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日経国際版を6ヶ月以上お申込の方には、

雑誌やマイレージなど、6つの特典から

お好きなものを ひとつプレゼント！　　

　

香港でもやっぱり日経 ! 

               無料お試し購読受付中！

グリーの「三年天下」、
熾烈なゲーム生存競争（9月2日）

ドコモ、iPhone販売へ
今秋にも新モデル （9月6日）

3位～10位は・・・
弊紙16ページに掲載中！

1位

2位

3位3位

香港限定

国際版を定期購読すると
電子版も無料で読める！

TEL : 852-2598-1771  FAX : 852-2845-7768
E-mail : nikkei@nikkei.com.hk WEB : www.nikkei.asia
※必要事項:[購読期間、購読者名(ふりがな要)、ご希望の特典、ご勤務先、配達先住所、請求先住所
(会社もしくは個人宅)、Eメールアドレス、キャンペーンコード:HKPW2013]を必ずご記入ください。

【お申し込み方法】

日経電子版　読まれた記事ランキング8月31日～9月6日

日経中国(香港)社
NIKKEI CHINA (HONG KONG) LTD.

週
報
週
報

酒処ほかほかの
日本酒ペアリングディナーを
試食モニター2組4名様
無料ご招待！
詳しくはP26をチェック！
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トピックス（香港・広東共通）

香
港
国際バカロレア（IB）と日本語DPの開始をめぐって
IB第一人者の大迫弘和氏　セミナー開催

　世界各国の大学入学資格を得られる国際バカロレア（IB）。文科省は、この
IBの認定校、候補校を2018年までに200校に増やすという目標を掲げ、グロー
バル会社に向けた人材育成にやっと本腰を入れ出した。IBには3～12歳向け
（PYP）、11～16歳向け（MYP）、16～19歳向け（DP）の3種類があり、日本
が200校導入を目指すのはDP、つまり高校2年生相当以降の段階でのIBプ
ログラムだ。このように今、日本の教育は国際化に向け大きく変化しようとし
ている。海外で学んでいる子どもたちにとってまさに朗報と言えるこの変化。
　国際バカロレア機構（IBO）や文科省と連携を取りながら、この国家プロジ
ェクトとして大きな教育改革の先頭に立っているのが、リンデンホールスクー
ル中高学部校長 大迫氏である。
　IBは21世紀社会を生き抜くのに大切な国際感覚や他者と協働する技術な
どを学ぶ、幅広く総合的な教育プログラム。IBを導入するということは、これま
での日本の教育を問い直す契機になるものと確信していると話す大迫氏。IB
教育の第一人者として現在、全国各地で日本語DPに関する講演を行ってい
る。今回、同氏のIB最前線の話が聞けるセミナーが香港で開催される。お子様
をお持ちの方は日本帰国前に日本の最新教育事情を学ぶ機会を活かさない
手はないのでは。

セミナー日時・場所（参加費無料）
日時：10月8日（火）
　　  受付　12：00～
　　  講演　12：30～14：30
会場：香港日本人倶楽部
　　  18/F. & 19/F., 68 Yee Wo St., Causeway Bay 
定員：120名
お申込み方法
参加ご希望の方はメールにて以下の内容でお申し込みください。
1．「件名」には「香港教育講演会参加申し込み」とお書きください。
2．以下の5点をお書きください。
   ①お名前　②メールアドレス　③当日参加人数
   ④お子様がいらっしゃる場合は学校名・園名及び学年
   ⑤教育関係者の場合は所属組織名
3.メールの宛先：highschool@lindenhall.ed.jp
（なお定員に達し次第お申し込みは締め切らせていただきます。）

Primexcel Limited：
住所：Rm. B3, 10/F., Luen Ming Hing Bldg.,
        36 Mok Cheong St., To Kwa Wan
電話：(852)3571-9715/(852)6191-8685
メール：yamaguchi@primeworks.com.hk

プロフィール：
大迫弘和（おおさこひろかず）
　東京大学文学部卒業。1987年～1991年在
英の後、千里国際学園中等部高等部校長・学園
長、International School総合研究所所長、同
志社大学付属同志社国際学院初等部校長、
Doshisha International School, Kyoto
(DISK)校長等を歴任。
　現在リンデンホールスクール中高学部校長を
務める傍ら広島女学院大学国際教養学部客員
教授（国際バカロレア調査研究室長）、IB Japan
アドバイザリー委員会委員、東京都英語教育戦
略会議委員等を兼任。

香港

中国全土

香港

広
州
信頼の医療と現地生活サポート-香港万治クリニック
香港樂健會

 　外国の地で困ることと言えば、急病やけがで病院に行くとき。診療シス
テムの違いや、言葉の問題を乗り越えなければならない。そんな時、日本語
通訳が常勤するクリニックであれば余計な心配をしなくてすむ。「香港万
治クリニック」は香港資本の医療機関で、在広州日本総領事館のホームペ
ージにある医療機関リストにも含まれている。「患者優先・人に優しい」を
モットーとして、人間味のある国際先進医療サービスを提供している。日本
人の多く住む天河区中信広場という立地もありがたい。
　一般的な中国系病院ではまず受付で「挂号費」を払うなど、受診システ
ムに違いがある。衛生面での心配はもとより、雰囲気がなんとも冷たかった
りして、それだけで気が滅入る。その点、こちらのクリニックは安心だ。心地
のよいインテリアデザインで、プライバシーにも配慮されている。また、診療
予約システムを導入しているため、長い待ち時間の心配もない。

　「予防は治療に勝る」と言われるように、予防医学にも力を入れており、
予防接種、人間ドックや健康診断も受けられる。ここ中国ではぜひ「B型
肝炎検査」を受けておこう。中国の感染者数は約1億3000万人に達して
おり、世界の感染者数の10％を占めと言われる。そのほか、女性にはうれ
しい美肌を保つための「RF療法」なども実施している。
　医療サービス以外にも、「広東語教室」など現地での生活に役立つ情
報発信活動も行っている。最近では香港・マカオ、広東省でも北京語がま
あまあ通じるとはいえ、広東語ができればコミュニケーションの輪が広が
ることは間違いない。先進医療から日常生活まで、何かと心強い存在だ！

香港万治クリニック（香港樂健會）Drs. Locke & Partners (Hong Kong)
住所：広州市天河区天河北路233号中信広場2501室
       （地下鉄3号線「林和西」駅近く）

電話：(86)20-3877-3123（日本語通訳常勤）
ウェブ：medicentre.cn

天
河
北
路 Tian H
e Bei Lu

林
和
西
橫
路Lin H

e Xi H
eng Lu

香港
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トピックス（香港・広東共通）

香港＆広東

広
州

日本人イラストレーター空山基個展
香港にて開催！

　日本出身のイラストレーター空山基氏。1969年に中央美術学園を卒
業し、広告代理店に就職。2年後にフリーランスのイラストレーターとして
独立した。エアブラシ技法でエロティックかつメタリックな質感、およびメ
カニカルな造形で女性を描いたイラストレーションで欧米を中心に高く
評価され、多くのファンタジーファンとコレクターを魅了した。「Sexy 
Robot」という彼の代表作は1978年に発表されてから今なお多くの人
々に衝撃を与えている。また映画「スペース・トラッカー（1997年公開）」
のメカニカル・デザインを担当。ソニーが開発したエンターテイメントロ

ボット、一時大ヒットしたAIBO のデザインも手がけ幅広く活躍している。
　そこで、アバディーン（香港仔）にある日本人経営画廊「AISHONANSUKA」
が空山氏と手を組んだ。オープン以来日本人アーティストを香港に紹介す
ることに尽力し、数々の展覧会を成功させた。今回は同氏の40年というイ
ラストレーターキャリアを展開し、10点以上の作品が厳選され、代表的な
作品がラインナップされている。エアブラシロボットも含まれており、女性
の艶やかさと機械の無機質さを融合した空山基の世界、ぜひご堪能を。

期間：10月5日まで
場所：AISHONANSUKA, 13A, Regency Ctr., Phase1,
       39 Wong Chuk Hang Rd., Aberdeen
時間：火～土　12:00～19:00（他の時間帯は要予約）

香
港

中国雲南省からやってきた！
本格生プーアル茶が楽しめる専門店が広州に開店！

 日本人にも馴染み深い「プーアル茶」。飲むことで血圧が下がり、血液
循環が良くなる効果やダイエットに有効だということから一時ブーム
にもなったお茶だが、このプーアル茶には「生茶」と「熟茶」の2種類あ
ることをご存知だろうか。緑茶を残存する酵素で発酵させた茶葉を
「生茶」と呼び、さっぱりとした口当たりで苦味と甘味を楽しんでいただ
ける。上質のものは時間が経つと価値が上がることで知られており、数
十年を超えるビンテージ品は、希少価値の高さから高価で取引される。
日本で飲まれているプーアル茶はほとんどが熟茶の方で、日本で上質
な生茶を入手するのは難しいようだ。そして、プーアル生茶を多湿状態
に置き、カビによる発酵をさせて作られる「熟茶」。生茶に比べて色が
濃く、暗褐色。マイルドな口当たりが日本人に好まれている。

　広州天河区にこの度オープンした「沁溢茶坊（チンイサボウ）」は、
プーアル茶専門店。店主の張さんはプーアル茶の原産地である雲南省
の出身で、幼いころから本場のプーアル茶を飲み、良いプーアル茶を見
極める達人だ。彼女のお店には標高1,600m以上、無農薬、無化肥の
環境で育ったプーアルの木から取れる茶葉を取り寄せており、安心・安
全なプーアル茶をお楽しみいただける。また、彼女自身が作ったプーア
ル茶ブランド「梨」もあり、表紙のデザインから、箱、袋まで全て彼女が
手がける。中国茶らしからぬお洒落な見た目に、日本へのお土産に好
評だ。店に訪れると人懐っこい店主の張さんが、あなたの要望にこたえ
てくれることだろう。PPWクーポンページも要チェック！

沁溢茶坊（チンイサボウ）
住所：広州市天河区林和西路1号広州国際貿易中心3階A3
　　　（地下鉄3号線林和西駅A出口すぐ）

空山基個展

電話：(86)20-3873-2782、(86)137-1085-3322（張：日本語可）
営業：11:00～21:00

電話：(852)6923-7170
ウェブ：www.aishonanzuka.com
メール：info@aishonanzuka.com
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香港ピックアップ

9月28日

スリラー映画　Paranoia
公開中！

ハリソンフォードも出演する待望の大作！
　世界で有力な2大技術者の億万長者ジャック・ゴッダード（ハリソン・フォード）とニコラス・
ワイアット（ギャリー・オールドマン）は、複雑な過去を持ったライバル同士。互いを破滅させ
る為なら何でもするほど憎みあっていた。ニコラスの会社の社員で、目先の富と権力に魅了
されたある若い従業員（リアム・ヘムズワース）は、企業のスパイ活動をする命懸けのゲーム
の曲折のさなかにはまり込んでしまう。ようやく自分の命が危ないことに気づいた頃には彼
らは黙って立ち去ることの出来ないほど深い溝にはまり込み、多くを知ってしまっていたので
あった。権力はどうやって手に入れることができるのだろうか･･･。現在、日本公開は未定とい
うからには見ておきたい作品だ。

今週の香港ピックアップ

香港

香港 香港&広東

監督
ロバート・ルケティック
出演
ハリソン・フォード、リアム・ヘムズワース、ギャリー・オールドマン

香港文化センター恒例
無料音楽演奏会

注目度満点！使う？それとも食べる？
　キュートでオリジナルなプラスティックグッズで大人気を集めている
「Candies」が、ミニショルダーバッグの新作を発売。今回はなんと、思
わず食べたくなってしまうパンケーキ型！ Candiesらしい独特な色使い

Candiesショルダーバッグ
パンケーキ型の新作を発売

    

広東

プロ奏者によるパイプオルガン演奏を楽しもう
　香港文化センターが恒例の無料音楽演奏会を開催する。今回はプロ
のパイプオルガン香港人奏者、劉潔芝(Jessie Lau)、鮑靜宜(Grace Pau)
と溫勇杰(William Wen)を迎え、1日限定の演奏会を香港の音楽好き
な人に届ける。3人は海外で本場の技術を習得し、様々な大会へ参加し
た経験を持つ。最高の奏者が奏でるハーモニーに酔いしれよう。

で、5種類をラインナップ。また、
iPhoneケースにぴったりの鯛焼きの
形をしたショルダーバックもある！
さっそく店舗でチェック！

秋でも、紫外線と乾燥の対策は大事！
　パリ発スキンケアブランド「SAMPAR」、今回は新概念のUVケア対
策コスメを発売。小麦色の肌のほうが健康的だというコンセプトの、
2種類のUVケア対策クリームだ。1つは保湿、も1つは潤いを与え、体

SAMPAR 3 Day Weekend
美しい小麦色の肌に

    

内のメラニン生成を抑えるフェイス
クリームとなっている。この秋はセ
クシーな小麦肌を手に入れよう！
ネット限定販売となっている。

セントラル 新バー
6°オープン

新感覚のナイトライフをお楽しみ
　「6次の隔たり」という仮説をコンセプトにオープンしたバー「6°」は、大
人の交流にぴったりの場所となっている。洒落た内装、オリジナルのカク
テル、そして毎晩異なるテーマで、ムードに合わせたBGMが流れる。店舗
はバーとダンスフロアで1階と2階が分けられている上、貸切もOK。新感
覚のナイトライフを楽しみたい方はぜひ。

G/F & 1/F, 55 Wyndham St., 
Central
月～土　17:00～26:00
(852)2868-6026
6degrees@cafedecogroup.com

(852)2525-7311
www.sampar.com.hk
HKD420/125ml

コーズウェイベイ店
2/F, 9B Sharp St. East, CWB
チムサーチョイ店
1/F, 49 Granville Rd., TST
www.candies-gifts.com

香港文化中心音楽庁
(852)2734-2009
チケットは無料配布を行うが、
数量限定
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植村秀×村上隆
2013年クリスマスシリーズ
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PIERRE HERMÉ PARIS
第二支店がオープン！

ハーバーシティーに堂々登場！
　人気のマカロンをはじめ、スイーツ逸品の数々を販売する「PIERRE 
HERMÉ PARIS」、今年5月IFCに上陸して香港進出を果たしてから、つ
いに2号店をチムサーチョイ（尖沙咀）にオープン！洗練されたラグジュア
リー空間の中で、芸術とも呼べるスイーツを存分に楽しみたい。

10月上旬

Shop 2410, 2/F., Harbour City, TST
www.pierreherme.com

香港香港＆広東

トラッド、カジュアル、スポーティの3テーマで展開
　カジュアルファッションブランド「:CHOCOOLATE」が2013年秋コレク
ションを発表。イギリススタイルの「ブラックブロンプトン」、カジュアル
でありながら落ち着いた雰囲気の「NEW YORKER」、そして、活動的な

「SPORTS DAY」の3つのテーマで展
開される。シーンに合わせて、自分を
上手に演出してくれる装いが見つけ
られるのでは？

    

各:CHOCOOLATE専門店まで
www.chocoolate.hk

:CHOCOOLATE
2013秋コレクション

女性の両面性を表現するコスメ
　植村秀と村上隆とのコラボレーション、クリスマスコレクション「シッ
クスハートプリンセス by takashi murakami for シュウ」が今冬発売さ
れる。「ピンクプリンセス」と「ブラックプリセンス」という二つのアイコン
を用いて、女性の持つ「二面性」を同コレクションで表現している。今年

のクリスマス、どちらの自分を演出し
て過ごす？

    

各shu uemura専門店
www.shu-uemura.com.hk

Lobby Level,
Hyatt Regency Hong Kong, TST
月～金　18:00～22:00
土、日、祝　18:30～22:00
月～木
大人HKD508、子供HKD254
金～日、祝
大人HKD588、子供HKD294

チムサーチョイHyatt Regency
カフェから新ビュッフェ

    

貴重なツバメの巣が食べ放題
　東方のキャビアと呼ばれるツバメの巣。そんな貴重な食材を取り上
げている料理が食べ放題に？！チムサーチョイ（尖沙咀）のホテルHyatt 
Regencyの「Cafe」から、ツバメの巣のディナービュッフェを提供開始。

10月から

前菜からメインディッシュ、デザート
まで様々な料理も食べられ、きっと
満喫できるはず。

10月24日上映    

タイホラー映画
セカンド・サイト 3D

東南アジアのホラーが立体3Dに
　JATEは、小さな頃から人の過去未来が分る力と、幽霊が見える力を
持っている。人に不安を与えないように、この秘密は家族にも周りの友
達にも言わず、心の奥に隠していたが、最愛の彼女JOOMだけに教えて

いた。ある日、富豪の令嬢KAEWが将来に
遭う、恐ろしい運命が分かる。JATEは
KAEWを救おうとするが、JOOMもそれに
巻き込まれる事になってしまい･･･ 

監督
カン・ホンラタナポーン
出演
ナワット・クンラタナラック
ラター・ポーガーム(ヤーヤー・イン)

©村上隆 Kaikai Kiki Co., Ltd

ピエモンテフード＆ワインフェスティバルを開催
　シティスーパーで、イタリア有数のワイン産地ピエモンテの伝統的な
味を楽しむことができるフェスティバルが開催される。このイベントで
は、一流のワインのほか、ワインと一緒に楽しめるチーズ、ハム、トリュ

フなどを販売。イタリアのシェフ、
Ugo Mura氏によるクッキングのデ
モンストレーションも行われるので、
この機会をお見逃しなく！

city’super 各分店
www.citysuper.com.hk。

シティスーパーでワインと
イタリアフードを楽しもう

9 月20 日～10 月9 日
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テンプスタッフ
広州ＩＴ関連技術職/通信関連 広州或いは

北京 RMB20K
日系自動車メーカーからの受託PJ管理、託
先との交渉や調整。基本設計の知識と仕組
みが理解できる方、語学不問。

テンプスタッフ
広州営業/通信関連 RMB15K広州 日系企業向けの営業活動。IT営業経験、ネッ

トワーク知識ある方、中国語日常会話。

テンプスタッフ
広州営業/総合商社 RMB18K広州

既存顧客対応、仕入れ先との交渉、技術部
門との調整・打ち合わせ。製造業界もしくは
自動車業界での営業経験、中国語ビジネス
レベル。

RGF 香港営業/
海運・鉄道・空輸・陸運

香港 30K～35K
外資系銀行のプライベートバンキング部門
にてのアシスタント職。経験者優遇だが、未
経験でも考慮。

深圳 RMB
8K～20K RGF 深圳

電子/
半導体・電子・電気機器

日系大手顧客の担当。顧客企業の完成品の、
デリバリー全体の管理。女性歓迎、中国語で
意思疎通が可能な方。また、同様の以後と経
験が無くても、やる気と謙虚さのある方。

RGF 深圳経理/建設・土木 RMB
10K～20K深圳

日本本社へのレポート業務や、複数ある事業
の企画・運営、現地法人の設立など、候補者
の方の能力に合わせて、仕事をお願いしたい
と考えてる。若手で、経営層に近い視点で働
きたい方、成長意欲の高い方。これまでに企
画業務・各種レポート業務等を経験された方。

RGF 香港電気/電気・電子関連 19K香港/九龍
金融サービス業にてのアシスタント業務。営
業チームのアシスト、新規顧客開拓後のフォ
ローアップ。ノルマ無。

RGF 香港営業/
ディスプレイ・空間デザイン 20K

化粧品や家電を置くディスプレイの販売、営
業。華南地区の工場へ出張し、試作、量産の
チェック。

RGF 香港生産管理/繊維 20K
繊維専門商社にての生産管理アシスタント
職。経験者優遇だが、未経験でも可。やる気
のある方歓迎。

生産管理/繊維・アパレル 香港/九龍

香港/九龍

香港

25K～
外資系製造業にて、マーケティング職の募集。
商品のブランド構築、イベント、展示会開催。
電子・電気系にてのマーケティング経験者優
遇。

RGF 香港顧客サポート/
海運・鉄道・空輸・陸運

25K～30K香港
日系銀行にてのコンプライアンス部門。本社
サイドとのやり取り。コンプライアンス経験
者、未経験者どちらも可。金融経験者歓迎。

金融/外資系金融

営業担当/製造業

駐在員サポート
(企画、レポートなど)/
サービス業

金融/その他金融

RGF 香港マーケティング/
半導体・電子・電気機器

金融/銀行

RGF 広州自動車部品
営業部門管理者/製造業

RMB
15K～25K
（額面金額）

広州

新規案件の日本人管理者からの情報収集に
よる拡販業務及び部下管理マネジメント業
務。他拠点責任者との社内調整（日本、タイ、
アメリカなど）など。

RGF 広州
SI営業
（広州マネジャー候補者）/
IT

RMB
15K～20K広州

日系企業向けSI提案型営業。NWサーバー、
通信ネットワーク、SI、サーバーの設置、イン
フラ構築などの提案。営業地域は広東省全
域及び香港地区。

テンプスタッフ
広州営業/メーカー 深圳 RMB25K

既存顧客のフォロー、Mailベースでの欧米
客先との交渉、北米客先への訪問交渉（1～2
回/年）。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

営業/
医療用機器・医療関連 香港/香港島 20K～25K

香港内の医療機関、食品工場、飲食店向け
営業。

テンプスタッフ
香港

フード/
フードビジネス（アジア系） 20K香港/九龍 ラーメン店：店長業務、店舗管理全般。

テンプスタッフ
広州

品質管理/
鉱業・金属製品・鉄鋼 RMB20K深圳/東莞

粉末冶金製品の試作､設計業務､管理。機械
部品設計経験10年以上、基本的な品質知
識・原価知識・対人能力ある方、中国語日常
会話。

テンプスタッフ
香港教師/教育 香港 20K文系又は理系の教師：小中学生担当。

テンプスタッフ
香港営業/物流・倉庫 18K～25K香港/九龍

日系顧客向け営業。将来的にはマネジャー
を目指している方。

顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問

香港/香港島 テンプスタッフ
香港10K

半日勤務。顧客問い合わせ対応および日英・
英日翻訳など。

香港＆広東 香港＆広東
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事務系関連職/
繊維・アパレル 香港/九龍 テンプスタッフ

香港15K～25K
マーチャンダイジング業務全般。アパレル経験
者歓迎。英語および北京語日常会話レベル。

営業/生命保険・損害保険 香港/香港島 JAC 香港20K～30K
日系保険関連営業および内勤業務。経験者
優遇。未経験者も検討可能。英語必須。

JAC 香港コンサル/銀行 香港/香港島 ～40K
(応相談)

中国華南地域の日系企業向け法規制、会計
コンサルティング全般。北京語、日本語必須。

JAC 香港経理/専門店
（ファッション・服飾関連） 香港/香港島

～25K
(応相談)

外資系アパレルの経理データーマネジメン
ト担当者募集、英語、日本語情報の整理、デー
タ加工など。

JAC 香港企画・管理・経営関連/
証券・投資銀行 香港/香港島 ～45K

(応相談)
中国系大手投資会社の日系投資家対応IR
業務全般。投資銀行、資本市場関連経験者
歓迎。英語必須。

香港/香港島 ～25K
(応相談) JAC 香港顧客サポート/

投資信託委託・投資顧問

日系保険会社のカスタマーサービス募集、
業界不問の個人、法人向けカスタマーサー
ビス経験者。英語必須。

JAC 香港顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問 香港/香港島 18K

独立系投資顧問会社でのカスタマーサービス
日本人顧客担当。アドミ業務。英語必須。

テンプスタッフ
香港

企画・管理・経営関連/
専門コンサルタント 35K～45K香港/香港島 ビジネスコンルティング業務全般。日本マー

ケットの取りまとめ。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

営業/
エステティック・美容・理容 20K～25K香港/九龍

美容関連商品の仕入先および卸先開拓。英
語および北京語日常会話レベル。

テンプスタッフ
香港営業/生命保険・損害保険 15K～25K香港/香港島

日系企業担当の営業業務全般。業界経験不
問。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

営業/
フードビジネス（総合） 20K～30K香港/九龍

飲食店への設計、プランニング、施工サービス
の提案営業。フード関連ビジネス経験者。

JAC 香港WEB/専門コンサルタント 香港/香港島 13K～23K社内のHP管理・メンテナンス・最適化。英語ビ
ジネス。Web経験者。

インテリジェンス
香港

デザイン/
ディスプレイ・空間デザイン 応相談香港/九龍

小売店やレストランの設計・施工を手がける
デザイン会社でのデザイン業務。1)3年以上
の関連業務経験　2)Auto CADスキル 
3)コミュニケーションレベルの英語または中
国語（広東語/普通話）

インテリジェンス
香港

20K
（応相談）香港/香港島編集/広告・出版・印刷

華南地域の日本人にむけた自社媒体紙のラ
イティング業務。1) 経済・産業ニュースに対
する強い興味　2) ビジネスレベルの普通話
（読解力重視） 3)日本語での高い文章作成能力

日本人向けの学習センターにて、算数・国語・
英語学習指導を担当。1）教育に対する情熱 
(業界経験不問)　2）コミュニケーションレベ
ルの英語　

インテリジェンス
香港語学・教育関連職/教育 香港/香港島 15K～20K

JAC 香港営業/外資系金融 香港 ～100K
（応相談）

外資系ファンドハウスの個人富裕層向けカス
タマーサービス＆営業募集、ネイティブに近
い英語力必須。

JAC 香港営業/ガラス・化学・石油 香港/香港島 20K～40K
燃料の新規開拓営業を中心とした販売。中・
長期的な取引営業に興味ある方。北京語また
は英語ビジネス。

JAC 香港顧客サポート/物流・倉庫 15K～16K香港
日系物流企業の引越し部門でのカスタマー
サービス（内勤）。英語または広東語会話レベ
ル以上。

JAC 香港20K香港/香港島コールセンター/
インターネット関連

インターネットビジネス全般のコンサルティン
グ事業会社でのお仕事。カスタマーサポート
業務。英語コミュニケーションレベル。基本的
なITスキル。

日系物流企業でのアパレル顧客窓口担当。倉
庫担当への指示、入出庫管理。英語会話レベ
ル以上。

JAC 香港顧客サポート/物流・倉庫 香港/九龍 20K前後
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ビジネス（香港・広東共通）

キングスウェイ物流/倉庫 香港/九龍 ～25Ｋ
3年以上の物流に携わっていた経験、物流会
社の経験者優遇。提案営業、新規営業、見積も
り作成、関連会社への連絡・調整業務等。ビジ
ネスレベルの英語もしくは中国語尚可。

キングスウェイ営業/電気・電子関連 ～30K香港/九龍

5年以上の営業経験者。印刷物及びパッケー
ジ関連の営業。日系既存顧客のフォローアッ
プ。価格交渉、品質管理。営業スタッフのスー
パーバイズ。ビジネスレベルの英語、または中
国語。

キングスウェイ営業/精密機器 ～30K香港/九龍
5年以上の電子部品営業経験。既存顧客およ
び新規営業。日系顧客の窓口業務。納期管理、
受発注管理。ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ経営/クレジット・信販 香港/香港島
或いは九龍

～50K

5年以上の金融業（貸金、クレジット含む）での
マネジメント経験。香港店の立上げにかかわ
る諸業務。ライセンシーの申請管理等。スタッ
フ採用管理。本社への業務報告等。ビジネス
レベルの英語。

キングスウェイWEB/
専門コンサルタント 香港/香港島 ～23K

Web知識、経験のある方。Webサイト、メディ
ア広告企画、入力業務、トラブルシューティン
グ。コーディネーション業務。コミュニケー
ションレベル以上の英語。

キングスウェイ営業/専門商社 ～25K香港/香港島
2年以上の営業経験。消費財業界経験者尚
可。既存顧客及び新規営業。納期管理、受発
注管理など顧客窓口業務全般。ビジネスレベ
ルの英語。

キングスウェイ編集/広告・出版・印刷 ～35K香港/香港島
5年以上の編集経験。記事執筆、編集、広告の
アレンジ等。季刊誌の編集全般。ビジネスレベ
ルの英語、中国語尚可。

キングスウェイ営業/専門商社 ～35K香港/香港島

2年以上の飲料食品業界営業経験者。顧客、
仕入先との連絡業務。仕入発注、その他関連
業務。ビジネスレベルの広東語。北京語もしく
は英語尚可。

キングスウェイ顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問 香港/香港島 ～10K

（パートタイム)

1年以上の事務経験。金融商品購入に伴う事
務処理。入力作業、その他カスタマーサービス
関連のサポート業務。週5日、半日程度のパー
トタイム。コミュニケーションレベル以上の英
語。

キングスウェイ購買/
半導体・電子・電気機器 ～35K香港/九龍

3年以上の製造業での購買経験。電子部品系
購買経験尚可。日系顧客、仕入先との連絡業
務。仕入先、製品の開拓。生産管理。ビジネス
レベルの英語。

キングスウェイフード/
フードビジネス（和食） 香港/香港島 ～45Ｋ

3年以上の調理経験。鉄板焼きカウンターで
の調理、接客（食材・酒の説明）など。日本料理
店、寿司店などオープンキッチンでの調理経
験尚可。コミュニケーションレベルの英語もし
くは広東語語。

ぽけっとページ営業/
ぽけっとページ 香港/九龍 応相談

弊紙PPW新聞と電話帳ぽけっとページの
広告営業。営業以外に編集なども積極的に
学べ、将来的にはオフィス管理者へのステッ
プも可能。ベトナムなどへの出張あり。

香港

営業/
海運・鉄道・空輸・陸運 香港/新界 インテリジェンス

香港15K～20K

大手日系物流会社にて新規開拓とフォロー
アップ業務。取り扱いサービスは主に貨物輸
送・引越し・宅配など。1）3年以上の関連業
務経験　2)コミュニケーションレベルの英
語

事務系関連職/
外資系銀行 香港/香港島 インテリジェンス

香港応相談

外資系金融機関にて投資家向けの広報およ
び経理アシスタント業務。1)3年以上の関連
業務経験　2)ビジネスレベルの英語　3)
高い文書作成能力。投資銀行あるいは企業
の財務部での就業経験者歓迎。

インテリジェンス
香港

営業/
生命保険・損害保険 香港/香港島 25K～30K

日系法人顧客に対する提案型営業。主に既
存顧客のフォローアップ。1)5年以上の法人
損害保険営業経験　2)ビジネスレベルの英
語　3)香港の保険営業資格保持者あるい
は入社後に資格を取得していただける方

インテリジェンス
香港経理/建設・土木 香港/九龍 15K～30K

香港の交通機関建設プロジェクトのコスト
コントロール業務。1)会計経験（製造業が望
ましい）もしくはQS経験　2)ビジネスレベ
ルの英語

インテリジェンス
深圳企画/金融 深圳/羅湖 ～RMB25K

候補業務。1)各種レポーティングに必要な
文書作成・数値分析能力　2）社内コミュニ
ケーションレベルの英語。企画系業務・金融・
サービス業界経験者歓迎

深圳/福田 ～RMB20K インテリジェンス
深圳営業/ガラス・化学・石油

工業用製品メーカーにて営業担当業務。1）
ケミカルメーカーでの勤務経験者　2）ビジ
ネスレベルの普通話

インテリジェンス
広州営業/生命保険・損害保険 広州 RMB20K～

日系企業担当として、広州への新規進出企
業のマーケティングや、既存顧客へのサポー
ト業務。1)2年以上の社会人経験　2)コミュニ
ケーション能力の高い方。

インテリジェンス
広州営業/物流・倉庫 広州 RMB15K～

日系の大手物流会社での日系企業対応の営
業業務、本社との連絡、社内でのオペレー
ション業務等。1)2年以上の社会人経験（業
界経験は不問）　2)営業に興味のある方

香港＆広東香港＆広東
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Borderless Management & Investment Ltd.
香港の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)がご案内するオフショア・海外投資 中国・香港地区で働く人のための資産運用術（13）

info@borderlessworks.com
電話：(852)3626-2476

Borderless Management & Investment Ltd.
Flat E, 21/F., Block 1, Queen’s Terrace, 
No.1 Queen St., Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

玉利将彦　（タマリ　マサヒコ）
上海と香港を拠点に活動し、中国在住歴は17年に渡る。
香港の証券取扱免許（SFC）と保険取扱免許(PIBA)を保有する資産運用ア
ドバイザーとして、顧客のライフプランに即した投資計画の立案及び積立
ファンド・保険の仲介、HSBC香港BOOM証券・中国銀行など海外の有名金
融機関の口座開設・運営サポートをおこなっている。

個別相談
随時受付中
（無料）

　前回までに、資産の扱ううえでの第一の優先課題として、海
外へ移動した資産は世界的に信用が高く、巨大な支店ネット
ワークを誇り、通貨の分散保有ができる「HSBC香港」に、そし
て為替の先高感があると同時に高金利でもある人民元の定
期預金ができる「中国銀行」に口座を持つことの意義を説明し
ました。

　HSBC香港と中国銀行に口座を持ったあなたは世界三カ所
に資産の置き場所を持った。つまり、

「場所の分散」

を実行したことになります。

　そしてHSBC香港と中国銀行はそれぞれ複数種類の通貨の
預金ができるマルチカレンシー口座を備えているので口座内
で様々な通貨を持つことにより、

「通貨の分散」

も達成できました。

　すなわち資産の防衛体制はこれでようやく整ったといって
よいでしょう。

　第三ステップはいよいよ「資産運用」つまり資産を殖やして
ゆく段階に入ります。日本よりも豊富な種類の投資商品にアク
セスできる香港において資産運用、すなわちお金を殖やして
ゆく行為に着手するのはさほど難しいことではありません。

　HSBC香港の投資口座を開設すれば香港株や米国株などの
株式や債券、様々なファンド（投資信託）などを直接購入する
ことが可能であるし、そもそも年利3%以上の人民元の定期預

金はすでに資産運用の一環であると位置づけて良いでしょう。世
界に広がったあなたの視野には実に様々な機会が開かれていま
す。

　だが、そこに勇んで飛び出して行く前にこのスタート地点にお
いて、今後長期間に渡って資産運用を続けてゆくうえで意識して
おいていただきたいことがひとつあります。

　それは、

「分散保有した各国通貨建ての資産をそれぞれ殖やしてゆくイメー
ジを持って運用を続けてゆく」

ということです。

　例えば、香港株を購入すればそれは香港ドル資産。米ドル建て
のファンドを購入すればそれは米ドル資産。タイに不動産を購入
すればそれはタイバーツ資産。というように、どの通貨建てで投
資しているか、それぞれの現在価値がどれくらいかを自分できちん
と管理しておくことです。

　理由は、

「通貨の分散」

で述べたのと同じことです。

　通貨には変動リスクがあるのである特定の通貨が下落しても
それは他の通貨が相対的に上昇することによって損失が打ち消
されます。その効果を持続するためには分散保有した通貨を同
様なバランスでまんべんなく殖やしてゆくのが理想的な形だか
らです。

　

　この

「分散保有した各国通貨建ての資産をそれぞれ殖やしてゆく
イメージを持って運用を続けてゆく」

という概念は是非身につけていただきたいと思います。

「分散保有した各国通貨建ての資産をそれぞれ殖やしてゆく
イメージを持って運用を続けてゆく」

と対局にある考え方が、

「分散保有した資産をあるひとつの通貨に換算して把握する」

ということになります。

　例えば、手持ちの香港株も、米ドル建てのファンドも、タイ
に保有する不動産も、すべて日本円に換算して判断するとい
うこと。こうすると資産をひとつ大きな固まりとして見ること
ができるので容易ではあります。

　しかしそれだとやはり日本円の為替レートが上がったり下
がったりすることにより頭の中の資産額が大きく増減してし
まいますね。為替という変わりやすいものに影響されて一喜
一憂するのは得策ではありません。やはりここは頑張って通
貨毎に分けて把握する。

　為替変動の要素を排除してそれぞれの通貨の資産が以前
に比べて増えているのか減っているのかをきちんと評価でき
るようする。これを心がけてゆきましょう。

香港＆広東

香港＆広東

香港



　NTTドコモが今秋にも米アップルのスマートフォン「iPhone（アイフォーン）」の新型モデルを発
売する見通しとなりました。国内ではソフトバンクとKDDIが既に販売しており、携帯最大手の参入
でiPhone市場の地図にも変化が起きそうです。8日は2020年の夏季五輪開催都市が決定。東京
に決まった場合の株価シナリオに関する記事も注目を集めました。8月31日～9月6日のよく読ま
れた記事を紹介します。
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（3）詳しくは電子版をご覧ください。

（4）次期iPhone、カギ握るLTE新周波数帯（12日）

（5）帰省・レジャーで陥る「夏貧乏」（12日）

（6）忍者屋敷に宇宙船・・・驚きオフィス （14日）

（7）マクドナルド、止まらぬ客離れ（13日）

（8）「半沢直樹」　ブームと株価 （10日）

（9）認知症男性死亡、電車遅れで損賠命令（10日）

（10）ヤマダ電、ネット販売との消耗戦（15日）

グリーの「三年天下」、熾烈なゲーム生存競争（9月2日）

（3）詳しくは電子版をご覧ください。

（4）次期iPhone、カギ握るLTE新周波数帯（12日）

（5）帰省・レジャーで陥る「夏貧乏」（12日）

（6）忍者屋敷に宇宙船・・・驚きオフィス （14日）

（7）マクドナルド、止まらぬ客離れ（13日）

（8）「半沢直樹」　ブームと株価 （10日）

（9）認知症男性死亡、電車遅れで損賠命令（10日）

（10）ヤマダ電、ネット販売との消耗戦（15日）

ドコモ、iPhone販売へ　今秋にも新モデル （9月6日）

(3)イチローの言葉の力　奥深い内面、正直に （9月2日）

(4)外出先でもサクサク、モバイルネット接続の極意 （8月31日）

(5)巨人・村田が覚醒　リーグ連覇へ打線をけん引 （9月3日）

(6)新型iPhone、LTE対応でKDDIが逆転へ （9月3日）

(7)詳しくは電子版までご覧ください。

(8)五輪招致成功で日経平均3万円の可能性 （9月4日）

(9)五輪招致で晴れるか、日本経済3つのモヤモヤ （9月2日）

(10)超電導リニア、新市場へ加速 （9月1日）

香港 香港＆広東

読まれた記事ランキング
8月31日～9月6日
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ダンディ･フジオ部長：「う～ん。まだ堂々と断ったお客さんは見たこ
とはないけれど、マイクロソフトの通知には法的手段に持ち込む旨
をにおわせてあるのでそうなると訴訟費用とそれに対応する時間
だけでも相当な出費と労力になるし、なにより会社の名前に傷がつ
く。ITの苦手な総経理でも「海賊版は絶対使わない」というメッセー
ジを常に全社に伝える姿勢がまず大切だね。」

マリコ：「なるほどです！やっぱり日ごろからまじめに会社のIT健康管
理をやらないとだめですね！」

広州のタムラ：「ところで、岩石先輩。予定してた今日の営業部飲み
会どうしますか？」

岩石先輩：「ごめん、みんな。この痛さ今日は持ち前の気合でもどう
しても乗り越えられない…」

S特別研究員：「あの誘われたら絶対断らない岩石先輩が初めて
断った…痛風って相当つらいんですね。気をつけよう。」

Solution
がんばるマリコのIT素朴な疑問
　毎週月曜日は広州・香港スタッフが香港オフィスで情報共有ミー
ティングをする日。いつも颯爽とさわやかな笑顔を振りまきながら
現れる岩石先輩が顔をしかめて足を引きずりながら出勤してきた。

岩石先輩：「イタタタッー。」

マリコ：「大丈夫ですか、岩石先輩。足を捻挫でもしたんですか？」

岩石先輩：「いやいや、今朝起きたら突然親指の付け根が痛くなっ
て本当は立てないくらい痛いんだけど…」

カメヤマ先輩：「そんなに痛いのによく香港まで来られましたね。」

岩石先輩：「実は10年まえにも1度やってるんだけど、多分痛風の症
状だね。今日は根性できましたよ。」

マリコ：「でも何の前触れも無く、立てないくらい痛みがくるなんて
なんか怖いですね。」

マドンナ・フジコ：「痛風とはそういうものらしいよ。日ごろの不摂生
が見えないうちに蓄積されて突然襲い掛かってくるんだって…でも
若くてスリムなマリコには関係ないわね。」

（モバイル電脳オタクのS研究員が近寄ってきて）

S特別研究員：「そういえば、岩石先輩、いつも食べるココイチのカ
レーはライス最大だし、飲み会のあとはかならず吉野屋で牛丼か、
ら～めん台風。でラーメン大盛り頼んでるのを見て心配してたんで
すよね～。日ごろからの暴飲暴食してたバチがあたってしまったん
ですね。」

マリコ：「コンピュータの世界で痛風みたいにバチがあたるようなこ
とはないですよね？」

ダンディ･フジオ部長：「そうだな～、マイクロソフトからの海賊版使
用警告状を送りつけられるケースなんかがそれに当てはまるかも
ね。」

マリコ：「どういうものなんですか？」

ダンディ･フジオ部長：「マイクロソフトのWindowsやOfficeというソ
フトの海賊版を使ってる会社がいきなりマイクロソフトのから正規
版を買わないと法的手段に訴えますよ！と通知してくるというもの
なんだ。」

今更聞けないITセキュリティの常識
『海賊版はかえって高くつく！？』

マリコ：「つまり、会社のパソコンを購入する際に安いからといって
海賊版のソフトが入ったパソコンを買ってしまい、使っていたらマ
イクロソフトに何らかの方法で発見されて正規版を買うよう警告さ
れるということですか。」

ダンディ･フジオ部長：「そうだね、海賊版を使うというのが不摂生で
突然のマイクロソフトのお達しが痛風の発作、ということになるね。
ただ問題なのは会社のトップが知らないうちにソフト発注してし
まっているということがよくあることだね。パソコンの購入などはあ
まりITなどに詳しくない総経理だと部下にまかせっぱなしになって
低価格だけで承認するということがある。万が一海賊版などを使う
とマイクロソフトから通知が届き、時にはライセンスの購入に至る
ことも。中国の工場だとパソコン100台とかざらにあるので単純計
算でも1台あたりの正規ライセンスが5万円とするとライセンスだけ
で500万円を要求という事態もあるんだ。」

マリコ：「なるほど、まさしくIT世界の不摂生による痛風。そんな大金
いきなり払ってと言われたら痛風の痛さよりつらいかもしれません。」

ダンディ･フジオ部長：「そう。だから会社のトップは日ごろから不摂
生しないように気をつけておかないと後で大変な目にあうことを気
をつけないとね。」

マリコ：「ちなみに実際のWindowsとOfficeの正規版ライセンスを
買ったらいくらくらいになるんですか？」

カメヤマ先輩：「価格は変動するので目安だけど大体下の表の値段
くらいだね。既にパソコンが古くなってて同時に取り替えるなら
OEM版という新しいパソコンにだけ入れられる価格が安いバー
ジョンもあるんだよ。」

タイムライズエンジニアリング
董事長　上野隆（ITコーディネーター）
Suite 401, Tower 1, Silvercord, 
30 Canton Rd., TST, KLN, Hong Kong
Tel: (852) 2781-4113
Fax: (852) 2782-2707
Mail：sales@tre.com.hk
Web：www.tre.com.hk

（↑バックナンバーはこちら）

タムラ　君ダンディ・フジオ部長 Ｓ特別研究員

マリコの教訓
『不摂生がたたるのはITの世界でも同じ』

カメヤマ先輩：「そういえば、私のお客さんがいきなりそんなお金払
えないよと言ってましたが大丈夫ですかね？」

Windows

Office 

約HKD2,000

約HKD3,000

約RMB2,000

約RMB4,000

香港 中国

香港 広東
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　日本人もたくさん訪れていたと思うのだが、会
場へ向かう人の流れに身を置くと聞こえてくるの
は広東語ばかり。会場の入口には香港を代表す
るハリウッドスター、ジャッキー・チェンからの花
も飾られていた。開演20分前に会場に到着する
と、大きなホール内に設けられた席はほとんど埋
まっておらず、少し不安になったが、入場する人
の波は途切れることはなく、開演時間を15分過ぎ
るころには満席状態に。会場を埋め尽くす人、人、
人に、香港での安全地帯の人気を実感した。ファ
ンの年齢層は20代後半位からミドルエイジまで
と幅広い。日本人のバンドが海外でこんなに愛さ
れているなんて、なんだかうれしくなってきた。

　そして15分遅れで、大歓声を受けながらコン
サートはスタート。ノリのいいアップテンポの楽
曲を立て続けに歌った後、玉置さんは広東語を
交えて挨拶。身振り手振りで思いを伝えようとす
る彼は、とても愛らしかった。それにしても香港
ファンはさすが！イントロを聞くだけで楽曲がわ
かり、「ワァー」と歓声と拍手が起こる。今年55歳
になるという玉置さんだが、甘くて伸びのある歌
声は健在で、バラードではうっとり聞き惚れた。
アップテンポの曲では立ち上がって手拍子。玉置
さんは、みんなで歌う場面を作るなどして盛り上

香港＆広東

げていった。文化の違いも関係なく、会場に集っ
た人たちが一緒に安全地帯ワールドを味わい、
その一体感に酔いしれた。海外でのコンサートだ
からこそ、その感慨もひとしお。

　中盤では香港で安全地帯のカバーアルバムを
出しているハッケン・リー（李克勤）さんがゲスト
で登場し、「Friend」を一緒に歌い、美しいハーモ
ニーで会場を魅了した。「清く正しく美しく」では
香港の60人の子ども達がコーラスとして参加。ラ
ストソングは、井上陽水さん作詞、玉置さん作曲
の楽曲「夏の終りのハーモニー」だった。アンコー
ルでは、「悲しみにさよなら」など3曲を披露した。
その楽曲の間で玉置さんは紙に書いた、広東語
のメッセージを読み上げた。広東語の発音は難
しく、「大家（みんな）、多謝（ありがとう）」の言葉
位しかわからなかったが、「トライ！トライ！」と彼
はにっこり。その思いはみんなに伝わったと思う。

　今回の公演は、香港の歌手がカバーをしてい
る曲を中心とした、特別バージョンだったそう。安
全地帯の魅力を改めて感じるとともに、海外で行
う日本人アーティストのコンサートの面白さも発
見。香港ファンとひとつになれるステキな時間
を、みなさんも機会があればぜひ体験してみて！

安全地帯香港公演レポート

ビクトリア湾に響くハーモニーを
香港ファンとともに満喫
　8月31日、玉置浩二さん率いるロックバンド「安全地帯」の30周年記念香港コンサートが、香港コン
ベンション＆エキシビジョンセンターで行われた。編集部記者も友人に誘われて本公演へ。香港でコン
サートを初体験。その模様をレポートしよう。

　安全地帯は1973年に北海道旭川市で結成された。
1982年にメジャーデビューして以来、「ワインレッドの
心」、「恋の予感」、「熱視線」、「悲しみにさよなら」などの
楽曲を次々とヒットさせ、1980年代を代表する人気ロッ
クバンドとしての地位を確立。玉置さんはヴォーカルだ
けでなく、作詞、作曲、ギター演奏等を手掛け、ミュージ
シャンとしても高い評価を得ている。多くの楽曲が香港
や韓国の歌手にカバーされており、安全地帯はこれらの
エリア・国でも高い知名度と人気を持つ。今年はメ
ジャーデビュー30周年記念として、香港や台湾などを巡
るアジアツアーを展開した。

「安全地帯」と香港のラブリーな関係

　玉置さんは、こよなく香港を愛しており、以前、香港に滞在したときは、ビクトリア湾の夜景にインスピレー
ションを得て、いくつかの楽曲を作ったといわれている。安全地帯が1988年に活動休止を発表したのも香港コン
サートだった。今回、玉置さんは公演前日に、ボランティア団体「Make A Wish 願望成真基金」のチャリティーイ
ベントに参加。また、今回の公演でハッケン・リーさんが憧れの玉置さんとの共演を果たしたと地元紙などで報じ
られている。

曲目リスト（香港人のカバー曲/タイトル）
1/半端そうにYes
2/熱視線
3/悲しきコヨㄧテ
4/月に濡れたふたり（李克勤／藍月亮）
5/銀色のピストル

6/好きさ
7/田園
8/夢のつづき（張學友／月半彎）
9/碧い瞳のエリス （陳慧嫻/痴情意外）
10/恋の予感（黎明／一夜傾情）
11/ Friend (張學友／沈默的眼睛)

12/君がいないから
13/よかった
14/盾　～　Drum Solo
16/ラスベガス・タイフーン
17/ワインレッドの心(譚詠麟/酒紅色的心)
18/じれったい (張國榮／拒絕再玩)

19/真夜中すきの恋
20/清く正しく美しく
21/夏の終りのハーモニー (葉倩文／答案)
EC1/ I LOVE YOUからはじめよう (李克勤/夏日之神話)
EC2/悲しみにさよなら(杜麗莎/再見悲哀)
EC3/あなたに… (夏韶聲/路中情)
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風水の奥義を行く！ 第17回 満月の光で運気を変えよう
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは便利な風水の道具（ツール）をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

◆ドアマンに見習う◆
　その昔、セントラル（中環）のある商業ビルに今でも心に残るド
アマンがいました。

　雨の日も風の日もどんな時間帯でもいつもと同じようにほが
らかな笑顔で到着する車のドアを開け、お客様を迎えていまし
た。きっと楽しい毎日ばかりではなかったはずなのに、その笑顔
がぶれることは一度もありませんでした。

　彼は誇りとプライドを持って自分の仕事をしていた人の一人
だと思います。決して目立つような方ではありませんでしたが、
朝彼に会うととてもすがすがしい気持ちになりその日一日が快
適でした。そこでのオペレーションはスムーズで、車を待つエリ
アの人たちもいつもさわやかでした。彼にはそういうオーラが
きっとあったのでしょう。

◆満月とは◆
　月の光はそもそも月自体が光っているのではなく、太陽の光
が月面に反射して光り、それがはるかかなたの地球に届いてい
る状態なのです。その光は太陽のようにまぶしくはないですが
明るく、熱くはありませんがソフトな輝きをもたらします。

　9月19日は中秋節です。この日は中秋の名月といって、秋のど
まんなかである旧暦の8月15日の満月、つまり太陽の光をもっと
も強く受けた月がまん丸く見える日です。

　中秋の名月をはじめ満月がいつなのかは、21世紀の世の中
では、以下のアプリで簡単に見つける事ができます。

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　愛知県名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、
著名ブランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常
派風水に師事。易経、四柱推命も含めた玄学に長年携わる。住宅、事
務所、店舗等の風水の他、店舗の開店日や引越し、結婚の日取り等
の選定、四柱推命を使い、結婚、子育て、ビジネス、健康等人生にお
ける様々な問題やニーズに対応している。

久美子顧問
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2912, Tower 2, Times Square,

1 Matheson St., Causeway Bay
電話：(852)9841-6366
ファックス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com

香港香港

　風水では、太陽の光を「陽」というのに対し、月光は「陰」にあ
たります。男性は陽で女性は陰、明るいのは陽で暗いのは陰、熱
いのは陽で冷たいのは陰、陰陽論です。陰陽論では、この世の
中は陽だけの世界も陰だけの世界もないと説き、陽とともに陰
はなくてはならない存在です。それが証拠にもしも月の存在が
なければ、この地球の自転の速度は速まり、バランスを崩すこと
でしょう。　

　月の存在はなくてはならないものです。

◆久美子的満月パワーを活用する奥義◆ 
　月は我々人間にとっても大切な存在です。

　満月の光には「解放（リリース）」と言って心の中に居座ってい
る不快な感情から解放させる働きがあります。不快な感情は「も
う必要のないもの」と自分で気がつけば、しまっていた古い感情
から自らを解放させる働きを満月は優しく手助けしてくれます。

　私たちには忘れられない苦しい出来事や恨んでも憎んでも
許せない思い出があります。

　それらを自分の力でリリースすることができないから苦しい
思いが蓄積され、心の傷が癒されずずっとそれを心のどこかに
しまうことになります。しかし、その時の記憶や傷をずっと大切
にしまい続けるのではなく、時間をかけてもいいから一旦そこ
から解放されるのです。

　前述のドアマンは、自分の中にある不快な感情を自然とリ
リースできたすごい人なのだと思います。

　それと同時にこの光には「緊張（テンション）」といって引っ張
る働きも持っています。満月の日というのは月と太陽の間にちょ
うど地球が存在し、両方の引力に引っ張られるときでもありま
す。その力が生き物の肉体に働くと出産や産卵などをもたらす
のでしょうし、感情に働くとテンションが上がり感情的な行動を
取る事になります。感情的になることはネガティブに捉えがちで
すが、緊張感を高めて何かをする事は人としてとても大切な事
です。

　今年の中秋の名月には満月の光を全身にいっぱい浴びてみ
ましょう。

　「解放」と「緊張」。それらを上手く活用すれば、自分自身の心
の奥底にある不要な気持ちを一旦リセットしすっきりできるか
もしれません。テンションが上がって心に思う大切な人に対して

（強引な？もとい）積極的な行動を取れるかもしれません。

　これは昔から存在している、でも「陰」であるがゆえにずっと
人々の脳裏から忘れ去られている開運法です。

Androidアプリ
シンプル月齢ウィジット　無料

iPhone iPadアプリ
Moon Calendar  有料

Android/iPhoneアプリ
日めくり　無料
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