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　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！！

ゼロからスタート 第84回広東語♪

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, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           
       : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 9:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

「屋企 nguk1 kei２ 家」シリーズ最終回は「廁所 chi3 so２トイレ」に関する単語を学びましょう。

家・その4「廁所 chi3 so２トイレ」

広東語・発音・日本語

②厠板

chi3 baan2

便座

①馬桶

ma5 tung2

洋式トイレ

③洗手盆

sai2 sau2 pun4

洗面台

④水龍頭

söü2 lung4 tau4

蛇口

⑥花灑

fa1 sa2

シャワーヘッド

⑤浴缸

yuk6 gong1

バスタブ

⑧鮑魚刷

baau1 yü4 chaat2

たわし

⑩毛巾

mou4 gan1

タオル

⑨浴巾

yuk6 gan1

バスタオル

⑪牙刷

nga4 chaat3

歯ブラシ

⑫抽氣扇

chau1 hei3 sin3

換気扇

⑭水箱

söü2 söng1

トイレのタンク

⑬磅

bong2

体重計

⑮去水位

höü3 söü2 wai2

排水口

⑯浴簾

yuk6 lim2

シャワーカーテン

⑱鬚刨

sou1 paau2

髭剃り

⑰洗衣機

sai2 yi1 gei1

洗濯機

⑲ 熱水爐

yit6 söü2 lou4

湯沸かし器

⑳厠所泵

chi3 so2 bam1

トイレのポンプ

⑦鏡

geng3

鏡
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　アメリカで最初の英語辞書の
出版は1828年、著者のノア・
ウェブスターは、イギリスの辞
書に載っていなかった「スカン
ク」や「スクワッシュ」（カボチャ）
など、アメリカ独自の動植物名
を大量に収録します。「パンプ
キン」は、本来メロンの類を指し
ていた語から変化して、アメリ
カ移民によってスクワッシュの

種類のうちの、皮がオレンジ色で丸い形の栽培変種を指す名
称となります。ハロウィンのカボチャやシンデレラのカボチャ
の馬車がこれ。
　ヨーロッパにカボチャが伝わったのが16世紀。シンデレラ
に似た話は世界中に古くからありますが、ガラスの靴とカボ
チャの馬車をアレンジしたのは17世紀のフランスのシャル
ル・ペローです。19世紀のグリム童話のシンデレラ（灰かぶり
姫）は原型により近いとされ、ガラスの靴とカボチャの馬車は
出てきません。ガラス、カボチャなど４百年前のトレンドを取
り入れたペロー版シンデレラの世界制覇は、20世紀のディズ
ニーとの邂逅を待つことになります。
　ヨーロッパ人のアメリカ到達から半世紀を待たずしてカボ
チャは九州に伝えられます。持ってきたのがポルトガル人だ
ということは豊後（大分）のキリシタン大名の史料によってか
なりはっきりしていて、ポルトガル語のカボチャ「abóbora」が
語源と推定される「ぼーぼら」は今でこそ方言とされますが日
本初の近代的国語辞典である明治期の『言海』には「カボ
チャ」と「ボウブラ」、両方が載っています。漢字表記はいずれ
も「南瓜」。「カボチャ」のところには「京都ではトウナスビ」と
あり、「ボウブラ」のところには「大阪ではナンキン」、そして「京

（東京）では誤ってカボチャという」と書いてあります。ナポリ
にナポリタンはなく、カステリアにカステラはなく、アンデス
にアンデスメロンはありませんが、カンボジアにカボチャは、
あります。ちなみにアンデスメロンは日本の栽培変種で、開発
者による公式発表では、「安心です」→アンデス。
　東京でも関西系のスーパーにはよく「ナンキン」と表示して
ありますが、「ナンキン」がまさか関東で通じないとは夢にも
思ってないのでしょうね。かしわ（鶏肉）、やいと（お灸）、とと
（魚）、かんとだき（関東煮＝おでん）など、関東で通じない日本
語はたくさんあります。先日「ねこまんま」のことを調べた際、
「ねこばば」の「ばば」が「うんこ」の意味であることを関東人は
知らない、ということを知らない国語学者が多いことを知りま
した。「ねこばば」は大概の辞書に漢字で「猫糞」（ねこばば）と
載っています。大阪では地名の「馬場」を「ばんば」と読んで「ば
ば」が避けられるのに対して東京ではみんな平気で「たかだ
のばば」（高田馬場）と言っているのは、関東では「ばば」から
「うんこ」が連想されることがないからです。マックvs.マクド、
カボチャvs.ナンキンにならって「うんこ漢字ドリル」も関西版
「ばば漢字ドリル」を作ったら関西の小学生にうけるかも。ち
なみに大阪でかつて「馬場町」といったら、その角（かど）に
あったNHK大阪放送局のこと。コールサインが「JOBK」なので
「ジャパン・オーサカ・ばんばの・かどっこ」。現在は近くに移転
しているので「ジャパン・オーサカ・ばんばの・きんじょ」。
　スクワッシュはスクワッシュ、パンプキンはパンプキンとし
てこだわるのがアメリカ人。イギリスでは若干の混同があり、
オーストラリア英語ではスクワッシュ類がほとんど皆パンプ
キン。新種のバターナッツスクワッシュも「バターナッツパン
プキン」です。香港のスーパーも、スクワッシュとされるべき日
本の緑のカボチャが「pumpkin」。ところで、『言海』の「カボ
チャ」の説明は、奇怪です。「ボウブラの一種。この瓜、形長く、

頸ありて、壺の形の如きもの」。一方、「ボウブラ」の説明には
「…まるく平たく、…熟すれば赤黄なり…」。前者は、くびれた
ひょうたん形のバターナッツスクワッシュのタイプを彷彿さ
せ、パンプキンとは違う、スクワッシュのほうを説明したいの
だということがよくわかります。そして日本のカボチャは熟し
ても「赤黄」（オレンジ色）にはならないので、形は丸くても、
『言海』が言うところの「ボウブラ」ではありません。もしやこれ
は、ボウブラ→パンプキン、カボチャ→スクワッシュ、という、
ウェブスター辞典への強引な当てはめではないでしょうか。
だから、パンプキン＝ボウブラを東京でカボチャと言うのは
間違いだ、と。（スクワッシュのほうをカボチャと言うのはかま
わない、ということになります。）日本語の文法を英文法にな
ぞらえて分析したことの評価に賛否両論ある『言海』編纂者大
槻文彦は、日本語の語彙の意味も、このように英語になぞら
えたかったのかもしれません。まさか遠い未来、21世紀にハ
ロウィンが日本に伝来して、日本のカボチャはパンプキンで
はないと言われることを予知していたわけではあるまい…と
は思うのですが。
　余談ですが香港のスーパーの寿司＆刺身売り場は、サー
モンばっかり。オレンジ色と黒で彩られて、一年中ハロウィン
みたいです。え、黒は何か、って？ のり巻の、のりに決まってる
でしょ。
　　　　

大沢ぴかぴ

花 

樣 

語 

言

言
葉
の
世
界

漫
遊
記 Vol. 128＜かぼちゃ or なんきん＞
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　「New Punjab Club」では、インドとパキスタンに
またがる地域、パンジャーブ地方のタンドール
オーブンを使った料理を楽しむことができる。
　複雑なラタン細工やインド、パキスタン風の
アートが描かれた壁に彩られた店内は、20世紀中
頃、ポストコロニアル時代のパンジャーブ地方の
紳士クラブをイメージ。キッチンで腕を振るうの
は、ロンドンのレストラン在籍時にミシュランで星
を獲得したパラシュ・ミトラシェフだ。
　前菜の“Samosa Chaat(HKD98)”はスモーキー
かつクリーミーで、タマリンドで味付けされたサモ
サとイチジクの種が加える食感が新鮮なメ
ニュー。“Tandoori(HKD218)”はスズキ科の魚、コ
ビアにトマトチャツネを合わせており、素材の旨味
を存分に味わうことができる。
　ヨーグルトやスパイスでマリネしたチキンの
“Murgh Tikka Angar(HKD248)”、シェアして食べて
もボリューム感たっぷりのラムチョップ“Masalewali 
Chanp Lamb Chops With Beetroot Korma
(HKD468)”などのメインは、フレッシュな風味が楽

しめるインド式チーズの“Mogewala Paneer
(HKD168)”やふわふわでメインディッシュと相性
抜群のナン“Keema Naan(HKD48)”などのサイド
メニューと一緒に頂くのがお勧めだ。
　また、同店で忘れてはならないのがデザートの
存在だろう。インド料理にしては軽めのものも多
いので、オーダーしやすいのが嬉しい。“Smooth 
Nimbu Lemon Posset with Raspberry Sorbet
(HKD98)”は甘く爽やかな風味で、食事の最後を飾
るのにふさわしい。
　それぞれの食材、スパイスなどの巧みな組み合
わせが光るレストラン「New Punjab Club」。
　よくあるこってりしたインドカレーとは一線を画
すインド・パキスタン料理を体験したい方は、ぜひ
訪れてみてはいかがだろうか。

New Punjab Club
住所：34 Wyndham St., Central
時間：18:00~24:00
電話：2368-1223

New Punjab Clubで
本格的なパンジャーブ料理を
New Punjab Clubで
本格的なパンジャーブ料理を
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マリリンのぶらグル巡り

　伝統と革新をベースに大胆、本
物、オリジナルを忠実に再現する
事を追求した独自のものつくりと
世界観を持つブランドTimothy 
Oultonは、すべてハンドメイドで
伝統的な職人の技を忠実に再現
し、素材や仕上げにこだわり、アン
ティークの持つユーズド感を徹底
的に追求し、レザーソファーや鋲う
ちトランク、木製の手彫りのテーブル等を丁寧に製作してい
るイギリスの家具ブランド。そんな同ブランドが初の試みと
なるモダンイギリス料理を提供する2階建てのレストラン
バーをソーホーのGough St.にオープンした。
　店内に足を踏み入れると大きな水槽がお出迎え。フレンド
リーなスタッフが、らせん階段を上がり上階のダイニングフロ
アへ案内してくれる。店内は、ブランドコンセプトのビンテージ
な英国調にインスパイアされたインテリアにハンドメイドの
英国を重んじる装飾品などが飾られている。カジュアルであり

ながら上品で洗練され
た雰囲気、だけども比較
的カジュアルなメニュー
構成が魅力。キッチンで
は、ランドマークにある
レストラン「Dot Cod」の
元エグゼクティブシェフ

のArron Rhodes氏が凄腕を振るったモダンイギリス料理の
数々を堪能することができる。モダンイギリス料理と言っても
何？と疑問に思う人も多いのでは。モダンイギリス料理とい
うのは、イギリスらしい素材や料理にヨーロッパやアジア料
理のテイストや料理法を取り入れることで、古典的な料理を
新しい形でスタイリッシュに表現した料理のこと。

　さっそくそんな同店の料理を紹介
しよう。まずは、オーストラリア産の穀
物飼育牛と英国の食卓では欠かせ
ないマスタード入りのピクルス“ピカ
リリ”、サクサクのビスケット、そして
アンチョビのマヨネーズを合えた
「Australian Steak Tarter」。ビスケッ
トのサクサクとした食感が柔らかい
お肉と絶妙にマッチ。デザートのク

ランブルレを思い浮かばせてくれる「Dashi Custard」は、だし
を効かせた口当たり滑らかなカスタードソースにいくら、シメ
ジ、そして最後に
料理の味を格上
げしてくれる新鮮
なウニをトッピン
グ。贅沢でリッチな
味わいを楽しん
で。シェフのおす
すめは、スコット

ランド産のブラウンクラブ（いちょうガニ）に青りんご、羊乳、リ
コッタチーズを合わせたソースに自家製ニョッキときゅうりの
サラダを添えた「Scottish Brown Crab」。
　同店自慢の料理を一度に味わいたいという人には8コース
のサマーテイスティングメニュー（HKD988）をおススメ。
　香港ではなかなか味わえないモダンイギリス料理を味わ
いにいってみてはいかが。

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！

Gough’s on Gough
住所：15 Gough St., Central
電話：（852）2473-9066
時間：ランチ 月～金 12:00～14:30、ディナー 月～土 18:30～
  　　カジュアルバー 月～土 18:30～
ウェブ：http://goughsongough.com

イギリスの有名家具ブランド「Timothy Oulton by HALO」
初のコンセプトレストラン「Gough’s on Gough」 を香港にオープン！
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　伝統的な飲茶の一品だが、街角で売られる魚肉/
豚肉焼売（シーウマーイ）も、レストランで食べるものと同じく
らい香港人の間ではポピュラーな食べ物。飲茶店で提供される
ものほど凝った食べ物ではないが、街角で最も食べられている代
表的な軽食の1つだろう。豚肉や魚のフィリングを薄い黄色の皮で
包み、加熱して串刺しにして、甘めの醤油やカレーソースで味付けし
て熱々を召し上がれ。

❶フードプロセッサーもしくはブレンダーで胡麻を細
かく砕く。砂糖を加え、ヘラで混ぜたら、バターを加
え、まんべんなく混ざるまで様子を見ながら、10秒
位ずつフードプロセッサーまたはブレンダーにか
ける。その後ボウルに取り出し、30分程冷蔵庫で冷
やす。

❷餅粉をボウルに入れ、混ぜながらゆっくりとお湯を
入れていく。柔らかすぎず硬すぎない、整形しやす
い硬さになるよう気をつける。できたら塗れ布巾を
被せておく。

❸小鍋にお湯を沸かし、1つ分くらいにちぎった餅を入
れて浮いてくるまで茹でた後、取り出してから残りの
生地に戻し、均一に滑らかになるまで練る。12等分
（均等にするなら約18gくらいずつ）にして丸め、くっ
つかないようにバットなどに並べて、湿ったペー
パータオルで覆っておく。

❹1の餡を4～5ｇ程度に丸め、直径5cmくらいに伸ばし
た生地の中心に入れて閉じる。手で丸めながら形を
整え、全て整形できたら再び冷蔵庫に入れておく。

❺中くらいの鍋にお湯を沸かし、団子を入れたらくっ
つかないよう軽く混ぜる。団子を入れると湯の温度
は下がるので、再び沸騰したら1/2カップの差し水を
する。この手順を2、3回程度繰り返すことで、砂糖と
バターの入った餡がなめらかになる。茹で上がった
ら、温かいお湯やシロップに浮かべて召し上がれ！

　その強く独特の匂いが特徴の臭豆腐は、
ストリートフードの王様とも言える存在。野菜

などを入れた発酵液に数時間～数ヶ月漬けて作ら
れた後、揚げ出し豆腐のように調理され、辛めのソース

をかけて頂く。表面はカリカリ、中は柔らかでクリーミーな
食感で、匂いさえ克服すれば美味しく頂けるはず。

お財布に優しく、美味しい飲茶があるなど、香港のストリート
フードの多様さ、レベルの高さは世界的にも知られており、そ
れ抜きに香港を語ることはできない。今回はそんなストリート
フードの世界をご案内しよう。

　街角でこの甘い香りに出
会ったら、抗うことは至難の業。
街角の屋台では、卵たっぷりの生地
を型に流し込んで焼いた熱々を販売しており、チョコレートや
胡麻、抹茶味などの他、斬新なフレーバーのものも続々と登場
している。歩きながらでも食べやすい一口サイズで、カリッ、モ
チっとした食感と優しい甘さは、午後のスナックにぴったりだ。

魚肉/豚肉焼売（シーウマーイ）

臭豆腐

　シーウマーイ同様、1950年代以降の香港で、お
そらく最も伝統的なストリートスナック。滑らかで弾

力のあるフィッシュボールは、竹の棒に５つほどが刺
さっており、パンチの効いたカレーソースをかけて頂
く。最近は100％魚で作られていることはめったにない
が、是非食べてほしい一品。

カレーフィッシュボール

卵ワッフル

必
食
！

必
食
！
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湯圓（Tong yuen）、もしくは標準語で元宵（YuanXiao）とも呼ばれる中国の団子は、餅の中に
甘い餡などを詰めたデザートで、その丸みの縁起の良さなどから、冬至や旧正月の最終日、元
宵节などに家族で食べる風習が根付いている。
甘い小豆を入れたものから豚肉の餡が入った食事系のものまで地域によって個性が異なる
が、今回は最も一般的な黒ゴマ餡の入った湯圓の作り方をご紹介しよう。

の作り方 
（黒ゴマ餡入り団子）

圓湯
今
年
は
手
作
り
に
挑
戦
？

炒り黒ゴマ

上白糖

常温に戻したバター

餅粉(glutinous 
rice flour)

お湯

60g

90g（およそ1/3カップ）

大さじ６

１カップ＋打ち粉として少々

1/2カップ

材料

　発泡スチロール製のカップに入れられ、木の棒で
食べるこの料理は、香港で最も手軽な軽食の1つ。蒸
した米麺を伸ばして作られており、もちもちとした歯
ごたえを楽しむことができる。プレーンな味わいだ
が、甘いソースやピーナッツソース、胡麻などで味付
けして楽しもう。ちょっと変わった腸粉を試したけれ
ば、ピリ辛ソースもお勧め。

腸粉
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香港香港

　金融のテクノロジー化は広く
一般に受け入れられ、日々の生
活の中でその重要性は増すば
かりだ。現代の私達は世界中に
送金をしている。例えば759スト
アなどで見かけるTNGウォレット
は、東南アジアと太平洋諸国に
重きを置いているサービスのひ
とつとして知られている。
　一方、日本、アメリカ、ヨーロッ
パ向けの送金や為替通貨を必

要としている方にお勧めなのが、2014年に設立された香港
を拠点とする商業外国為替のエキスパート、CURRENXIEだ。
これまでの銀行組織の代替的存在である同社は、ビジネス
クライアントとオンラインセラーにカスタマイズされたアプ
ローチを行い、より質の高いパーソナルなサービスと、よい
レートでの取引をオンラインプラットフォーム上で提供する

のが特徴といえる。
　同社は、香港税関のマネーサービスオペレーターとして
ライセンスを受けており、主要な国際通貨を保持。顧客の資
金が自社の事業資金から分離されるように、顧客口座を分
けて保有している点、安心できる銀行サービスと高いセキュ
リティ、またビジネスを保護し、顧客の資産を守るための十
分な資本を保持している点もポイントとなっている。

同社が提供するソリューションはBUSINESS、MASS PAY、
ONLINE SELLERの3種類。
　BUSINESSは中小企業向けに、現金管理をより高いレベ
ルに行うことを目指したもので、国際的な支払いソリュー
ションにより、ユーザーは100ヵ国以上に18種類の通貨を
クラウド上で管理するとともに、従来の銀行取引では
HKD400以上掛かっていた手数料の約半額で、安全かつ迅
速に、世界中に送金を行うことができる。
　平均的に同社の為替相場手数料は銀行の半額程度。多
くの企業は独自のFXニーズを持っているが、同社なら卸売
FX市場にリアルタイムでアクセスしてオンラインで取引し、
公平で透明な価格でフォワードFXに集中することもでき
る。国境を越えた貿易には、慎重な財務管理が必要だが、
同社では万全のFXリスクマネジメントがとられており、大
企業にしか利用できなかった独自のテーラーメイド・ヘッ
ジ・ソリューションを中小企業向けに提供している。
　MASS PAYは大量の外部支払いを行う企業向けに卸売FX
価格を提供。ユーザーは低リスクでリアルタイムの卸売FX
フィードと、受益者のバリデーションを享受でき、日本、香港、

中国、英国、米国、欧州など世界各国の大手銀行を通じた取
引が可能で、手数料はHKD100程度と格安で提供している。
　ONLINE SELLERは、オンラインプラットフォームを介して
オンラインマーケットをより便利に利用するためのソリュー
ション。同社なら購入した商品代金をその場に応じた通貨
で銀行振込みすることができ、手続きはおよそ10分で完了、
サービス料はわずか1％だ。このサービスを使えば、
Amazons、eBay、Bukalapak、楽天、Tmallなどの主要オンラ
インストアをはじめ、何百万ものオンラインストアで安全に、
簡単に、商品を購入することができる。
　同社は今回、日本にもオフィスをオープン。企業および
個人向けに、快適でグローバルな金融サービスを提供して
いくことを目指していく。

CURRENXIE (Hong Kong)
住所：Unit 903, Tower A, Manulife Financial Centre, 
  　　223 Wai Yip St., Kwun Tong
電話：(852)3468-8832
ウェブ：https://currenxie.com

快適な多通貨取引サービス
が提供するCURRENXIECURRENXIE

宮下氏はCURRENXIE Japanの担当者
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香港

B e a u t y S a l o n  I n f o r m a t i o n～

　髪や地肌がべたついたり乾燥しがちなこの季節。「Hanmi Hair」
ではあらゆる頭皮・髪の悩みを解消できるヘッドマッサージが好
評だ。マイクロスコープで頭皮を診断し、一人一人の悩みに合った
薬剤を使用して頭皮環境を整える。アロマの香りに包まれながら
のマッサージはリフトアップ・リラックス効果もあり。リピーターが
後を絶えないスペシャルケアを一度お試しあれ。

住所：Unit,1002, 10/F., Humphreys Bldg.,
　　  11 Humphreys Ave., TST
電話：(852) 2673-6661
フェイスブック：www.facebook.com/hanmihair

Hanmi Hair ハンミ・ヘアー

　繁華街の銅鑼湾(コー
ズウェイベイ)に店を構
える「Kapas（カパス）」
は、その立地の良さをは
じめ、平日・土日問わず
他店より早い9時30分か
らオープンしていること
もあり、買い物ついでや
お子さんの送迎の待ち
時間、さらには仕事前な
ど、それぞれのライフス
タイルに合わせて利用できると評判だ。スタイリスト歴
20年以上の経験を持つオーナー・スタイリストの大久保
氏が手掛けるスタイルは、トレンドを取り入れながらも、
個性を引き出す自然な仕上がり。シャンプー前のカウン
セリングから仕上げまでを大久保さん自らが対応してく
れるのも魅力で、柔らかい陽射しが心地よい緑を基調と
した空間はまさに都会のオアシス。自然と足を運びたく
なる、居心地のよいオススメサロンだ。

住所：15/F., Nam Hing Fong, 39 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2882-3662
フェイスブック：「Kapas Hong Kong」で検索

土日も朝9:30よりオープン！グリーンが基調の都会のオアシスで癒されて

カパス

店内動画はこちらから

　今年創業20年を迎える「Caricy Hair Salon」。同店スタッフが自信
を持っておすすめするのがオールハンドヘッドスパだ。じっくり時
間をかけてマッサージすることで、頭皮や髪の状態を改善し、健や
かに保つ。そのほか肩こり・眼精疲労の解消、そして女性には嬉し
いリフトアップ効果も期待できる。人気メニューのため、事前の電
話予約のみ対応可能。

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
フェイスブック：www.facebook.com/hair.caricy

Caricy Hair Salon カライシ・ヘアサロン

　イタリア語で「鳥の巣」を意味する「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。

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

ニド・ジャパニーズ・ヘアサロン

店内動画はこちらから

　銅鑼湾(コーズウェイベイ)のタイムズスクエア正面に位置する
「TO.KIO HAIR DESIGNING」。同店では接客サービスから扱うプロ
ダクトまで、日本人ゲストのニーズに合わせている。使用薬剤は日
本製にこだわり、アリミノ、資生堂など幅広く扱う。在籍するデザイ
ナーは日本語対応可能であるため、細かいニュアンスを伝えられ
るのが嬉しい。

住所：3103-6, 31/F., Soundwill Plaza, 38 Russell St., CWB
電話：(852)2613-0303
フェイスブック：www.facebook.com/pages/
　　　　　　   Tokio-Hair-Designing/
　　　　　　   1390364144525136

TO.KIO HAIR DESIGNING トキオヘア・デザイニング
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香港

B e a u t y S a l o n  I n f o r m a t i o n ～
　銅鑼湾（コーズウェ
イベイ）のタイムズス
クエアA出口から徒歩
1分、好立地に構える
「Salon ar」。香港歴10
年のデイレクター伊
藤氏が率いる日系サ
ロン。9月にリニューアルオープンを迎えキャンペーン企
画も目白押しだ。香港人含め約10人常駐しており、行き
届いた接客はもちろんのこと、カット・カラー・トリート
メント等それぞれの分野で専属のスタッフが常備してい
るのが同店の強みだ。カラーに関しては、約50種類のカ
ラー剤から選択でき理想のカラーに仕上がる。また時間
に対してのストレスがなく、ゆったりとした店内の音楽と
施術後のマッサージにはしばしば瞼を閉じるお客様も
少なくないとか。家族で足を運んでみても良し、一人の
時間を楽しみたい方もオススメのサロンだ。

★ご新規様、カット＋カラー＋トリートメントHKD880★祝リニューアルキャンペーン★

サロン・エ―アール

住所：Rm A, 16/F., Emperor Watch & Juwellery Centre, 
  　　8 Russell St., CWB
電話：(852)2241-4600 
ウェブ：http://ugroup.hk/salon-ar---contact-us.html
メール：hairsalonar@yahoo.co.jp
フェイスブック：ar salon Japanese Hair

　カラーメニューに定評のある「Ciel  Hair  Salon」。同店のカラーは
短時間でしっかり染まり、透明感・抜け感のある仕上がりになると好
評だ。ダブルカラーやグラデーション、インナーカラーなど、メ
ニューのバリエーションも豊富。紫外線や乾燥の影響で赤く色落ち
しやすい夏は、マットカラーがおすすめだ。この夏は太陽の日差し
に映えるトレンドカラーを試してみてはいかがだろう。

住所：4/F., 17 Lan Fong Rd., CWB
電話：(852)2834-7799
フェイスブック：www.facebook.com/
　　　　　　   cielsalon.hk

Ciel Hair Salon シエル・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。

Bellus Salon ベラス・サロン

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

オーナースタイリスト・境澤氏がカウンセリングから仕
上げまで対応する。「＆HAIR」。
トレンドを追求しながらも、個々の髪質や雰囲気、生活
環境に合わせてカスタマイズし、「オンリーワン」のスタ
イルを提供している。ゲストの「潜在魅力」を最大限引き
出せるよう、時間をかけての丁寧なカウンセリングは
マンツーマンサロン
ならでは。周りを気に
することなくゆっくり
細かいディテールま
で伝えられるのが嬉
しい。繁華街の中心
にいるのを忘れてし
まう程、静かでゆった
りとした時間が流れ
る。大型サロンが苦
手な方にもおすすめ
のサロンだ。

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

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

店内動画はこちらから
before after

　　今年創業20周年を迎える「Hair Xavier」の一押しは、ゲストの個性に
合わせて提案するパーマだ。カウンセリング時にスタイルのイメージ共有
をし、ボリュームやカール感を個人の髪質に合わせて調整、印象までも思
いのままの仕上がりに。この秋冬はアレンジ次第で様々なシーンに映える
パーマスタイルをコーディネートに取り入れてみてはいかがだろう。

住所：13/F., Canton Plaza, 
　　  82-84 Canton Rd., TST
電話：(852)2317-4050
ウェブ：www.hairxavier.com
フェイスブック：www.facebook.com/HairXavier/

Hair Xavier ヘア・ザビア
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香港香港

先日旦那様に「子育てを任せられない」と言われた方
とお話しました。
一生懸命やっている子育てを否定されてしまうのは本
当に辛く悲しいことです。

よくよく話を聞いてみると、お父さんが長男を責めてば
かり。
長男もお父さんが大嫌いで先日暴言を吐いたといい
ます。

お父さんが責めている内容は主に学校のこと。毎日会
社に行っているお父さんが何故詳細を知っているのか
を聞くと、お母さんが逐一報告しているとのこと。
息子にもお父さんが怒っていることを逐一伝えている
というのです。
両者を揉めさせているのは明らかにお母さんです。

お母さんは現場監督。
「事件は現場で起こっている！！（踊る大捜査線風）」の
ですが笑、大抵のことは現場監督が判断しなければな
りません。
問題を逐一社長に報告していたら、仕事になりません
し、監督の処理能力が問われます。
処理能力のない監督は上からも下からも信用がなくな
ります。 

お母さんに全体をみて、父親と息子が上手くいくように
アレンジする能力がなければ、家庭は問題だらけにな
るのです。

特に10歳を過ぎた男の子にとって父親から認められる
のはとても大切なこと。
「怒ってほしい」からと、小さな問題を全て報告してい
ては、お父さんの息子への評価は下がる一方です。
息子さんに自信をもたせたい、自立してほしいと願うな
ら、小さなことはお母さんが処理して、頑張ったこと、賞
賛したいことだけをお父さんに伝えればいいのです。
お父さんに時間がないときは、お母さんから「お父さん
が褒めてたよ」も子供の自尊心を高めるものです。

本来男性は大局で物事を見ていますから、細々とした
ことを注意するより、ここぞというときに褒める子育て
の方が向いています。

褒められた息子は嬉しくて大好きなお父さんに認めて
もらいたくて、もっともっとと頑張るはず。

お母さんの伝え方次第で、家族関係が大きく変わると
いうことを是非覚えておいてほしいのです。

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第52回 お母さんは現場監督

ライフ（香港・広東共通）
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