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香港

深圳

　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！！

香港

広州

　皆さん、はじめまして！
　たった今、銀行からのローン勧誘電話
にイラっときて「じゃ、100万ドル貸してよ」
と言った途端に電話を切られたルーシー
龍です。こちらのコーナーでは私と私の
香港人妻との間で起こる日々の出来事
を題材にしながら、普段見られない香港人の素顔に迫っていきます。
　第一回の今回のテーマは「香港人と結婚することとは？」です。
　香港生活において香港人妻から受ける恩恵は大きいです。
　先日、携帯の契約プランを変えようと思って携帯ショップへ行ったのですが、
「これ以上安いプランはない」とスタッフに言われてしまったんです。私はそんな
はずがないことを知っていましたが、このアジアの壁ならぬ香港の壁を越えること
は･･･できませんでした。そこで、妻に相談し、週末一緒にその携帯ショップに行
きました。そうしたら、やっぱりもう一つ安いプランがありました。香港の壁を越えら
れるのは香港人だったか…。私のストレスが一つ解消された瞬間でした。
　また別の日に、私の日本の友人のために香港のホテルを予約したのですが、
当日行ってみると「予約がされていない」と言われたんです。予約番号を見せて
もスタッフは「ない」の一点張り。その態度に私もさすがに怒りを覚えましたが、隣
にいた妻はすでに爆発！（恐）
「あなたじゃ話にならないから責任者呼びなさい」
　それからマネージャーが出てきてもう一度捜させると、ちゃんと予約されていま

した。その後はマネージャーに「スタッフ
の教育がなっていない」という妻からの
説教。結局バルコニー付きの部屋に無
料でグレードアップしてもらえました。さす
がだ…。（驚）私のストレスがまた一つ解
消された瞬間でした。
　いかがでしょう。このように、香港人の
味方が隣にいるだけで、香港生活で感
じるストレスが一つずつ解消されてい
くんです。ですから「香港人と結婚するこ

ととは？」･･･それは「香港で自由を手に入れること」なんです。もちろん、このこと
は香港人の旦那や恋人や友人が隣にいても言えると思います。みなさんにも是
非、香港人の相棒を見つけることをオススメします！
　ところで、最後にもう一つ、皆さんに注目してほしい
ことがあります。それは携帯ショップ、ホテルのロビー
で妻の横にいた私です。「虎の威を借る狐」あの時
の私はまさに狐でした…。（笑）が、そんな狐も、虎の
威を借り過ぎてはいけません。虎の牙が襲いかかる
のは何も香港人だけとは限らないのです…。（汗）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　つづく

ルーシー龍（りゅう）
香港人妻との結婚歴3年目の日本人。沢木耕太郎の「深夜特急」を読んでチョンキンマン
ションに憧れて香港にやって来る。趣味は早く家に帰って妻と一緒にTVBのドラマを見ること。

香港人と結婚することとは…？
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第１回

バルコニー付きに！

メイドインジャパン大好き
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◆風水が生まれた理由◆ 
　「風水が生まれた理由は何でしょうか？」
　先日、ある学生さんにこう聞かれました。風水が中国でなぜ生
まれ、香港でどうして広がっていったのか？と。孟意堂は迷わず
こう答えました。

　子孫繁栄。

　古（いにしえ）の人達の心は偉大です。自分の目の前に起きて
いる出来事や私利私欲よりも、子孫をどう安定させ一族をどう
やって繁栄させるかをまず優先させていたのですね。皆さん
だったらそのためにどんな仕掛けをしますか？
　古の人たちは「祠堂（しどう）」と呼ばれる霊廟を建て、それを
大切にしていったので
す。素晴らしいエネル
ギースポットにその子孫
を繁栄させるような仕掛
けをすれば、子孫だけで
はなくその町や村が安
定し繁栄していく、そう考
えられていたのです。
  

◆祠堂パワーはすごい！ ◆　　　 
　風水には人々が生活したり活動する「陽宅（ようたく）」とご先
祖様やあの世に行った方々が住む「陰宅（いんたく）」があるの
はご存知かと思います。 
　陰宅風水の方が陽宅風水よりも影響力が高く、そのため陰宅
風水の方が長い歴史の中では重要視されてきました。

　昔の中国には、○○家のお墓を目茶苦茶にしたからXXの戦
いで勝てたとか、祖先のお墓を○○山のエネルギースポットに
祀ったから子孫の中にすごい将軍が生まれた等、陰宅風水にま
つわる多くの話があります。
　香港でも【玉女拜堂】、【仙人大座】、【半月照潭】、【金鐘覆火】、
【荷葉拔龜】、【狐狸過水】等とネーミングの付いたエネルギース
ポットのあるお墓は惚れ惚れするほど素晴らしい陰宅です。元
朗や大埔、錦田、西貢等のエネルギースポットには香港角界の
多くのご先祖様が眠っています。
　陰宅では、火葬よりも土葬の方が風水の効果が高いため、現
在も香港や中国には土葬の習慣が残っています。その時代の
風水師に依頼をし、その時代のとびきりのエネルギースポット
にお墓を建て、それと同時に素晴らしいエネルギースポットに
祠堂を定め、先祖の魂が宿るお位牌をそこに納めていきまし
た。今から700年以上前に元朗に建てられた鄧氏祠堂。その後
鄧氏一族がこの香港内に50万人以上存在していることと鄧氏
祠堂とは無関係ではないはずです。
　しかし、火葬が一般的になり、祠堂は「ヘリテージ」と呼ばれ
るように過去のものになりつつあります。ご先祖様が旅立った
時に巡ってくる、この人生の大チャンスを多くの方々が逃して
いるのです。

◆孟意堂的陰宅風水の奥義◆ 
　風水の究極のキーワードに「感応」という言葉があります。
　土に埋葬された肉体は地面のエネルギーとその時の天のエネ
ルギーを受け不思議な化学反応を起こします。その不思議なエ
ネルギーは、どうやら血を分けた子孫にだけ感応するようです。
　孟意堂の中学校のすぐ近くに祖父母のお墓がありました。学
校の帰り道にそのお墓に行くことがよくありました。高校受験の

頃でした。お墓の前で頭を下げると何となく誰かに頭を撫でて
もらっているような、「もっとがんばれよ」とエールを送ってもら
えるような気がしていたのです。その頃は誰にも言えませんでし
たが、きっとこれが「感応」の一つなのだろうと思います。
　祖先の肉体が眠るお墓と魂が眠る祠堂は、自分の土台のよう
に大事なものです。
　両親がいなかったら自分は生まれてこないし、祖父母がいな
かったら両親は生まれてきません。祖父母もその両親がいな
かったら生まれて来なかったのです。それはどんな親でも、どん
な祖先であっても、です。
　彼らが亡くなった後、勿論無言ではありますがさらにパワー
アップして子孫に無償の愛を与えているかのようです。それに
我々が気づき感応できるかどうか、これがズバリ陰宅風水の奥
義です。

風水の奥義を行く！ 第62回  私が生まれた理由、の巻
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは香港の伝統的な風水をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、著名ブ
ランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常派風水
に師事。易経を含めた玄学に長年携わり、漢五派第七十三代嫡系・
孟意堂として住宅、事務所、店舗等の風水、開業や引越し、結婚等の
日取りの選定、四柱推命で人生の様々な問題やニーズに対応してい
る。著書に「金運を引き寄せる孟意堂風水（廣済堂出版）」がある。

孟意堂
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2201, Tower 2, Times Square, 
  　　1 Matheson St., CWB
電話：(852)9841-6366　
ファックス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com
ホームページ：http://mannidou.com
フェイスブック: mannidou

ライフ（香港・広東共通）
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香港

　江戸時代から明治時代にかけて、日本で独自に研究・発展していった数学を和
算という。和算家の代表格として有名な関孝和の研究は、江戸時代の鎖国の間に
も関わらず世界最高水準まで達していた。また、江戸時代の算術書「塵劫記」は日
本中で大ベストセラーとなり、日本の数学を大きく発展させたというぞ。
　現代の日本の算数・数学は西洋から輸入されたものだが、一方で和算の魅力が
再評価されておる。今回の挑戦状は、「塵劫記」の中の「油分け算」と呼ばれる問題
をテーマにしたものじゃ。

　攻略するために１番必要なことは、泥臭く解くこと、これに尽きる。どちらかの容
器に１分間水を入れてみる。別の容器にも水を入れてみる。あふれるまで水を入
れてみる。思いつく限りの作業をする姿勢が何より大切なのじゃ。実際に容器を準
備したり、図を書いてみるとイメージしやすいだろう。
そしてもう一つ攻略するために必要なことは、
「逆の発想」を検討すること。容器には目もりが
ないので、どのように「水を入れる」のかを考え
ているだけでは、この問題は解けない。逆の発
想をし、どのように「水を捨てる」のかを考えられ
る人が、問題を解決できるのじゃ！
　右の図のように容器を傾けることで、容器の
半分の水を量ることができるぞ。この発想がで
きれば、今回の挑戦状は攻略できたようなも
の。あとは泥臭く調べてみよう！

【挑戦状】
拙者は忍者エピス丸。 オヌシはこの問題を解けるかな。

e

e

難攻不落の
算数城攻略！

忍者エピス丸

〈九龍教室〉
住所：Shop 143-145, Level 1, The Laguna Mall,
　　  8 Laguna Verde Ave., Hung Hom, KLN
電話：(852)2362-0221
ファクス：(852)2362-1181

〈香港教室〉
住所：1/F., Redana Ctr., 25 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2838-7177
ファクス：(852)2838-1027

〈圷 加寿男（あくつ かずお）先生 プロフィール〉
神奈川県大和市出身。高校時代はサッカー部のキーパーとして活躍。香港でも日
曜日はサッカーで汗を流す。エピスでは教務部長として、受験算数・数学のエキ
スパートとして大活躍の日々。長期休暇はバックパックひとつで、ふらっと旅に出
る。これまでに訪れた国は、インド、バングラディシュ、スリランカ、タイ、ベトナム、
ラオスなどなどアジア中心だが、時にはジャマイカ、パラグアイなど南米まで足を
伸ばすこともあるという、陽気なラテン系。最近のマイブームはダイビング。

【攻略キーポイント】

〈わかば深圳教室〉
住所：中国深圳市南山区南海大道1113-1115号
　　  花様年美年広場3棟2階
電話：(86)755-2162-1702
ファクス：(86)755-2667-8117

解答はコチラから！

epis　学習塾
episのHPからもご覧いただけます。

春子さんは、砂時計と容器を使って問題を出しました。
図１は１分間を計ることができる砂時計です。また、
図２は水が５００mlと４００ml入る直方体の容器です。
それぞれ１個ずつあり、いずれも目もりはありません。

春子 ： 1分間に水の出る量が、３００mlになるように水
 道のじゃ口を調節したわ。５００mlと４００mlの
 容器と砂時計から必要なものを選んで、３５０ml
 を量る方法を考えてみてね。
夏男 ： うまく組み合わせれば、量れそうだね。
春子 ： 量る条件として、５００mlと４００mlの容器と砂時
 計以外は使えないものとするわ。調節したじゃ口
 から流れる水をくんで、量りとってね。

春子さんの出した条件で、３５０mlの水を量る方法を文や図を使って書きなさい。

オヌシなら、まず何をする？　健闘を祈る！
2009年度 千葉県立千葉中学　入試問題

図１

図２

香港スクール香港スクール
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SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所：5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan（佐敦駅より徒歩2分）
電話：(852)3520-2329（日本語可）  
営業時間： 月～金 09:30～22:00
 土 09:00～19:00
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com
フェイスブック: www.facebook.com/streamwisdom

SOWランゲージセンター

講師によるレベルチェック、授業の体験ができ、学校の環境などもご覧いただけます。
安心して学びを開始していただけます。また当校の説明もさせていただきます。

英語・北京語・広東語の30分無料体験レッスンを実施中！（要予約）
他校からのレシートを持参した方2時間分の個人レッスンをプレゼント！

詳しくはお気軽にお問合せください。

　せっかく香港にいるのだから、もっと生活を楽しみたい！より
多くの人と交流したい！会話力を集中的に身につけたい！そん
な人は、創立15年以上のSOWに手伝ってもらってみては。
　同校は、一人一人に合う実践的なレッスンの提供を心がけてい
る。授業は個人、或いは少人数クラスのレッスンを選ぶことができ、
自分のスタイルとスケジュールに合わせて学習することができる。
　ビジネス英語コースでは、弱点や欠点に特化したカリキュラムを
組んで、自分のペースで取り組むことができる。メールの書き方や
交渉の仕方など、ビジネス上役立つ技術をしっかり学ぼう。
　さらに、講師は日本語を話せるネイティブスピーカーなので、
発音や文法等を日本語でわかりやすく説明してもらえる。授業内
容が生活に密着した内容である点もSOWの特徴で、リーズナブ
ルな学費で完全月謝制とシステムもわかりやすい。学習のサポー
トとして、レッスンの振り替え及び長期休暇制度、ベビーシッター
等のサービスも行っている。
　また、課外体験学習イベントにより、生徒たちの交際範囲が広
がるよう努めている。同校で早速語学学習を始めてみよう。

2017年開催予定イベント
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香港

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）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

看護師さん募集
英語または広東語ができるパートの日

本人看護師を募集しています。勤務は

セントラルにある総合クリニックです。

健康診断業務、通訳業務、関連事務作

業など幅広く行っていただきます。詳細

につきましては、メディポートまでお問

い合わせください。メディポート 堀まで

hori @mediport.com.hk

電話 25771568

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 お部屋貸します！
MTR尖沙咀駅、AEON、公園に近く、超

便利で閑静な立地。綺麗で大きな窓で

明るお部屋。全家電、洗濯機、除湿機、

家具完備。キッチン、調理機材等、生活

に必要なものは一通りそろっています。

高速インターネットあり。230sqf～。月

額HKD7,500～（管理費、税金、水、

GAS、WiFi込み）。

お問い合わせはMs. Linまで。

Tel / Whatsapp / Line：

(852)6800-1735（中、英、日語可)

仲介料なし

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
日本人入居者募集マンション

將軍澳 (Tseung Kwan O)エリア

Ocean Shores　(維景灣畔)　Tower1

2LDK (G.676 / N.504sqf)

希望家賃HKD18,000（管・税込み）

家具・家電完備、眺めは海景です。

最寄駅は調景嶺(Tiu Keng Leng)

いつでも内覧案内可！

お問合せは三宝不動産まで。

Tel: 2566-0155

info@sanpou.com.hk

http://www.san-pou.co.jp/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。）
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　考えてみれば当然のことだが、数千年前、稲作が始まったと同時
に存在する「粥」。香港ではどこの街を歩いてもすぐに「麵・粥」の看
板が見つけられるほど、「粥（チョッ）」はとてもポピュラーな「庶民
の味」だ。日本の粥に似て比較的サラリとした潮州式の粥もある
が、何と言っても米粒の形がなくなるほどトロトロの糊状に煮込ま
れた広東スタイルが一般的に香港人に愛されている。細長い揚げ
パンのような「油条（ヤウティウ）」を一緒に食べるのが定番スタイ
ルだ。
　様々な具材のコラボレーションが楽しめる広東粥の中でも、最も
有名なのは「艇仔粥（デンヂャイチョッ）」だろう。イカ、豚皮、牛ミン
チ、内臓、レタスの千切りにピーナッツ等が入っている。広州荔湾の
人々が船上で粥を作って売ったのが始まりだといわれている。新鮮
な材料をたっぷり使った粥は大評判となり広まったという。また、そ
の昔、中国で猛勉強の末みごと科挙の試験に合格した男（一説に
は明時代の倫文敘、また一説には清時代の林召棠ともいわれる）
が好んで食べたということに因んで名づけられた「及第粥（カップ
ダイチョッ）」には、レバー（肝臓）、マメ（腎臓）、ガツ（胃袋）など入っ
ており、栄養たっぷり。縁起を担ぎたい受験生にも人気の粥だ。

　「内臓系はちょっと…」と
うい方は「魚片粥（ユー
ピンチョッ）」（魚の切り身
が入っている）や「皮蛋痩

肉粥（ペイダーンサウヨッ
チョッ）」（豚のミンチとピータン
入り）などシンプルな具材のも
のを。総じて比較的安価な粥の
中でも低い価格帯で「お粥の入門編」と言っていいかも知れない。
また、ちょっとだけ贅沢なものとしては、ワタリガニやエビを具材と
したものもある。贅沢とは言っても高級路線に寄り過ぎることなく、
甲殻類の旨味が粥全体に染み渡った味わいは日本人の好みにも
合うこと間違いない。
　日本の雑誌の「香港特集」などでも紹介され、地味ながらも雲呑
麺の名店として知られる「麥明記」。西營盤（サイインプン）のク
イーンロード・ウエスト沿いに店を構える同店は、雲呑麺もさること
ながら粥も美味しい店だ。中でも「蝦球粥（ハーカウチョッ）」は絶
品。「蝦球」とはエビのすり身団子のことではない。大振りのエビの
むき身がクルっと丸まってゴロゴロ入っているのだ。もちろん食感
はプリップリ！しかもただの茹でエビではなく、しっかりと下味が
つけてあり、シンプルな広東粥とのバランスが絶妙だ。麥明記に初
めて行くなら雲呑麺を、二度目なら蝦球粥をお試しあれ、とオスス
メしたい。

麥明記（Mak Ming Noodles）
住所：G/F., No.309, Queen's Rd. West, Sai Ying Pun
電話：(852)2633-2368
時間：10:30～23:00

香港巷の庶民食「広東粥」

エビプリ、ゴロゴロ粥
見つけた！
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◆食事を作る頻度について
　自宅で食事を作る人は全体の7割強、男性の6割弱、女性の9割強となった。
その中で「ほとんど毎日」作る人は全体の半数弱、男性30代以上で2～3割、女
性30代以上で6～8割。

◆食事のメニュー検討の参考情報源について
　食事を作る人が、メニューを考えるときに参考にする情報は、インターネッ
トでは「パソコンのWebサイト、ブログ、SNSなど」が37.2%、「スマートフォン・
携帯電話のWebサイト・アプリ、ブログ、SNSなど」が18.6%となった。その他、
「テレビ番組」「料理レシピを書いた本」「家族の意見」「家族や友人・知人など
からのレシピ」などが各2～3割みられる。

 「スマートフォン・携帯電話のWebサイト・アプリ、ブログ、SNSなど」は
若年層での比率が高く、女性20代では5割強で1位だが、女性50代
以上では1割強と、年代差が大きくなっている。

◆食事のメニュー検討時のWebサイト・アプリ・SNSの
利用頻度について
　食事のメニュー検討時にWebサイト・アプリ・SNSを参考
にする人の利用頻度は「月に2～3日」「月に1日以下」が各3
割弱。週1日以上利用者は、Webサイト・アプリ利用者の5割

弱で、過去調査より減少傾向となり、女性20・30代では各6割と他の層より高
く、利用頻度が高い傾向となった。

＜回答者のコメント＞※カッコ内は自宅で食事をつくる頻度
●食事のメニューの決め方（全4,862件）
・スーパーなどで安く売られている食材からメニューを考える。
　(男性 27歳 週4～5日)
・少ない食材、日持ちする食材で栄養バランスの取れるように工夫する。
　(男性 39歳  ほとんど毎日)
・前日の食材の残りと買い物での食材選びで決める。
　(男性 34歳 ほとんど毎日)
・家にある食材を見てなんとなく考える。あとはスマホでレシピ検索する。
　(女性 39歳 ほとんど毎日)

【調査機関】マイボスコム株式会社
【調査対象】「My Voice」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）
【調査機関】2017年3月1日～5日
【回答者数】11,245人

【食事のメニューの決め方に関するアンケート調査】
食事メニュー検討時のWebサイト・アプリ・SNSなど利用者は、食事を作る人の5割弱。
Webサイト・アプリ・SNSなどの利用頻度は、週1日以上が利用者の5割弱。
マイボスコム株式会社は、3回目となる「食事の決め方」に関するインターネット調査を
今年3月1日～5日に実施し、11,245件の回答を集めた。

食
事
の
メ
ニ
ュ
ー
、

　      

ど
う
決
め
る
？
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　香港に住んで半年が経ち、体重計に乗ってみたら、なんと、昨年から7kg増！！少し増えたかな～という自覚

はあった。でも、香港で食べる小籠包やナポリピザ、四川料理にどっぷりはまってしまって、気にしないように

していた。来月日本に一時帰国するのに、このままだと友達に会えない。まずい、まずすぎる。そこで、ダイエッ

トによさそうなものがあるかCity’s superを散策していたら、日本に居たときに話題になっていた「コンブ

チャクレンズ」を発見！ 早速購入して日本でもよくしていたファスティングダイエットをすることに。今回は、

準備1日、断食2日、回復食3日の計6日間行うことにした。1日目の準備は、食事をいつもの量の8割程度にし、

摂取するものも刺激の弱いものにするのが鉄則だ。朝はクロワッサン、昼は米線（辛さなし）、夜は煮物とほう

れん草の和え物とコンブチャ。プラス30分ほどランニングをした（飲んだ瞬間からぽかぽかして、いつもより

汗をかいた気がする）。2日目、いよいよ本番の断食デー。まずは体重を量る。昨日より0.5kg減っている。食事

量と夜のランニングが効いたのか？この日は終日、水2リットルとコンブチャをソーダ水で割ったもの（1リット

ル程度）を交互に飲み断食を行った。お腹がすいたときにコンブチャの甘さが嬉しかった。少しでも効果を

出したくて、夜ウォーキングをした。3日目、まずは体重測定から。なんと1.5kg減！ いつもより目覚めがよく、

体調も良い感じ。なによりも体重が減ったことが嬉しい。残り1日も頑張ろう。始める前は、お腹がすきすぎて

続けられるか不安だったけど、ソーダ水で割っているからか、意外とお腹に溜まった気がして大丈夫だった。

4日目。体重を測ると1.1kg減。喜びたいところだが、ここで気を緩めたら元もこうもない。ファスティングは回

復食が大事なのだ。朝は重湯からはじめ、昼には具なし味噌汁、夜は三分粥を食べた。5日目の朝は五分粥と

野菜スープ、昼には七分粥と野菜スープ、ひじきの煮物、そして夜には、粥専門店（香港に住んでて良かった

～）で食べた。6日目の朝からは、普通に炊いたお米を食べ、徐々に普通の量に戻していった。回復食中のお

腹がすいた時には、コンブチャを水で割ったものや、フルーツジュースとmixさせて飲んでいたから、意外と

つらくはなかった。結果、6日間で4.7kg減！！最終日に行ったランニングでは、いつもよりラクラク走ることが

でき、体が軽くなったことを実感。この調子で月1回くらいコンブチャでファスティングしていきたいな。

※個人の感想です。

コンブチャでファスティングダイエット！
コンブチャクレンズ体験記

コンブチャクレンズとは？

昆布茶ではなく、スムージー、クレインズジュースダイエットにつぎ、
アメリカ西海岸のセレブ達を中心に実践している人が続出中の
燃焼系ダイエットドリンク。

<販売元> 
Bax Company Limited 
住所：Suites 2202-04, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 
  　　9 Canton Rd., TST 
電話：(852)2265-3760
時間：9:00～18:00

<ご購入方法>

定期的にお試しプロモーション実施中！
次回は5月実施予定

メール・ファックス・ウェブで
メール：info@univabeauty.com　　
ファックス：(852)2265-3780　（日本語可） 
ウェブ：www.univabeauty.com
名前、お電話番号、ご住所、ご注文本数を明記の上、ご注文ください。

で

で

ボトル購入、またはケーキやクッキーと一緒に
店内でのお召し上がりも可能！

住所：S106 PMQ, 35 Aberdeen St., Central 
時間：月～金 11:30～20:00、土・日 10:30～20:00 
フェイスブック：CaféLife × PMQ
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　みなさん、こんにちは。鳥丸です。
　今日は、週末どこにお子さんを連れ
ていくか考え中の親御さんに朗報で
す。中環（セントラル）の各離島へ行く
フェリー乗り場の上にある「香港海事
博物館」では、土日限定で、船の操縦が
シミュレーションで体験できるコー
ナーをやってます。以前、始まったばか
りの時は凄い行列だったらしいのです
が、そろそろ人気ぶりも落ち着いてき
ており、かなり子供たちに喜んでもらえる穴場になってます。ビクトリア湾を船長にな
り切って運行しちゃいましょう。14時開始で、13時から博物館入口で整理券を配りだし
ます。その他の歴史的な展示物も見応えありです。香港とは切っても切れない深い関

係の海・港・船につい
て学べます。
　楽しく勉強したり、
遊んだあとは、館内
のカフェでお父さん
はビール、お子さん
はジュースでランチ
も摂れちゃいます。 

香港海事博物館　　
住所：Central Ferry Pier No.8, Central
電話：(852)3713-2500
ウェブ：www.hkmaritimemuseum.org

鳥
丸
雄
樹
の【
今
週
の
お
で
か
け
情
報
】

香港海事博物館
Hong Kong Maritime Museum

香港

ボン子のプロフィール
特に好きなわけでもないのに、ひょっこり香港へ。平凡、平穏な暮らしをな
かなか許してくれない香港の街と日々格闘中。時折スイッチが入る「好奇心
センサー」は感度良好。

　皆さんこんにちは。ボン子と申します。特に趣味もなく、特技もなく、なにごとも
「そこそこ」な凡婦の「凡子」です。あっという間に数年が過ぎてしまった平々
凡 な々私の香港生活にも、時折礫が立てる小さな波紋のような出来事もないわ
けではありません。そんな取るに足らない事柄や発見を時々綴ってゆくことになり
ました。どうぞよろしくお願いします。

　香港へ来て、いちばんの変化は食生活の面かもしれません。日本にいた時に
比べて格段に外食率が高くなったのですが、日本料理のお店は別として、有名
な中華料理店などでご馳走をいただいても、こちらのご飯（お米）が美味しくな
い…。「この料理はビールに合うね」とか「やっぱり紹興酒に合うね」という発想を
する、酒好きの夫と違って、お酒をあまり飲めない私は「この味は白ごはんに合
いそう」とか思ってしまうのですが、なかなか美味しい白ごはんでいただく事が
できません。香港のご飯の独特な臭いが苦手なんです。
　外食が増えたとはいえウチでもご飯を炊きますが、日系スーパーで買う日本産
のお米は、お高い…（涙）。そこで日本産ではない、とある日本種米を買ってきて
黙って食卓に出してみたら、夫は特に何も言わず食べています。「この人は味
オンチなのかな」と思いながらも、「ここは日本じゃないんだから、まあこれでも
いっか」と、特にこだわることもなく日々 いただいていました。

　そんなある日、お友達との話の中で「三代目・
俵屋玄兵衛」が話題にのぼりました。私も名前
だけは知っていたのですが「香港で精米して
いる」という所に惹かれました。ホームページを
見てみると、お米の他にも調味料やお酒など、
いろいろと取り扱っているんですね。フムフム
…。初めての今回は「俵屋の一押し銘柄！」
という北海道日高町産の「ゆめぴりか」（白米）
と、夫用に男山酒造の「酒未来」を注文してみ
ました。2日ほどで自宅に届けてくれます。
　その日の晩ご飯にと炊きあがった「ゆめぴり
か」はツヤツヤを通り越して一粒一粒が輝い

ています！やっぱり「香港精米」だからお米が生きてるという感じですね。この日
ばかりは夫も「あれ？！全然ちがうね」と褒めてくれました。（味オンチじゃなかっ
た！ほっ）
　週末は良く冷した「酒未来」と、先日実家の母が送ってくれた「するめいかの麹
づけ」の晩酌に夫はご満悦です。ハイ、いつもお疲れ様です。どぞどぞどぞ…♥
　日本酒の原料もお米。やっぱり私たち日本人の食の基本はお米なんだなぁ、
としみじみ。夫の様子をみていると、これからは外食が減りそうです。イェイ！
　この次はお米と一緒に「明太なめ茸」も注文してみようかな、と思うボン子で
した。

Vol. 91ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

稲
の
国
、日
本
人
の
基
本
って・・・

平々凡々香港日記
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B e a u t y S a l o n  I n f o r m a t i o n～
　イタリア語で「鳥の巣」を意味する“nido”からその名を
とったという「2DO Japanese Hair Salon（ニド）」は、銅鑼
湾（コーズウェイベイ）駅から徒歩５分ほどのファッ
ションストリートにある「プライベートサロン」だ。その名
の通り、温かみのある居心地の良い空間となっており、常
連客も多い。オーナー兼スタイリストの岡本氏（Yumiko）
と、昨年末から新加入した高橋氏はともに15年のキャリ
アを持ち、岡本氏は東京・世田谷をはじめ、オーストラリ
アやイタリアでもスタイリスト経験のある国際派。ヘア以
外にも、まつ毛エクステも担当する。一方の高橋氏は、青
山、渋谷、原宿、下北沢な
ど主張の強い激戦区を渡
り歩き、その経験に裏打ち
された確かな技術力で、
個々のニーズに応えなが
らもお手入れのしやすい
スタイルを提案している。
LINEやWhat’s appでのお
手軽予約も可能なので、
是非一度、訪れてみて。

　銅鑼湾（コーズウェイベイ）のタイムズスクエア裏手に
位置する「＆HAIR」。白を基調とした店内に一歩入ると、
広 と々したプライベート空間が出迎えてくれる。同店が自
信を持っておすすめするのはカットだ。カウンセリングで
ゲストのなりたいイメージをくみとり、バランスやシル
エットを計算しながら丁寧に仕上げる。再現性の高い
カットは自宅での手
入れ、朝のスタイリン
グがしやすいと男女
ともにリピーターが
多い。日本製のプロダ
クトも充実しており、
サロンのクオリティを
ホームケアで持続で
きる。オーナースタイ
リスト・境澤氏の持つ
柔らかな人柄も同店
が愛される理由の一
つだ。

住所：Rm. 5A, Redana Centre, 25 Yiu Wa St., CWB
電話： (852)5183-6958、(852)2891-0005　
フェイスブック：www.facebook.com/andhairhongkong/

アンド

住所：Rm. D, 2/F., Cleveland mansion, 5-7 Cleveland St., CWB
電話：(852)9081-0219 Yumiko/ (852)6505-6584 Takahashi
ウェブ：2dohk.weebly.com/about.html

バードネストのような温かみのある、秘密にしたいプライベートサロン確かな技術はもちろん、オーナースタイリストの人柄も魅力のひとつ

アンド・ヘア
ニド・ジャパニーズ・ヘアサロン

　中環（セントラル）D2出口から徒歩3分に位置し、ラ
テン語で「美しさ」を意味する「Bellus」。日本の美容業界
をリードするサロン「BEAUTRIUM」でキャリアを積んだ
日本人3名によってOPEN。技術の腕前は雑誌でも取り上
げられ、ファッションショーでも活躍するほど。日本と香
港の良さを融合し、オンリーワンの「美しさ」を提供する。

住所：Rm. 601-602, Loke Yew Bldg., 
　　  50-52 Queen's Rd. Central, Central
電話：(852)2361-3232（要予約。日本語・英語・広東語・中国語対応）
ウェブ：www.bellussalon.com

Bellus Salon
ベラス・サロン

　間もなく創業20年を迎える「Caricy Hair Salon」。リ
ピーターも多い実力派サロンで幅広い年齢層から支持
されている。この時期の同店のおすすめは、広がりやす
い髪をまとまりやすくするチューニングだ。薬剤を使用し
てクセやうねりを伸ばし、ニュアンスを残したまま自然な
ストレートに仕上げる。今なら新規来店者全メニュー
10％割引を6月30日まで実施中（土日除く）。

住所：Rm. A, 22/F., Way On Commercial Bldg., 
　　  500 Jaffe Rd., CWB
電話：(852)2838-1236　(852)2838-9541
ウェブ：www.caricy.com/?lang=en
フェイスブック：www.facebook.com/hair.caricy

Caricy Hair Salon
カライシ・ヘアサロン

店内動画はこちらから 店内動画はこちらから
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