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マリリンのぶらグル巡り
話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴8年の日本人女性ライター。

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴8年の日本人女性ライター。

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

　賑やかな雰囲気で常に多
くの人でにぎわう中環（セン
トラル）。そんな中環のラン
ドマークの一つであるラン
カイフォンタワー（LKFタ
ワー）には、今話題のレスト
ランやバーが多く店を構え
る。そんなLKFタワーの9階に新しく、モダンアジアン料理の
レストランバー「Fang Fang」がオープン。同店は、アジア料理
をこよなく愛する上海オペラ歌手「Fang Fang」をテーマに
し、日本、中国、香港、マレーシアなどの国々の料理をモダン
にアレンジした料理と経験豊富なミクソロジストによるアジ
アにインスパイアされたハイクオリティーなカクテルが楽し
めるお店。エレガントでグラマラスな大人の雰囲気がオー
プン当初から話題を集めている。広々とした店内にはエレ
ガントなダイニング、バーエリア、ラウンジエリア、そして2つ

の個室があり様々なシチュエーションで利用することができ
る。食事のみでも食事の前後にも、またはバーのみの利用で
も十分満足することのできるお店だ。
　同店のキッチンを仕切るのは、インドのムンバイの有名レ
ストラン「Hakkaisan」でエグゼクティブシェフ、そしてイギリス
の有名中華レストランでイギリスの新聞「The Sunday Times」
で2012年と2015年に最も優れたレストランに選ばれた

「Kai MayFair」でスーシェフとしての経
験があるKent氏。同店で使用する食材
は香港で厳選して仕入れた良質ローカ
ル食材をはじめこだわりの食材を使
用。さらには、料理に使用する調味料は
ほとんど自家製というこだわりぶり。
そんな彼は、「料理一つにとっても異
なった食材や調味料が混ざりあいユ
ニークな味を作り出している。そして

そんな料理を味わうことによって人々の魂に触れることがで
きるそんな僕のソウルフードを味わって欲しい」と彼は話す。
　さっそく同店のオススメ料理をいくつか紹介しよう。まず
は、ジャスミン茶でスモークした
「Jasmine Tea-Smoked Ribs」。ほのか
なお茶の香りが魅力。カニとアボカド
を合わせたモダンな巻きずしは、ア
ボカドのクリーミーさがアクセント。
お店の看板メニューである「Fang 
Fang Roasted Duck」は5種類のスパ
イスでマリネし、45分かけてじっくり

ローストしたもの。皮はぱりぱりと
クリスピー、肉はジューシー。ク
レープにきゅうりとネギ、そして自
家製のソースを添えて食べよう。
フードの他にカクテルも忘れては
いけない。バーマネージャーは、元
ランドマークにあるイギリス発の
大人気モダン日本料理のレスト
ランバー「Zuma」のバーを仕切っ
ていたミクソロジストで2017年
「Drink World Hong Kong」のトッ
プ25バーテンダーに選ばれた凄
腕ミクソロジスト。カクテルは、中国の陰陽五行に基づいて
考案され、水・地・火・木・金の5つのエキゾチックなカクテル
を用意。この5つのカクテルを飲んで自身の精神を高めて
ハッピーな気分でドリンクを楽しもうというコンセプト。他で
はなかなか味わえないスペシャル感のカクテルは一度は必
ず試してみたい。
　さあ、さっそくこだわりのモダンアジア料理とユニークなカ
クテルを味わいに出かけよう。

Fang Fang
住所：8/F., LKF Tower, 33 Wyndham St., Central
電話：（852)2983-9083
時間：ディナー 月～木、、金土 18:00～23:30日 18:00～23:00
  　　バー＆ラウンジ 17:00～深夜
ウェブ：: www.fangfang.com.hk  
フェイスブック：fangfangasian

中環の人気グルメスポットに新たなコンテンポラリーアジアン料理の
お店が仲間入り「Fang Fang」

シックで落ち着いた雰囲気の店内

エグゼクティブシェフの
ケント氏

ジャスミンの
香りがほのかに漂う
「Jasmine Tea Smoked Ribs」

かわいらしいパンダの
グラスに入ったカクテル
「Trai Dat」ケント氏自慢の料理の数々
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広・北・英語生徒大募集中
プライベートレッスンで、経験豊かな教
師が丁寧に教えます。生徒様のご要望
にあわせ日本語で教える事ができます。
まず無料体験をしてみませんか。詳細は
ホームページをご覧ください。又は日本
語でお気軽にお問い合わせください。
ウェブ：www.wdllanguage.com
電話：8100-0514（電話のみです、SMS
ができません）
メール：info@wdllanguage.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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【Dreams 夢軍団】ソフトボールメンバー募集！
こんにちわ！私達、「Dreams」は男女合
わせて約20人で活動しています！メン
バーは経験者から初心者が集まってい
ますが、全員野球をモットーに毎試合を
楽しくやっています！香港ソフトボール
ルールでメンバー全員が打撃に参加で
きるので、試合にも必ず参加できま
す！まずは、練習でもしましょう！女子
マネージャーも大募集！女性の参加者も
おられるのでお気軽にご連絡下さい！
ご質問等も随時承っております！
メール：ik.akaogi@koyamas.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サッカーチーム【SHOOTERS】メンバー募集
創立22年！香港一アットホームなサッ
カーチームです！活動内容は、毎週末
の試合、練習、海外遠征、飲み会、レクリ
エーションと幅広く年間通じて活動して
います！サッカー経験問わず、チーム
の一員となり一緒に楽しく盛り上げてく

れる方大募集です！
メール: Shooters.fc.rep@gmail.com
Facebook:
https://m.facebook.com/shootersfc1995
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
専修大学  OB会  香港、華南支部
開催日時：2017年11月24日（金）
場所：香港　
専修大学、石巻専修大学、専修大学付属高
等学校、専修大学松戸、北上、玉名高等学
校をご卒業の方または関係者の皆様でご
興味のある方はお気軽にご連絡下さい。
メール：nishi0205@gmail.com(担当：西)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
メール：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にご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
メール：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！
ウェブ：http://jleaguers.exblog.jp
メール：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。
メール：aogakuhk@gmail.com（担当：
木津）ウェブ：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
メール：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。
メール：hkdimanche@gmail.com
ウェブ：http://hkdimanche.weebly.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
当センターでは、日本人の受付事務ス
タッフを募集しています。勤務内容は生
徒さん対応、電話やメールのやり取りな
ど。PCできれば尚可、長期勤務可能な方。
勤務時間：月、火 18：00～22：00 
ご興味があればお気軽にご連絡下さ
い。委細面談。
電話：(852)3520-2329　林まで
メール：swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クリニック通訳さん募集
英語または広東語で通訳できる日本人

の方を募集しています。看護師など医
療資格をお持ちの方はもちろんのこと、
資格はなくても医療通訳に興味がある
方の応募をお待ちしております。勤務は
セントラルにある総合クリニックです。
健康診断に関連する事務作業なども
行っていただきます。
詳細につきましては、メディポートの堀
までお問い合わせください。
電話：2577-1568
メール：hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

主婦パートさん募集中！
香港で29年の実績がある当社では、た
くさんの日系企業様ともお取引をさせ
て頂いております。そんな当社では、一
日の限られた時間でもハッピーバレー
のオフィスに出社してくださる主婦
パートさんを募集中です。英語・広東
語・北京語が話せる方で、日本語がネイ
ティブな方であれば、未経験者も大歓
迎です。時給+歩合給もあります。お気
軽にお問合せください。
電話：2982-1138 or 9460-4892
メール：nanyang2@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
メール：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。まず履歴書をファック
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。
電話：(852)2375-1342  林まで
メール：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. Eva
　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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 新築マンション入居者募集！
旺角(モンコック)の駅近に完成した新築
マンションSkypark
単身者向きスタジオタイプ315sqf
（日本で言うワンルーム）
家賃HKD19,500（管・税込み）
マンションの最上階には、充実したクラ
ブハウスもあります。部屋の鍵あります
ので、いつでも内覧案内可。
お問合せは三宝不動産まで。
電話：2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：http://www.san-pou.co.jp/hk
 三宝不動産　茂木
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

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。）

　今年、Best Female Chef for 
Asia’s 50 Best Restaurantsの
称号を手にしたメイ・チョウ
シェフが受賞から間もなく
オープンさせたのが、Sohoの
“Happy Paradise”。
　メニューの料理名は端的
だが実に魅力的で、スナック、
小さいプレートと大きなプ
レートの料理に分かれてい
る。ドリンクやカクテルメ

ニューが充実しているのも嬉しいポイントだ。
　提供しているのは古典的な中華料理をうまくア
レンジした料理。“Rice Roll”(HKD98)の帆立に巻かれ
ているのは一般的な飲茶で提供される、米粉を使っ
た腸粉と思いきや、それも帆立でできているのだと
か。風味、食感ともにユニークで美味だ。
　香港の多くの家庭で提供されている家庭料理、
“スチームエッグ”(HKD78）は、生姜、ホタテ、リンゴ
酢、オクラを入れ、冷たく頂くオリジナルなスタイ
ル。リンゴ酢と食欲をそそる香りが、この料理を軽や
かに、爽やかに演出してくれる。“Szechuan Chicken 
Wings”(HKD108)は、ジューシーなお肉と繊細でク
リスピーな食感、舌に広がる唐辛子の効いたミック
ススパイスの香りがたまらない。

　“A small plate of pan-fried Pig’s Brains with burnt 
Pear juice and White Soy”(HKD98)は子豚の頭のよ
うな容器で登場する、ユーモアたっぷりの一品。豚
の脳みそのカスタードのようでクリーミーな質感を
楽しむことができる。
 　“Asparagus, Cucumber, Pu Ning bean sauce and 
green daikon”(HKD128)は、多様な野菜の食感と軽
めのドレッシングが絶妙で、重めの料理に合わせる
野菜の口直しとして召し上がれ。
　絶品メニューとお伝えしたいのが、“slow-cooked 
Chicken with glutinous rice”(HKD328)。骨を除き、
しっとりと柔らかい鶏肉ともち米、紹興酒を使った
ソースが引き立てている。
　チョウシェフが生み出す、ひと味違った現代的な
中華料理をぜひ味わってみてほしい。

Happy Paradise
住所：UG/F., Ming Hing House, 52-56 Staunton St., SoHo
電話：(852)2816-2118

話題のシェフが創作する、
新感覚チャイニーズはいかが？

Sohoのニューフェイス

Happy Paradise

Pocket Page Weekly 29 September 2017 No. 611 13B

香港グルメ



香港 香港

シ
ョ
ー
ト
ト
リ
ッ
プ
に
ぴ
っ
た
り
！

香
港
に
あ
る
離
島
達

Tung Ping Chau(東平洲)
　香港の東北地方に位置し、砂漠の岩から生まれたこ
の島は、色鮮やかでユニークな景観が特徴。ユネスコの
グローバルジオパークネットワークに登録されたこの
エリア内では、クリフクライムや、 Peng Chau Countryの
ハイキング、澄んだ水場で美しい魚やカニを探して楽
しむことができる。週末にはいくつか屋台レストランが
出るので、栄養補給もバッチリ。この島を遊び尽くすに
はキャンプがお勧めだが、ゴミは必ず持ち帰ろう。

Peng Chau(坪洲)　
　静かで趣あるビーチのある小離島、坪洲は家族での日帰り旅行に最適。70年代、工業団地だった頃の面影
を残す跡地を探索したり、Fingger HillからTsing Ma BridgeとDisneylandの景色を眺めるのがお勧め。島の北
岸沿いにある最近できた通り、Peng Yu Pathは素朴なビーチに面する。お腹が減ったら、上質な飲み物とフー
ドを提供するLes Copains D'Abord（Long Peng St）通りのフレンチカフェ/バーや、Wing On St.沿いのシー
フードレストランでその日獲れたての魚介類を楽しんで。

Kat O(吉澳)
　中国にほど近く、Plover Cove Country 
Park北東に、数百人の人々が暮らす。 
2.4sq kmある島は、その不規則な形の
ために"Crooked Island"(歪んだ島）とし
ても知られる。島の地質と文化の歴史を
記念して2010年にオープンしたKat O 
Geoheritage Centre142 Kat O Main St)
は毎週土日、旧正月を除く祝祭日は午前
10時から午後3時30分まで開館している。

短めのKat O Natural Trailは村を回り、登っていけば最後に仏塔に到着する。
歩きながら、古くからある寺院の数々や腐食した3つの大砲を見学しよう。

Tap Mun(塔門)
　Sai Kung Country Parkの海岸
に面しており、別名Grass Island
とも呼ばれるこのエリアは、
1.7sq kmある芝生の丘陵地帯で
牛が草を食み、数百人の客家、疍家の人々が暮らす。
　今はのんびりした風情が漂うが、密輸や海賊のたまり場として栄えた過去を持
つ。キャンプやカイトに人気のスポットで、いくつかの岩場のビーチもある。舗道を歩
きながら漁村を訪ねたり、パノラマの景色と爽やかな風に癒やされよう。ハイキング
後は、村のメインレストラン、Sun Hon Kee（Tap Mun Hoi Pong St）のシーフードで
エネルギーチャージを。島の名物、アイスミルクティーも忘れず試して。
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第26回 

協力：日本ボディスタイリスト協会
参考文献：食品成分表、新エステティック学

こちらのレシピは一例になり、過度に同じ
ものを摂取するのはバランスの偏りとなり
返ってお肌にも悪影響がありますので、そ
れぞれの栄養素をひとつの食品に偏らず
取り入れてください。

川島 令美 （かわしま れみ）プロフィール
フードコーディネーター/料理家/モデル 
女優・モデル業と並行し、現在はフードコーディネーターとしてテレビドラマ、広告などのフードコーディネート
やスタイリング、雑誌や書籍、WEB媒体にレシピやコラムを掲載、飲食店店舗のメニュー開発や監修、そして料
理系のセミナーやイベントへの出演など幅広く活躍中。美食同源を提唱しており、日本ボディスタイリスト協会
の食学科顧問を務めセミナーなども行っている。

公式HP：www.vivienne.co.jp/remi

キレイを
つくる
レシピ帳

キレイを
つくる
レシピ帳

皆さんこんにちは。フードコーディネーターの川島です。

美容を絡めた日本のトレンドを基に、

「キレイをつくる」レシピを皆さまにお届けしていきます。

メイクや服装で見た目を変えることはできますが、

本当のキレイは身体の中から。

これから紹介していくレシピを日々の生活に取り入れて、

心も体も美しくなりましょう！

美
味
し
く
キ
レ
イ
を
手
に
入
れ
よ
う

   

〜
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く
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〈いちじくとチキンのバルサミコソテー〉  ●鶏モモ肉 
1枚（350g程度） ●いちじく 

中2個 ●オリーブオイル 
小さじ1 ●A バルサミコ酢 
大さじ2 ●A しょうゆ 
小さじ2 ●A はちみつ 
小さじ2 ●塩 

少々 ●胡椒 

少々

　夏の終わりから秋にかけて、限られた時期にお目にか
かることのできるいちじくは、漢字にすると「無花果」と書
かれ、花を咲かせず実をつけるところからその由来が来て
いるとされていますが、実は果実を割った時に見える中心
の赤い部分が花という不思議な果実で、古くから「不老長
寿の果物」とも言われています。

　そんな神秘的な風貌のいちじくは、女性に嬉しい効果を
たくさん秘めた果実なんです。
　女性ホルモンのエストロゲンと似た成分「植物性エスト
ロゲン」が、種子部分に豊富に含まれており、女性特有の
症状に作用し、ホルモンバランスを整えてくれます。
　他にも、美白効果のあるザクロエラグ酸や、アンチエイ
ジング効果のある抗酸化作用の高いポリフェノール類も
とても豊富。

　今回はいちじくと、補気効果も高い鶏肉を組み合わせた
レシピをご紹介します。

❶鶏肉は半分にカットし、塩・胡椒をする。いちじく
は1/4にカットする。

❷フライパンにオリーブオイル（小さじ１）を熱し、鶏
肉を皮目からいれ、フタをして焼き色がつくまで
焼き、裏返しじっくり中まで火を通したら取り出す。

❸余分な油を軽く拭き取り、オイル(小さじ１)を加
え、いちじくもソテーして取り出し、皿に盛る。

❹フライパンを軽く拭き取り、Aに軽くとろみがつ
く程度に煮立たせソースを作り、（３）にまわし
かける。

この時期にしか味わえないいちじくの美味しさとエイジング効果をぜひ、味わってくださいね。
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「Festive Korea 2017（韓国十月文化節）」が10月5日より開幕。この文化節
は大韓民国駐香港総領事館韓国外交部、韓国文化体育観光部、香港特区
政府民生事務局等が主催で毎年秋に開催されているもので、2011年以来
今年が7回目で今年のテーマは「Korean Arts:Beyond Imagination」。毎
年韓国の優れた舞台芸術グループによる伝統芸術や現代舞踊、トップアー
ティストによるクラシック音楽、伝統音楽やポップミュージック、韓国の人気
最新映画などと共に、韓国食文化や文学など韓国の様々な文化やテコン
ドー実演などを見聞きすることが出来る貴重で大規模なイベント。入場料
無料のイベントも数多く予定されているので、是非注目していただきたい。

「Festive Korea 2017」開催にあたり、大韓民国駐香港総
領事館 金光東大使のメッセージをここで紹介したい。
“今年も「Festive Korea 2017（韓国十月文化節）」が香港
で開催出来ることを大変光栄に思います。過去6年間で
香港では韓国文化の人気はかつてないレベルに達しま
した。数年前はテレビドラマやK-popが人気を博してい
たことを思い出されますが、近年においては香港におけ
る韓国カルチャーへの関心は更に多様化していて、韓国
の食品、言語、美容製品や各種公演など幅広い分野に広
がっています。その結果昨年は香港から65万人の観光
客が韓国を訪れ、140万人の韓国人が香港を訪問しまし
た。今年の「Festive Korea 2017」では香港の中国返還
20周年を記念して、たとえば韓国のオーケストラなどで
は香港の著名なアーティストと共演をします。さらに

アートの展覧会、映画上映、韓国の試食イベントなど、実
に幅広いプログラムをご用意しています。韓国政府は今
年香港に韓国文化センターを設立を計画していますが、
これは世界で32番目の文化センターとなります。それは
アジアの中心都市とである香港で我々は韓国の文化に
対する意識を高めることを果たすという目的を果たし、2
つの地域間の文化的橋渡しになるかと思います。”

香港総領事館　金光東大使

「2017 K-Musical Roadshow」は、
人間の肉体に関するコメディー、
フレンドリーなフュージョン
ミュージカル、他の多様なジャン
ルのミュージカルなど、6つの異
なるパフォーマンスをフュー
チャーしたもので、さまざまなユ
ニークなスタイルの韓国の
ミュージカルが楽しめる。(11月
28日～29日入場料無料・要予約)

Performing Arts
パフォーミングアート

"K-Musical Roadshow"K-ミュージカル・ロードショー 

ソウルフィルハーモニック管弦楽団は創設71年間で韓国最
古の管弦楽団で現在最も韓国を代表するオーケストラ。演
奏曲目はマーラーの『葬礼』、ブルッフの”バイオリンとビオ
ラの二重協奏曲”、チャイコフスキーの交響曲第5番。ブルッ
フの作品では国際的に活躍するソエヨン・キム(韓国人)と香
港フィルハーモニー管弦楽団の首席ビオラ
奏者であるアンドリュー・リン(香港
人)が共演。同オーケストラの主
演客演指揮者ティエリー・フィッ
シャーが指揮を執る。(10月26日)

"Seoul Philharmonic Orchestra Concert"
ソウルフィルハーモニック管弦楽団

Music
音楽

サウンド・ダイアリーNo.6プレリュード・ステージでは、創造
的なジャンルを破壊する韓国のサウンド・アーティスト、
aRing（アイリーン・イウンヨン）の新しい作品を紹介。古典音
楽と現代音楽、サウンドエンジニアリング、
CT（文化＆技術）のバックグラウンドを
持つaRingによる独自の芸
術や創造性の新しい感
覚の作品を堪能する
ことが出来る。(11月10
日～24日入場料無料)

"Sound Diary No. 6 Prelude Stage”
“Tilandsia in the Lost Garden”失われた庭のティランジア

Visual Arts
ビジュアルアート  

MCLシネマ系の映画館で
10月12日～12月3日まで
の期間、韓国の最新人気
作品計13本を上映。また
香港の6大学では計5作品
が9月21日～11月12日の
期間無料上映。インディー
映画計2作品が10月7日～
8日上映予定。(全て英語
字幕付)

Cinema
映画

韓国の国技というべきテコンドーは2000年のアテネオ
リンピック以来公式に種目になり世界中に知られることと
なったが、単純に武術に留まらず、自己改善を通して身体と
心の両方を鍛えるもの。世界120か国以上で実演している
クキウォンテコンドーデモンストレーションチームによる驚
異的な技術とスピーディー
で強力なキックのデモンス
トレーションを目の当たり
にすることが出来る。(10月
29日入場料無料・要予約)

クキウォン・テコンドー・デモンストレーション・チーム

Taekwondo (Special Events)
テコンドー （スペシャルイベント）  

61歳の尼僧で世界的に有名な仏教寺院料理のシェフであ
るジョン・クワンによる精進料理紹介。料理と食材との関係、
仏教の本質的な教えと健康的な生活など、食べ物と禅の精
神と関係についての新しい洞察を調理のデモンストレー
ションと試食を通じて経験をする貴重な機会。(10月24日)

Food
料理

仏教寺院料理

2018年韓国で開催される平昌(ピョンチャン)冬季オリンピックの公式マスコットの白虎の「スホラン」が刺繍された平昌オ
リンピック組織委員会認定トートバック（非売品)を抽選で5名様にプレゼント(大韓民国駐香港総領事館提供)。締め切りは
10月13日（金）（トートバックをご希望の方は①氏名（英字）、②郵送先住所、③電話番号、④メールアドレス、⑤PPWの入手
場所、⑥今後、PPWで取り上げて欲しい記事について、⑦ぽけっとページウィークリー（PPW）に関する感想をご記入の上、
editor@pocketpage.com.hkまでご連絡ください）

「実に多岐に渡って興味深いイベントが目白押しなため、「Festive Korea 2017（韓国十月文化節）」公式サイト www.festivekorea.com/en で
イベント内容や開催場所、予約方法や料金などを確認いただきたい。」（取材協力/写真提供・大韓民国駐香港総領事館）

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。　※抽選の対象は、すべての質問にお答えになられた方に限らせていただきます。　※賞品のカラー指定はできませんので、予めご了承ください。

文化節に取り上げるイベントは大きく分類して6つのカテゴリーに分かれるが、それぞれの注目イベントを紹介してみたい。

読者
PRESENT

ライフ（香港・広東共通）ライフ（香港・広東共通）
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　唐宋王朝時代に、陝西省華山道士である陳摶（ちん たん）が118歳
で、道教の内丹（天地万物の構成要素である「気」を養い、自己の身中
に形成する霊薬）による養生学を設立しました。この養生学は「常に薬
に頼らず、気練を通じて体力向上のパワーを生じさせ、病気を予防し、
長寿を促す」としています。中国本土では、華山気功の継承は既に途絶
えてしまいました。

　今回の課程の導師である許達洪先生は、第二次
世界大戦後に香港へこの養生学を伝えた国民党
の将軍：董力行先生から、47年前香港大学在学中に
気功を学び、12年前から開講した授業における生
徒数は5,000人に達しています。 

　こうした生徒達の中には、高血圧、痛風、慢性鼻炎、喘息、肝臓病、心
臓病、肩の痛み、不眠症、睡眠無呼吸症、夜尿症、肥満、生殖機能等の問
題を抱えた者がおり、この気功を通じて症状が改善、或いは治癒した事
例をウェブサイトで公開しています。
　上記課程の解説は、現代医学の観点から純粋に運動と健康を目的と
したものであり、宗教活動は一切行いません。
　課程のアシスタント兼通訳の尹瑞麟先生も香港大学を卒業後、東京
の上智大学で比較文化修士学号を取得しています。 

更なる情報をご希望の方は尹瑞麟先生の携帯電話（9438-2815）又は右記のメールアドレスにご連絡ください。
課程を受講されたい方は、氏名、電話番号及びメールアドレスを右記のメールアドレスまで送付してください。 Wanslraymond@gmail.com　

華山気功
基本課程

基本課程の授業内容（週一回開催予定） 

第一回（平気）：肺や気管の増強、排毒、免疫機能の向上。
第二回（猿式）：肝臓と脾臓の増強。
第三回（熊式）：膀胱、前立腺および腎臓に関連した機能の上昇。
第四回（龍式）：心臓の増強、脾臓と血液栄養を補填。
第五回（虎式）：気管および気管支を含む肺と脾臓機能の向上。
第六回（鶴式）：肺や気管の肺活量の機能強化と、背中、肩、腕周りの痛み、
　　　　　　  上肢リウマチの改善と予防。
第七回（龜式）：頸椎の増強や、骨棘や首の凝りなど神経中枢へのマッサージ治療、

緊張を和らげる下垂体ホルモンの分泌の促進。
第八回（洗胃法）：胃腸残留物の洗浄効果、消化機能の促進、食欲増加。

カリキュラムの時間：
10月19日から
(基本的に毎週木曜日午前中11:00～12:30) 全8回 
会場：湾仔莊士敦道68號互信大厦 (Trust Tower) 6樓A、B座
https://www.huashanqigong.com
授業料：HKD4,000

たった1ヵ月で、体力向上の效果を感じる、
中国四千年の道教文化に基づいた
たった1ヵ月で、体力向上の效果を感じる、
中国四千年の道教文化に基づいた

※無料説明会10月12日 (木 11:00～12:30)
　要予約、デモンストレーション含む。場所は下記の華山気功の会場。

ライフ（香港・広東共通）
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日本サッカー協会による
海外初のC級コーチ養成講習会
多くのお父さんコーチが参加

日本サッカー協会による
海外初のC級コーチ養成講習会
多くのお父さんコーチが参加

ACC C級ライセンスとは？
日本サッカー協会(JFA)、日本体育協会が主催しているサッカー指導者ライセンスC級はサッカーの
本質、プレーの原則、発育発達などU-12年代の指導にフォーカスしたカリキュラム構成となっている。

講義、実技、指導実践では悪戦苦闘もありましたが、受講者全員合格！
これからも子供達ファーストでC級講習で学んだJAPAN'S WAYを
そしてサッカーの楽しさを共有していきたいと思います。

講義、実技、指導実践では悪戦苦闘もありましたが、受講者全員合格！
これからも子供達ファーストでC級講習で学んだJAPAN'S WAYを
そしてサッカーの楽しさを共有していきたいと思います。
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 御河堤　Royal City Center

（所在地） 南山区蛇口金世紀南路＆望海路
（間取り） 3LDK
（室　内） 家電家具が新しい、冷蔵庫が大きい、
 オープン式のキッチン
（環　境）  深圳湾口岸（香港へのイミグレーション）景観、
  華润万家スーパー 
（備　考） 地下鉄2号線（東角頭駅、徒步10分圏内）
（月　額） 17,500元

（所在地） 紅嶺南路与東園路交匯処

（間取り） 2LDK

（室　内） 全室フローリング、リビング冷暖房付き

（環　境） 万象城、JUSCO、歳宝百貨、Citic City Plaza 

（備　考） 地下鉄1＆2号線（大劇院駅、徒歩10分圏内）

（月　額） 10,000元

宝能太古城

深圳

エイブルネットワーク深圳店エイブルネットワーク深圳店エイブルネットワーク深圳店
深圳市羅湖区深南東路5002号

地王大厦主楼40-10単元
(86)755-8219-5546/

 (86)136-3285-3590 (代表 本間)

深圳市羅湖区深南東路5002号
地王大厦主楼40-10単元
(86)755-8219-5546/

 (86)136-3285-3590 (代表 本間)

（所在地） 深圳市南山区中心路2233号宝能太古城

（間取り） 3LDK

（室　内） 内装綺麗、家電家具も新品

（環　境） All city Shoppingmall、庭園、

 後海の海岸cityに近い、ジム無料

（備　考） 地下鉄2号線（海月駅、徒步2分圏内）

（月　額） 25,000元～

 半島城邦　Peninsula Residences

H
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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 

エイブルネットワーク広州 TEL (86)133-1089-1352
広州市天河区天河北路183-187号大都会広場712室 

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)136-3285-3590
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

ライフ（香港・広東共通）
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     勝ち組コメント
　初回、キャメル(中村)の3ランHRを含む大量6点のリード！しかし
その後は守備のミスもあり、じわじわと追いつかれる嫌な展開に。そ
れでも最後はを総裁(岡本)がしっかり押さえて辛くも勝利を手にしま
した！ここまで2勝1敗。このあとも勝利を重ねていきましょう！！

     負け組コメント
　一昨年の王者、強豪、ドリームスさんとの対戦。リーグ屈指の好投手
2人に対し、食らいつくイーグルス打線。11安打を放ち、さらに4四球と3
敵失で毎回塁をにぎわすも、ここ一番で一本が出ず。なんと残塁10、運
が良ければ大金星を狙える一戦だっただけに惜しまれる。これで開幕
3連敗となったが、少しずつ明るさも見えて来た。頑張れイーグルス！！

     勝ち組コメント
　台風等で試合中止が続いていたが、一か月ぶりに試合のカイザー
ス。本日の相手はロイヤルズさん。初回の攻撃、相手ピッチャーの制
球難により満塁。ここで5番竹内が見事なHRで先制。その後も着実に
加点し16対2で勝利！来週の大関戦も頑張ろう！

     負け組コメント
　主力ピッチャー不在の中、先発木俣は制球定まらず早々に交
代。その後道宗、向井の両投手が踏ん張り何とか後半戦へ期待を
繋ぐ。一方打線は序盤はゼロ行進が続くが、4回4番赤石のヒット
と5番木俣のツーランで反撃するも、相手2枚看板投手を崩せず無
念の敗戦。

     勝ち組コメント
　まだまだ暑い天光道グラウンド、僅か10名で挑むエンジェルズ戦
は初先発の野田投手。初回表を2失点で抑え上々のスタート、その裏
即1点を返すも、2回表に大量10失点するも、相手投手の乱れもあり
7点を返し、8-12と4点差で迎えた3回表、エース迎投手登場見事に
0封。時間的最終回となる3回裏、先ずは1点返し満塁で4番秋山キャ
プテンに繋ぐと、出ましたサヨナラ満塁ハッピーバースデー（前日で
すが）弾が飛び出し3連勝。また大型台風が香港に上陸するかも。

     負け組コメント
　帰任前最終試合の大海の二塁打で勢いづくと、打撃陣は効率的に
得点を重ねる。しかし、ブレーブスさんに粘られ、最後は満塁ホーム
ランを喫し決着。3回の無得点が響いたか。まさかの3連敗スタート
だが、巻き返しを！

香
港
ソ
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     勝ち組コメント
　エース杉山が投げては2失点の好投、打っては満塁ホームランの
活躍で快勝。上位から下位までヒットが出てようやく調子が上がっ
てきました。次戦からも頑張れツナメン！

     負け組コメント
　ベアーズは強豪ツナーズを相手に、山口の右中間二塁打や熊谷
の2点適時打で僅差で食い下がるも、終盤に痛恨の満塁被弾。これ
が響き、必死の追い上げも届かず5対9で悔しい敗戦となりました。
しかし上位チームとの勝敗も紙一重。各選手がボールへの執着心
をもう一段階高め、次戦からの巻き返しを誓います！

第73期・順位表

チーム名
カイザース

ブレーブス

サンダース

コンポードー

オオゼキ

ツナーズ

ドリームス

サクラ

ベアーズ

エンジェルス

イーグルス

アタッカーズ

ロイヤルズ

パイレーツ

勝率
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.667

0.667

0.500

0.333

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

差
0.0

0.0

0.5

0.5

0.5

1.0

1.0

1.5

2.0

3.0

3.0

2.5

3.0

2.5

第73期　第5節　9月17日

ドリームス
イーグルス

勝利投手：岡本
敗戦投手：吉冨　鈴木

HR：藤原　中村

HR：

6
1
0
1
3
2
0
0
1
2

10
6

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

ロイヤルズ
カイザース

勝利投手：
敗戦投手：木俣

HR：木俣

HR：

0
5
0
7
0
0
2
0
0
4
0
X

2
16

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

エンジェルス
ブレーブス

勝利投手：迎
敗戦投手：崎川

HR：

HR：秋山

2
1
10
7
0
5

12
13

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

ツナーズ
ベアーズ

勝利投手：杉山
敗戦投手：北浦

HR：杉山

HR：

2
1
0
0
1
1
5
3
1
0

9
5

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

入団に関するお問い合わせはHKSA Men’s AA League広報
深田まで(masami.fukada.j@gmail.com)

習い事が上達しない。
いつも行くのを嫌がる。
でも辞めたくないという。
頑張りたいという。
どうしたらいいですか？

こういう悩みをよく聞きます。

言葉というものは理性が司っているので、～するべき、
～した方がいいという考え方をします。

「一度始めたことはやめない方がいい。」
「お母さんの悲しませるべきでないからやめるとは言
い出せない。」
特に長子は「やめたい」と言えない子供が多いです。

冷静に見ていると、その習い事に向いているかどうか
は、経験豊富なお母さんが分かっているはずです。
お母さんも「やめたくない、頑張りたいと言うから。」
「すぐにやめるとやめグセがつくんじゃないか？」

などの思考に囚われてなかなか冷静なかなか判断が
下せないでいます。

そんなときは、是非行動をみていただきたい。
習い事の前になると、グズグズ言いだす。
お腹が痛くなる。
いつも習い事に集中していない。
なかなか上達しない。

これらの行動は真実です。
心で思っていることがそのまま現れます。
子供は正直ですから、嬉しいときは時間を忘れてのめ
り込むものですし、楽しくないときはボンヤリしていた
り、無表情だったりします。
言葉だけに囚われて行動のサインを見逃していると、
子供もいつしか、自分が何をしたいのかわからない、
感情を抑えた大人に育ちます。

世の中には、たくさんの選択肢があります。
少しの選択肢の中で、これまでの常識に囚われて、向い
ていないことをやり続けるのは、時間の無駄遣いです。

向いていない。 
力が出せない。
と判断するのは、お母さんです。
子供の少ない経験値で判断させることはお子さんに
とって大きな負担となります。

これは違うと思ったら、「ちょっとお休み」して、別の世界
を覗いて見ましょう。
これは、できない、苦手。と決める必要も、キッパリやめ

る必要もありません。
また興味がでたら、再開すればいい。

それよりも、色んなことを経験させて、豊富な経験値か
ら人生覗いて選択をできるようにしてあげることが、親
にできる最高の教育だと思うのです。

迷ったら子供の行動をよく観察して見ましょう。
迷ったら子供が楽しそうな方へ。
子供の笑顔が多い方へ。

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。現在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」展開中。香港
にて講座開催中♪

zets_PPW@pocketpage.com.hkまでお問い合わせください。

ラジオ、コラム、無料動画公開中～♪
ままサプリ公式HP：https://mama-supple.com/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

「
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ま
サ
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リ
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連載 第46回 言葉より行動
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【前号のあらすじ】
　スピーキングでは「感覚の表現」、リスニングでは
「百貨店で買い物をしているカップルの会話」を中
心にアレン先生が丁寧に教えてくれたので、自然
な表現方法についても臆することなく、使用する
自信がつきました！

　最終週の英語クラスは前回に引き続き、アレン先
生が担当してくれました。教材を使用して授業を進め

ながら、各受講者が「お題」の書かれた紙を一人ずつ引
いて、紙に書かれた動作をジェスチャーして他の受講者が当

てるゲームもありました！「お題」によっては表現しづらいジェス
チャーもあって、ジェスチャーをする側も当てる側も頭を悩ませてしまい
ましたが、笑いを誘う楽しいクラスになりました。英会話では最初から正
確な表現を心がけるよりも頭に浮かんだ言葉を口に出して、説明を加え
ていく方法が会話もスムーズに進むと感じました。一朝一夕とまではい
きませんが、とにかくこれからは英語を話すことを意識するようにしたい
と思います。
　毎週1回、合計3回の
英語クラスを受講しま
したが、担当してくだ
さったアレン先生は、
時折ユーモアも交えて
長時間のクラスでも生
徒たちを飽きさせな

い授業をしてくれたの
で、最後のクラスまで楽
しんでクラスを受講す
ることができました。生
徒たちを積極的に参加
させる授業スタイルが
非常に良かったと感じ
ています。全3回分の英

語クラスを振り返ってみると、実際の場面で使用できるようになるまで
には反復練習が必要で、やはり継続学習していかないと語学は上達し
ないということを感じました。これからも英語を使用する機会を増やし
て、映画も英語字幕でスラスラ読めるようになる日を目指して、日々の
英語学習を頑張りたいと思います！

<Language Worldより> 
今回で英語挑戦記は最後となります。
皆さまいかがだったでしょうか？
アレン先生の無料体験レッスンへ是非ご参加ください！ 

 

3回の授業で生活がどこまで変わる？
もっと自由に英語を話すことができたら、香港のプライベートライフがより楽しくなると
思いながら、なかなか英語学習の時間が取れずにいつの間にか時間だけが経ってし
まっていた…そんな方も多いのではないだろうか。今回、ランゲージワールドが提供し
ている英語クラスに挑戦するのは電機メーカーに勤務している香港在住3年目の駐在

員、宇都宮弦一郎さん。3回連載で英語クラスを受講した宇都宮
さんの生の声を紹介する。

体験入学受講者：宇都宮弦一郎
香港在住3年目。香港人に負けない食欲
と機内でも真っ先に広東語で話しかけ
られる見た目とを併せ持つ香港人の素
質ありの日本人。一方、広東語、北京語、
英語、時折日本語と高い言語能力を
持った香港人に甘えて、なかなか自身の
語学力向上が儘ならない今日この頃。

講師：アレン
サンフランシスコ出身。カルフォルニア
大学卒業後、香港にて英語講師としての
キャリアを歩み始め、大手英語学校にて
ネイティブ英語講師、マネージャーとして
の経験も持つ。日本人への指導経験も豊
富で、LanguageWorldにてキッズ、主婦、
ビジネスマンと幅広く指導している。楽し
くユーモアあふれたレッスンが好評。

最終回（全3回）

住所：Units C & D, 10/F., (ITC Bldg.) Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Rd., Wan Chai
電話: (852)3460-5458<荒木>
メール: info@languageworld.com.hk
ウェブ：www.languageworld.com.hk
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　RADWIMPSの野田洋次郎
さんが『君の名は。』のために
作った曲「スパークル」のオリジ
ナル・バージョンに次のような
歌詞があります。「♪辞書にある
言葉で出来上がった世界を
憎んだ」。彼の作る歌詞はとて
も詩的で、哲学的。この詩人に
よると、辞書とはどうやら、あま
り好ましくないもののようです。

　「辞書的な意味」といったらどういう意味でしょう。言葉の表
面的な意味、辞書に載っている程度の散文的で額面通りの解
釈…。辞書にこういう負のイメージがあるのは、まさに、かつ
ての日本の辞書があまりいい出来ではなかったことのあかし
です。前回は辞書を随分とこきおろしましたが、今回は、ほめ
ます。最近の辞書は大いに進歩していて、面白いです。辞書が
面白くなったことの重要な遠因は、日本語を学ぶ外国人が増
えたこと。「あがる」と「のぼる」はどう違うか、のような、日本語
のネイティブスピーカーには考えもつかないような疑問に答
えてあげなければならない時代になったため、日本語意味論
の研究に拍車がかかったのです。
　「あがる」と「のぼる」は、どう違うのでしょう。これは辞書作
りの話『舟を編む』の小説の中でも引き合いに出されていま
す。「山に登る」という場面で、山に上がる、とは言わず、「血
圧が上がる」を、血圧が登る、とは言いません。両者とも「低
い方から高い方へ移る」ことを表しつつも、「のぼる」は主に
その経過や行程（山の斜面や木の幹など）に意識が行って
いて、対して「あがる」のほうは到達点や結果に焦点が当
たっている、と分析されるのですが、この「のぼる・あがる」の
意味分析を初めておこなった故・柴田武博士は、4人の共同

討議で正味６時間かかった、と、そのときの苦労を書き残し
ています。「ことばの意味の分析は、ときに頭の痛くなるよう
な抽象化の作業で、えらく時間がかかる」。現在は「対比表」
を作るのが常識になっていて、「成績が～」は「あがる」が
「○」で「のぼる」は「×」、「頭に血が～」は「あがる」は「×」で
「のぼる」が「○」、のように「○・×」を付けて例文を図式化し
ます。類義語と対比することによって意味の範囲がしだいに
明らかになっていきます。
　昔の辞書は、類義語と対比するどころか、ただ類義語を並べ
て、それを言葉の意味だとしてきました。「うく」を引くと「うか
ぶ」が載っていて、「うかぶ」を引くと「うく」が載っていたりしま
す。もし、「うく」と「うかぶ」が同じ意味であるなら、入れ替えが
可能なはずです。「チームの中でひとり浮いている」「容疑者が
浮かんだ」。この「浮く」と「浮かぶ」を入れ替えたらどうなるで
しょう。「チームの中でひとり浮かんでいる」。これはきっとシン
クロナイズドスイミングのチームで、選手がみんな水中に潜っ
ているのに一人だけ水面に浮かんでいる。「容疑者が浮い
た」。容疑者は怪人二十面相かルパン三世で、何らかのトリッ
クを使って空中を浮遊して逃げた。「うかぶ」は表面に現れるこ
と、「うく」は底や地面、基盤や母体などから離れること、このよ
うに意味分析できます（「水」にこだわる必要はありません）。と
もあれ、全く同じ意味の語というのは存在しない、と肝に銘じ
ておくべきです。『舟を編む』にはまた、「右」という語の意味に
ついて考える場面があります。「右」とは何か。「右」を説明して
みろ。「東を向いたとき、南にあたる方向」「時計の文字盤の、"
２"から"５"がある側」「数字の"10"の、"０"の方」。普段、辞書と
は無縁の生活をしている読者・映画の観客にとって、この「右」
の分析のくだりは脳のいい刺激となったことでしょう。昔の辞
書なら、「みぎ」と引くと「左の反対」、「ひだり」と引くと「右の反
対」。今これをやったら、きっと、憎まれます。

　野田洋次郎さんは『君の名は。』の主題歌「前前前世」で、
「前世」を、「ぜんせい」（ゼンセー）ではなく「ぜんせ」と歌って
います。「♪ぜんぜんぜんせからずっと～」。歌だからそうなっ
たんだろ、って？ いえいえ「前世」は、「ぜんせ」でいいので
す。「世紀」の「せい」ではなく、「世界」の「せ」。「ぜんせい」は
誤読の慣用化。正しくは「ぜんせ」である旨が大概の辞書で示
されているはずです。さらに前は「ぜんぜ」で、これは日本初
の近代的国語辞典、明治期の『言海』に載っています。「観世
音」や「世阿弥」の「ぜ」。参考までに、明治に読み方が変わっ
た例。希望（本来は、けもう）、図書（同じく、ずしょ）、礼服（らい
ふく）、自立（じりゅう）、省略（せいりゃく）、治療（じりょう）、懺
悔（さんげ）、東京（明治の初期には、とうけい）…。
　「前前前世」は、英語バージョンも野田さんご自身の作詞で
す。「Zenzenzense」。「zensei」ではなく「zense」。これは確信
犯（？）ですね。去年の紅白でも、司会に「ぜんぜんぜんせ」と
紹介されています。「ぜんせ」は、辞書にある言葉です。　　　
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香港

　台湾で人気のKIKIレストランで有名な天日干しの手延
べ麺、KiKiヌードルが一度は台湾と香港の両方で売り切
れとなったが、今回100%ベジタリアン用、肉、化学調味
料、防腐剤フリーの麺などを豊富に揃え、香港でも販売
を再開した。  
　スー・チーやジョイ・ヨン、サミー・チェン、ミリアム・
ヨンなどのアジアのセレブにもファン多いこのヌードル
は、ネギ油や四川スパイスによく合い、6束HKD68とお
手頃。
　家庭でもKiKiレストランの雰囲気を味わえるようKiKIの創業者によって考え出された即席
麺は2016年に台湾で登場した。最高の品質と味を追い求めて100を越える試食の後、この上
ない歯ざわりを持ち、防腐剤としての塩分を添加しない、純粋に小麦粉と水だけから作られ
たヌードルとなっている。手間暇を惜しまず丁寧に天日干しされることにより、独特な固茹で
の状態を保つことができるため、高品質なヌードルとして、世界的に著名なブロガーRamen 
Rater氏とHans Lienesch氏から5つ星を獲得しているという。 
　KiKiヌードルはShip Streetのフレンチ・ビストロ“Atelier Vivanda”で購入できるほか、オンラ
インショップで販売中。またAtelier Vivandaのシェフ、Akrame Benallal氏が考案したKiKiヌー
ドルにピッタリのセロリ、パイナップルをベースにしたドリンク、“KiKi Spicy”は、Water Juicery
のウェブサイト、www.waterjuicery.com.hkもしくはWhatsapp (852)9091-4388で 購入できる。

KiKi Noodles
　  www.kikifg.com.hk
　  kikifg.hk
　  (852)6374-8388
　  kikifg.hk

HP

台湾発祥の絶品ヌードルがリニューアル
香港でも販売を再開

●トラムに乗って香港島を周遊
　ビッグバスのチケットを買おうとしているなら、少々お待ちを。トラ
ムならわずか2.4ドルで香港島の北岸沿いを回ることができるのを
ご存知だろうか。ご存知のように香港のトラムは、この都市で最初
に発達した交通手段。香港の町並みを眺めている間に、歴史ある
ウェスタン・マーケット、セントラルの高層ビル群、湾仔（ワンチャイ）
に残る質屋達、ビクトリア・パーク、ハッピーバレーの墓地や競馬場
など多くのスポットに私達を連れて行ってくれる。

●サイクリング・トレイルで景色を楽しむ
　まるで写真のように美しい香港の景色を望みながら自転車に乗って汗を
流そう。沙田（シャーティン）と大埔（タイポー）間を行き来する新界（ニュー
テリトリー）のサイクリングコースではToloサイクリングトラック同様、道中
香港“Science Park”や“the Pak Shek Kok Promenade”
に寄りながら、美しい景色を楽しむことができる。平
日の自転車終日レンタル料金はHKD30程度、週末は
HKD80～HKD100ほど。

●大排檔で食い道楽
　香港で安くて美味しいものを食べたい
となったらここ、大排檔(ダイパトン)。都市
を象徴するお粥や麺類、ご飯物やデザー
トの糖水などが、開放感溢れる屋台（残念
ながらここ最近数が減少している）達に
よっておよそHKD50以下で提供されてい
る。穏やかな雰囲気や空調設備といった
ものとは無縁だが、古き良き香港の雰囲
気を堪能するのに絶好の場所だ。

リーズナブルに香港を
楽しむことができるアクティビティ5選
給料日前で銀行口座の残高は枯渇寸前…なのにどこか遊びに行きたいとお考えのあなた。大丈夫！
下記にご紹介する、お金をさほどかけずに香港を楽しむことができる方法をチェックしてみて。

ひきこもらなくても大丈夫！

●バーゲン・ハンティングをする
　街中のショップが頻繁にセールを開催している香港は
まるで、買い物好きにとっては楽園のような都市。手頃な
買い物を楽しみたいのなら、旺角の女人街などの有名な
ショッピングストリートで、お気に入りを探す旅に出かけ
てみては。コンピューターのパーツやアクセサリーなら
深水埗の“黄金電脳商場”、最新の家庭用ゲームなら
“Oriental 188 Shopping Centre”、折衷主義の骨董品なら
“Temple Street Market(廟街)”がお勧めのスポット。

●茶餐廳で香港人の
　ソウルフードを堪能
　香港式の定食屋「茶餐廳」は、お腹いっぱい
食べてもお財布に優しい心強い存在。ふわふ
わ卵のサンドイッチ、ハムの入ったマカロニ、
ポークチョップ入りのパンには、香港式ミルク
ティーや鴛鴦茶（Yeunyeung tea：紅茶と珈琲
を混ぜたもの）を合わせて頂こう。デザートに
は熱々のエッグタルトを忘れずに。
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 ショッピング（香港・広東共通）
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