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　「石刻」からヘリポートの傍、1996年アトランタ
オリンピックの金メダリスト李麗珊を育てた「長
洲滑浪風帆中心（Cheung Chau Windsurfing Centre & 
Outdoor Cafe）」を抜けると、ビーチの名称は「東湾」
から「観音湾」へと変わる。ここから山側に少し
登ったところにこの湾の名前の由来となっている

「観音古廟」がある。が、今回の目的地はここではない。険しい海岸沿いに巨岩・奇
石を巡る径、「小長城」がここから始まるのだ。起
点となる道の分かれ目には詳しい案内プレート
が設置されているので、まずはこちらでコースを
確認しておこう。

　観音古廟のあたりの地形は谷。
まずは、湿気が多くうっそうと茂っ
た樹々の中の薄暗い階段を登って
行く。平坦な道になったところで左
手の視界が開ける。視線の先は先ほど歩
いてきた東湾の全景だ。穏やかな湾を見
渡すこの位置はかなりの急斜面に造られ
た道に立っていることが感じられる。先ほ
どまでの薄暗さから開放され、清々しい

気分もまたひとしおだ。
　狭い小道を進むと見上げる斜面に顔を出す巨大な
岩、奇妙な形の岩があちこちに見られる。どれも波によ
る浸食、風化を受けていることが遠目にもわかる。今から1万年ほど前の海水面は
今よりかなり高かったと聞いたことがあるが、こんなところまで海だったのだろう
か？と、想像はふくらむ。崖下の海際にも波で丸くなった巨大な岩が撮影ポイント
となっている。

　埠頭から「長洲のくびれ」東湾路を真っすぐ
東側へ歩くと、そこはビーチ。東湾ビーチだ。
夏、というより日射しが強くなり始めれば、夏
を待たず週末のビーチは若者グループや家
族連れ、休日のヘルパーさんたちで賑わう。
泳がずとも、開放的なビーチは歩いているだ
けでも気持ちいいものだ。（ビキニのお姐

さんを眺めているわけではありません！）
　このビーチを右手（南東）に行くと島で唯一のホテル「Warwick Hotel」がある。
冒頭で触れた、青銅器時代のものと推定される「石刻」はこのホテルの足元にあ
る。1970年に発見され、香港政府から「法定古蹟」に指定されたのは1982年のこ
と。以降ガラスケースで覆われ大切に保存されているが、それと知らなければ気
づかないほど目立たない存
在だ。古代人が海を鎮め、航
海の安全を祈って刻んだこの
地味な石は、太古から海と密
接な生活がここにあったこと
を物語る。約3000年の時を経
てこの石はなお、海を見つめ
ている。

巨岩・奇石を巡る回廊【小長城】

玉璽石の展望台玉璽石の展望台

花坪石花坪石

観音湾、東湾を一望観音湾、東湾を一望

長洲
東

を歩
く

【石刻】古蹟
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　周囲を海に囲まれた香港。美
しい海岸線やビーチも数多い
が、約700万人以上が暮す香港
の生活ゴミ、あるいは中国から
漂着するゴミも多い。海流や風
によって「こんな所にまで」と思

わされるほど、人の少ないビーチや海岸にまでゴミが打ち寄せられ
ていることも。せっかくの開放的なリゾート気分が台無し、という経験
をお持ちの方も多いのでは。海のゴミは見た目でだけでなく、ウミガ
メやイルカ、サメや水鳥など海洋生物
や鳥類の誤食問題が深刻化しており、ま
た、人の目につきにくい「マイクロプラ
スチック」と呼ばれる微小なゴミが自然
環境に与える影響も大きい。近年ゴミの
分別など、環境問題にようやく取り組み
始めた香港ではあるが、まだまだ一般
市民のエコ意識は高いとは言えない。
　そんな香港でビーチクリーンアップ活動をしているグループがあ
る。昨年夏に活動を始めた「The First Penguins」は、これまで定期的
に香港島の石澳（セックオー）や沙湾（サンディベイ）、ランタオ島の
大浪湾（タイロンワン）、南丫島の索罟湾（ソッグーワン）など、香港内
のビーチで清掃活動とともに、日本からのクリーンアップツアーの受
け入れなどを行っている。日本、香港、中国、フランス、台湾など参加
者の国籍も様々で国際的な交流を行いつつビーチクリーンアップ活
動を展開している。
　今年2月には長洲島のメインビーチ・東湾でのビーチクリーンアッ
プには日本からの視察者も含め、約20人が参加した。大きなゴミは
少ないものの小さなプラスチックや発泡スチロール片が多く参加者
は黙々とこれらを回収し、かなりの成果を挙げた。また、この日は「バ
レンタインデー」のイベントと絡め、参加者全員でチョコレートの交
換をするなど、ビーチクリーンアップと同時に参加者同士、和やかに

交流も行われた。このようにThe First Penguinsでは単に
清掃活動だけでなく、毎回テーマを設けたイベントを用
意しており、誰もが気軽に楽しみながら参加できるよう工
夫している。
　環境問題への取り組みは政府、行政単位での本腰を入

れた抜本的対策不可欠だが、その力は小さくとも「まずは行動！」と立
ち上がる「The First Penguins」や他の多くのビーチクリーンアップ団
体の活動が、一般市民の環境保全意識を高め定着していくことに大
きく寄与していることは間違いない。
　The First Penguinsの次回の活動は4月9日（日）、ラマ島の索罟湾
（ソッグーワン）で行われる（現地集合予定）。「香港の海をこれ以上汚
したくない」という方は気軽に参加してみてはいかがだろう。また、6
月29日から7月1日までの3日間は日本からのクリーンアップツアーグ
ループとともに活動が予定されている。詳細はいずれも下記ウェブ
サイトで。

The First Penguins
ウェブ：http://thefirstpenguins.org/
メール：info@thefirstpenguins.org
フェイスブック：The First Penguins

国際交流を深めながら
香港でビーチクリーンアップ！
The First Penguins

長洲
南

を歩
く

　長洲埠頭周辺の賑わいを離れ、長洲西堤道を港に沿って南へ歩け
ば、実にのどか。長洲の南西の端「西湾（サイワン）」までは、学校や余
裕のありそうな住宅が点在するのみで、ジョギングやそぞろ歩きに
打って付けの道だ。ぶらぶら歩いても20分ほど…。が、しかし、ここは敢

えてフネで行きたい！中環、香港仔往きの
フェリー埠頭の隣の、いかにもローカルな桟
橋から西湾までサンパン（香港のエンジン付
き小舟）が出ているのだ。ちなみにこの桟橋
からは、大嶼山の芝麻湾、梅窩、二浪湾を結
ぶ渡し船もある。
　さて、サンパン便に時刻表などない。来れ

ば乗る、来なければ待つ、という流儀だ。待つとは言ってもサンパンは
ここと西湾を往復しているので、港を眺めながら待てばほどなくやって
来る。西湾までの運賃はHKD5、と「香港街道地方指南」には出ていた
が、乗客3人のこの便では一人HKD10だった。5人くらい揃うとHKD5に
なるらしい。乗り込むとすぐに出発。「避風塘」の内なので波はない。香
港仔で乗るサンパン便と違ってごちゃごちゃ感はないが、堤防にさえ
ぎられて景色を見通すことはできない。と、ほどなく西湾が見えてくる。
埠頭の背後の低い丘の裏側に、目
的地「張保仔洞」があるはずだ。サン
パンの舳先に仁王立ちで「鎮守の
森」のようにこんもりとした丘を見
つめる。これから海賊に会いに行く
のだ。
　西湾の桟橋からすぐに丘をのぼ
る。やっぱりどことなく日本の神社に
続く道に雰囲気が似ている。気のせ
いか…。張保仔洞の前に天后廟に寄

る。やはり「海を望む処に天后廟あり」だ。
目の前に長洲西側の海がひろがる。天気
が良ければ夕日が美しいことだろう。香港
内のあちこちにある天后廟も元はみな
こんな立地であったはずなのだ。
　お目当ての張保仔洞へは岩の間を縫う
細く迷路のような径を行く。香港を根城に
した清朝時代の大海賊、張保仔が財宝を
隠した洞窟だということだが、船を数百
艘、手下を数千人要したという大海賊に
してはいささかセコ過ぎる「お宝の隠し
場所」ではないか（笑）。しかしこの風化し
た巨岩を巡る迷路は、眼下の海とのコン
トラストが美しく、楽しい。張保仔洞から戻る径から「五行石」へと向か
う径へ。
　こちらはさらに細く険しく、岩の下をくぐり、刃物で切ったような割れ
た岩の間を抜け、文字通り人ひとり通るのがやっとの「迷路」がつづく。
大人ですらワクワクしてしまうこの径を抜けると、突然海に出る。きれ

いに整備された遊歩道を行くと、波によって丸みを
帯びた岩の舞台と美しい小さな入り江が、まるで天
然のプールのように小ぢんまりと美しい景色を作っ
ている。その先にの岬の上に乗っかっているのが
「五行石」だ。海は穏やかで、波静か。俳句のひとつ
も出てきそうなのんびりとした気分になる。（出ま
せんけど。笑）俳句よりここでおにぎりを食べたく
なってしまう風景、と言った方が分かりやすいかも
しれない。なんだか海賊・張保仔のことも忘れてし
まって、すっかり静かな海の虜になってしまった。

海賊に会いに舟で行く
張保仔（チョンボウヂャイ）の「財宝隠し場所」のその先に…
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 ! 長洲フェリー埠頭から東湾を繋ぐ、島の目抜き通り・東湾路では何かしら「食べ歩き」している人たちが目につく。

というより、ほとんどの人が串を手に口を動かしていると言ってもいいほどだ。
そう、長洲は小食（スナック）天国なのだ！
また、埠頭から港沿いに北へ歩けば海鮮料理店がずらり。
夕方からは煌煌と明かりが灯り活況を呈する。
逆に南側の街市方向へ行けば、これまた大排當（ダイパイドン）が賑やか。
さらに路地を曲がれば本格ピザの店が！
と、こぢんまりとした長洲は、地元グルメアイランドでもあったのだ！

南丫島より地元系。長洲を食べ歩こう！

いつも行列ができる人気店
 甘永泰魚蛋
　数多くある魚蛋（フィッシュボール）店の中で
も、多くの著名人も訪れるという、長洲では最も
人気のある店。エビ、イカ、魚、豚、肉など種類も
豊富で、オーダーが入ってから揚げてくれるのでアツアツを食べることが

できる。オススメは、ベーシックなフィッシュボールと
他の店ではお目にかかれないサーモンチーズボー
ル。一口かじると中からとろーりチーズがあふれ出
る。テイクアウトもできるので長洲の土産にするの
にも良いのでは。

　　　　　  住所：G/F, 106 San Hing St., Cheung Chau
　　　　　 時間：7:00～17:00

ぶらぶら食べの楽しさは島ならでは
 多多美食
　香港の昔ながらのおやつの雞蛋仔（香港版ベビーカステラ）、キャラク
ターの形に焼いたワッフルをはじめ、串に刺したポテトチップス、餅菓子
などを販売しており、特に若者に人気の「多
多美食」。地元っ子には、オイスターにたっ
ぷりのチーズを乗せてグリルした「チーズ
オイスター」が大人気。これからの季節は、
長洲の散策の合間に、冷たいドリンクとお
やつをあれこれと食べ歩いてみるのも良
いのでは。

住所：G/F, 81 San Hing Praya St., 
　　  Cheung Chau
時間：6:00～22:00
電話：(852)2981-2818

海沿いテーブル席でお腹いっぱい
 新金湖海鮮酒家
　フェリーを降りて左側に歩くと数多くの海鮮レストランが立ち
並んでいる。その通りの最後に店を構える「新金湖海鮮酒家」
はその中でも人気が高い。生け簀に入った新鮮なシーフー
ドを良心価格で楽しむ事ができる。オススメは、ビールと
相性抜群のイカフライ、プリプリのマテ貝の上にたっぷりの
ニンニクが乗ったマテ貝の炒めもの、そして日本ではなかなか食べ
られないシャコの素揚げなど。海鮮料理は大勢で色々な種類をシェ
アするのが楽しいが、2～3人用セットなどもあるので、少人数で行っ
ても気軽に入れる。メニューに石斑（セッパン）や巨大シャコ、ロブス
ターなど高級なものは含まれていないが、これも“地元感”があって
逆に落ち着ける。セットにビールを数本頼んでも一人HKD200で十
分おつりが来る。

住所：9A G/F Pak She Praya Rd., Cheung Chau
時間：10:30～22:30
電話：(852)2981-0606

本格ピザを思い思いに楽しめる
 Fresh Basil Pizzeria
　店内はテーブル3席、外に
5席程のこぢんまりしたかわ
いいらしい店で本格的なお
いしいピザを提供している。
生地はやや薄めでしっかり
サクサク、具だくさんで味の
バランスも絶妙だ。チーズ
たっぷりなのも人気の秘密。
店内で冷えたビールやワインと一緒にピザを楽しむのも良し、テイクア
ウトして海を眺めながらビーチで、または、島を散歩して景色の綺麗な場
所で食べるのも良し。思い思いの楽しみ方ができる。

住所：G/F, 19 Tai Hing Tai Rd., Cheung Chau
時間：火～金 　ランチ12:00～15:00　ディナー 17:00～22:00
電話：(852)9864 9197

ライブ演奏を聴きながら、ゆったりと
 The Pink Pig
　長洲でも数少ないカジュアルなレストランバー。昼間はコーヒーにス
イーツ、そして夕方からは、種類豊富なクラフトビールが味わえる店だ。
週末にふらりと長洲を訪れて、ハイキングや島を散策した後に立ち寄る
のに最適。定期的にジャズの生演奏も行っていて街中の喧騒から離れ
てゆっくりとした時間を過ごせる。
オススメは、香港クラフトビール
の「Gweilo Beer」や「Lion Rock 
Beer」。

　　　住所：G/F., 11 Kin San Lane, Cheung Chau
　　　時間：火～日　12:30～19:00
　　　電話：(852)5180-0692
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“オトナ可愛い“つもりが・・・もしかして年不相応！？
可愛いと思って選んだ口紅が似合わなかった経験者は
７割以上…
　35歳～59歳の女性600名を対象に、自身のリップメ
イクについて調査。「可愛いと思って選んだ口紅が、塗っ
てみると似合わなかった経験」があると回答した女性は
7割以上という結果に。多くの女性が、購入した口紅を
実際に使ってみると実は似合っていなかった経験があ
ることが明らかになった。また、口紅のカラーについて、
自分の肌色に合っているかどうか自分自身で判断でき
ると思うと回答した女性はわずか3割にとどまるという
結果になった。さらに、6割の女性が「自分に合う口紅の
選び方がわからない」と回答するなど、自分に合った口
紅に巡り合えていない”口紅ジプシー“の女性が多くい
るようだ。また、「自分に合う口紅の選び方がわからな
い」女性は30代が約7割（69.0%）と最も多く、次いで40
代（62.5%）、50代（51.0%）という結果に。年齢によって
肌の状態が変化する30代が口紅選びに迷い始める世
代なのかもしれない。

Q.口紅のカラーについて、自分の肌色に合っているかどうか

自分自身で判断できると思いますか。（n=35～59歳の女性600名）

Q.「自分に合う口紅の選び方がわからない」と

感じることはありますか。（n=35～59歳の女性600名）

塗った口紅に違和感…？ 2人に1人の女性が年齢を重ねる
につれ「しっくりこない」と感じる経験アリ！
半数以上の20代女性が40~50代女性が
「口紅が浮いている」と感じることがあると判明！
　35歳～59歳の女性600名に対し、自身のリップメイクの
違和感について調査。年齢を重ねるにつれて、口紅がしっ
くりこないと感じることはあるかどうかを訊いたところ、過
半数（51.3％）の女性が「（口紅がしっくりこないと感じるこ
とが）ある」と回答した。多くの女性が加齢に伴い、塗った
口紅に違和感を覚えていることが明らかになった。

Q.年齢を重ねるにつれ、口紅がしっくりこないと

感じることはありますか。（n=35～59歳の女性600名）

　さらに、20~25歳の女性200名を対象に、自分自身の母
親や周りの40~50代の女性のリップメイクについてどの
ように感じているかについて調査したところ、自分自身の
母親や周りの40~50代の女性を見て「口紅が浮いてい
る」と感じた経験は過半数（53.0%）の20~25歳女性にあ
ることが明らかになった。30~50代女性が自身で感じて
いる「塗った口紅の違和感」は20代の女性から見ても同
様に感じられるようた。

　明るい色の口紅が肌をくすませていた！？ 6割の女性が
「明るいもの」と選択ミス！エイジング肌には、あえて明るさ・
鮮やかさを抑えた口紅が、肌映えの近道！
　再び35歳～59歳の女性600名を対象に口紅のカラー
について調査。口紅の色味が同じである場合、明るいも
のと暗いもののどちらが塗ったときに自分の肌映りが
良くなるか訊いたところ、6割（60.2%）が「明るいもの」
を選んた。

【調査概要】
・調査方法：インターネットアンケート
・調査実施機関：楽天リサーチ株式会社
・調査実施期：3月14日15日
・対象地域：全国
・対象者：800人（20～25歳女性200人、35～59歳女性600人）

【調査概要】
・調査方法：インターネットアンケート
・調査実施機関：楽天リサーチ株式会社
・調査実施期：3月14日15日
・対象地域：全国
・対象者：800人（20～25歳女性200人、35～59歳女性600人）

35～59歳女性の2人に1人が「塗った口紅に違和感」！
リップメイクの危険サイン！？
その口紅がエイジングを目立たせてるかも…

35～59歳女性の2人に1人が「塗った口紅に違和感」！
リップメイクの危険サイン！？
その口紅がエイジングを目立たせてるかも…
カバーマーク株式会社は製品のターゲットである同世代の女性がリップメイクについてどのように考えているかをテーマに、
日本の30代後半～50代の女性600名、20代前半の女性200人、合計800人を対象とした意識調査を実施した。
カバーマーク株式会社は製品のターゲットである同世代の女性がリップメイクについてどのように考えているかをテーマに、
日本の30代後半～50代の女性600名、20代前半の女性200人、合計800人を対象とした意識調査を実施した。

「
女
性
の
リ
ッ
プ
メ
イ
ク
に
関
す
る
意
識
調
査
」
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香港 香港

香港

目的に合わせたレッスンで早く上達したいならプレスへ！
　昨年香港に転勤してきた方は、そろそろ生活のリズムがつかめてくる頃―。香港で新しく始めた語学
学習や習い事など、生活リズムや目的に合わせて、スケジュールや学び方を見直したいと思っている
方もいるのでは？そこで、MTR中環（セントラル）駅から徒歩3分の好立地にある人気の語学学校、プ
レスランゲージセンターをご紹介しよう。

興味・目的に合わせてレッスンをアレンジ
　同校ではまず最初に生徒の語学レベルをチェック。同時にカウンセリングを行い、目的に合わせたス
タディプランを組んでいる。指定のテキストだけでなく、新聞記事や雑誌などを教材に、好みに合わせ
てレッスンテーマを決めるなど、フレキシブルな対応も可能だ。また初心者には丁寧にゆっくりと、辛抱
強く講師が指導。上級者には、フリートピックでビジネスシーンや日常生活でスムーズな会話運びがで
きるようなトレーニングをアレンジしてくれる。
　特に子供向けレッスンでは、講師が学校のカリキュラムや宿題を共有しながらレッスンを実施。親御
さんの希望もしっかりと聞いて、講師とスタッフが一体となって対応してくれるので安心だ。

「伸びが速い」のには理由がある！
　また同校では、幼児教育に長年携わってきた英国人ディレクターが監修した、最小限の努力で最大
限の効果を得られる学習システムを採用！国際資格を持つネイティブ講師が、ビジネスマン、主婦、学
生、キッズの全ての授業を担当している。
　グループレッスンも最大6人までの少人数制なので、発言する機会が多い。さらに講師が定期的に生
徒の進度をチェックし細かいアドバイスをしてくれるので、自分の成長を確かめながら勉強を進めるこ
とができる。
　ここで学んでみたいと思った方は、まずは無料カウンセリングを受けてみよう！3カ月後の自分に会
うのが楽しみになるはずだ。

英語、普通話、広東語、日本語

プレスってどんな学校？
●幼児教育に長年携わってきた英国人ディレクターが監修した学習システムを採用！
●全ての講師がネイティブ！国際資格保有者だからレッスンの質は折り紙付き！
●日本語が話せるスタッフ常駐で安心の対応
●「ベビーシッター制度」「振替制度」「長期休暇」「長期割引」もあり
●無料イベントの「コーヒー＆カンバセーション」で楽しみながら学べる！
●スカイプレッスンや出張レッスンなど、ご要望にあわせて提案
●現地企業で働かれている方必見！香港人スタッフへの日本語レッスンも実施

電話：(852)3489-8874 / (852)6103-4886
ウェブ：www.preslanguage.com
メール：info@preslanguage.com、

          preslanguage@yahoo.co.jp

住所：5/F, On Lan Center, 
 11-15 On Lan St., Central
 香港中環安蘭街11-15號中安大廈5樓
 （中環駅D1出口から徒歩3分）

プレスランゲージセンター★ビジネスマン、ビジネスウーマンにお勧め
＜モデルプラン①＞週2日コース　北京語プライベートレッスンコース　平日夜 PM7：00～１レッスンずつ

＜モデルプラン②＞週1日コース　英会話グループレッスンコース　土曜日昼 PM3：00～２レッスン連続

★主婦の方にお勧め
＜モデルプラン①＞週2日コース　英会話グループレッスンコース　平日朝 AM10：00～１レッスンずつ

＜モデルプラン②＞週2日コース　広東語プライベートレッスンコース　平日朝 AM11：00～１レッスンずつ

※この他、ビジネス英会話、商業北京語、サバイバル広東語など様々なプランを提案してくれる。１ヶ月
からでもはじめられる短期コースもある。　

人気モデルコースのご案内

香港スクール
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