
香港

　ミシュランがタイヤマンを、インドの企業、アムールがアムー
ルガールを長きに渡って採用するなど、人々に受け入れられて
いる例は存在するものの、アニメキャラクターをブランドマス
コットとして取り入れるのは、常に勧められるべき方法とは言
えません。大切なのは、自社のビジネスがキャラクターに適合
しているかどうかきちんと見極めることです。

　製品やサービスの売上目
標を達成するのに、マスコッ
トなど必要としないのが理
想なのは言うまでもない
が、うまく使えば彼らが大衆
との繋がりを簡単に作るこ
とができるのも事実だ。ま
ず、ビジネスのブランドや

サービスが価格重視のカテゴリーであり、他と差別されにくい
場合、キャラクターを使用することで恩恵を受
ける可能性がある。例えば、すでに製品ライフ
サイクルの確立段階にある子供向けの大衆市
場製品や工業用製品、自動車付属品のように
あまりエキサイティングではないカテゴリーで
ある場合などだ。一方、贅沢なライフスタイル
製品、最先端技術を使った製品、法的な部門
や医療などのサービスでは間違いなく効果は
発揮されない。
　もし検討の結果、キャラクターを作ることになったら、まずは
協力してくれるプロフェッショナルのアーティストを探さなくて
はならない。ブランドマスコットは広告や看板、アニメーション
に映え、様々な衣装を着こなせなければならないが、それらの
細かいニュアンスを理解して対応できるのは、訓練されたプロ
だけである。コストを抑える意味でインターネットから無料の
クリップアートを使うこともできるだろうが、どこかの国の何か
の会社と同じキャラクターになってしまう可能性もあるので、
いい方法とは言えない。
　キャラクターを考案する際は、かわいさだけでなく、そのブ
ランドに合った個性を持たせることが大切になってくる。例え

ばスマイル（笑顔）は人と
人を繋ぐものであり、そ
れがブランドのマスコッ
トになることによって、ブ
ランドの"顔"となり、ブランド
が消費者とコミュニケーション
を取る際に足りていないかもし
れない“笑顔"を補う存在となる。
また人々の反感を買わないよ
う、性別、宗教、人種などを強調
するものにならないように配慮することも必要だ。デザインが
できたら、キャッチーで発音しやすく、オリジナリティのある名
前をつけ、バックグラウンドと性格を考えてキャラクターに厚み
を持たせる。マスコットの原案ができたらターゲットとなる
人々に対してテストを行い、反応を確かめると良いだろう。

　そして、何気ない呟きでも可愛い鳴き声でも良
いが、マスコットには言葉を与えよう。人々から好
かれ、覚えてもらうために、かわいらしい特徴や
ちょっとした欠点を作ってもいい。他のキャラク
ターとの共演はなるべく避け、ブランドに対する
印象を左右するので、マスコットを怒らせたり、皮
肉を言わせたり、意地悪やネガティブな性格には
しないようにする。
　最後に、マスコットも一晩中働くわけではない

ということをお忘れなく。彼らがブランドの顔として定着し、貢
献するようになるには少なく
とも数年は存在し続けなけれ
ばならない。
　よって、まずはキャラクター
が本当に必要か、よく考えてみ
てほしい。決定したキャラク
ターが檜舞台に立つまでに
は、ボツになるキャラクターを
決定して選考せねばならず、そ
のプロセスは大変なものだ。

簡単そうで奥が深い？
ブランドキャラクターを

作る際に気をつけるべきこと
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ビジネス（香港・広東共通）
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マリリンのぶらグル巡り
　2008年に開店して以来、今
年で10周年を迎える中環
（セントラル）の「三希樓（San 
Xi Lou）」。火鍋と本格四川料
理の数々、広東料理に飲茶が
楽しめる人気の四川料理店。
ほとんどの食材は新鮮で安
全な食材を自家農場から仕入れて、本場四川で修行した経
験豊富なシェフがキッチンで腕を振るう。一度食べてみれ
ば、10年と長年愛され続けている理由が理解できるに違い
ない。中国四大料理のひとつである四川料理は「酸・甜・苦・
鹹・香」の味があり、辛い中にも旨みを感じさせる奥の深い味
が特徴で、季節を問わず、辛い物好きには大人気の料理だ。

　同店は銅鑼湾（コーズウェ
イベイ）にあるタイムズスクエ
アのグルメフロアに待望の2
店舗をオープンした。新店は
清の時代の第6代皇帝の乾隆
帝をイメージしたクラシック
で品格のあるインテリアを基
調としている。鳥かごの照明などをインテリアに取り入れて、
コンテンポラリーでモダンな東洋と西洋をうまく融合した雰囲
気で、若い世代の「三希樓」ファンにも受け入れられている。
　新店でも同店の看板メニューは健在。見た目も真っ赤で
見るからに辛い、四川料理の“麻”と“辣”を活かした、舌がピ
リピリするほど辛いスープで白身魚と季節野菜の煮込み料
理の「水魚煮」は激辛料理と言われているが、奥深い辛さは
病みつきになる。同店で使用している魚は、飲料用で使用可
能なほど、綺麗な水で育った良質の魚を使用していて、非常
に淡泊でナマズ特有の臭みも全くない。お好みでスジアラ
やマンダリンフィッシュに変更することが可能。その他にも
贅沢なロブスターに山椒を利かせた辛さがたまらない「Ma 
Po Tofu with Lobster」はライスやビールとの相性が抜群。
　注目したいのは、新店限定の新メニュー、5種類の唐辛子
で炒めた「Baked Crab with Five Pepper」は唐辛子や山椒な
どをこれでもかと使用した舌にさすような辛さが食欲を倍増
させてくれる。「Braised Prawn with Cabbage」は、中国青島
産の大きな白エビに白菜をエビの卵で加えた出汁で調理
し、一段とリッチに味わい深く心温まる一品。広東料理の伝
統料理であるローストチキン「San Xi Lou Roasted Chicken」

は生後80日の鶏肉を使用しており、黄金色にローストされた
身は柔らかくお肉はジューシー。
　冬定番の火鍋にも注目したい。同店の看板メニュー、本格
四川の辛い麻辣スープの火鍋は四川から取り寄せた香辛料
をたっぷり使用しており、辛いだけでなく深みのある味わい
が魅力。新店限定のスープには、旬のカボチャを使用し、辛
さと甘さが融合した「Spicy Pumpkin Broth」、野菜の漬物と
魚をベースにした「Preserved Vegetables and Fish Broth」の
２種類のスープを用意。寒い冬に体の芯から温めてくれる火
鍋は友人や家族と鍋を囲んでわいわい楽しみたい。
　さあ、さっそく癖になる辛さが病みつきになる四川料理を
味わいにでかけてみては。

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！

三希樓
銅鑼湾（コーズウェイベイ）店
住所：Shop 1102, 11/F., 
  　　Food Forum, Times Square, 
　　  1 Matheson St., CWB
電話：(852)2111-9952
時間：お問合せ下さい

辛さが癖になる四川料理の老舗
「三希樓（San Xi Lou）」の姉妹店がタイムズスクエアにオープン！

これからの季節に食べたい鍋 

左：カニを丸ごと唐辛子で炒めた「Baked Crab with Five Pepper」
右：ローストチキン「San Xi Lou Roasted Chicken」

リッチにドレスアップした
「Ma Po Tofu with Lobster」

明るい雰囲気の
モダンチャイニーズなインテリア

中環（セントラル）店
住所：7/F., Coda Plaza, 
　　  51 Garden Rd., Central
電話：(852)2838-8811
時間：11:30～16:00、
　　  17:30～23:00

三希樓の人気メニューの
「水魚煮」
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香港にもコーヒーブーム到来？
お勧めコーヒーショップ８選
ミルクティーや鴛鴦茶（コーヒーと紅茶を混ぜたもの）などトラディショナルな飲み物は根強い人気だが、コーヒー党も香
港の街で着実に増えてきている。単にエスプレッソやフラットホワイトを提供するような店でなく、様々な味の好みに対応
し、自家焙煎やニトロコーヒー（コーヒーに窒素を注入してビールのように泡立てたもの）などこだわりの珈琲を提供する
カフェが次々にオープンしている。今回は香港の最前線をゆくコーヒーショップをご紹介しよう。

　コーヒーショップ激戦区の上環（ションワン）にオー
プンした同店では、香港のバリスタコンテストで2度優
勝した経験を持つバリスタ、Dawn Chan氏がこだわりの
コーヒーを提供。パイナップルジュースをミックスしたア
イスコーヒーから、手描きのカップで提供される同店自
慢のハウスブラックコーヒーまで、魅力的なメニューが

揃っている。夜はワインバーに変
わるので、時間を忘れてのんびり
過ごすのにぴったりのお店だ。

　小さなコーヒーショップながら、日本のサイフォン
コーヒーやフレンチプレス、ハンドグラインダー、エアロ
プレス、モカポットに至るまで、ありとあらゆるコーヒー
のドリップ方法を網羅しているのは驚きシグネチャード
リップコーヒーやフラットホワイト、スモールバッチロー
ストコーヒーなどで、彼らの提供す
る完璧なクオリティのコーヒーを味
わってほしい。

住所：G/F., 142 Des Voeux Rd. Central, 
  　　Central

住所：Shop D, G/F., 126-128 Jervois St., 
  　　Sheung Wan
ウェブ：www.baristajam.com.hk

Amber Coffee Brewery Barista Jam

　この小さなお店が上環（ションワン）のコーヒー愛好家に
提案するのは、メルボルンスタイルのコーヒー。メルボルン
のマーケットレーンコーヒーから直接仕入れたコーヒー豆
を使用したカプチーノ、21時間かけて落としたアイスコー
ヒーなどに加え、プラナチャイや豆乳入り抹茶などのお茶メ
ニューも充実している。朝食に最適な焼き立てのペストリー
があるのも、忙しいオフィスワーカーに嬉しいポイント。10

～15席とあまり席数が多くないので、
イートインは着席まで待つことがある。

　カフェ・バウヒニアは、花屋とカフェ、2つの顔を併せ
持った趣ある店。店内とテラスは花と植物に溢れ、農村
を訪れたかのように錯覚するほどだ。緑のある空間に
癒やされながら、香港随一のクオリティのフードとコー
ヒー、お茶を楽しんで。

住所:Shop F2, LG/F., 
  　　33 Hillier St., Sheung Wan
フェイスブック：brewbroscoffee

住所：G/F., 23 New Market St., 
  　　Sheung Wan
フェイスブック：cafebauhiniahk

Brew Bros Coffee Café Bauhinia

　チャーミングなアル・フレスコシートとオープンなレ
イアウトで、街一番のクールな雰囲気をもつ同店では、
ダーティー（冷たいミルク入りエスプレッソ）やアイスエ
スプレッソソーダなど、あらゆる種類のコーヒーを楽し
むことができる。朝食を提供する12時半までと、それ以

降でメニューの内容が変
わるのでご注意を。

　摩羅上街（キャット・ストリート）のアンティークショッ
プ街近くにひっそりと建つこの店は、ヴィンテージの香
港製磁器のカップでコーヒーを提供することで有名。持
ち帰り用カップにも磁器の模様がプリントされている。
　クラッシックなコーヒーメニューの他、お茶の種類も
豊富。ちょっと冒険をしてみた
い方は「Okinawan black sugar 
milk」などユニークなメニュー
を試してみては。

住所：G/F.,Po Huong Fong, 
  　　Sheung Wan
フェイスブック：CafeDeadend

住所：G/F., 12 Tung St., 
  　　Sheung Wan
フェイスブック：halfwaycoffeehk

Café Deadend Halfway Coffee

　同店の入り口を抜けると、思いの外、広い空間に驚く
かもしれない。近隣の多くのコーヒーショップよりも静
かな環境で、ローズラテなどのジャバやフレーバーコー
ヒーを楽しむことができるのが自慢だ。コスパ抜群なカ
フェというわけではないが、アイスシトラス抹茶などの
コールドドリンクメニューや、アイスクリームサンドイッ

チなどのスイーツは、暑い季節に
はなんとも魅惑的。

　ゲストを迎えるのは、エントランスのクールなグラフ
ティと、店名の通り50粒の豆を使って淹れる看板メ
ニューのエスプレッソを含む、バラエティ豊かなメ
ニューの数々。コーヒーやお茶を片手に叉焼エッグ
トーストやプルドポークとチーズのサンドイッチなど、
クオリティの高いフードメ
ニューを楽しもう。

住所：Flat B, 1 U Lam Terrace, 
  　　Sheung Wan
フェイスブック：Lof10hk

住所：Shop E, G/F., 
  　　Fu Fai Commercial Centre, 
  　　27 Hillier St., Sheung Wan
フェイスブック：Why50hk

Lof 10 Why 50
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香港＆広東
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 地王信興広場 Diwang Xinxing Square

（所在地） 羅湖区春風路

（間取り） 1LDK

（室　内） 新内装、家具・家電付き

（環　境）  羅湖イミグレーション近く、Wal-Mart､佳寧娜広場、金光華

（備　考） 地下鉄1号線（国貿駅A出口、徒歩5分位）

（月　額） 7,500元

（所在地） 羅湖区深南東路

（間取り） 2LDK

（室　内） 新内装、家具・家電付き、南向き

（環　境） 地王、万象城、日本人に大人気物件 

（備　考） 地下鉄１＆2号線（大劇院駅D出口、徒歩2分位）

（月　額） 15,000元

半島城邦 Peninsula Residences

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） 南山区蛇口金世紀南路＆望海路

（間取り） 3LDK

（室　内） 新内装、家具・家電付き

（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Ｂ出口、徒步10分位）

（月　額） 18,000元～

置地逸軒 Zhi Di Yi Xuan

H
o
n
g
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

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
深圳市羅湖区深南東路2017号华乐大厦506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

ライフ（香港・広東共通）
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　香港代表団の初戦の相
手は、宮城県富谷市に本拠
地を置く七十七銀行硬式
野球部。この日も、この時
期にしては珍しく、宮城県
の気候は冷え込んでいた。
　球場に到着してもなお、初めての寒さに選手達はポ
ケットから手を出せない。その場しのぎのホッカイロや、
ジャケットを羽織るだけでは通用しない寒さだった。動い
て寒さをしのぐ事を知らない選手達は、周りにあるもので
寒さをしのごうとしたが、東北の冬はそんなに甘くはな
い。試合も0－29という香港代表団のワーストレコードに
迫る大敗を喫した。（過去に33失点した事があるそうだ）
仙台初日、初めての雪に興奮していた選手たちの姿は何
処にもなく、この1ヶ月半で積み上げてきた選手たちの自
信は一瞬にして消え去った。
　私も、ある程度の覚悟をして挑んだ試合ではあったが、

ここまで離されるとは想像
していなかった。ただ、結
果に下を向いていても何
も好転はしない。自分たち
が置かれた現実を受け止
め、学びを得る作業が必要
だった。

　冒頭にも触れたように、先ず香港代表は「寒いから負け
たのか？」の問題を解かないと、話を前に進められないと
私は考えていた。試合後のミーティング、香港代表団が導
き出した答えは「どんな環境の中であっても、スポーツは
フェアにできている」とい
うことだった。寒いのは、相
手方も同じなのだ。その環
境の中で、相手はどのよう
にして結果へ結びつけた
のかを学ぶ必要がある。
　七十七銀行では、控え選
手の試合中の準備や出場
選手のケア、投手のクイッ
クモーションや捕手の送球
等の測定、そして各選手の
能力やクセを、それぞれの立場から見極めていく首脳陣
がいた。こういった情報をいち早くチーム内に共有し、使
える情報として、序盤からチャレンジしてくる。こうした日
本特有の細かく役割分担された試合中のマネジメント
は、実践を通したからこそ得ることができた学びだ。野球
経験者の方は「当たり前」と思うかもしれないが、試合経
験の乏しさから、試合中のベンチ内の動きにも大きな差
を生んでいた。
　試合後、七十七銀行野球部のご厚意により「交流＆質

問タイム」を頂き、私は一生懸命通訳に走り回っていた。
香球代表選手の野球を学びたい、もっと強くなりたいとい
う熱意と姿勢が、言葉の壁を超えて新たな交流を生んで
いたるように感じた。交流会後、香港選手は口々に「新た
な知識と課題で頭がいっぱいだ。帰ったら練習で試して
みたい。本当に有難う！」と言っていたほどだった。
　一方、私はこの結果を受けて、香港野球代表監督として
本当に情けなく、香港の皆さまへ申し訳ない気持ちで
いっぱいだった。ただ、そんな状況でも立ち止まることな
く、前へ歩み続ける選手達の姿に勇気付けられている自
分がいた。改めて、このチームで良かったのだと、心の底
から思えた。そして、私が先頭にたって、今一度、香港野球
代表団という大きな船の舵をきっていかなくてはならな
いと強く気持ちを引き締めた。試合には負けても、私たち
は香港政府からの資金援助を得て、香港の誇りを胸に日
本までやってきたのだ。この悔しさを胸に、明日を変える
約束を選手と交わした。

（次号1月5日は「日本野球が与えてくれた自信」）

 0-29、香港野球の厳しい現実

著者プロフィール

 
2015年2月にイスラマバード（パキスタン）で行
われた西アジア野球選手権にイラン野球代表
監督として、チームを2位へと導く。同大会後、パ
キスタン代表監督に就任。2015年9月に台湾で
行われた「第27回 BFA アジア選手権」では、監
督としてパキスタン代表を率いた。
2017年2月、香港野球代表監督に就任。色川冬
馬をもっと知りたい方は「色川冬馬」で検索、講
演依頼はtoma@hotmail.co.jpまで。

  侍ジャパンオフィシャルサイトニュース・コラム
  → www.japan-baseball.jp/jp/newsVol.12

photo by ©松橋 隆樹

大阪、愛知で講座させて頂きました。
大阪は地元関西の友人が、
愛知は結婚してからの友人が
参加してくださいました。

今回はなんと義母が参加！

大切な人たちに私の想いを伝えることができる。
会いたいときに会いに行くことができる。
違う世界の人 と々出逢うことができる。

私にとって今の生活は、3年前には想像もしていなかっ
た生活です。
毎日が楽しくて、今日は何が起こるのかワクワクして暮
らしています。

3年前の私は、人生はコントロールできないものだと
思っていました。
いいことがあると必ず悪いことがある。
先の見えない不安が付き纏うのが人生。
だから今日もそれに翻弄されながら生きるしかない。
朝起きると「また今日も昨日と同じ1日が始まるんだ
な。」とぼんやり思っていました。

嫌だった2度目の中国。
いつ、どこに帰るのか分からない長引く駐在。

ピンチは必ずチャンスに変わるのです。

嫌だ、悲しい、辛いということは、その反対方向に理想
の姿があるはず。

その気持ちが
「ワクワクの源泉」
「心の軸」
「志し」
だったりします。

私の場合は、
駐在帯同で仕事ができないのが辛かった。
大切な人たちとの別れが悲しかった。
小さな社会、小さな人間関係が嫌だった。

そのネガティブな気持ちが大きければ大きいほど、そ
の反対側の気持ちはこれからの人生を支える原動力
になる可能性が強いのです。

私の原動力は
先述のネガティブな気持ちの反対側にあったもので
した。
社会の役に立つ仕事がしたい。
大切な人たちと繋がりたい。
広い世界の幅広い人間関係から学びたい。

これが今の行動の原点になっています。

だから大きく気持ちが動いたときは注目してあげてく
ださい。
じっくり自分と向き合ってあげてください。

最近大笑いしたことはありますか？
号泣したことはなんですか？
身体が震えるくらい憤ったことはなんですか？
ワクワクして眠れなかったことはありますか？

魂が大きく振れること、心が大きく動くことのない人
は、人生黄色信号です笑

とびきり嫌なこともないけれど、
とびきり楽しいこともない人生。

一度きりの人生。
時間の無駄使いをしていませんか？

「ワクワクの源泉」「心の軸」「志し」が見つかったら、そ
の気持ちに正直に主体性を持って人生の舵取りをして
みてください。

あなたの人生の主役はあなた自身です。

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

読
む
だ
け
で

マ
マ
が
笑
顔
に

連載 第59回 あなたは人生の主役ですか？

ライフ（香港・広東共通）
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     勝ち組コメント
　開幕4連勝中の大関軍、初回に1点先制もその裏5点を献上。今季先
行逃げ切りの大関としては4点ビハインドをどう挽回するかが課題だ
が、2回に安打をつなげる野球で同点に追いつくと、続く3回に3点を追
加し、4回にはマジャール、マグの今季1号HRと今季好調翔の本日3安打
目を含む6連打で9得点。2017年最終戦を勝利で飾り今季5連勝。2018
年も気持ち新たに頑張ろう！

     負け組コメント
　初日から5連敗、未だ白星のない我らがイーグルス。本日胸を借して
いただく相手は、横綱級の強力打線を誇り、未だ土つかずの大関さん。
立会いから一気の出足で押し込んだのもつかの間、地力に勝る大関
さんにじりじりと土俵中央まで押し返され、その後は、突っ張り、張り手、
連打の嵐にフラフラとなった我らがイーグルス。最後は力無く土俵を割
りました。がしかし、番付差からすれば、大善戦と言えるこの一戦。来年こ
そ、歓喜の初白星を‼

香
港
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
速
報
！

第73期・順位表

チーム名
オオゼキ

カイザース

サンダース

ドリームス

サクラ

ベアーズ

コンポードー

ブレーブス

ツナーズ

アタッカーズ

ロイヤルズ

パイレーツ

エンジェルス

イーグルス

勝率
1.000

1.000

1.000

0.600

0.600

0.571

0.500

0.429

0.400

0.333

0.333

0.250

0.200

0.000

差
0.0

0.0

0.5

2.0

2.0

2.0

2.5

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

4.0

5.5

第73期　第12節　12月17日

オオゼキ
イーグルス

勝利投手：久下(兄)
敗戦投手：吉冨

HR：篠田  山田

HR：

1
5
4
0
3
0
9
0

17
5

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　これまで2勝2敗の桜、井土投手不在で迎えた今日のお相手は先期完
封勝利賞受賞の中島投手率いるロイヤルズさん。初回表、久々に登板の
森實は、3番4番に連続四球を与えるも、初回を0点で抑え幸先良いスター
トを切る。打たして捕るピッチングと堅守で5回まで相手打線を1点に抑
え、迎えた5回裏は、新人山下や出水の活躍で打者一巡の猛攻、5点を奪
う。6回表を1点で抑え、8-2で今年の最終戦を勝利で締めくくった。

     負け組コメント
　直近2戦を連勝し、良い雰囲気で臨んだサクラ戦。若手とベテランの
融合でほぼベストの布陣で臨むも過去2戦から一転、4安打、2得点と、
相手投手の老練なピッチングの前に打線が沈黙。今日は寒さで体が動
かず、良い当たりが相手守備の正面に飛ぶ不運もありました。次戦には
年明けとともに気持ちを一新して、楽しんで気持ちよく勝ちましょう。

ロイヤルズ
サクラ

勝利投手：森實
敗戦投手：中島

HR：

HR：

0
3
0
0
0
0
1
0
0
5
1
X

2
8

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　開幕5連勝をかけ、ブレーブスとの対戦。1回表に2点先制されるもそ
の裏にいぶし銀、鍛冶のタイムリースリーベースなどで4点を奪取。その
後も点の取り合いが続き10-11で迎えた4回裏に何とか3点取って逆転
勝利！ 苦しい試合をものにした年内最終戦でした！！

     負け組コメント
　12月半ば肌寒くなった天光道でのカイザース戦、今期7戦目を勝利で
折り返したいところ、取られたら取り返すの好ゲームで3回表の時点で
は8-4とリード、その裏6点を奪われ逆転されるも、4回表に3点をとり1
点リードするもその裏3点取られまた逆転を許しそこで力及ばず敗戦。
でも明らかに地力はついてきてると思います。後6戦、頑張りましょう。

ブレーブス
カイザース

勝利投手：戸崎
敗戦投手：迎

HR：

HR：白川

2
4
4
0
2
6
3
3
0
X

11
13

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　1対8の劣勢で迎えた3回表。岡田順のライト線安打を皮切りに、川島、山口、北浦、
Stepheが適時打。更に一死満塁で岡田潤が右中間へ走者一掃の三塁打を放ち同
点！続く吉川の内野安打でこの回一挙8得点とし見事逆転に成功！最終回となった3
回裏をきっちり無失点に抑え劇的逆転勝利です！これで前半戦を4勝3敗で折り返し
年明けの後半戦、上位チーム相手に更なる躍進を目指します。頑張れベアーズ！！！

     負け組コメント
　73期リーグ第4戦はベアーズ戦。年内5分の成績で締めくくりたいパイレー
ツは年末多忙とまさかの監督の怪我で選手が揃わず11名で挑んだ。先発吉富
は四球は多いものの2回まで1失点で抑える。パイレーツ打線は初回打線がつ
ながり、5安打と相手のエラーで6得点、続く2回も上位打線3人で2得点と大きく
リード。しかし3回表に大きな落とし穴が！四球、味方エラー、タイムリーなどで8
失点と逆転される。その後時間ギリギリまで粘り4回裏にノーアウト満塁の
チャンスも時間切れにより成立せず、3回裏で試合終了！惜しくも逆転負けとい
う残念な結果となった。来年から気持ち切り替えて頑張って行きましょう！！

ベアーズ
パイレーツ

勝利投手：北浦
敗戦投手：吉冨

HR：

HR：

0
6
1
2
8
0

9
8

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)
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第29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

                

〜
ス
コ
ッ
プ
コ
ロ
ッ
ケ
レ
シ
ピ

　師走となり、街中も人も騒めく12月。
　人が集まるシーンも増えるこの時
期、自宅でのホームパーティは寒さを
気にせず気楽に過ごせる反面、準備も
大変ですよね。
　そんな時に活躍するのが、大皿で一
度に作れるスコップメニュー。
　大皿にどーんと作るので見栄えもよ
く、準備も楽チン！

　今回は、男女共にお子様も喜ぶ、皆
が大好きなコロッケをスコップコロッ
ケにしてご紹介します。

　「コロッケ＝揚げ物」だなんて、一番美容から遠いものなのでは？と思われるかもしれませんが、大丈夫！
スコップコロッケなら、揚げずに簡単にコロッケを楽しめます。
　柔らかなベースなので、くるみも加えることで食感の変化も楽しめ、栄養価もアップします。

　ホームパーティに、もちろん普段の食卓にも。スコップコロッケを是非一度お試しください。

❶パン粉はこんがり良い色になるまで、フライパンで乾
煎りする。
❷じゃがいもは皮を剥き4等分にし、小鍋にかぶる位の
水と共に入れ茹で、竹串が通る程度になったらざるに
上げ、ボウルに移しマッシュする。
❸じゃがいもを茹でている間に、玉ねぎをみじん切りに
する。
❹フライパンにオイル（大さじ1/2）を熱し、玉ねぎが
しんなりするまで炒め、ひき肉も加えパラパラになる
まで炒める。塩・胡椒し混ぜる。
❺②と合わせ、乾煎りし荒く刻んだくるみも加え混ぜ、耐
熱容器に入れヘラなどで軽くプレスする。

❻別のボウルにパン粉とオリーブオイル（大さじ1・1/2）
を混ぜ合わせておく。⑤の全体に敷き詰め、軽く平す。
❼トースターで５分程度、焦げ目をつけ、好みでパセリ
をふり、ソースをかける。

〈スコップコロッケレシピ〉 
 ●じゃがいも 

大2個

 ●玉ねぎ 

1/2個

 ●合挽き肉   　 

200g

 ●パン粉                      　   
40g

 ●オリーブオイル 
大さじ2

 ●塩     　 
小さじ1/2程度

 ●胡椒   

少々

 ●くるみ           　 

50g

 ●パセリ（刻む）　        　 
適量

 ●中濃ソース           　 
お好みで
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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。

電話：8100-0514

  　　（電話のみです、SMSができません）

メール：info@wdllanguage.com

ウェブ：www.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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 香港和僑会
香港和僑会は、海外で組織のリーダー

を目指す人達の交流を促進し、成功を

応援するNPO法人です。毎月開催の定

例会、業種別の分科会、起業＆経営相

談会、商談会や展示会のアレンジ、貸会

議室など、様々なサービスを提供して

おります。経営者や起業家に限らず、駐

在員や学生、主婦の方も、お気軽にご

参加ください！

香港和僑会HP↓

https://www.wa-kyo.org

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Looking for language exchange 
friend

I'm looking for my friend who can do 

language exchange while having 

coffee on every Saturday. 

Pls e-mail or WhatsApp me anytime.

5331-0472

hongo@pocketpage.com.hk

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新春コンサート2018
香港日本人合唱団新春コンサート2018

を開催いたします。ご来場をお待ちして

おります。

日時: 2018年2月4日(日)15時開演

場所: 香港日本人学校小学部香港校

入場料: 無料

今年は「愛」をテーマに歌います。

ゲストは日本人小学校音楽隊。

連絡先: 香港日本人合唱団事務局

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

看護師、臨床検査技師募集
セントラルのクリニックにて通訳がで

きる医療スタッフ(パート)を募集して

います。臨床検査技師は採血業務がで

きる方を希望。私達と一緒に海外で活

躍する邦人の皆さんの健康をサポー

トしませんか？ 詳細に関しましては、

メールまたは電話でメディポートの堀

までご連絡ください。

メディポート電話：25771568　　 

メール：hori@mediport.com.hk

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人入居者募集！
銅鑼湾のElizabeth House

超便利な立地のマンションです。

春には大規模修繕工事も完了！

2LDK 実用面積 540sqf

家賃 HKD19,500（管・税込み）

ウォシュレット設置済み、家具・家電応

談。弊社管理物件の為、入居中のトラ

ブルも迅速対応！不動産仲介料も不

要です！

お問合せは三宝不動産まで。

電話：2566-0155

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

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。）

　女性たちは何を求めているのか。こ
の古来からのテーマに関しては、テクノ
ロジー企業はしばしば過ちを犯してき
たように見える。女性たちの声に耳を傾
けること無しに専ら製品の発想の斬新
さや、有名デザイナーとのコラボなどに
終止し、女性が望んでいるだろうものを
自分たちが考えて販売してきたからだ。
　だがここにきて、特にウェアラブル市場において女性のため
のスペシャリティに着目する傾向が強まっており、セキュリティ

からリプロダクティブ・ヘルス
まで、女性のニーズに対応する
商品への注目が集まっている。
　例えば美しいルックスのウェ
アラブルプロダクツとして筆頭
に挙げたいのが、“Wisewear”。

Socialiteコレクションは3種のデザインのスマートブレスレット
で、万歩計とカロリー計算機能のほか、Bluetoothを使用して携
帯電話に接続し、着信とテキストメッセージ、スケジュール確認
などに使用できる。また身辺が安全でないと感じた際に独自の
手順でブレスレットをタップすると、Googleマップの現在地が
事前に登録した5つの連絡先に送信され、リストの最初の人物
に電話がかかり、音声を伝えられる仕組みになっているなど、セ
キュリティ機能も充実。TPOを選ばずに身につけられるデザイン
は秀逸だ。
　クラウドファンディングで実にUS$313,785、目標の6倍以上
の金額を集めて業界の話題をさらったのはROAR for Goodの
“Athena”。バッグやベルト、ウエストバンドに付けたり、チェーン
に通してネックレスとして身につけることができる円形の小型
デバイスで、シルバー、ブラック、ローズゴールドの3色がある。
非常時は大きな音で警告し、Googleマップを介して連絡先に居
場所をテキスト送信する。SilentROARモード内蔵で、区別してテ
キストのみを送信したいときにも便利。商品代金の一部は暴力

を減らすために一般市民を教育するプログラムに寄付される
仕組みになっており、“人生を大胆に、恐れず生きていく”という
同社のテーマも共感を読んだ理由の1つだろう。
　女性の健康に特化した商品として注目したいのは、Bellabeat
社の“Leaf Urban”。睡眠や運動量を管理し、全身の健康状態と月
経周期を追跡するだけでなく、体調と女性機能のコンディション
からストレスレベルをトラッキング。データ量が十分ならストレ
スを予測し、深呼吸を促してリ
ラックスとストレスの解消をサ
ポートしてくれる。ネックレスやブ
レスレット、クリップとして身につ
けることができ、色はシルバーと
ローズゴールドの2色展開。
　リプロダクティブ・ヘルスアイテ
ムとしては、妊婦に特化した
Bloomlifeに注目してほしい。妊娠9ヶ月頃から身に着けるタイプ
だが、他のウェアラブルデバイスと違ってレンタルで利用するこ
とができる。
　下腹部にデバイスを張ると、電気生理学に沿って子宮収縮の
測定をスタート。頻度と時間を記録してくれるので、胎内のコン
ディションをスマートに捉えられる。これさえあれば状況のメモ
を取る必要もなく、夜中に不必要に医者に電話をかけたりする
ことも無くなるはずだ。
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自画像を描く
　大きな紙の上に、子供の体の形をト
レースします。その上に気持ちを描か
せてみましょう。彼ら自身の感情に気
付くことにも有効です。

未来を描く
　アートワークは、恐怖を和らげ、良質な睡眠をとるにも
有効です。子供に肯定的な未来図を描かせます。そのイ
メージを強化するためにも、その絵をベッドルームに飾り
ましょう。

自分を伝える力
　子供の空想を絵の中に引き出
させます。そうすることで視覚的に
共有することができます。悩みな
どがみられた場合、どうすれば解
決するのか、その為には何ができ
るか、それらを絵に描かせます。

絵と対話する
　気持ちを絵に描くことが出来たら、その絵と話させてみ
ます。ストレスの中にいるよりも外側から見た方が、より自
分との対話が簡単になることがあります。

芸術的な行動
　怒りの感情や傷ついた心を
絵に表すことが出来れば、心
を開放することにつながりま
す。後からその絵の一部を消

すことや、色をつけ足したりすることも良いで
しょう。満足感が得られ、怒りの制御も身に付きます。

記憶をキャプチャする
　子供が空想上で訪れる特別な
場所は癒しの聖域とも言えるで
しょう。必要な時にそれらの絵を
子供がいつでも見ることが出
来る場所に飾りましょう。

何を描いても良い
　心の内を自由に絵に表す事を躊躇う子供も少なくあり
ません。まずは子供を安心させましょう。様々な感情が紙
の上に自由に、かつ大胆に表現出来たら褒めてあげま
しょう。

　アートの創作に便利な水彩色鉛筆。水彩色
鉛筆を使うと、鉛筆と絵の具の中間のような独
特の風合いを持ったタッチの絵を描くことが
できる。色鉛筆と違うのは、水を加えることで
違いが生まれるところ。これは色鉛筆の顔料は
ワックスまたは油性の成分によって色味が
キープされるのに対し、水彩色鉛筆に入ってい
るのは水溶性の成分だからであり、芯を削るこ
とができる鉛筆なら、筆では表現しにくい繊細
なラインを描くことができる。
　水彩色鉛筆の使い方は描き手次第だが、そ
の特徴といくつか守るとよいポイントをここに
挙げよう。
1. 水彩鉛筆で描いた絵に水を塗ると、水彩絵
の具のような効果を出すことができる。通常、
水はナイロンもしくは自然毛の筆で塗るが、ス
ポンジや他の道具を使っても良い。但しブリス
トルブラシは、通常油性もしくはアクリル絵の
具のような重いテクスチャーの塗料向きなの
であまりおすすめできない。
2. 鉛筆のように塗りつぶすこと１ができるが、
紙の上では色鉛筆と少し違う感覚を感じるか
もしれない。これは、前述した水溶性の結合剤
のためだ。
3. 水を使う際は慎重に。ゆっくりと描きながら
色を重ねて塗るときれいに仕上がる。

4. 重ねた色が乾いてきたら、水彩鉛筆で絵を
追加で描くことができる。これによって描き手
は色と絵の内容を調整することができる。完全
に乾かす前に描くこともでき、それもまた独特
の風合いを生む。
5. 作品が思惑と違う風合いになってしまった
場合、水を使って絵の修正ができるのも水彩
色鉛筆のよいところ。完全に色を除くのは難し
いかもしれないが、その箇所に綿棒もしくは筆
で水を塗ることで、ある程度色を抜くことがで
きる。
6. 安価で手に入りやすく持ち運びも容易で、
細く芯を削ることができる水彩色鉛筆は、水彩
絵の具に比べても便利なツールだ。ただ、水彩
絵具の技術を完全に再現できるかというとそ
うではないので、使い分けよう。

その癒しの力
絵画、

アートは癒しのためにも使われてきた長い歴史があります。研究によると自律神経系、ホルモンバ
ランス、および脳神経伝達物質を整える脳波の形成が確認されています。子供たちにとっては自分
自身の気持ちよりも「絵」について話すほうが簡単です。内なる葛藤や感情を表しやすく、それらは
子供たちを導くヒントとなります。大人は熟練したセラピストになる必要はありません。紙、クレ
ヨン、絵具、そしてマーカーなどを、を取り揃えます。子供たちとアートエクササイズを試しましょう。

水彩色鉛筆で
    手軽に水彩画を楽しもう
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どのタイプを選ぶべき？
　よく見かけるクリップで挟むタイプのカールアイロンは強いカールを作り出
すことが可能ですが、一方で髪にクリップの跡が残ったり毛先が折れてしまう
事もあります。欧米でカーリングワンズと呼ばれるクリップレスタイプのもの
は、ナチュラルなカールを作り出せ、毛が折れてしまうことはありません。ナチュ
ラルなスタイルを作り出し、根元に近い部分にも巻く事が出来ます。

素材をチェックする
　ヘアーアイロンはさまざまな素材で
作られています。セラミックコーティン
グ素材は熱を均一に髪に伝え、髪の質
感を滑らかに整えるマイナスイオンを
生成します。トルマリン素材は、更に多
くのマイナスイオンを生成し、熱を素早
く髪に伝えます。チタニウムは表面が滑
らかで髪の摩擦も少なく済みますが、
温度が非常に高くなりがちです。どれも
扱いやすいですが時に髪にダメージを
与えます。枝毛やダメージを防ぐケア
製品の使用は必須です。

温度設定を確認する
　ほとんどの商品は温度調節が可能です。髪質が細く柔らかい場合、低温設定
を選択すれば、髪をチリチリにしてしまうことを防げます。逆に太くて、しっかり
した髪質の場合は温度を上げることでカールが作りやすくなります。

緩いウェーブやソフトなカール
　ゆったりとした大きなウェーブや
カールを作るには1.25インチ（3.175
センチ）のカーリングワンズ、または
クリップタイプを使用します。またク
リップレスタイプには多くのサイズ
があり、緩やかで大きいカールを作
るのには適しています。

弾むようなカールを作りたい時には
　大きく尚且つボリュームのあるカールを作りたい場合は、1.5～2インチ
（3.81～5.08センチ）クリップタイプが良いでしょう。くっきりとした大きいカー
ルを作るのに適しています。

カールアイロンについて知って
おきたい5つのこと
近頃、髪を手軽にカールできるカールアイロンが多種、売り出されています。
購入前に知っておきたい幾つかの事を確認してみましょう。

23Pocket Page Weekly 29 December 2017 No. 624
B

 ショッピング（香港・広東共通）


	P12 cartoon_624 v2
	P13 Gourmet _mari_624 v2
	P14 Gourmet _cafe_624
	P15 AD_624
	P16-17 Property Junoh_624 v3
	P18 Life_MaMa_624 v2
	P19 softball_624 v2
	P20 Health _KIREI_624 v2
	P21 health_leafurban_624 v2
	P22 school art_624
	P23 Shopping _curlurliron_624

