
香港

Café Life
住所：S106 PMQ, 35 Aberdeen St., Central
電話：(852)2858-8755
時間：11:30～20:00

編集部だより
スタッフ BOB

週刊PPWの編集部スタッフがプライベートで行った店や、
スポットを日記形態でお送りする編集部だよりです。
スタッフの何気ない普段の顔をお届けします。

グルメ編

EX presso
住所：Lobby, The Excelsior Hong Kong, 
  　　281 Gloucester Rd., CWB
電話：(852)2837-6777
時間：月～金 07:00～19:00、土 08:00～19:00、
  　　日祝日 08:00～18:00

　こんにちは。編集部のBobです♪
　ご友人や親御様をアテンド途中に「疲れたから
ちょっと休憩したいわ～」なんて言われて、困ったこと
はありませんか？？
　そんな時に、オススメカフェを2つ紹介します。
　1つ目は、中環（セントラル）にあるヒルサイドエス
カレータで坂を上り、上環（ションワン）方面に向かう
とある「PMQ」内の「Café Life」がオススメ♪
　日本人パティシエがつくる素材の味を生かした絶
品スイーツと豆にこだ
わったコーヒーを味わ
えば、疲れも取れるで
しょう。
　カフェの前を通るた
びに、あま～い誘惑の
香りが胃袋（ベツバラ）を刺激します！
　タイミングが合えば、出来たてのアツアツのスイー
ツが食べられるのも魅力的。
　季節限定のスイーツが並ぶから、毎回楽しめます♪

　2つ目は、銅鑼湾（コーズウェイベイ）の「エクセル
シオールホテル」グランドフロアのエレベータ奥にあ
る「EX presso」。
　本場マカオのエッグタルト（ロード・ストーズ・ベー
カリー）が香港で食べられます♪
　イタリアの「illy」のコーヒーを飲みながら食べれ
ば、笑顔満点になること間違いなし～
　サックサックのパイ生地に卵多めで甘さ控え目の
カスタードで上品なエッグタルト。
　友人宅にお呼ばれした際の手土産にも喜ばれます♪

Pocket Page Weekly 09 June 2017 No. 59512B

香港グルメ



香港 香港

重慶大廈カレー特集
夏にカレー！
重慶大廈カレー特集
夏にカレー！

ミニインディアタウンとも称される重慶大廈には、本場インドカレーが食べられるショップが軒を連ねる。
「食べてみたいけれど、本当に美味しいの？ どこへ行けばいいの？」という方もいるだろう。
そこで、編集部が舌と目と足をフル活動させて厳選したショップを紹介しよう。

　シンプルな茶色いドアが目印のこの店は、22
年の歴史を持つレストラン。”Members Only”の
看板があるが、メンバーでなくても入店できる。広
東語のメニューには、辛さ(辣)のレベル(無、小、中、大)
が記載され、料理を選ぶ際には参考になる。また、日本語が話
せるスタッフもいるので、困った時は助けてくれる。アルコール類
はインド「Kingfisher」を含む各種ビールをはじめ、ワイン、スピリッツに至るまで揃って
いる。人気は「チキンマサラ（Chicken Masala）」、「マトンデリスペシャル（Mutton Delhi 
Special）」、「サグパニャー（Sag Paneer）」 だそうだ。他にも、数々の定番料理が並ぶメ

ニューには102品が掲載されている。メンバーに
なるのはとても簡単。必要事項を記入するのみで
会員費も必要ない。

The Delhi Club （尖沙咀）
住所：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈C座3樓3室
電話：(852)2368-1682
時間：月～日 12:00～15:30、18:00～23:30
種類：アジアン・中東・アフリカン・南米 - インド・ネパール

The Delhi Club

Taj Mahal Club
住所：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈B座3樓4室
電話：(852)2722-5454
時間：11:30～15:00、18:00～23:30
種類：アジアン・中東・アフリカン・南米 - インド・ネパール

Taj Mahal Club

　エレベーターを降りて右手のドアを開けると、突き当たりにある
お店。シンプルな店内には窓があり、日中は自然の光が差し込み、
とても明るい。インドとパキスタンの料理が楽しめる。入り口に
「Members Only」とあるが、メンバーでない人も快く迎えてくれる。
オススメは鶏を丸々一羽焼いた「タンドリーチキン（Tandori 
Chicken）｣、「ラムカレー（Lamb Curry）」。カレーは柔らかく煮込ま
れたラム肉とカレーソースの相性がピッタリ。口に入れた後、時間
差でやってくる喉の奥で感じる辛さは癖になりそう。メニューには「ブレインマサラ

（Brain Masalah）」のようなビックリ料理もあれば、
「BBQクエイル （BBQ Quail）」、金曜日のみ提供さ
れる「ナハリ（Nahari）」など、他の店ではあまり
見かけない品々も。飲み物はソフトドリンクの
みで、アルコールは持ち込みも禁止。

Sedique Halal Mess
　エレベーターを降りると金色のサインが
目の前に。入りにくい雰囲気のドアには
｢Members Only」とあるが、ご心配な
く。メンバーでない人は、用紙に必要事
項を記入するだけで即メンバーに。オー
プンして23年、ネットで口コミを聞きつけたお客さんで賑わっているそうだ。お店のオス
スメは「サモサ（Samosa）」、中身は野菜と肉の2種類ある。後は｢タンドリーチキン
（Tandori Chicken）」と「チキンティカ（Chicken Tikka）」。作り方は同じだが違いは、「タンド
リー」は骨付き、「ティカ」は骨なし。お店によると、日本人に人気なのは「タンドリーチ

キン」、「チキンカリー（Chicken Curry）」、そしてオク
ラの入った「ビンデーマサラ（Bindi Masala）」だそ
うだ。ビールは提供しているが、それ以外のアル
コール飲料は無料で持込み可。

Khyber Pass（咖喱王）
住所：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈E座7樓E2室
電話：(852)2721-2786
時間：月～日、12:00～15:00、18:00～23:30
種類：アジアン・中東・アフリカン・南米 - インド・ネパール

　伝統的な北インド料理を提供し続け40年。電飾が
輝く、赤い看板のエントランスが目印。料理は作り置
きせず、オーダーが入ってから作るそうだ。新鮮な素
材にこだわり、例えば、「ヴィンダルー（Vindaloo）」にはチリパウダーではなく、新鮮なタ
イのチリをすりつぶして使用。自家製のプレーンヨーグルトを使った「マンゴーラッシー
（Mango Lassi）」は自然の甘みが感じられ、すっきりとした口当たりだ。ラッシーに新鮮
なヨーグルトが使用されているかを見極めるポイントを教えてくれた。ドリンクの濃度
はサラサラした感じで薄め、そして甘すぎない。濃く、甘すぎるものには粉末ヨーグルト
が使われていることもあるらしい。お店のオススメの「チキンティカマカニ（Chicken 
Tikka Makhani）」は他の店がソースにトマトペーストやケチャップを使うところを、ここ
ではフレッシュなトマトを使用している。トマトの風味が広がり、辛みは少し遅れてやっ
てくる。辛さは調節してくれるので、辛いのが苦手な人も安心できる。アルコール類も提
供されているので、スパイシーな料理によく合うビールをオーダーしてみては。

The Delhi Club （尖沙咀）
住所：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈A座6樓A3室
電話：(852)2367-4445
種類：アジアン・中東・アフリカン・南米 - インド・ネパール

Khyber Pass（咖　王）
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エレガントな色合いのみならず、濃厚な味わいでみんなが大好きな野菜、ムラサキイモ。
写真映えするビビットな見た目は、食事の風景をインスタグラムに投稿するのもぴったりだ。
今回はそんなムラサキイモを使った絶品料理をいただけるお店をご紹介しよう。

　透き通った翡翠のよ
うな見た目は美しく、柔
らかでもっちりした食
感を楽しむことができ
る。熱々が運ばれてくる
ので、蒸気による火傷
に気を付けて。

Crystal Sweet Potato Ball
紫薯水晶

好德來小籠包店
住所：G/F., 18 Tak Hing St., Jordan
電話：(852)2377-9488
時間：月～日 11:30～15:00、17:30～22:00、
  　　水休

　普段中国の珍味を扱う古
典的なベーカリーか、昔な
がらの誕生日の宴席で供さ
れることの多い桃まんだ
が、この店のムラサキイモあん入りのもの
は特筆すべき美味しさ。甘さとマイルド
さ、可愛らしい見た目も相まってお気に入
りになること間違い無しだ。

Sweet potato peach bun
健康紫薯壽桃仔

Dragon Seal Restaurant & Bar龍璽酒家
住所：101/F., International Commerce Centre, 
  　　1 Austin Rd West, TST
電話：(852)2568-9886
時間：月～日 11:30～14:30、18:00～23:00

　一度味を知れば、ついまた
お店に足を運んでしまうほど
美味しいパン。ムラサキイモ
の甘さはサツマイモほど濃厚
ではないのだが、それがパン
と一体となって魔法のようなバランスに仕上がってい
る。日本の小麦粉を使用した生地は素晴らしく、２日ほ
ど経っても美味しさは変わらない。

Water Roux Purple Sweet Potato
紫薯一丁目

糧友パン工房
住所：Shop 5, YATA Department Store, 
　　  4/F., Tsuen Wan Plaza, 
　　  4-30 Tai Pa St., Tsuen Wan
電話：(852)2490-9008

　沖縄から上陸した、
ムラサキイモと褐色の
コントラストが印象的
な揚げパン。アツアツ
の揚げパンの中には柔らかなお餅とムラサキイモあん
が詰まっており、表面には砂糖とゴマがトッピングされ
ている。外側はサクサク、中は柔らかで食感のコントラ
ストもたまらない。

Antoshimo Cafe & Bakery
住所：Shop G05B, G/F., Mikiki, 
  　　638 Prince Edward Rd. East, San Po Kong
電話：(852)2711-0133

第二回見た目鮮やか、味も最高！見た目鮮やか、味も最高！

を
使ったお勧めフード８選

を
使ったお勧めフード８選

を
使ったお勧めフード８選
ムラサキイモ

Purple sweet potato Okibun
紫蕃薯年
Purple sweet potato Okibun
紫蕃薯年
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ケニーの香港ダラダラ日記より

～香港での生活を徒然なるままに～

http://kennys-journal.com

2017.05.23

ここのところ登場頻度の高いエリ
ア、西營盤（Sai Ying Pun）。今宵は
ノスタルジックな香港の世界を感
じるバーへ(*’ω’*)その名も【Ping 
Pong 129 Gintonería】、いきなり
入口がオモシロイ雰囲気を漂わ
せてます。

怪しげなドアを開けて、階段を下りていくと・・・・そこは
2階分のフロアをぶち抜いた広ーい空間が(‘ω’)ノ

ピンクのネオンが何となくノスタルジックな香港を彷
彿させますねぇ～結構、欧米人のお客さんが多いで
す！ 西營盤（Sai Ying Pun）は古き街並みの中に、オサ
レ～なレストランやバーが多いですねぇ～(*´ω｀)
せっかくなのでジントニックから一品チョイス！
いろいろあるので迷いましたが。。。。Most Popular！
と書いてあるこちらに、

MASTER’S LONDON　$105

一番安いのがこのMASTER ’ S 
LONDONで、$105（約1,500円）！
香港プライスですねぇ～(*´ω｀)
一番高いのは$200（約2 ,800
円）。。。すごいねぇ～、ほとんど場
所代でしょうかね。
コースターがオサレ♪お店の名
前の通りPing Pong＝卓球。「乒
乓」っていう字がPing Pongのこと
みたいです。
でこちらが、一番安いやつですｗ

うん～、値段だけあって確かに普段気軽に飲めるジントニックとは一味違いますね！
オレンジの風味が効いててとても上品な感じ。。。そして結構量があります。(*’ω’*)

こちらが入口に通じる階段。全体的にコンクリむき出し
な感じ(‘ω’)ノ

古～いビルをそのままバーに改造した感じでしょうか。
とても不思議な空間でしたｗ
しかし、ジントニックの価格はなかなかですねぇ～( ;∀;)
ノスタルジックでありながら結構高級なバーって感じで
す。。。。古めかしい香港のローカル感が漂うバーなの
で、観光でこられた方などをお連れすると喜ばれるかも
です。

＜店舗情報＞
Ping Pong 129 Gintonería
Add.: Nam Cheong Lau, 129 Second St., Sai Ying Pun, Western District
Tel.: 9158-1584
4-min walk from Exit B3, Sai Ying Pun MTR Station

ノスタルジックな香港の世界へといざなう。
【Ping Pong 129 Gintonería】
@Second Street 西營盤

人気

ブログ

グルメ
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　『世界の中心で、愛をさけぶ』
のヒロイン「アキ」は最後の誕
生日のときに自分の名前の漢
字は「白亜紀の亜紀」だと説明
します。新しい生物がたくさん
出てきた白亜紀のように栄えま
すようにと願いを込めて名付け
られたのだ、と。けれどもアキは
白血病で17歳で死んでしまい
ます。悲しい、純愛物語。漢語訳

の本は香港でも台湾でもいまだに高い人気です。『在世界中
心呼喚愛』。
　「白亜紀」は、香港や台湾では「白堊紀」と書きます。だから
「白堊紀のアキ」は「亜紀」（亞紀）ではないのです。この「白堊→
白亜」も日本独自の書きかえによるもの。よって翻訳には、日本
では「白堊」を「白亜」（白亞）と書くのだ、という注釈を付けなけ
ればならないわけです。この「堊」の場合、問題は更に深刻で、
これを「ア」と読むようになったのも日本独自の「慣用」、すなわ
ち読み間違いが定着したもの。「悪」という字は「亜」が使われ
ていても「ア」ではなく「アク」と読むのと同様、「堊」も「ア」では
なく「アク」なのです。広東語でも「亞」[a]に対して「惡」と「堊」は
[ɔːk]。簡体字および北京語音では「亚」（yà）と「恶、垩」（è）。アメ
リカのホワイトハウスは中華圏で「白宮」と呼ばれていますが
戦前の日本では「白亜館」、韓国語では現在も「白堊館」と言っ
ていて、「堊」の発音は[ak]です。「白堊紀（ハクアクキ）の亜紀」、
これでは日本語圏の外では通用しません。
　何年か前に香港のテレビで聞いて、強く印象に残っている
セリフがあります。何のドラマだったか、誰が言ったのか、記
録しておかなかったことを今でも後悔しているのですが、「日
本に行くって？　おまえ、日本人より漢字知らないくせに！」…

やはり日本人は漢字を知らないと思われているのですね
（笑）。日本は戦後、一旦は漢字廃止に向けて舵を取りかけて
大幅な漢字制限と簡略化を行ったのですが、その後、漢字を
使い続ける方向に進路を戻しています。その頃の迷走が現在
まで尾を引いていて、特に中国語（普通話もそうですが特に
広東語）や韓国語を習う人は、思わぬところで足を引っ張られ
るのです。どうして日本人の使う漢字は香港で変に思われる
のか。日本はいったい漢字に何をしたのか。中国語（特に広
東語）学習者は、昭和31年に当時の国語審議会が出した「同
音の漢字による書きかえ」という一覧には是非とも目を通し
ておくべきです。
　到底書ききれる数ではありませんが今回もまた少し列挙
すると、放棄（抛棄）、暴露（曝露）、凶器（兇器）、注釈（註釈）、
管弦楽（管絃楽）、英知（叡智）、車両（車輛）、包帯（繃帯）、広報
（弘報）、骨格（骨骼）、火炎（火焔）、計画（計劃）、玉石混交（玉
石混淆）、短編・長編（短篇・長篇）…。使用頻度の低い、抛
（拋）、曝、輛、繃、骼、のような字が制限の対象となって別の字
に置きかえられ、「抛（ほう）る」と「放つ」、「暴（あば）く・暴れ
る」と「曝（さら）す」、吉凶の「凶」と兇器・兇暴・兇惡の「兇」、弓
の「弦」と楽器の「絃」…、のような書き分けがなくされます。中
には、放棄、暴露、管弦樂、など香港で使われているものもあ
り、加えて台湾から来る出版物の中で、凶暴、火炎、計畫、など
を目にしますが、「放物線」は「拋物線（綫）」なので要注意。
「拋」と「放」は広東語で「パーウ」と「フォーン」、北京語音なら
「pāo」と「fàng」、日本語以外では区別があります。
　漢字は日本語にすると同音字が多くなる、という宿命があ
る以上、責任を旧文部省だけに押し付けることはできま
せん。「書きかえ」の一覧には戦前からすでに使われていたも
のが結構あるし、「野性」と「野生」など、「書きかえ」られていな
いのに勝手に書きかえられる例（要するに誤字）は後を絶た

ないのです。「野性的」と「野生動物」の「性」と「生」も中華圏で
は同音ではないので、こういうものを間違えると大変、それこ
そ「日本人は漢字を知らない」と言われてしまいます。しかし、
どの言語でも、人が誤字を書くのは基本的に字のほうに問題
がある、とわたくしは考えます。漢字は日本語話者にとって負
担が大き過ぎるのです。つくづく思うのですが、「私立」と「市
立」や、「輸送船」と「油槽船」が同音になるなど、日本語漢字
音って、むしろ、面白いですね。「油槽船」は「書きかえ」にな
らって日本新聞協会が定めた新聞用語集で「油送船」と書き
かえられた経緯があります（現在は一般に「タンカー」と言っ
ています）。同様に、義捐金→義援金、一攫千金→一獲千金、
鳥瞰図→鳥観図、波瀾万丈→波乱万丈、激昂→激高、落伍→
落後、恰好→格好、抽籤→抽選…。こういう流れを受けて各種
学術用語も、肩胛骨→肩甲骨、濫獲→乱獲、饒舌→冗舌、辮髪
→弁髪、撰集→選集…。同音字がよくもこれだけあったもの
だと感心いたします。
　ジュラ紀から続く生物の繁栄を引き継いだ白亜紀は、末期
に恐竜が絶滅するなど、多くの生物が死に絶えた時代でもあ
ります。そのことをアキのご両親は知らなかったのでしょう
か。白亜紀の亜紀（堊紀？）という命名は、占ったらきっと「凶」
と出ますよ。

大沢ぴかぴ

花 

樣 

語 

言

言
葉
の
世
界

漫
遊
記 Vol. 117＜白亜紀の悲劇＞
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　紀元前580年ごろ、エーゲ海に浮かぶサモス島で生まれたピタゴラスは、数学
者・哲学者として偉大な功績を残した人物。「万物の根源は数である」と断言し、一
つ一つの数に個性を見出したことは、大きな功績の一つじゃな。今回の挑戦状は
ピタゴラスの功績が大きく関わっているぞ。この問題に関係のある数の性質を紹
介しよう。斜辺の長さがc、他の2辺の長さがa、bであるような直角三角形では、必
ず次の式が成り立つ。
　これを「ピタゴラスの定理」また
は「三平方の定理」と呼び、右の図
のように黄色い4つの直角三角形
を並べかえて、緑色の正方形の部
分の面積が等しいことから説明す
ることができる。また、この式を満
たす整数の組（a,b,c）のことをピタ
ゴラス数という。例えば、(3,4,5)や
(5,12,13)が有名で、挑戦状の例にはこのピタゴラス数が隠れているぞ。
　さて、今回の挑戦状にはピタゴラスが発見した性質が隠れているわけだが、実
際に問題を解くためにこのような知識は必要ない。むしろ、数を眺めるピタゴラス
になったつもりで問題に取り組むと良いぞ。例の式を見てみよう。3×3＝9＝
5×5̶4×4とあるが、9＝5＋4と表すこともできるぞ。他の２つの例でも同じ決ま
りで式が成り立っていることに気がつくかな？ 気がつ
けば、この問題は攻略できるはずじゃ。さあ、やって
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

〈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。

オヌシなら、まず何をする？　健闘を祈る！

下の例のように、同じ奇数を２回かけると、
必ず連続する２つの整数をそれぞれ２回かけた数の差になります。

2007年度 豊島岡女子学園中学　入試問題

a2+b2=c2(a×a+b×b=c×c) a c

b

a

a

a

a
c

c

c2

c
c

b

b

b

b

a

a

a a

b

b

b

b

a2

b2

（例） ３×３＝９＝５×５̶４×４
 ５×５＝２５＝１３×１３̶１２×１２
 １１×１１＝１２１＝６１×６１̶６０×６０

２９×２９＝あ×あ̶い×い

このとき、下のあに当てはまる数を答えなさい。

c

c

香港スクール香港スクール
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香港

三 宝 不 動 産三 宝 不 動 産三 宝 不 動 産 Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155
info@sanpou.com.hk

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155
info@sanpou.com.hk

　三宝不動産では、毎回ご好評をいただいております、オープンルームを開催い
たします。近い内にお引越し予定の方、まだまだ未定の方、どんな方でも、物件の
内覧にご興味ありましたら、お気軽にお越し下さい。

当日は、当社スタッフが部屋で待機しております。マンションロビーのインターホンからお呼び下さるか、
携帯9866-3397　鶴見(Tsurumi）までお電話下さい。　
オープンルームの詳細は、弊社ウェブサイトもご覧ください。Google /Yahoo ! など、『 三宝不動産 』で、一発検索できます。
www.san-pou.co.jp/hk

（開 催 日 時） 6月11日（日曜日） 10:00～14:00
（物　　 　件） グランドプロムナード・嘉亨灣
 Tower 6　36階A室
（間取り・広さ） 3LDK +バルコニー 
 934sqf/net 675sqf
（家　　 　賃） HKD35,000-（管理費、税金込み）
（室　　 　内） 家具、家電装備、全海景
（備　　 　考） ペット可マンション
 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！
（コ メ ン ト） 日本人が多く住む西湾河（サイワンホー）エリアの大型ハイグ

レードマンション。MTR西湾河駅徒歩５分、太古のAPITA
(UNY)へも10分弱、海辺の立地でハーバービューの眺望も良
好。大型温水プールなど多種多様なレクレーション施設が充
実した大型豪華クラブハウスも完備。マンションの下層部はバ
スターミナルとなっており、香港内各方面及び中国方面への直
通バスも運行しています。 日本人学校（小・中）バスストップも燐
接しています。

Grand Promenade

人気マンション、グランドプロムーナード・嘉亨灣
オープンルーム開催！
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
ライフパートナー TEL (86) 20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB室
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805
エイブルネットワーク深圳 TEL (86) 755-2398-5391
深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8219-5546
深圳市羅湖区深南東路5002号地王大厦主楼40-10単元
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号携帯：(852)9866-3397（鶴見Tsurumi）

ライフ（香港・広東共通）
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香港

◆愛される豊国神社◆ 
　先日、孟意堂の故郷・名古屋市中村区にある豊国神社の太閤
まつりに偶然立ち寄ることができました。この神社は、今から約
480年前にこの地に産声を上げた戦国武将・豊臣秀吉公が祀ら
れています。ゴージャスで賑やかなことが好きだった太閤殿下
らしく、この日のお祭りにはお神輿あり、巫女さんの舞あり、この
エリアのシンボルになっている朱塗りの大鳥居から神社までの
長い道路の両脇に80以上の出店ありで、始終賑やかでした。

◆方位には意味がある。◆　　　 　　　 　　 
　豊国神社は以下の写真のように北を背中にし、神社の入り
口は南を向いています。

　東西南北、東北、東南、西南、西北の８つの方位がありますが、
風水では、同じ南でも「丙（ひのえ）の方位」、「午（うま）の方位」、
「丁（ひのと）」と三つの方位に分かれます。豊国神社の場合は、入
り口が真南にある「午（うま）」の方位です。ちなみに、東南に近い
方の南は「丙の方位」、西南に近い方の方位は「丁の方位」です。例
えば、名古屋市の場合、中村区は午の方位、中心部は丙の方位を
向いていますが、東区や千種区辺りは丁の方位を向いています。
　実は、そのエリアがどの方位を向いているかでそのエリアの
性質や風情が違って来ます。京都のように理路整然と同じ方向
を向いている街もあればぐちゃぐちゃのところもあります。いに
しえの人たちはきっとそれを知っていたのでしょう。そのエリア
の性質を風水で紐解くことができます。

◆孟意堂風水的「人々に愛される」奥義◆ 
　午の方位はいわゆる「桃花（とうか）方位」と言い、何らかの魅
力があって人とのご縁に恵まれる方位です。桃花方位には午の
方位以外に、北の子（ねずみ）の方位、西の酉（とり）の方位、東の
卯（うさぎ）の方位があります。これらも人とのご縁に恵まれる方
位ですが、それぞれ違った性格を持っています。
　神社仏閣には人とのご縁など不要、と言う方もいますが、こうし
た方位に神社仏閣を建立した人たちは地元の人に愛される神社
を目指していたのだと思います。前述の豊国神社にはお祭りでなく
とも普段から多くの人が散歩をし、絵を描いたり、体操している様
子が伺えます。孟意堂の両親は偶然かもしれませんが、この神社で
結婚式を挙げました。桃花の方位を向いている神社仏閣はその土
地の人々に愛され、その土地の生活の一部になっているのです。
　私たちの住まいやお店もどの方位に入り口が向いているかが
そこにいる人たちの性質や風情に影響を及ぼします。どんな風
になりたいか、と向いている方向の意味が一致するような選択
をしたいものですね。

風水の奥義を行く！ 第64回  愛される理由、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
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香港

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

❷

❸

❹

❺

❻
・

❼

❽

点呼をとり、参加者全員が揃ったのを確認し、バ
スに乗って出発。休日で人で溢れかえる市内を、
バスに乗って移動できるので快適。移動中はEric氏のガイドと
共に、ゆったりと寛ぎながら車窓から見える景色が楽しめる。

1 シェラトンホテル・集合

荘厳な佇まいの大聖堂は姿香港
で2番目に古い建築物として知ら
れているそう。教会内はフラッ
シュを使用しなければ撮影もOK。

2 セントジョンズ大聖堂

標高差363メートル、距離にして1.4キロをトラ
ムで移動。獅子亭展望台から香港を一望でき
る。ハイキングコースとしても人気のスポット。

3 ビクトリアピーク

リゾート地を彷彿とさせる、白い砂
浜と澄んだ空気が美しいビーチ。
シービュープロムナードという遊歩
道を歩くと天后廟とよばれる香港
のパワースポットが出現。ご利益を
求める多くの観光客で賑わう。

4 レパルスベイ
おしゃれなレストランやカフェ、
バーが軒を連ねるスタンレー。ス
トリートの両サイドに所狭しと店
が並ぶ。衣料品や雑貨、食料品
などが手頃な価格で手に入ると
あり多くの人で賑わっている。

5 スタンレー

昼食は本格的な飲茶。小籠包、海老餃子、蒸し餃
子、腸粉、餡饅と続き、デザートは見た目にも美
しい金木犀のゼリー。味もボリュームも申し分な
しである。

6 昼食・御苑皇宴

占い寺院という異名
を持つ黄太仙。観光
客だけでなく香港人
も多く集まるこの場所
には100名以上の占
い師のブースがある。

7 黄太仙寺院一流ブランドの店
や香港のお土産
が揃う免税店で
ショッピング。

8 Tギャラリア

9 シェラトンホテル・解散

香港１日観光
ツアーを体験！

香港初心者マークにもオススメ！

大人気のJTBのオプショナルツアー。日帰りで香港の代表的な観光地を回れるということもあり、
観光客だけでなく来て間もない在港日本人の参加も多いという。
今回ガイド付き1日観光コースに、香港1年生のスタッフが参加した。

myBUS

ライフ（香港・広東共通）
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