
香港

　Alan　Archettiシェフが率
いるゴージャスな雰囲気の
レストラン。こちらのナポリ
ターナ式の伝統的なピザは
香港でピザを語る上では欠かせない存在。
本物のナポリの味を再現するためにピザ
窯用のレンガをナポリから特別に運び、職
人までもがイタリアから来て窯を組み立て
たというこだわり。

ザ・ベストピザ in 香港
広東料理も良いが、突然、クリスピーでチーズたっぷりのピザがどうしても食べ
たくなることがないだろうか。香港はピザもバラエティー豊か。ヘルシー志向の
韓国式ピザから斬新なコーン型ピザまで幅広いピザをチョイスをすることがで
きる。今回はおすすめ4店をご紹介！

208 Duecento Otto

住所：G/F., 208 Hollywood Rd., Sheung Wan
時間：12:00～ 24:00（月～土）、11:00～ 22:00（日）
ウェブ：www.208.com.hk

　韓国のスタイルのヘル
シーなピザが大人気。生地
は大麦やライ麦を含む12種
類の穀物をミックスして作られていて低カ
ロリーなのが特徴。ダイエット中でもクリー
ムチーズ・ムースフレーバー、またはガー
リックチキンバーベキュー味を罪悪感を感
じることなくピザを楽しむことができる。

Pizza Maru

住所：Shop 1302, 13/F., Hysan Place, 
  　　500 Hennessy Rd., CWB
時間：11:30～ 23:00
ウェブ：eng.pizzamaru.co.kr

　ニューヨーク
で最高のピザと
して知られいる
「Motorino」は香港で、最もユニークで幅広
いメニューを提供しているレストランと言
えるだろう。特注のオーブンで焼かれる生
地はクリスピーかつ、ふんわりとした絶妙
な食感。食材の多くはイタリアからの直送
でMathieru　Palombinoシェフが腕を振
るっている。

Motorino

住所：G/F., 14 Shelley St., Soho, Central
時間：12:00～24:00

　ピザは丸い？　いい
え。ここはピザ生地を
コーン型に香ばしく
焼き上げ、様々な材
料をトッピングした斬新なピザコーンの店
だ。忙しくても手軽にピザを楽しむことが
できる。9種類のピザの中でもなんとウナ
ギが大人気。パイナップルやバナナ＆チョ
コレート・チップコーンも女性にオススメ。

ZeeZee Pizza Cone

住所：Shop 6, G/F., 3 Shum Wan Rd., 
　　   Wong Chuk Hang, Aberdeen
時間：7:00～18:00
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香港

　フレンドリーで気配りのあるサービスに美味しい
ピザやパスタなど、メニューを豊富に取り揃えてい
るイタリア料理店「PAPI」。しっかりと調理された牛
の胃袋など、エキゾチック料理も提供しており、店内
は明るい照明のカジュアルな雰囲気。
　同店はイタリアにあるカジュアルなトラットリアの
雰囲気は感じないが、装飾された照明で店内は明る
い雰囲気になっており、パフォーマンスの高い料理
を提供している。こぶ胃とハチの巣をたっぷりの當
麻ソースで煮込んだ「Florentina stewed Beef Tripe
(HKD118)」、低カロリーのソフトなパンにブラックト
リュフとパルマハムを包んだ「Black truffle and Parma ham Sandwich(HKD108)」。
ピザは薄皮を使用しており、新鮮なイタリアンソーセージとボタンマッシュルー

ムを使用した「Pizza with fresh Italian sausage 
and button mushrooms(HKD188)」もオススメ
の一品。シチリア産海老と新鮮なチェリーのト
マトを使用した「Handmade Tagliolini with 
Sicilian sweet red prawns and fresh cherry 
tomatoes(HKD248)」は完熟トマトの味に加え

て肉汁もジューシーに仕上がっている。「Honey and Almond parfait with black 
truffle honey(HKD68)」は、黒トリュフの香りの良さが際立ち、アマレッティのビス
ケットが添えられていて美味しい。ぜひ、銅鑼湾（コーズウェイベイ）へ来る際には
立ち寄ってみてほしい。
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イタリア料理店「PAPI」

Papi
住所：G/F., Fashion Walk, 8 Cleveland St., CWB
時間：11:30～23:30（日～木）、11:30～25:30（金～土）
電話：(852)2808-0820
フェイスブック：PAPI
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深圳

どうしたら子供に優しくなれますか？
どうしたら主人と仲良くできますか？
私は「自分に優しくしてください。」「自分を許してくださ
い。」「自分を好きになってください。」と言います。

あなたはどんな自分が理想ですか？
誰にでも優しくできる人ですか？
地位がありみんなに認められる人ですか？
なんでも卒なくこなせる人ですか？

私は、一つのことに熱中すると、他のことができなくな
ります。
物事を最後まで達成できなかったり、忘れ物をしたり、
いろんなことが起こります。
食事の準備はできているのに、ご飯が炊けていなかっ
たり、
鍵を挿しっぱなしで出掛けたり、チケットをうっかり捨
てたり笑
日常茶飯事です。
そんな私を子供がフォローしてくれたり、

友人が笑ってくれたり、許してくれる。
時に大きく失敗して反省し、落ち込むこともありますが、
そんな自分を今は愛おしく思っています。
できないことは、メモに書いたり、誰かに注意しても
らったり、工夫すればいい。
できないところも含めて私は私が大好きです。

以前は子供や夫に優しくできる自分、家事も育児も完
璧にこなす自分、ママ友達とも上手くやれる自分を愛
していました。
けれども、そんなパーフェクトな自分に会えることはほ
とんどなく、毎日出会うのはそれ以外の嫌な自分ばかり。
自分に優しくなれない、
自分を許せなかった頃は、人間関係も上手くいかず、
いつもイライラしていました。

自分を嫌いな人が、
人を好きになれるでしょうか？
自分を許せない人が
人を許せるでしょうか？
自分に優しくできない人が
人に優しくできるでしょうか？

ネイティブハワイアンの伝統的な考え方である「ホオ
ポノポノ」をご存知ですか？
「全ては100%自分の思いが生み出したもの」とし、
「ありがとう」「ごめんなさい」「許してください」「愛して
います」を繰り返し唱えることで自分を許し、愛し、そし
て他者をも愛で包んでいくメソッドです。
昔、アメリカ本土からハワイに島流しにあった囚人にホ

オポノポノを唱え続けたところ、不思議なことにそれだ
けで極悪犯が涙を流して更生していったそうです。

人は皆愛されたい。
そして嫌な自分もまるごと許されさい。
一生付き合っていかなければいけない自分に一番、愛
されたいし
許されたいのです。

自分をまるごと愛してみませんか？
嫌なところもまるごと許してみませんか？

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67回 自分を許してみませんか？

ライフ（香港・広東共通）
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 海印長城 HAIYINCHANGCHENG

（所在地） 南山区后海滨路

（間取り） 3LDK（メゾネットタイプ）

（室　内） 新内装、家具・家電付き

（環　境）  All City Shoppingmall、庭園、後海の海岸cityに近い、ワトソンズ

（備　考） 地下鉄2号線（海月駅、徒歩で約2分）

（月　額） 19,000元

（所在地） 南山区蛇口沿山路

（間取り） 3LDK

（室　内） 新内装、家具・家電付き

（環　境） 海岸城ショッピングモール、JUSCO、カルフール、天虹、映画館

（備　考） 地下鉄2号線（後海駅、徒歩で約15分）

（月　額） 10,000元

缤纷假日豪园 BINFENJIARIHAOYUAN

深圳

エイブル深圳店エイブル深圳店エイブル深圳店
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） 南山区南光路

（間取り） 2LDK

（室　内） 家具・家電付き

（環　境） 海岸城ショッピングモール、JUSCO、海雅百貨、カルフールに近い

（備　考） 地下鉄1号線（南山駅、徒歩で約10分）

（月　額） 10,500元～

太古城北区 TAIKOO SHING
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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

香港

香港 香港＆広州

Sayaのプロフィール
香港でカメラマンとして活動し、主に家族写真の撮影を行なっている。香港
が大好きで、街歩きをしているときが至福の時間。趣味は、カラオケ、ヨガ、そ
して、もちろんカメラ。みつ子とにゃんこ先生の飼い主。つまりは、大の猫好
き。主人の転勤により、2016年より香港で生活。在住歴も3年目に突入。

　みなさま、はじめまして！　この度、「香港在住日本人主婦が綴るリレーミニエッセ
イ」に仲間入りさせていただきました、Sayaと申します。職業はカメラマン、趣味もカ
メラなので、このエッセイを通して、みなさまに、写真に関するお役立ち情報をお届
けできればと思っております。

　香港在住3年目に突入したばかりのわたしですが、香港が大好きで大好きで仕
方ありません、笑。その理由の1つに、香港は、フォトジェニックな場所がたくさんある
から。いや、もしかしたら、写真に収めるという目線で街を歩くと、楽しくなるという部
分もあるのかもしれません。

　さてさて、みなさま、旧正月は、どのように過ごされましたでしょうか？

　もしかしたら、連休を使って帰国されたり、海外旅行に行かれたりした方もいらっ
しゃるかもしれません。わたしは、今年も、旧正月中の香港をたっぷり味わいました。
日本人のわたしからすると、年に2回も年末の雰囲気を感じられるのは、とてもお得な
気がします。すでに、新暦のお正月に、日本で初詣を済ませましたが、旧正月にも、ここ
香港で初詣をしてまいりました。欲張りと神頼みが炸裂です（努力もします、汗）！

　実は、香港に来て、お寺巡りが好きになりました。なぜかというと、カラフルで可愛
いから。お寺に可愛いなんて、語弊があるかもしれませんが、色彩が強くて、ものす
ごく元気をもらえるのです。

　香港には、素敵なお寺がたーーーくさんあります。旧正月は過ぎてしまいました
が、初詣はまだ間に合う！？　初詣のタイミングでなくても、一度は訪れたい、おすすめ
のお寺を写真付きでご紹介します。

① 黄大仙
　言わずと知れた、香港のパワースポッ
ト！　「すべての願いを叶えてくれる」とい
う、何とも有難びっくりなお寺。旧正月の前
後には、普段はないランタンが現れるの
で、とても写真の撮りがいがある。ただし、
この時期は、参拝客でごった返すので、
撮影に夢中になり過ぎて、ケガやスリに遭
うことのないよう、注意が必要。

② 天后廟（レパルスベイ）
　ビーチに向かって左手側にずっと進んでいった、突き当た
りに見つかる、こちらのお寺。「天后廟」は、海沿いにあるお
寺の総称で、海の災害から身を守ってくれる存在です。日本
のお寺をイメージしていくと、目を疑うほどのポップさ。神様た
ちの像も、とってもユニークで、愛らしい見た目をしている。こ
れぞ、可愛いお寺！というかんじ。色彩の迫力があるので、ど
こを撮っても絵になります。

③ 慈山寺
　①や②のお寺と違い、かなり落ち着いた雰囲気のお寺。
李嘉誠氏が私財を投じて建てたと言われる「慈山寺」は、や
り過ぎくらいド派手がデフォルトの香港には珍しく、綺麗でスッ
キリしている。これまた語弊があったら恐縮ですが、とても
センスのよいお寺で、気がいいとはこのことか！と実感すること
できる。入場は無料ですが、ウェブサイトからの事前予約が
必要なので要注意。人数制限がされているので、お参りも撮
影もゆったりできるところが嬉しい。

Vol. 95ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ
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！？ 
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フォトジェニック香港 Vol.1
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 日本語PG「きらきら星」
日本語プレイグループ「きらきら星」日本
人ママたちによるプレイグループです。
友達をつくりたい、子供が時間をもてあ
ましているなど、一緒に皆で遊びましょ
う！ 2つの姉妹クラスで活動しています。
午前クラス：毎週水曜10:30-11:30
午後クラス：毎週火曜15:00-16:00
場所：銅羅湾
対象：1歳～4歳(目安)
会費：月80~100ドル(人数で調整)
連：kirakirahk@gmail.com
W：www.facebook.com/kirakirahk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
富山県人会メンバー募集！

定期的に交流会があります。富山県生
まれ、富山県に住んだことがある、富山

県に親戚がいる、今度富山に行こうと
思っている等、富山に関係ある方はど
なたでもウェルカムです。お気軽にお
申し付けください。
連絡先：松原
メール：toyama.yoshimoto@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Let's Play Monopoly Together
不朽の名作ボードゲーム、モノポリー
をやりましょう！ 香港の知られざる魅力
的なカフェ＆レストランを開拓しなが
ら、親睦を深めていきます。モノポリー
に興味があれば老若男女＆国籍不問
です。ご連絡をお待ちしています！
メール：
satoshi.hopes.for.world.peace@gmail.com
 WhatsApp: 5134-1714 (田中)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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、お気軽にご参ください！
香港和僑会HP↓
https://www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Part Time 看護師募集
銅鑼湾にある健康診断センターでは看
護師または臨床検査技師を募集してい
ます。健診者のほとんどは香港在住の
日本人の方です。業務内容は経歴・ブ
ランクによって応相談です。語学不問。
週1～2程度。勤務時間は9時～14時(応
相談)。ご興味のある方はお気軽にお問
い合わせ下さい。
電話：2881-6606(ミタ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
VoiVoiRakkaus 美容室受付募集！
VOI VOI RAKKAUS HAIR SALON銅鑼湾
店では、レセプショニストを募集してい
ます。空いたお時間に美容室で働いてみ
ませんか？日本語、英語、中国語できれ
ば尚可。経理経験も活かせます。応募は
info@rakkaus.bizか、91235621までメッ

セージで。あなたの髪の施術も超特別料
金になりますよ！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
香港日本人倶楽部事務局スタッフ募集。
日本語／英語ビジネスレベル、中国語で
きれば尚可。勤務時間など応相談。
メール：office@jpclub.com.hk
電話2577-3669（杉村）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）

　クロード・モネ(1840-1926)はフランス印象派の絵画の創始者の1
人であり、印象派という言葉自体、彼の描いた”印象・日の出”に由来
している。
　モネが幼い頃、父親は彼に食品に関する仕事に携わることを願っ
ていたが、既に彼の心は芸術に向いており、11歳でル・アーヴル中
等美術学校に入学する。在学中は10～20フランで上手に似顔絵を
描く少年として近隣に知られていた。5年後彼は画家のウジェーヌ・
ブーダンに出会い、戸外制作と油絵のテクニックを享受され、彼に
師事した。16歳でパリの学校を去ってから、モネは教室で巨匠たち
の作品を学ぶ代わりに、窓辺に座って景色を描いた。
　スタジオをシェアしていたフレデリック・バジールに紹介され、初
めてモネがカミーユに会ったのは25歳の時。彼女は7つ下の18歳
だった。モネはとりわけ彼女の瞳に惹かれ、大判の野心作、”草上の
昼食”のモデルを依頼した。ルノワールとモネは生涯の友であり、し
ばしばイーゼルを並べて制作活動を行っていたため、ルノワールも
時にカミーユを描くこともあったという。
　“草上の昼食”はサイズの問題と不運が重なり結局サロンで展示さ
れることはなかったが、モネは代わりにカ
ミーユの等身大の肖像画を出品し、800フ
ランという1865年当時の若手画家の作品
としては破格の値段がついた。その翌年カ
ミーユは長男ジャンを出産。2人が結婚し
たのはその後の1870年6月のことだった。

　心優しくチャーミングで、気品に満ちたカミーユを、周囲の人々は
“ラ・モネ”と呼んで慕った。しかし結婚生活は経済的に苦しく、モネ
は友人に向けた手紙にこう書いている。“私達には暖をとる火も、食
べるものもない”と。
　無理がたたったせいか、次第にカミーユの健康状態は悪化し、
1879年8月、32歳でこの世を去ってしまう。モネは死の床にあるカ
ミーユを描き、後に友人に宛てた手紙でこう書いている。「私は無意
識的に死によって変化してゆくカミーユの顔色を観察しているのに
気がついた。彼女との永遠の別れがすぐそこに迫っているので、カ
ミーユの最後の姿を捉え、記憶しようとしたのは自然だったのだろ
う。しかし私は、深く愛した彼女を記憶しようとする前に、彼女の変化
する顔の色彩に強く反応していたのだ」と。人生の全てを絵に捧げ
てきたモネは、妻の死の時にすら描くことをイメージしていた。
　2番めの子供が生まれた頃からはそれまでのような貧困に陥るこ
と無く、数々の名画を生み出した彼は、1890年には大きな庭園のあ
る家を購入し、そこで創作活動を続けた。
　自然を描いた画家として著名なモネ。庭はそんな彼にとって最大
のインスピレーションの源であり、数多くの植物に関する書籍を所
有していた。庭のデザインやレイアウトへのこだわりは相当なもの
で、庭師に詳細な指示をし、一時は7人もの庭師を雇ったという。モ
ネが肺癌でこの世を去った後、唯一生存していた彼の息子、ミシェル
は不動産を相続し、修復を施して、家屋とモネの愛した広い庭を一
般に公開した。
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　ベルト・モリゾ(1841年1月14日～1895
年3月2日）は印象派の創設画家の1人だ
が、おそらく女性だったこともあり、ルノ
ワールやマネなどと比較すると、その存
在はあまり世に知られていなかった。し
かし近年、モリゾの作品の良さが認めら
れ、評論家達の間では19世紀最高の女
性アーティストの一人と称されている。
　フランスに生まれ、生涯をパリで過ごしたベルト・モリゾは、
主に家族や友人達をモデルに絵を描いた。彼女が好んでテー
マに選んだのは自然の中に佇む家族の情景などであり、女性
特有の感性で描かれる作品達には、男性の視点では見られな
い繊細さと穏健さを感じ取ることができる。モリゾは、親友で
あり指導者でもあったエドゥアール・マネの弟と結婚し、38歳
になるまで子供を持たず、家族の生活とキャリアのバランス
をうまくとっていた。
　モリゾの作品スタイルは一貫して印象派であった。その作
品は色彩と光に満ちており、刹那的な陰影を描くことにも長
けていた。彼女がその前衛的な手法を使って描いたのは、家
族や友人、女性達、そしてお気に入りのエリア、パッシーの光

景などで、他の印象派同様、屋外での制作を好んだ彼女は、
娘ジュリーの幼年期を描いた膨大な数の作品も残している。
　キャリアの前半、彼女は家族と訪れた休暇先で鉛筆やグ
アッシュ、水彩絵の具を使って小さめな作品を制作することが
多かった。これらの画材は持ち運ぶのが容易で、外で皆との
時間を楽しみながら制作をすることができたからである。
　女性の画家が圧倒的に少なかった当時、男性画家達とは異
なり、彼女はヌードを描いたりエロスをテーマにすることはな
かった。彼女が自然の誠実な
イメージを表現した作品は、
それが彼女の女性らしさに起
因すると、軽蔑的に評されるこ
ともあったという。しかしその
光り輝く色彩と筆のタッチは、
多くの印象派の画家達が作品
に使っていた正統派そのものの技法だった。自然に対する彼
女の愛情は、その美しい絵画達にはっきりと表現されている。
　キャリアの後半も、モリゾは女性ならではの視点を活かし
て精力的に制作を続けた。マネやルノワール達が女性を性的
な対象として捉えて描く一方、モリゾは女性達の何気ない日
常、例えば夕食の支度に勤しむ女性の肖像などを描いた。彼
女の描く女性達は控えめながら、男性の視線を意識せずに行
動し、自分自身に集中している様子が見て取れる。
　彼女はアートを通じて女性らしさの意味を問い、19世紀の
女性達の生活を、自らの技法を用いて描き残した。絶妙な筆
のストロークとつややかな色合い、繊細な明暗の表現と、師事
したコローから学んだ技術による、自然光の描写は高い評価
を得ている。社会の常識や慣習に屈せず、自らの芸術的キャリ
アを追求したモリゾの生き方は、現代の女性の生き方に勇気
を与え、賞賛されるべきものだろう。

　エドガー・ドガ
（1834-1917）は19世
紀のダンサーの現実
を捉えた数多くの絵
画や彫刻を制作し、
踊り子達に与えられ
た痛みと、そこに生み
出される美に魅了さ
れた画家である。
　裕福なイタリア系
の家庭に生まれたド

ガは、若い頃から芸術的才能を認められていたが、画家としてのス
タートは早い方ではなかった。1853年の卒業時に文学の学士号を
取得した18歳のドガは、ルーヴル美術館にコピーライターとして登
録した。後に彼は、この時期の経験が芸術家としての基盤になったと
語っている。
　1850年台後半にイタリアを訪れた際に見たフレスコ画に彼は強
い影響を受け、手帳に多くのスケッチと図面を描き留めた。1865年、
ドガはサロンに”The Misfortunes of the City of Orléans”を出展して
以降アカデミックな題材はやめ、1870年台以降は現代生活、主に競
馬やカフェで歌う歌手、バレエダンサーなど、都市の娯楽を題材に描
き始めた。
　当初歴史画家としてキャリア
をスタートさせたドガだった
が、自らをリアリストと認識して
おり、印象派の1人という認識
を完全に受け入れたことはな
かった。ドガはモネやルノワー
ル等の印象派の画家達と密接
に協力していたが、彼らと違っ
てドガは、都市の光景、人工的
な光、自ら設定したモデルや
テーマの構図を好んだ。日々の

生活、人間の身体のリアルな動きを表現したかった彼はバレエダン
サーに加え、バーや売春宿、殺人事件の現場までも描いている。
　ドガがパリ・オペラ座バレエ団の踊り子達に興味を持つように
なったのは、下級クラスや少女
の踊り子たちは身体にフィットし
た服で人に動きを見せるのに慣
れており、描きやすかったから
からだと考えられている。彼女
達の多くは夜に働き、過酷な生
活を送りながら自立していた。
　フランコ・プルシア戦争の従
軍による目の負傷で、1880年代
後半からドガの視力は衰えて
いったが、ダンサーと、周囲を気
にする様子なく入浴をする裸婦などのヌードにテーマをしぼって制
作をするようになる。女性達の何気ない行動を、彼はポートレイトの
ように、かつ彫刻のように描いた。1870年代後半、ドガは絵画の長い

キャリアを経て彫刻に取り掛かった。パリ
オペラ座のバレエ学校で会ったモデルを
使い、若いバレエダンサーの彫刻を時間
をかけて制作した。
　1881年の印象派展に出展されたその
彫刻、”14歳の小さな踊り子”(The Petite 
Danseuse de Quatorze Ans)は、たちまち
話題の的となり、美術評論家のポール・
ド・チャーリーは「並外れたリアリティ」と
称賛し、偉大な傑作と評した。

　ドガの偉大さは、公的な空間にいる人間という動物のプライベー
トな瞬間を見失うことなく、テクニック、触覚的な複雑さ、洗練さとそ
の暗黙のエネルギーを、彼の時代の誰よりも極端なレベルまで探求
した能力にある。ロマンチックな感性と彼の古典的なコマンドを融
合させ、官能的な感覚を、控えめな観察と視覚的構造の主張と融合
させることに成功した稀有な画家の1人である。 

偉大なる女性画家
ベルト・モリゾの生涯

と

ド
ガ
バ
レ
リ
ー
ナ
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1.スタイルによってインクを使い分ける
　まずは目的に合ったインクを選ぶことから
始めよう。もちがよく耐水性のある墨は定番
で、ラインアート向き。水溶性インクはウォッ
シュ（薄く溶いた絵の具を、刷毛や大きめの筆
で一定方向に線を引くように紙を塗りつぶし
ていく技法）などに用いる。

2.ざら紙でトライ
　粗いテクスチャーの水彩用紙は、ウェットな筆を使って余分なインクを吸わせながら
使い、失敗した時も、綺麗な水を使うとインクを落としやすいので修正をするのに便
利。もしうまく修正出来ない場合は白い絵の具を使う。

3.違うペン先を試してみる
　絵を描くためのペン先は実に多様で、それぞれに持ち味が異なる。サイズと形は先
に付くインクの量、線の見た目、
ペン先をインクに浸す回数を左
右する。目安としては、短い線を
たくさん描く場合にはリード
ペンを、ワイドで滑らかなライン
にはラウンドティップを使うのが
セオリー。もし製作を始めたば
かりのビギナーなら、細く尖った
セーブルブラシをペン先の代わ
りに使ってもよいだろう。

4.自発的に練習する
　ペンやインクで描かれ
たものは炭や鉛筆同様、
消すことは難しい。だか
ら、間違いに備えること
が必要だ。間違いを恐れずに描いたものには、慎重に描かれたものにはないような自
発性や情熱、荒削りな雰囲気が備わるものだ。

5.湿った紙に描いてみる
　水彩画のように、インクは乾いた面に描くのと
湿った面に描くのとで異なった効果を示す。水分の
多い紙の上で描くことで、描いた箇所のラインを制
御することはほとんどできなくなるが、実験的な面
白みが出てくる。この手法を使いたいなら、にじみに

くいサイズ剤を使った紙を選ぶことだ。紙の吸収性があまりに良いと、インクは滲みす
ぎてしまう。

6.伝統的な手法を知る
　固有のスタイルを真似る必要はないが、描き方
の参考として、日本や中国古来の伝統的な技法か
ら学ぶのはためになる。学校で習ってきたような、
紙に対して斜めの角度でブラシを傾ける筆の持ち
方は、実は西洋式の手法。アジアの多くのアーテイ
スト達は紙に対して垂直に筆を持つ。こうすることで、より多くの方向に線を描くこと
ができるのだ。

インクをアートで
うまく使うための６つのポイント
ドローイングインクはその機能の割に正当な評価を受けていないものの1つだ。
著名なインクアーティストが教えてくれた、その特性を活かす使い方のヒントをご紹介しよう。
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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（佐敦駅より徒歩2分）
電話：(852)3520-2329（日本語可）  
営業時間： 月～金 09:30～22:00
 土 09:00～19:00
Line: streamwisdom
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com/jap_index.htm

SOWランゲージセンター

講師によるレベルチェック、授業の体験ができ、学校の環境などもご覧いただけます。
安心して学びを開始していただけます。また当校の説明もさせていただきます。

英語・北京語・広東語の30分無料体験レッスンを実施中！（要予約）

詳しくはお気軽にお問合せください。

2018年開催予定イベント

SOW
ホームページ

SOW出版社
是非デモをお試しください！

/1時間より

/ 1時間より

英語英語 北京語北京語 広東語広東語 他言語他言語

30分の
無料体験
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香港 香港
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よ
う
。

　いかがだっただろうか。今回のヒントを活用し、より貴方の見た目がより華やかにイメージ
チェンジされるよう願っている。これらの情報を友達と共有し、一緒にぴったりのイヤリングを探し
に出かけてみてはいかがだろうか。

【楕円型】
顎と額の間に幅広な頬を持つ人が
このタイプ。スタッズタイプのイヤ
リング、チェーンイヤリング、ラウン
ドリングなど、ほとんどのタイプの
イヤリングが似合うので、何を選ん
でも問題ない。

【丸顔】
丸い顎、丸い頬、耳に近く、ゆったり
した頬骨のラインが特徴。幾何学
的デザインのイヤリング、三角形、
正方形や楕円形のデザインのイヤ
リングを選ぶのが正解であり、小さ
い石やラウンドリングのデザインは
避けて。

【三角形】
おでこの幅が広く、顎に向かって
フェイスラインが狭くなっているな
らこのタイプ。ラウンドリングか楕円
形シェイプのイヤリングがお勧め。

【面長】
額と顎の幅がほぼ等しいのが特
徴。三角形や丸型のイヤリングは顔
の形を短く見せてくれる。長いフェ
イスラインを強調するような
チェーンイヤリングなどは選ばな
いほうが良さそう。小さい石のイヤ
リングはOK。

【四角形】
おでこから顎と、両こめかみの距離
が同じくらいならこのタイプ。顔の
輪郭線を柔らかく見せたいので、ラ
ウンドまたは三角形のロングイヤ
リングがぴったり。ロングペンダン
トを着けるのもいいだろう。

【台形】
顔の下部分が上半分より強調さ
れ、広めなのが特徴。それを目立た
なくするには小さく丸い石のイヤ
リング、または逆三角形の形のイヤ
リングを着けるのがベスト。
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第31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

                          

〜
菜
の
花
レ
シ
ピ

　2月も終わりに差し掛かり、春の訪れを感じる今日この頃。
　店先にも、春を思わせる野菜たちが並んでいますね。
　山菜や菜の花などの苦味をもった野菜類が多く揃いますが、春野菜特有の苦味は植物性
アルカロイドという成分で、植物が昆虫などの外敵から身を守るための防衛手段としてあ
り、冬の間に溜まっていた余分な老廃物を排出するデトックス作用を持ち合わせています。
　薬膳では、春は「肝」の働きが活発になり心身のバランスが崩れやすくなると考えられる
ため、「肝」の働きを助け、余分な熱と水を排出する解毒作用のある春野菜をこの時期多く
摂ることが望ましいと言われています。
　今回はそんな春野菜の中から、菜の花を美味しく頂けるレシピをご紹介したいと思います。

❶牛乳1/3量、味噌をボウルに入れ混ぜ溶かし、米粉も加え混ぜる。残りの牛乳も加え混ぜ、
ホワイトソースのベースを作る。

❷菜の花を3～4cm幅に切る。フライパンにオリーブオイルを熱し、茎から入れ炒め、少し火
が入ったら蕾部分も加え塩ひとつまみふり、さっと炒めて一度取り出す。

❸長ネギを斜め切りにし、同じフライパンにバターを熱しネギを炒める。しんなりしてきた
らAを加えとろみがつくまで煮立てる。

❹しらすを加え混ぜ、塩・こしょうで調味する。菜の花の蕾部分半量は上に乗せるように選
り分け、残りは加え混ぜ、グラタン皿に入れる。

❺蕾を全体に乗せ、チーズを散らし、トースターで焼き目をつける。

　しらすとチーズの旨味と相まって、そのほろ苦さが美味しさに変わります。ホワイトソースは今回米粉を牛乳に
溶かすことで、ダマ知らずで簡単に作れるグラタンに。長ネギと味噌の風味もプラスして、少し和の風合いを感じ
るお味にしてみました。
　菜の花には、紫外線が原因でのシミ・シワの予防に役立つβカロテンが豊富に含まれており、油を使って調理
することで、体内への吸収率が高くなります。しかし炒め過ぎてしまうとせっかくの食感と風味が損なわれてしま
うので、さっと火を通す程度にしてくださいね。

　春への準備をするように、ほろ苦さを感じる菜の花の旬は短く、１月から出回りはじめ、３月頃で旬を終えてし
まいます。
　今しか味わえない旬の美味しさを取り入れることは、その時期に増す栄養価を取り入れるということだけでな
く、四季という情緒を味わう特別な時間でもあります。
　今だけの美味しさ、ぜひ一度お試しくださいね。

〈菜の花としらすのグラタン〉 2人分

 ●菜の花 

1束

 ●しらす 

100g

 ●長ネギ 　 

1/2本

 ●オリーブオイル 　 
小さじ1

 ●バター 　 

20g

 ●A牛乳 　 

300ml

 ●A米粉 　 

大さじ2

 ●A味噌　 

大さじ1

 ●塩 　 

少々

 ●こしょう 　 

少々

 ●ピザ用チーズ　 

50g

 ●パルメザンチーズ　 
小さじ2
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