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　『文豪ストレイドッグス』の劇
場版が日本で封切。これのポス
ターが日本の公共図書館に
貼ってあって、公益社団法人日
本図書館協会の名のもと、
キャッチコピーまで付いていま
す。「図書館は、たくさんの文豪
に逢える場所」。文豪の名前の
付いたイケメンキャラがたく
さん出てきて殺しあう暴力満載

のアクションアニメ、昔なら教育関係者から真っ先に排斥さ
れそうな内容ですが時代は変わりましたね。
　各キャラはそれぞれの作品にちなんだ異能力を使って戦
います。太宰治は「人間失格」、芥川龍之介は「羅生門」、宮沢
賢治は「雨ニモマケズ」。三島由紀夫と村上春樹がいないよう
ですが、やはりこういう名前は冗談には使いづらいのでしょう
かね、ある種のタブーによって。もし三島がいたら異能はおそ
らく「金閣寺」（相手を炎上させる）、村上春樹はきっと「騎士団
長殺し」。
　香港の書店も今やたくさんの日本の文豪に逢える場所で
す。近年、台湾で日本文学の翻訳が実に盛んで、それらが繁体
字書籍の共通市場である香港にどんどん入ってきます。古い
小説を新しい翻訳で読むとまた違った味わいがあって感動
ですが、名訳の中にちりばめられた迷訳・珍訳・誤訳の数々に
も感動できます。太宰の『人間失格』（「異能」ではなくて本物
の小説のほう）で主人公と心中をはかる女性は「関西」の言葉
を話すと書いてあるのに実は広島。これは「関西」の範囲が問
題で、小説が書かれた当時はまだ西日本全体を指して「関西」
と言うことが多かったのです。注釈を付けるか、あるいは「西
日本」と訳さないと誤解が生じます。日本への旅行者が増え

て、中華圏でも「関西」という概念は定着しつつありますが、香
港の超個性派マルチタレント杜如風の旅番組「関西攻略弐」
（2016年TVB）では三重と名古屋が含まれていました。
　「人間」は中華圏では「人々の暮らす世の中、世間」といった
意味ですから『人間失格』は「世間において格を失う」のよう
に取られます。2016年の芥川賞『コンビニ人間』もそのまま
『便利店人間』、…コンビニの中の人間世界（？）。台湾では日
本式漢語を理解できる人が多いのでかまわないのでしょう
が、香港では、かなり困ります。居酒屋、株式会社、攻略…など
は知ってても「本屋大賞」の「本屋」のようなのは…ちょっと無
理。だって日本に行っても、旭屋「書店」、と書いてあるじゃな
いですか。三島由紀夫の『鏡子の家』には世界の崩壊を信じ
ながら生きるニヒルな男が出てきて「崩壊」という語が何度も
使われますが、去年出た漢語訳ではそのまま「崩壞」。巻末の
解説に、翻訳権を得て出版された台湾初の繁体字漢語版、と
いうような説明がありますが、『鏡子の家』は1987年頃の台湾
版漢語訳がすでにあって、香港の図書館もこれを所蔵してい
ます。30年の歳月を隔てた二つの翻訳、比較すると面白いで
す。旧版では「崩壊」は「崩潰」。香港では「崩壞」はまだオタク
用語の域を抜けきれていない日本式書きかえ漢語ですが台
湾ではどうやらすでに市民権を得ているもようですね。北京
語音で同音になる「権利」と「権力」も決して「混同」しているわ
けではなく、日本語の「権利」はすでに意図的に「權力」と訳さ
れていることが鮮明です。旧版では「權利」、新版では「權力」。
「誰も青空を曇天に変える権利なんかないのだ」→誰都沒有
權力把藍天變成陰天。
　「OL」は先の東京オリンピックの前年の1963年、週刊誌「女
性自身」の読者投票によって作られた和製英語（香港や台湾
でも使っています）、『鏡子の家』はそれより早い1954～6年の
話なのですが新訳版には「OL」が出てきます。原作では「オ

フィス・ガール」、旧訳版では「職業婦女」。また、「絆創膏」が新
訳版で「OK繃」（これはバンドエイドやサビオなどパッド付き
救急絆創膏の台湾での呼称で、「応急絆」の意味のオーキュー
バンが→OQ絆→OK繃、と変化）、「リーゼント」が「飛機頭」（こ
れって香港からの輸入語でしょ、プレスリーが本家ですが
『ビー・バップ・ハイスクール』の仲村トオルが有名）、「応援団
長」がなんと「啦啦隊長」（これではチアリーダーになってしま
いますが）…などなど1950年代にはなかったはずの新しい訳
語がふんだんに使われていて、作品が実に今風な雰囲気に
化粧直し、リフォームされています（『家』だけあって…）。『鏡
子の家』は今でもじゅうぶん鑑賞に堪える名作だし、「リベラ
ル」な側からの支持も多いですが、惜しむらくは、やはり言葉
が古い。（ジーパンが「ジン・パンツ」です。ところで「ニヒル」っ
てわかります？　かれこれ20年以上耳にしてませんが。）言葉が
替わっただけで、つまり視点が現在からのアングルに替わっ
ただけで、文学作品は随分と若返るのですね。今、中華圏で読
まれている日本の文豪たちの作品はとても新鮮です。
　『人間喜劇』や『悪童日記』は日本語の翻訳タイトルですが
このまま中華圏で流通しています。『デカメロン』は台湾に「大
蜜瓜」という訳があった、と聞いたことがあります。ギリシャ語
で「十日」の意味のはずなのに、デカい、メロン（蜜瓜）。もし事
実だったとしたら、すごいことです。
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マリリンのぶらグル巡り
　大自然の中で育った自国産の
新鮮な食材に恵まれたオースト
ラリア。オーガニック先進国として
も世界的に有名で、野菜、果物、そ
して、シーフードの新鮮さとおい
しさは跳びぬけている。さらには
牛肉、鶏肉、豚肉等の肉類も飛び
切りおいしいと言われている。そんな大自然の中で開放的に
のびのびと育てられた鶏のグリルチキン、手作りサンドイッ
チと体に優しくて健康的で、今話題のスーパーフードをメ
インしたロティーストリー「Little Birdy」が話題のお店が多く
立ち並ぶエリアの上環（シャンワン）にオープンした。香港で
は、フランス産チキンを使用したフレンチロティーストリーは
あるが、オーストラリアのお店は同店が初。
　コンセプトは、オーストラリアの郊外にある伝統的なチ
キンを提供するカジュアルダイニング。使用する食材の質へ

のこだわり、自然
に負担をかけな
いエシカルな生
産方法、調理方法
のこだわりに徹
底し、自然環境の
中でのびのびと
放し飼いで育て
る鶏肉は、成長ホ
ルモンの投与な

しと、通常の鶏肉と比べて食感も味より味わい深い。
　まずは同店看板メニューから紹介しよう。同店看板メ
ニューのグリルチキン「birdy」はジューシーでお肉はとても
柔らくてソースなしでも十分味わい深い。クォーター、ハー
フ、ホールのサイズ、骨なし骨ありの選択可で好みに合わせて
オーダーできる。グリルチキンをワッフルに乗せてスパイシー
ソースとメープルシロップをかけた「DG’s Chicken & Waffles 
with Sriracha Butter and Maple Syrup 」は、塩気と甘味が絶
妙にマッチした一品。グリルチキン、キムチ、コチジャンソー
スを合わせた「Thriller 
Burger with Kimchi and 
Gochujang Sauce」は韓
国の味を融合したアジ
アンテイストのバー
ガー。ビールート、ケー
ル、カシューナッツ、そし
てオレンジをミックスし
たサラダ「Bangin’　Beets　with　Kale　and　Cashews」や「The 
Detox with Red Cabbage」は、あっさりした食感を楽しめる
ヘルシーなサラダ。
　その他にもベーガン、ベジタリアン、グルテンフリーメ
ニューも数多くメニューに並ぶ。ベジタリアンメニューの豆
腐を揚げたものを、チェダーチーズ、ピクルスを自家製の
ハンバーガーパンに挟みスパイシーソースをプラスした
「Yes, I'M A VEGO」、スーパーフードのキノア、アーモンド、ド
ライクランべリー、グリンビーン、レモンをミックスしたサラダ

「Ancient Grain」はベーガン、グルテンフリーメニュー。フェタ
チーズ、ケール、オリーブ、ドライトマトを合わせたパスタ
「Veggie Pasta」はお肉なしでも十分食べごたえがある。
　さあ、さっそく今話題のオーストラリアのフリーレンジグリ
ルチキンとヘルシーな料理を味わいに出かけよう。

Little Birdy
住所：15-17 New St., Sheung Wan
電話：(852)2320-2218
時間：月～金（11:00～22:00）、土日（12:00～22:00）
フェイスブック：littlebirdyhk

おいしさたっぷりのオーストラリアのフリーレンジチキンが魅力！
「Little Birdy」

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

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9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9年の日本人女性ライター。

同店看板メニューのグリルチキン「Rotistori Chicken」

The Detox with Red Cabbage

Thriller Burger with Kimchi and 
Gochujang Sauce

DG’s Chicken & Waffles with 
Sriracha Butter and Maple Syrup 

お洒落なお店の外観

Bangin’ Beets with 
Kale and Cashews
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香港

Falafeltlv
　最近オープンしたシャワ
ルマ、フムスなどを提供す
るイスラエル料理のお店。
イスラエルから輸入したピタパンを使った自
慢のファラフェルピタサンドはハーフサイズ
ならHKD45、倍の大きさでサラダ付きでも
HKD75とお手頃。サラダ（HKD45～70）やサ
イドメニュー（HKD25～40）と組み合わせて
オーダーしよう。ランチスペシャルは少し予
算をオーバーしてHKD118だが、メインとサイ

ドディッシュ、デザートと飲
み物が付いてお得。

住所 ：47 Graham St., Central
電話 ：(852)6553-1984

Healthy Chicken
　ヘルシーなランチが食
べたい人、予算を抑えたい
人、もしくはただペルー風
ロティサリーチキンを食べ
たいという人にはこちらの
お店のクイックランチがお
勧め。チキンサラダやチ

キンラップといったメニューが
HKD68と良心的。MSGや防腐剤、
添加物無しのこだわりは身体に
も嬉しい。

住所：Shop A2, G/F., Khuan Ying Commercial Bldg., 
  　　87 Wellington St., Central District
電話：(852)2489-0100

　餃子好きなら是非訪
れてほしい、北京餃子
と炒めものの有名店。
スモークチキンヌード
ル(HKD42)やマトンと
ネギの餃子(HKD68)、
ベジタリアンOKなトマ

トと卵の餃子（HKD55)
などを、ローカルっぽく
豆乳と合わせて頂こう。

住所 ：65 Wellington St., Central
電話 ：(852)2121-8006

Wang Fu Tsim Chai Kee
　ローカルに
愛される名店。
サービスレベ
ルは高くない

が、味の良さはそれを補って余りある。人気
は海老雲呑麺(HKD29)やフィッシュボール
ヌードル（HKD29)だが、迷ったら2種類載っ

たtwo toppings 
noodle(HKD35)
を頼むのが正解。

住所 ：98 Wellington St., Central District
電話 ：(852)2850-6471

Mak's Noodles
　ポーションは
小さめだが、ごく
スタンダードな美
味しい雲呑麺を
提供しているお
店。S u p r e m e 
Wonton Noodle 

Soup（大HKD55、小
HKD38）やShr imp 
Wonton(大HKD56、小
HKD39)などがある。

住所 ：G/F., 77 Wellington St., Central District
電話 ：(852)2854-3810

Kau Kee
　90年以上続く老舗
で、お粥と麺の味は香
港最高との声も多い。牛バラ肉の麺
(HKD48)が有名で、同じ価格でカレーベー
スにもできる。

住所 ：G/F., 21 Gough St., Central
電話 ：(852)2850-5967

世界で最も人口密度が高く物価の高い香港。都市部、特にセントラルで、ランチを手頃な価格
で食べるなんて不可能だと思う方もいるかもしれない。今回はそんな悩みを払拭すべく、セント
ラル（SOHOを除く）のお財布に優しいランチをご紹介しよう。

世界で最も人口密度が高く物価の高い香港。都市部、特にセントラルで、ランチを手頃な価格
で食べるなんて不可能だと思う方もいるかもしれない。今回はそんな悩みを払拭すべく、セント
ラル（SOHOを除く）のお財布に優しいランチをご紹介しよう。

第１回セントラルで100ドル以下の
美味しいランチを提供しているお店
セントラルで100ドル以下の

美味しいランチを提供しているお店
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香港＆広東
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（所在地） 広州天河区珠江新城華明路
（間取り） 1LDK 86㎡
（環　境） 地下鉄珠江新城駅徒歩5分圏内、
 AEONほかショッピングモール傍、日本料理店多数、
 建物敷地内に緑、近場クリニックや輸入食材コンビニが有り便利
（室　内） 内装はフローリング
 部屋に入った瞬間、日本で生活しているような雰囲気
（備　考） プール・ジム有り、24時間セキュリティ万全、
 建物管理会社日本語対応有り
（月　額） 10,000元～ 

（所在地） 広州天河区珠江新城冼村路
（間取り） 3LDK 135㎡
（環　境） 珠江新城CBDに位置
 静かなエリア
 建物の裏には西洋風のバーストリート有り
 とても住み心地がいい部屋
（備　考） プール有り、24時間セキュリティ万全
（月　額） 16,000元～

（所在地） 天河区天河東路

（間取り） 3LDK 135㎡

（環　境） 家具家電完備、ショッピング・交通共にすごく便利。

 特に妻帯者の方に人気のある物件。

 日本人・インターナショナルスクールの通学バスストップ有り。

（備　考） プール有り、テニスコート付き、24時間セキュリティ万全

（月　額） 12,000元～

星滙雲錦

天河新作

広州

朱美拉マンション

ライフパートナーライフパートナーライフパートナー 広州市天河区花城大道3-7号
南天広場6階F2-IB

(86)3881-3137/2014

広州市天河区花城大道3-7号
南天広場6階F2-IB

(86)3881-3137/2014
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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) 755-2511-4770
深圳市南山区海岸城東座225号

香港

香港＆広東

香港 香港＆広州
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深圳

　海外強化合宿3日目、早朝の便でグアムからフィリピン
に移動してきた香港代表団を待ち受けていたのは、フィリ
ピンの大学チャンピオン「アテネオ大学」だった。身体の
大きい選手は少ないが、スピードとパワーがあり、威勢が
良いチームだった。私は、今の香港代表団に必要な「戦う
集団の空気」をアテネオ大学から感じていた。
　今回のフィリピン強化合宿は、お互いの野球協会に
とって良いタイミングだった。香港野球としては中国の全
運会に向けた最後の強化試合として、フィリピン野球とし
ては香港代表との3連戦後に10月のアジア選手権に向け
たトライアウトが予定されていた。また、フィリピン野球協
会には、フィリピンのスポーツ業界において、敏腕と言わ
れるチトさんという方が事務局長へ着任したタイミング
でもあった。

　チト事務局長は、フィリピン野球の世代交代も視野に
入れ、今年の10月に行われるアジア選手権へ向けて大学
生など若い世代を中心に形成したいと話していた。私た
ち香港代表団にとっても、アジア選手権を視野に入れた
上で、フィリピンの野球を学ぶには最高の機会だった。

　この日、アテネオ大学の先発
投手は、フィリピンの大学野球
ナンバーワンと言われる投手が
マウンドに上がった。130キロ中
盤のストレートと緩いカーブを

操り、マウンド上で自分をコントロールしようとする彼のマ
ウンドさばきは将来性を感じるものがあった。打撃陣も、ク
リーンアップは力強く「瞬間的な集中力」は、ベンチから試
合を見届けている私でさえ驚異を感じた。試合は、アテネ
オ大学が先制し、香港代表も粘り強く戦ったが、最終的に
4-10で敗退した。序盤から主導権を握ったアテネオ大学
が、香港代表を寄せつけることなく試合を終えた。香港代
表としては、自分たちのヒットで作ったチャンスを、得点へ
繋げられない歯がゆい攻撃が続き、結果的に力の差を感
じた試合になった。

　フィリピン野球の
「瞬間的な集中力」
は、私が現役時代に
見てきたアメリカ野
球をどこか彷彿させ
てくれる。先ほどま
でベンチで「陽気」
に遊んでいた選手が、打席に入った瞬間に「別人」へと変
わる。先ほどまで、冗談を言い合い、言葉遊びしていた内野
手が内野ゴロを捕球する瞬間「別人」に変わる。こんなフィ
リピン選手の野球に向き合う姿をみて、どこかアメリカ野
球の「瞬間的な集中力」と重なるものがあった。
　私は、子供の頃から「全員野球」を教えられ、「全員で攻め
て、全員で守る」という野球が当たり前だと思っていた。皆
な、一緒に同じ方向を向いていなければ違和感さえ感じる
ほどだった。しかし、アメリカでは各選手が自立しており、そ
れぞれが同じ目標に向けて自分なりのアプローチをする。
プレイに対する瞬間的な集中力がズバ抜けている選手も
いれば、日本人のように終始寡黙に試合に集中する選手も
いる。スポーツの現場に関わらず、他者との違いを認め合
える環境はアメリカ野球の素晴らしさなのだろう。こういっ
た技術やポテンシャルが高いだけではない強みを持って
いるのがフィリピン野球ではないだろうか。初めてフィリ
ピンの大学生年代と対決をしたが、改めて今後も私たちの
驚異になる要注意な国だと痛感した試合だった。

（次号4月6日は「強化合宿最終日」）

フィリピン野球 瞬間的な集中力

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.18

photo by ©松橋 隆樹

ライフ（香港・広東共通）
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ルーシー龍（りゅう）
香港人妻との結婚歴3年目の日本人。沢木耕太郎の「深夜特急」を読んでチョンキンマン
ションに憧れて香港にやって来る。趣味は早く家に帰って妻と一緒にTVBのドラマを見る
こと。

僕
の
僕
の

交
際
日
記

交
際
日
記

「全力香港人」
第23回

　街中やニュースを見ていると、「幸せそうだな」という人を見つけるのが難しい世の中
になってきたと認めざるを得ません。私が思うに、幸せとは、いつも私たちのすぐそばにあ
るべきなのです。特に香港のお金持ちたちにはいつも驚かされます。特別な場所、もの、
こと、人ではなく、ごくごく当たり前の日常の中に喜びを感じること、感じられる人こそが本
当の幸せを掴むことができるんだと思います。

　そこで、今日は、香港の街中で見つけた「幸せそうな人たち」を紹介させてください。

①下午茶を2品頼むHKTのおじちゃん
　HKTのおじさんたちは多忙です。香港中を駆け巡り、インターネット接続に困っている
人々の元へ夜遅くまで駆けつけます。ただ、どんなに忙しくても、昼ご飯だけは誰にも譲り
ません。特に下午茶（アフタヌーンティー）の時間帯なら鉄板かた焼きそばと叉焼飯のダ
ブル炭水化物に野菜スープ、ミルクティーくらいは平気で追加します。そして、その食いっ
ぷりと至福に満ちた表情たるや、ぜひ永谷園のお茶漬けのCMに起用してほしいくらい
です。

②自分の洗濯物を公共の場所に綺麗に干すおばちゃん
　香港式のアパートは基本的にベランダがありません。ですから洗濯物は家の中に干す
か、窓の外にある物干しレールなるものに紛失覚悟（風が吹くと容易に洗濯物は飛ばさ
れます）で干すか、通常これら2つの選択肢になります。しかし、香港のおばちゃんたちに
はもう一つの選択肢が存在します。それが「青空洗濯」です。青空洗濯（勝手に名付け
ました）と言うのは、アパートの前の駐輪場や、バスケットコート、歩道の手すりといった公
共の場所に洗濯物を干してしまうという荒技です。この荒技を不快に思う人も実際多くい
ますが、違法にはならないという完璧なグレーゾーンをおばちゃんたちは闊歩しています。
その堂々たる干しっぷり、手すりの汚れに洗濯物が触れて逆に不潔なのではという不安
よりも、青空の下、たくさんの太陽の光を浴びて乾かすことができることへの喜びを噛み
締めたあの満足げな表情は、ボールドのCM制作担当にも是非一度視察に来てほしいく
らいです。

③日曜日にモンコックのジョリービーに集うフィリピン人たち
　ここはマニラか？ いや、マニラのジョリービーにだってこんなに人はいなかったはずです。
ジョリービーと言えばフィリピンのフライドチキン界の雄としてフィリピン人たちから絶大な
支持を得ています。そのジョリービーの日曜日のモンコック店のカオスっぷりと言ったら、
まさにヘルパーたちのヘヴン（天国）と言った表現がふさわしいでしょう。かつて日本の体育
の父、嘉納治五郎が「私たちには帰る場所がある」と柔道の総本山である講道館のこと
を表現していましたが、ぜひモンコックのジョリービーにもHere is where you will be back.
というキャッチコピーでCMを作ってもらいたいものです。

　香港に住む私のような日本人にとっては、これらの人たちに普段出くわすチャンスはそ
んなに多くないと思います。これらの人たちに共通していることは、目の前のことに全力で
取り組んでいるということです。こういった街中のシーンに出くわすことで、食べ物へのリス
ペクト、自然への感謝、仲間たちとの絆、そして幸せとは何だ？ という私たちが忘れかけて
いた大切なことに気がつくことができます。

　「あの頃の僕らはきっと全力で少年だった、怯えてたら何も生まれない」

　スキマスイッチ、よろしくお願いします。
　ではでは。

良い子は真似できません

香港

香港 深圳

香港

ライフ（香港・広東共通）



人はみな、自分の話を聞いてほしい。男性も女性も、老
いも若きも、自分の話を聞いてくれた人には必ず好意
を抱きます。
そして、心ゆくまで聞いてもらうと、今度はその人のこと
が気になります。
お返しにその人の話しを聞きたいと思うものです。

では何故、思春期の子供や、ご主人は家庭の中ではあ
まり話したがらないのでしょうか。(よく話す思春期、ご
主人は例外です笑)

話を聞いてもらえないからです。
話をきちんと理解してもらえないからです。
話が途中で変わってしまうからです。
ウチです笑笑

何故ご主人が真っ直ぐ帰宅せずに飲んで帰るのか。
何故おじさんは同じ話を繰り返し何度もするのか。
何故寂しい子供ほど先生にまとわりついて聞いて聞い
てというのか。
 

「聞いてもらう」ということが心の健康を保つ一番の薬
だからです。
「聞いてもらう」だけで心が軽やかになります。
そこに助言や、お説教は必要ありません。
ただただ、ありのままを受け止めてもらう。
それはできているようでほとんどの方ができていない
ことでもあります。
様々な人の悩みを聞き、心を癒す「心理カウンセラー」
は何時間もただただ人の話を聞く訓練をします。
自分の意見を挟まずに人の話を聞く。
簡単なようで、訓練を積んでもなかなかできないこと
だといいます。
何故ならみんな「聞く」より、自分のことを「話したい」
から。

「聞いてもらう」ということは心の中に溜まったガスを吐
き出すこと。いつもこまめにガスを吐き出して心に綺麗
な空洞がある人だけが人の話を聞けるのです。

知人のご主人が言いました。
「妻がね、気持ち悪いくらい機嫌がいい日があります。
おかずも一品多いんです。それは決まって仲の良い友
人たちと過ごした日。溜まっていたことを聞いてもらえ
た日なんですね。」とおっしゃっていました。

生きていると、いろんな感情が生まれます。いい感情も
悪い感情もどんどん溜まっていきます。
溜まったままでは苦しくて自分のことで精一杯。

それぞれがいろんな感情を持って帰ることのできる家

庭では、各々が話したいタイミングでガスを抜けたらい
いですね。

そのために、あなたの心に空きを作っておきましょう。
大切な人の話が聞けるように。

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70回 聞くで全てが上手くいく

ライフ（香港・広東共通）
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第73期・順位表

チーム名
オオゼキ

サンダース

カイザース

コンポードー

ドリームス

ツナーズ

サクラ

ベアーズ

パイレーツ

ブレーブス

ロイヤルズ

アタッカーズ

エンジェルス

イーグルス

勝率
1.000

1.000

0.889

0.625

0.571

0.500

0.500

0.455

0.375

0.364

0.333

0.333

0.250

0.091

差
0.0

0.5

0.5

3.0

3.5

4.0

4.0

4.5

5.0

5.5

5.5

5.5

6.0

8.5

第73期　第19節　3月4日

     勝ち組コメント
　両軍投手、終始マウンドコンディションに泣かされるも、サード、
ショートの好プレーで落ち着きを取り戻した川満が見事に投げ切り、
打線の援護を受けてパイレーツ戦の勝利に繋がった。

     負け組コメント
　先攻パイレーツは初回1番南、2番SAMの連続初球2塁打と2球で先制
点を奪い、その後も四球、犠飛を絡め初回5得点と幸先の良いスタート。先
発吉富は先頭打者を打ち取るもその後四死球、ワイルドピッチ、タイム
リーなどで初回4失点。その後も調子が戻らず、3回にはツーラン本塁打を
被弾、結局10失点。パイレーツも4回表に3点を追加するもののゲーム
セット。

パイレーツ
カイザース

勝利投手：川満
敗戦投手：吉冨

HR：

HR：竹内

5
4
0
4
0
2
3
X

8
10

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　今やリーグを代表するエース金塚投手が73期初の完封勝利。負け
じと若手選手も稲田助監督を中心に上位打線は好調を維持し、黄選
手・吉田選手の満塁・ソロアーチで試合を決定付けた。なお初のサー
ドに挑戦した小西主将は圧倒的な存在感でチームを引っ張る理想的
な形での勝利。残り試合もこの調子で勝利するぞ！

     負け組コメント
　長年ベアーズを支えた鈴木選手の最終戦。気合十分で王者サンダース
に挑むも序盤で痛恨の7失点。3回以降は強力打線を1失点に封じ、川島の
2塁打や二村の3塁打でチャンスはつくるものの得点に至らず、王者への
挑戦は0-8の完封負けとなりました。鈴木さん、長い間お世話になりまし
た。またいつでも香港でお待ちしています。

ベアーズ
サンダース

勝利投手：金塚
敗戦投手：北浦

HR：

HR：吉田、黄

0
2
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
X

0
8

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　初回満塁のピンチもエース迎がゼロに抑える。その裏、先頭のア
マンホームランで幸先良く先制。2回も先頭のビンさんがホームラン。
後続もヒット、四球で攻撃の手をゆるめず仕上げは、みつるが満塁
ホームラン。エース迎の好投、毎回ホームランの攻撃で勝利しました。

     負け組コメント
　今期2勝目を目指して臨んだブレーブス戦。投手は四球連発にホーム
ランという野手の守りようの無い最悪の形で得点を許す。攻撃面では、
再三塁上を賑わすものの、あと一本が出ない・・・。低迷する我がチーム
にあって、神懸かり的な連続安打を続けるミスター中原、この記録がどこ
まで続くか注目だ。

イーグルス

ブレーブス

勝利投手：迎
敗戦投手：吉冨

HR：

HR：DAI MAN、DERICK、
          VINCENT

0

6

1

10

0

3

3

X

4

19

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　開幕7連勝中の大関軍、8戦目は強豪ドリームスとの対戦。2回にカ
リのライトオーバーで先制し、4回の4者連続安打（タカオー、シゲル、
福士、ゾロ）で5-0とリードを広げるも、最終回は相手の粘りもあり最
後は5-2での勝利！　これで8連勝！　このまま一気に優勝まで突っ走って
いこう！

     負け組コメント
　全勝中のオオゼキさんとの一戦は緊迫した投手戦。強打の相手に
的を絞らせない組長（藤原）のピッチングであったが、肝心の打線が
湿りつづけ、ともきん(中村朋)・大吉(小川)の2安打のみ。下位打線で2
点を取り返せたのは好い展開だったが、貧打に泣き完敗です。

オオゼキ
ドリームス

勝利投手：久下(兄)
敗戦投手：藤原

HR：

HR：

0
0
0
0
1
0
4
2

5
2

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)

ハルのプロフィール
香港在住2年目の主婦。家にいるのが好きで、コーヒーを飲みながら録
りだめた日本のドラマを見るのが楽しみ。毎晩のビールがやめられま
せん(笑)人の目を気にしない？自由な香港人を見ていたら気が楽になり
ました。

　こんにちは、ハルです！　香港も暖かくなってきましたね。それと同時に湿度も急上昇！　髪
の毛のうねりと戦う毎日です(笑)
　さて、前回から始まった「心の健康」ですが、今回は心の病気とはどんなものがあるの
かをざっと説明したいと思います。調べてみると思った以上に種類があったので半分に
わけ、残りは次回ご紹介します。

・依存症
アルコールや薬物、ギャンブルなどから抜け出せない状態。

・うつ病
眠れない、食欲がない、気分が重い、からだがだるいなど。精神的ストレスや身体的スト
レスが重なるなど、様 な々理由から脳の機能障害が起きている状態。

・解離性障害
つらい出来事が要因で、自分が自分である感覚が失われ、記憶がなくなったり、無意識
に知らない場所にいたり、多重人格になることもある。

・強迫性障害
ある行為をしないではいられない。考えずにはいられない。過剰に繰り返してしまう。

・睡眠障害
睡眠に何らかの問題がある。不眠。過剰な眠気。睡眠中の異常行動。睡眠リズムの乱れ。

・摂食障害
拒食症。過食症。

・双極性障害（躁うつ病）
ハイテンションな状態とうつ状態を繰り返す。感情の起伏が極端。

・パニック障害・不安障害
突然、動悸やめまい、息苦しさ、手足の震えなどの発作がおきる。特に電車やバス、会議

室など、人が多くいる場所や閉鎖された空間で自分の意思で自由に出入りできないこと
で、脳が「ここは危険だ」と判断し発作があらわれる。

　どうでしたか？　これだけの種類の病気があることを皆さんはご存じでしたか？　私は初
めて聞く病気もありました。心の病気が周りに理解されにくいのは、本人が病気による感
情や行動を自分でコントロールできない事を、周りがよくわかっていないからです。心の
病気は脳の病気でもあります。
　以前、パニック障害の姉と高速道路を運転していた時、道路は比較的空いていたの
ですが、次第に混み始め、私たちの車の前後に車が並びました。すると姉は追い越し
車線へ入り一気に車を抜かしていき、あまり混みあっていない場所まで飛ばしました。突
然、冷や汗をかき動揺しながら「ここを抜け出さないと」と言って、思いがけない突然の
行動を本人もコントロールできない状態でした。今は治療をして病気が改善しつつあり、
そういうことは無いですが、正直、私もその時は姉の行動が全く理解できなくて怖い思
いをしたなと思っていました。今なら理解できます。
　生活のあらゆる場面で、いつ恐怖や不安な状況に出くわすのか分からないのは非常
につらいですね。幸い今は研究が進み、様 な々治療や対処法があります。姉も頑張って
います。皆頑張っています。
　ではでは。次回は、心の病気の種類のつづきです。

　ゆうメンタルクリニックさんの「マンガでわかる心療内科」は、とてもわかりやすくて面白
いのでオススメです☆※注意※変態要素多めです(笑)

マンガでわかる心療内科
ウェブ：https://yusb.net/manga

 Vol. 98ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong Daily LifeHong 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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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サッカー部員大募集！
ドラゴンシューターズ、部員大募集！
幼稚園～小６までの少年少女サッカー
チームです。毎週土曜日午後、一緒に
サッカーを練習しませんか？
問い合わせ：
dragon_s_f_c@yahoo.co.jp
ウェブ：http://dragonshooters.typepad.jp
お気軽にご連絡ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラゴンボート会員募集
"香港日本人ドラゴンボート倶楽部は、
男女数十名のメンバーで毎週末海上
練習や大会参加をしています。
一緒に体力作り、仲間作りをしません
か？もちろん初心者大歓迎です。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
公式サイト：http://hkjpdragon.org/
連絡先：hkjpdragon@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
LINE & WeChat: hidekitsu1
Email: kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港長崎県人会
香港長崎県人会は九州の他の県人会
の皆様とご一緒に、九州人会を年に２
度ほど開催している中で、最近は長崎
県上海事務所の御支援も頂く事が出
来、活動を活発としたいと考えていま
す。長崎御出身、長崎の学校で学ばれ
た皆様、長崎にゆかりのある方々、是非
ご連絡を頂ければ幸いです。
連絡先：npo@choei.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

定期的に食事会、ハイキング、BBQ大会、
クリスマス会など開催しております。華
南地区在住の青山学院卒業生の皆様
は、お気軽にご連絡ください。
メール：aogakuhk@gmail.com
  　　  （担当：木津）
LINE & WeChat: hidekitsu1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

八日会
1985年から続いている異業種交流会で、
奇数月の8日前後に約20名で勉強会をして
います。お昼の時間に各業界から1名、ビジ
ネスで役立つ香港・華南の最新状況のス
ピーチを頂き、会社経營、管理、自分開発
に役に立てて頂きたいと考えています。
連絡先：八日会事務所/ npo@choei.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)

連絡先：kirakirahk@gmail.com
facebook：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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 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
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その他
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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。）

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

　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
しやすい時期は、マットカラーがおすすめだ。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

　「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。温かみのある居心地の良
い空間となっており、常連さんも多い。柔らかい雰囲気
の岡本氏は15年のキャリアを持ち安心感抜群。加えて、
日本人スタイリストならではの細やかな心遣いがある
のも人気の理由の1つだ。そんな2DOのおすすめがト
リートメントのセットメニュー。単品で頼むよりも
HKD360～HKD460もお得になってしまうから驚き。選
べる5つのセットメニューから好みに合わせたコースが
選択可能だ。さらに、使用しているトリートメントがこれ
からの季節にぴったりなIAU。こちらは乾燥しやすい冬
でも、しっとり潤い
のあるヘアスタイ
ルが実現できると
大人気のアイテ
ム。LINEやWhats 
Appでのお手軽予
約も可能なので、
是非お試しあれ。

住所：Rm. D, 2/F., Cleveland mansion, 5-7 Cleveland St., CWB
電話：(852)9081-0219 Yumiko
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

　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

　銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅A出
口から徒歩1分の好立地に構える
「Salon ar」は、香港歴10年のデイレ
クター伊藤氏と大輔氏が率いる日
系サロン。ヒーリングミュージックの
流れる陽の光に満ちた店内に入る
と、スタッフの優しい笑顔に癒され
る。同店の強みはズバリ「確かな技

術」。香港人含めスタッフは約10人常駐しているが、カッ
ト・カラー・トリートメントなど、それぞれがそれぞれの分
野専属となっている。当然技術はピカイチ。「技術でもて
なす接客」では香港でトップクラスだろう。カラーは約50
種から選択可能、「なりたい」を実現させられる。施術後の
マッサージに瞼を閉じるお客様も
少なくない。休日に家族で足を運ん
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。

スタイリストは分野専属！ハイクオリティな技術を堪能

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

　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
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　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

　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

　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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