりだ。
そんなスムージーやアサイーボウルを時間帯に関係なく楽しむことができるお店を紹介しよう。

2017年もスムージーやアサイーボウルのブームはまだまだ続きそう。インスタグラムは色とりどりの美味しそうな画像達で溢れている。
ジューシーなベリー類やフルーツに、南米原産のスーパーフルーツ、アサイーをブレンドし、グラノーラを載せたスペシャルな一品は、
1日をパワフルにスタートするのにも、ハイキングやスポーツ後のリフレッシュにもぴったりだ。
そんなスムージーやアサイーボウルを時間帯に関係なく楽しむことができるお店を紹介しよう。

ヘルシーな朝ごはんにぴったり！
アサイーボウルやスムージーが美味しいお店6選
ヘルシーな朝ごはんにぴったり！
アサイーボウルやスムージーが美味しいお店6選

　スムージーファンに圧倒
的支持を得ている「Genie 
Juicery』の新メニューは、
生のフルーツ、ブレンドし
たスーパーフルーツなどを
盛り込んだ「smoothie bowls」(HKD80)。シュガーフリー
で食事制限中の方も安心して食べられる。素材はオーガ
ニックのものにこだわっており、ビーガン、グルテンフリー
対応。希望すれば乳製品フリーにもできる。Chocolate for 
Breakfast、Green Scream、Berry niceの3種からベースを
選んだら、オプションで4種のトップングをチョイス。カカ
オニブ、バナナチップス、ココナッツシュレッドやグルテン
フリーのグラノーラなどのトッピングがお勧めだ。

 Genie Juicery
住所：Shop A, 1/F., Fook Moon Bldg., 
　　  56-72 Third St., Sai Ying Pun
ウェブ：www.geniejuicery.com

Genie Juicery
　中環（セントラル）の中心とい
う便利なロケーションの「Be 
Juiced」の看板商品は絶品のアサ
イーボウル。凍らせたアサイーパル
プにとリンゴジュース、フレッシュバナ
ナを合わせたベースに、新鮮なフルー
ツ、グラノーラ、カカオニブや種類豊富なナッツバターや
ローハニーなどから好みのヘルシーなトッピングを加え

て、オリジナルのアサイーボウルを
完成させよう。サイズはSma l l
(HKD65)またはLarge(HKD115)の2
種類。

 BE-JUICED +BAR
住所：45 Peel St., Central
ウェブ：www.bejuiced-hk.com

BE-JUICED +BAR
　「Grassroots Pantry」で提供す
るのはオーガニックローフードを
使った、美味しくてヘルシーなメニュー。カカオパウダー
にココナッツケフィアヨーグルトとフラックスシード、発芽
パンプキンシードやクランベリーフレークにフレッシュフ

ルーツを組み合わせた「The Acai 
Berry Cacao Bowl」(HKD98)は同
店ならではのアクセントが効
いていて人気。
　スーパーフードのエネル
ギーがたっぷり詰まった、ピュ
アでヘルシーで、神聖な味わい

を楽しんで。

 Grassroots Pantry
住所：108 Hollywood Rd., Sheung Wan
ウェブ：www.grassrootspantry.com

Grassroots Pantry

　「MANA!」の自慢は社会
や環境に優しく、美味しく
てフレッシュな植物ベース
のスナック達。ブレンドア
サイーの上にロー・グラ
ノーラとカットバナナを載
せたヘルシーで美味しい
「Acai Bowl」(HKD70)は良
質の素材を使ったシンプルな一品。忙しい朝に活力を
与えてくれること間違いなしだ。

 MANA! Fast Slow Food
住所：香港内に複数店舗あり
ウェブ：www.mana.hk

MANA! Fast Slow Food
　トレンドが次々生まれる
西營盤（サイインプン）に
あるクラッシックなビスト
ロ、「Metropolitan」では、
パリのエッセンスが詰まっ
たグルメや健康的なブ
レックファーストメニュー
を提供している。スロー
ペースな日曜朝の始まりには、ロー・オーガニックアサ
イーパルプやシュガーレスグラノーラ、ミックスベリー、バ
ナナがたっぷり入ったアサイーグラノーラボウル、「Le 
Fruité」(HKD88)がぴったり。

Metropolitain
住所：G/F., 46 High St., Sai Ying Pun
ウェブ：www.french-creations.com/
　　　  metropolitain

Metropolitain
　セントラルの中心に位置し、ヘル
シーフードにこだわりを持つ人々に人
気のレストラン、HOME ‒ Eat to Liveで
は、バナナチップやミックスフルーツ、
シード各種、サクサクなシリアルなどか

らコンテンツを選んで自分好み
にカスタマイズできるアサイーボ
ウル(HKD55)が人気。栄養たっぷ
りのラップサンドや野菜たっぷり
のアースボウル、ビーガンケーキ
などのスイーツ類など、ランチメ
ニューも充実している。

HOME ‒ Eat to Live
住所：Shop G01 & 101, Nexxus Bldg., 
  　　77 Des Voeux Rd. Central 
ウェブ：www.homerestauranthk.com

HOME ‒ Eat to Live
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元祖スーパーフード？
ナッツ類にまつわるエトセトラ
今年はより健康的な食生活を目指したいとお考えなら、日々の食事にナッツを取り入れるのは手軽な方法かもしれない。
最近の研究結果によると1日20g以上のナッツを食べる人は冠状動脈性心臓病で30％、癌で15％、
健康に関するリスクを減らすことができるという。

　ナッツ類摂取による健康効果の研究はインペリアル・カ
レッジ・ロンドンとノルウェー理科大学の研究者によってす
すめられ、共著者のDagfinn Aune氏は、「今回の研究では、
ナッツと健康の関係性の根底に存在する、様々な病気のリス
クに対する一貫した効果を発見しました。摂取量からすると、
その効果は相当なものです」と語った。
　調査は木から取れるナッツと、実は豆類であるヘーゼル
ナッツ、ウォルナッツ、ピーナッツの区別なく行われたが、結
果は概して類似していた。
　ナッツには脂肪が多いが、食物繊維とタンパク質も多く含

有しており、肥満のリスクを減らす可能性があることを示唆す
る幾つかの証拠も見つかった。Michelle Lau氏(Nutrilicious公
認栄養学者、栄養教育者）は、「ナッツは栄養分が豊富なた
め、一日片手1杯程度の摂取にすべきで、蜂蜜などでコー
ティングされたもの、塩味が付けられたものは避け、アレル
ギー発生防止のためにも、様々な種類のナッツを食べるの
が良い」と語った。また、ナッツの薄い皮はフラボノイドやポ
リフェノールが最も多く含まれている部分であり、健康効果
からすると捨てるには惜しい存在なのだとか。
　アフラトキシン（急性肝炎、免疫抑制などとも関係している

有毒発がん性物質）を分泌するアスペルギルス属真菌による
汚染を防ぎ、かつオイル成分やビタミンEの破壊を防ぐために
も、ナッツは直射日光の当たらない、涼しく、乾燥した場所に保
管するのが良い。もしおかしな匂いや味がしたら廃棄しよう。
　Lau氏はナッツアレルギーがある人は代わりに全粒穀類、ひ
よこ豆のホムスなど低タンパクな食材、様々な果物と野菜で栄
養を摂ることを勧めている。亜麻やチアの種子、麻の実は、ナッ
ツの代表的な代替物であり、それらはナッツに類似した脂肪
や繊維、ミネラルを含んでいる。噛み応えのあるものがお好み
なら、ヒマワリの種やソイナッツも良い選択肢かもしれない。

　他のナッツよりも多くの食物繊維とビタ
ミンEを含み、マグネシウムとマンガンも

多い。ビタミンEの酸化防止剤機能がLDL（悪玉
コレステロール）と総コレステロール値を減らして心臓

病のリスクを軽減するのに加え、セレン（ミネラル）を多く含むので癌の防止効
果もある。アーユルヴェーダの医療でも、脳の活力、長寿に有効とされる。

アーモンド

　多くのナッツより低脂肪で、糖尿病患者
に有益で慢性的炎症の防止にも効果的な
アナカルジン酸を含む。豊富に含まれるオ
レイン酸、パルミトレイン酸などの一価不

飽和脂肪酸は心臓に負担が少なく、血液中の善玉コレステロールを増やし、悪
玉コレステロールを減らす働きがある。

カシューナッツ

　体の酸化を防いで心臓病を予
防し、癌の発生を予防するセレン
が豊富。食物繊維と良質な脂肪
を多く含み、解毒と抗炎症作用、
甲状腺機能の向上に役立つ。

　ナッツの中でも食物繊維量が
多く、ビタミンE、葉酸、ナイアシン
（ビタミンB3）、マグネシウムとカ
リウムも含んでいる。中医学の世
界では皮が血小板の不足に効果
的とされる。

ピーナッツ

　木の実の中で最も多くのポリフェノー
ルとフラボノイドを含むほか、ビタミンA、葉
酸、カルシウム、マグネシウム、リン、カリウム、

ビタミンB群、亜鉛など様々なビタミン、ミネラルを含有し、LDLコ
レステロールの酸化を防ぐビタミンEも豊富。片手1杯で1日に必要な食物繊

維の10%を摂ることができる。

ピーカンナッツ
　木の実の中で2番目に高いポリフェノー
ルとフラボノイドを含み、カリウム、ビタ
ミンB6、銅やマンガンも豊富。"殻付きピス

タチオを食べていると、満腹感と満足感を強
化してカロリー制限に効果的”という調査結果もある。間食に取り入れれば血糖
値、血圧、体重のコントロールと、抗炎症作用の作用が。

ピスタチオ

　ビタミンE、マンガン、チアミン
（ビタミンB1）、葉酸と脂肪酸を
高水準で含み、認知症予防に効
果的とされる。葉酸も豊富で、妊
婦が摂ると胎児の脊柱と脳の発
達に役立つ。

ヘーゼルナッツ

栗 マカダミアナッツ

ブラジルナッツ

　他のナッツより食物繊維と一価
不飽和脂肪は少ないが、オメガ-3
を多く含み、酸化防止効果が高い。
1gのクルミには不眠症の改善に有
効なメラトニンが2.5～4.5ng（ナノ
グラム）含まれる。

クルミ

　糖尿病性合併症と癌の予防に効果的なケ
ルセチンなどのフラボノイドを含む。適切な
摂取量は健康状態によって異なり、栄養の吸
収障害による慢性的な下痢で苦しむ人が多
めに摂ることは症状を改善させるが、完治後
は却って便秘の原因になる可能性がある。

　グルテンを含まないので、グル
テンフリーの食事によく使われる。体
の代謝機能に不可欠な多くのビタ

ミンB6類が豊富なほか、冠状動脈疾患のリスクを軽減する一価不飽和脂肪とポ
リフェノール合成物質を含む。
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　「MISCHA」は2017の春夏コレクション“home”をテーマにしたヴェスタコレクション
を発表した。
　現在人々は常に世界中を旅行し、複数の国を拠点に生活している。ヴェスタコレク
ションは、家、健康、家族を象徴するローマの女神にちなんで名づけられ、コンセプト
の”home”とは自分のハート/心のある場所、大切な思い出や人々、旅行時に持って行く
アイテムを指す。  
　今回のコレクションは柔らかい色調展開で、最も愛用されているモノグラムトートと

モノグラムクロスボディに加え、レザーバッグのラインが拡大された。世界を飛
び回るグローブトロッターにインスパイアされた新た
なスタイルとしてクロスボディクラッチ、落ち着いた
ローズとグリーン、ニュートラルストーンの両面3色展
開のマイクロミニ、レザーフォリオポーチ、レザーバ
ケットバッグ等がデビューした一方、根強い人気の
ジェットセットトート、オーバーナイター、フォリオポー
チも引き続きコレクションに健在だ。ローズゴールド
の金具とあや織りストラップのコントラストが今シー
ズンのカラーを引き立たせている。 
　2004年に創業したMISCHAは、現代の女性の勇敢さ
と過去の冒険譚をテーマに、多彩なデザインにより時
代を超え、優秀な旅の伴侶となる商品作りを目指すブ
ランド。ハンドバッグはオフィス使いから特別なシーン

まであらゆる機会に持てるようにデザインされている。ヘキサゴンプリントのトートバッ
グはアイコン的な存在として最もよく知られており、世界中の人々の旅行と生活スタイル
に欠かせないブランドとなりつつある。
　心弾む春の装い。ワードローブにMISCHAのヴェスタコレクションを加えてみてはい
かがだろうか。
　MISCHAのヴェスタコレクションは世界各地の高級百貨店と下記のセレクトショップ
にて購入できる他、公式サイトでは世界中どこからでも送料無料で購入可能。

MISCHA
セレクトショップ取扱店：Ear Papillonere (Japan)、Kapok (Hong Kong)、 Lane Crawford (Hong Kong)
　　　　　　　　　　  Harvey Nichols (Hong Kong)、Rue Madame (Hong Kong)
　　　　　　　　　　  Tangs (Singapore)、Robinsons (Singapore)、Sogo (Jakarta)
ウェブ、オンラインストア：www.mischadesigns.com

［ MISCHA ］ 

MISCHAから今年の新作
コレクションが登場
MISCHAから今年の新作
コレクションが登場
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