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募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

キングスウェイ
税理士/
専門コンサルタント シンガポール 応相談

会計事務所、金融機関などでののコーポレー
ト業務経験（日系顧客M&A組織再編、企業調
査、各種コンサルティング等）。CPA保持者尚
可。ビジネスレベルの英語。

RGF 香港営業/物流・倉庫 22K香港/九龍
大手物流企業での営業職。新規顧客開拓およ
び既存顧客のフォロー、運送対象物のチェック、
見積もりと提案、各種税関業務、フォワーダーと
の連携。経験のない方でも考慮。

RGF 香港企画・管理・経営関連/
家電・AV機器 30K～50K香港/九龍

大手電気機器の香港法人にてのジェネラルマ
ネジャー職。香港法人のマネジメント、物流、会
計、人事、総務管理。

キングスウェイ営業/専門商社 深圳 ～30K
5年以上の電子部品関連営業経験者。プリン
ト基板の日系既存顧客および新規営業。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、または中国語。

キングスウェイ顧客サポート/
通信販売・ネット販売 香港/九龍 ～18K

日本人顧客からの商品に対する問い合わせ窓
口、出荷手配、在庫管理。顧客対応経験者、就
労可能なビザ保持者。広東語、英語のいずれ
か。

キングスウェイ物流/倉庫 ～25Ｋ香港/九龍
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。

キングスウェイ事務系関連職/繊維 ～27Ｋ香港/九龍
5年以上の役員秘書経験。日本人役員の秘書
業務全般、出張手配、会議アレンジ、会議資料
作成、経費処理など。ビジネスレベルの英語及
び広東語。

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尚可（未経験可）。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。

キングスウェイ編集/広告・出版・印刷 香港島 ～35K
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。

RGF 香港購買/専門商社 23K～25K香港/九龍
大手自動車部品商社にての購買業務。英語ビ
ジネスレベル、長期にて海外での勤務を考え
ている方。

キングスウェイ購買/
半導体・電子・電気機器 香港/九龍 ～35K

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。

RGF 香港生産管理/繊維 香港/九龍 20K～25K
アパレル専門商社にての生産管理職。工場と
の折衝、価格管理、納期管理、中国、東南アジ
アへの出張。経験者優遇。

生産管理/電気機器 深圳/羅湖 インテリジェンス
深圳～RMB20K

PC周辺機器やデジタル関連機器メーカーに
て生産管理スタッフを募集。1）生産管理経験
者　2）ビジネスレベルの普通話

営業担当/樹脂 深圳/福田 インテリジェンス
深圳応相談

日系商社にて営業担当を募集。1)2年以上
の営業経験 2)社内コミュニケーションレベル
の普通話。樹脂業界での営業経験のある方
なお可

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/旅行・観光 広州 RMB11K～

日本人顧客対応、旅行案件企画、日系企業向
け営業、イベント関連業務など。1)2年以上の
社会人経験（業界不問） 2)旅行業界やサービ
ス業界に強い興味のある方

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。

香港島 ～19K キングスウェイ顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問

3年以上の事務経験。日系顧客窓口業務。金融
商品購入に伴う事務処理。入力作業、コミュニ
ケーションレベル以上の英語。

キングスウェイ翻訳/証券・投資銀行 香港島 ～23K
2年以上の金融業界経験。翻訳、通訳経験者
優遇。各種金融リポート、記事等の翻訳サポー
ト業務（英・日）金融用語等に明るく、日本語の
語彙の豊かな方。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。

香港

香港
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香港＆広東

テンプスタッフ
香港事務系関連職/金融 香港/香港島 15K総務および簡単な経理業務。経験不問。英語

または北京語日常会話レベル。

テンプスタッフ
香港

事務系関連職/
繊維・アパレル 15K～25K香港/九龍 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。

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

テンプスタッフ
香港

事務系関連職/
広告・出版・印刷 香港/香港島 18K営業アシスタント業務全般。顧客同行訪問お

よび出張対応要。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
広州

技術系専門職/
家電・AV機器 南京 応相談

TFT-LCDパネル及びモジュールプロジェク
トの工場立上げ。液晶メーカーでの管理経験、
生産工場立上げ経験者、中国語ビジネスレベ
ル。

テンプスタッフ
広州設計/家電・AV機器 応相談南京

TFT-LCDパネル及びモジュールプロジェクト
設計・開発。アモルファス液晶、モジュールの設
計・開発の経験者、中国語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
広州営業/建設・土木 RMB15K深圳或いは

広州
新規開拓営業、受注後のサポート、見積もり、
デザイン打ち合わせ。営業経験ある方、北京語
できる方尚可。

テンプスタッフ
広州生産管理/メーカー RMB

15K～30K深圳 生産管理、製造技術全般。生産管理・製造技術
経験者、北京語日常会話レベル。

テンプスタッフ
広州営業/建設・土木 広州 RMB10K

日系企業向けの営業活動、施工済み企業へ
のフォローアップ業務。明るく、人付き合い
が好きな方。営業経験ある方・北京語できる
方尚可。

テンプスタッフ
香港

IT関連技術職/
ソフトウェア・情報処理 20K香港/九龍 金融機関向けソフト開発。その他プロジェクト

対応。

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 香港/香港島 35K～45Kビジネスコンサ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。

金融/その他 香港 RGF 香港20K～30K
オンライン証券企業にてのカスタマーリレー
ションの募集。金融業界経験者歓迎、未経験で
も考慮。

サロン/
エステティック・美容・理容 香港 RGF 香港20K～25K

美容カウンセリング、サービスや料金体系の提
案、予約管理、スタッフ調整、実際の美容サー
ビスの提供。経験不問、トレーニング有。美容
業界に興味のある方歓迎。

RGF 香港サロン/
エステティック・美容・理容 香港 30K～35K

マネジャー、店長としてお店の管理、マネジメン
ト。スタッフの管理、トレーニング及び、月次、週
次、日々の数値管理。売り上げ拡大の為の戦略
構築。経験者採用、7年以上の経験。

RGF 香港営業/不動産 上海或いは
北京 RMB20K大手総合デベロッパーにて日系企業向けの営

業。ITバックグラウンド、北京語堪能な方歓迎。

RGF 深圳新規開拓営業/
物流・倉庫 深圳 RMB

10K～15K

日系物流企業にて、日系会社向けの新規開拓
営業担当者を募集します。中国語は簡単な日
常会話レベル以上、英語はメールの読み書き
レベルが必要。社会人経験2年以上は必須。

広州 RMB
10K～20K RGF 広州営業マネジャー/商社

電子部品、電子材料等の営業。中国語ビジネ
スレベル必須。営業経験5年、液晶関連、LED
関連、電池関連の業界経験者歓迎。

RGF 広州営業職/物流 広州
RMB

10K～20K
前後まで

業界大手の物流会社にて日本人担当者。担当
業務は日系企業（ルート先は決まってます）向
けに国際物流、国内物流サービスの日常業務
対応。広州市内に複数の倉庫有り、倉庫での
顧客対応等。

RGF 広州ITインフラネットワーク
技術者/IT関連 広州 RMB

20K～35K

日系自動車及び部品会社にCADCAMソフ
トを販売している会社。CADCAMソフトを
運用される開発設計センターのお客様に
CADCAMアプリケーションのみならずインフ
ラ、ネットワーク構築、保守メンテナンス。広州
拠点にもインフラ、ネットワーク関係のSE必要。

香港＆広東

テンプスタッフ
香港

営業/
フードビジネス（総合） 香港/九龍 20K～30K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。



　1位の「理不尽CS、巨人が負けたら変わるのか」は野球評論家・広澤克実氏のコラム。勝率5割
を切るチームでも日本一になり得る、というクライマックスシリーズを鋭く批判した記事です。ま
た、住宅取得に関する「実務家が教えるフラット35のデメリット」が2位だったほか、7位もマイ
ホーム関連の記事。消費増税を前に関心が高まっているようです。10月12日～18日によく読まれ
た記事を紹介します。
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理不尽CS、巨人が負けたら変わるのか（広澤克実） （13日）

実務家が教える「フラット35」のデメリット （15日）

（3）黒田・イチローの扱いは…再建策急ぐヤンキース （12日）

（4）パソコン世界一　レノボ襲う盛者必衰のジンクス （16日）

（5）アップル、新型iPadが負うシェア挽回の重責 （17日）

（6）ファストリ、「姉妹」は国内ユニクロを助けるか （15日）

（7）20年で300万円　マイホームは所有するだけでコスト （12日）

（8）「金の時代は終わり」　有力アナリスト発言の衝撃 （14日）

（9）詳しくは電子版をご覧ください。

（10）注目に値する日本の女子高生とおばあちゃん（FT） （16日）

香港＆広東

読まれた記事ランキング
10月12日～10月18日
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マリコ：「そうなんですね。これからクラウドを採用する企業が増えて
きそうな予感がしてきました！」
広州のタムラ：「なるほど。彼女の二重化もいわゆるリスク回避です
かね？」
カメヤマ先輩：「う～ん。いつでも彼女がいる状態を維持したいなら
二重化も…。」
マドンナ・フジコ：「でもばれたらそれこそ修羅場、逆にリスクを増や
しているんじゃない？」
広州のタムラ：「あれ？ってことはクラウド化する事でリスクも増えた
りするんですか？」
岩石先輩：「相変わらず何も勉強してないのな…」

Solution
がんばるマリコのIT素朴な疑問
　物価の高い香港の一般人たちは共働きでないと生活できない。
そんな生活環境の基盤を支えているのがメイドさん。子供ができた
共働き夫婦は通常フィリピン、インドネシアからのメイドさんを雇
う。彼らがいるから安心して共働きができているのだが。

マリコ：「フジオ部長、今日はなんか元気がないですね。何か悩みで
もあるんですか？」

ダンディ･フジオ部長：「いやー、明日メイドを解雇しなくてはならな
くてね。三年くらい働いてくれたから即日解雇はさすがに精神的に
つらいんだよね。それとメイドがいなくなると子供の世話の負担が
グッと増える。」

マリコ：「そうなんですか？でもフジオ部長の家、確かメイドさん二
人いたんじゃありませんでした？」

ダンディ･フジオ部長：「そうだけど、ウチは双子、まだまだ小さくて言
うこと聞かないし、幼稚園の送り迎えとか習い事で電車に乗ったり
街中に連れ出さなければならないときはまだ一人のメイドでは二
人に目が配れず危なっかしいんだよね。」

マリコ：「あらら、大変ですね～。でも、ちょっと過保護ではないんで
すか？」

ダンディ･フジオ部長：「そうなんだけど。私も一人で二人を連れて外
出したときなんか目を離すとすぐ見つからなくなるのでやっぱりそ
れをメイドに任すのは不安かな。でももしメイドが一人の状態でや
められたら私が会社を休んで面倒見ないといけないときもでてくる
のでそういう意味では二人が一人になっただけだから助かった
よ。」

マリコ：「二人いると万一の事態に備えられますね。（その分出費が
大変そうだけど。。）」

（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：「あれあれ～？どこかで聞いた話しですね～。これは
いつも我々がお客様に提案している二重化のことではないです
か？」

今更聞けないITセキュリティの常識
『二重化で万が一に備えよう』

マリコ：「どいういうことなんですか？」
カメヤマ先輩：「つまり業務のITへの依存度が高まるにつれITシステ
ムの二重化の必要性が言われてるんだ。それをもちろん我々もお客
様に理解してもらうよう啓蒙してるんだ。具体的には会計システムな
どが動かしている業務基盤となるサーバーの二重化、つまりサー
バーが壊れてももう一つのサーバーに移して業務を継続するように
することだね。パソコンなんかでもいまや無くては仕事にならない
ので、スタッフ数分のパソコン台数でなく、+1～2の代替パソコンが
あれば壊れたときにすぐデータを移して業務を継続できるよね。」

マリコ：「なるほど～」
マドンナ・フジコ：「あと日本でも震災後にITセキュリティの理解が高
まって、ネットワーク機器の二重化、バックアップデータの二重化、
ひいてはビル電源、さらに場所の二重化にまで対応しようとする動
きがでてるのよ。」

マリコ：「それでは企業はどうすればいいんでしょう？」
ダンディ･フジオ部長：「最近そこらじゅうで聞くようになった”クラウ
ド”という言葉があるよね。簡単に言い切ってしまうと、自社にサー
バーなどIT機器を置かず耐震設計や二重の電源装置をもつデータ
センターなどの施設に移設して地震や洪水など万一の時でも業務
運用を継続する体制のことだね。」

カメヤマ先輩：「そう、クラウドは次のようなメリットがあり、セキュリ
ティーをより重視する国々では大きなトレンドとなってるんだ。主に
は次の3つがポイントだね。」
（クラウドが広まってきている理由）
１．「災害時の復旧対応が容易」・・・事業継続性
　 （地震がおきても影響なし）
２．「システムの性能を柔軟に変更可能」・・・拡張作業効率化
 　（スピード遅くなったから性能のいいサーバーにしよう）
３．「運用コストの低減」・・・運用要員配置不要
　 （大企業で運用要員がたくさんいる場合）

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

（Ĺ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
『メイド二人雇うのと同じで二重化もまずリスクを吟味
し費用対効果の見極めが大切。』

香港＆広東香港
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広東

香港＆広東香港＆広東

第6回  

筆者のプロフィール：
斉藤 雄久(たかひさ)
1962年1月東京都葛飾区出身、1994年12月よりベトナム滞在。
日系コンサルティング企業AIC Vietnam Co.,Ltd代表として、主に日系企業の進出、進出後のサポートを行っている。
同社は本社をハノイ、支店をダナンに置き、複数の日本人が駐在。
ご連絡は、infor@aic-vietnam.comまでお気軽にどうぞ。

Let us be part of  your success

AIC VIETNAM CO., LTD 「雇用契約について」
　今回はベトナムにおける雇用契約に関して、今年5月１日に
施行された新しい労働法に基づき解説します。
●雇用契約の種類
　労働法の第22条に基づき下記の通りとなります。
①無期限契約
　・この契約は定年（男性60歳、女性55歳）までの契約です。
②有期限契約
　・契約期間は12か月～36か月。
　・この契約の更新は一回に限定されます。よく誤解されます
    が、更新が一回という事は、三回目の契約（試用期間契約
    を除く）を締結する際には、無期限契約を意味します。
③季節的な業務、特殊な業務
　・契約期間は12か月未満。
　ただし、外資企業においては、あまり一般的に使われない契
約です。
　契約期間の終了日後も被雇用者が継続して就労しており、終
了日から30日を経ても、新たな雇用契約が締結されない場合、
それが有期限契約の際であれば、雇用者は無期限契約を、季
節的な業務・特殊な業務契約の際であれば、24ヶ月の有期限
契約を締結する義務があります。これは、うっかりしていたでは
済まない、大きなリスクですので、ご注意ください。
●雇用契約書
　記載が義務付けられる内容は、労働法第23条に基づき下記
の通りとなります。
　新しい労働法により、記載内容に追加が発生し、また機密の
保護についても新たに補則されました。

①雇用者・または法的代表者の氏名および住所、被雇用者の
　氏名・生年月日・性別・住所・身分証明書の番号、職務と勤務
　場所、雇用契約の期限、給与額・給与支払いの形態と期限・
　諸手当など、昇給制度、勤務時間・休憩時間、被雇用への労
　働保護具・設備の提供、社会保険と医療保険、職業訓練・職
　業技能水準の向上。　　
②被雇用者が営業上・技術上の機密に直接関わる業務を行な
　う場合、雇用者は保護すべき内容・期間、非雇用者が違反し
　た場合の権利と賠償に関して、被雇用者と書面による合意を
　締結する権利を持てるようになりました。
●試用期間
　試用期間は、労働法第26条に基づき下記の通りとなります。
①日数
　・短大以上の専門技術が必要な職務の場合には、60日を超
　 えない。
　・職業訓練校、専門学校、技能を持つ作業員、経験を有する
　 事務補助職が必要な職務の場合には、30日を超えない。
　・その他の場合には、営業日で6日を超えない。
②試用期間中の給与は、本採用時の85％程度に設定できます。
　なお、旧労働法ではこれは70％でした。
③試用期間中の業務について満足できない場合、雇用者・被雇
　用者ともに、事前通告、補償を行なう義務を持たず契約を解
　除する権利を持ちます。
　なお、試用期間が終了した場合には、定められた期間中の契
約解除は、解雇事由などの特別な場合以外はできません。

●雇用契約の形式
　労働法第16条に基づき、下記の通りとなります。
①雇用契約書は書面により2部作成され、それぞれ1部を雇用
　者、被雇用者が保管することになります。
②試用期間や期間3ヶ月未満の一時的な業務ついては、法的
　には書面による契約書が不要で、口頭での契約だけでも構
　いません。ただし、外資企業の場合には、このような場合も雇
　用契約書を締結しておく方が安全です。
●雇用契約書の原語
　これは労働法には規定がありませんが、雇用契約書の原語
はベトナム語が正、外国語が副となります。外国語のみの雇用
契約書は無効となりますが、ベトナム語と外国語を併記するこ
とは可能です。ベトナム語が正となる理由は、社会保険等の行
政手続きの際に、必要な書類でもあるからです。
●雇用者が禁止される行為
　労働法第20条に基づき、下記の通りとなります。
①雇用者が被雇用者の身分証明書・卒業証明書等の原本を保
　管することは禁じられています。
②被雇用者の現金、その他の資産を預かる事も禁止です。
　日系企業では、通常このような事は行なわれていませんが、
ベトナム企業ではよくある事例のため補則されたと考えます。
実際にベトナム企業から転職してきた人事・総務の担当者が、
こういった事をすべきと提案してきた話を聞いた事があります。

香港
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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www.pocketpage.info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。）

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

毎日稽古できる
空手道柳心会道場ご案内

銅鑼湾、太古、ワンポー、ミッドレベル、
沙田など15箇所。【1ヶ月無料体験実施
中】幼児クラス・初心者クラス・一般クラ
ス・子どもクラス・女子会馬鞍山道場オー
プンしました！！
ウェブ：www.gojuryu.org.hk
電話：(852)2891-2177
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ネイルレッスン始めました☆
羝约㌲(クオリーベイ)の自宅一室にてネイ
ルレッスンを始めました。セルフネイルに
ご興味がある方、好きな時間に無理なく個
人レッスンを受けてみませんか？ジェルネ
イル初心者の方、大歓迎です。自宅サロン
ですので、静かな場所＆ゆったりとした雰
囲気でレッスンを楽しんで頂けます！また
、通常のジェルネイルのご予約も承ってお
ります。 お気軽にお問い合わせください。
電話：(852)9684-0660(ゆりえまで)
営業：月曜日～土曜日
（午前10時～午後19時）
 定休日：日曜日
ウェブ：ameblo.jp/chicchicknails/    
最寄り駅：Quarry Bay(羝约㌲)駅改札口A
を出て徒歩1分

香港在住若手交流会
香港在住若手交流会の参加資格に年齢
制限はなく、自分は今でも若手と思ってい
る方は、どなたでもご参加頂ける会となっ
ております。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。奇数月の隔月開催です。お気軽
にお問い合わせください！宴会本部長より
メール：kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集
「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、平日の午後7時30分から集
います。経験不問・登録料などいっさい
ございません。～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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ジョン・レノン募集！
日本人ビートルズバンド、T H E 
BROADWOODSではジョン・レノンを募
集しています。バンド経験者に限ります。
練習は月に2回程度。
電話：(852)9468-3745　尾野まで　
メール：onodesign@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

卓球サークル
土曜日午後3時頃から、チムサーチョイ（尖
沙咀）のクーロンパークでやっています。
初心者の集まりですが、みな熱意はあり
ます。ご一緒にいかがですか？新田
電話：(852)6601-2910
メール：rodico88@gmail.com

事務スタッフ募集
医療サービスを行っている会社です。パー
ト1名を募集します。難しい仕事ではあり
ませんが、広東語、英語が日常会話程度
できる方を希望します。月曜日から金曜
日まで、なるべく長い時間働ける方。詳
細についてはメールまたは電話でお尋
ねください。
メディポート　堀　(852)2577-1568　
hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集ます。条件：幼稚園教論資格＆
ワーキングビザ有 
電話：(852)2567-9848
ウェブ：www.tanpopo.edu.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プ レスランゲージセンター
日本人コンサルタント急募

カスタマーサービス、事務等。丁寧な電
話対応マナー要。
広東語話者優遇。バイリンガルでキャリ
ア志向が高く、詳細に気が配れる方。PC
スキル要。英語のカバーレターと履歴書
を以下まで：preslanguage@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

パートさん・職人さん大募集
銅鑼湾内で移転してリニューアルした日
本食レストランの湖舟では、パートさんと
職人さんを大募集しております。あなた
に合った働き方や、詳細は面談で相談
できればと思います。パートさんは主婦
の方や、ワーキングホリデーの方も歓迎
です。職人さんは生の鰻が裁ける方を
歓迎します。まずは、お気軽にお問合せ
ください。
電話：(852)9867-8236　袖山まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集！
上環、湾仔と尖沙咀3店舗があるラーメン
屋「無敵家」では、日本語できるホールス
タッフを大募集しております。どんな国
籍でも歓迎。パートタイムからフルタイ
ムまで、勤務地や給料等は応相談です。
お気軽にご連絡をください。
電話:(852)2815-5322、(852)6922-6656 
Sallyまで(日本語可)
メール：sally.manhorn@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～セントラル紳士靴専門店スタッフ募集～
職務：店頭販売及び関連業務。高級紳士
靴についての知識と理解を深めること。
丁寧な顧客対応。出張あり。
資格：高等学校卒業。2年以上の就業経
験。日常会話程度の日本語、英語必須
待遇：月給10K～12K。毎月報酬及びボー
ナスあり。年末ボーナスあり。業務成績
によりその他の報酬あり。毎月社員特価
販売あり。10時から20時まで。週5日また
は6日、シフト制。詳細は関Mr. Victorまで
お問い合わせいただけます。
メール：jobs@tassels.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本語・普通話・広東語講師募集中

ジオスランゲージセンター（セントラル・
ホンハム校）では、自分の母語を外国人
に教えた経験を持ち、教師資格とビザを
お持ちの方を募集しています。詳細は面
談にて。まずは履歴書を下記までお送り
ください。
電話：(852)2504-0220
メール：info@geoshk.imsbiz.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、営業スタッフを募集し
ています。日本語で営業可の香港人、広
東語又は英語で営業可の日本人（ビザ
サポート不要の方）香港不動産ライセン
ス保持者尚可。勤務地：西湾河 お気軽

にお問い合わせ下さい。
メール：info@sanpou.com.hk
電話：(852)2566-0155
モテギ/Ms Tong まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

らーめんチャンピオン
ジョーダンMTR地下のらーめんチャンピ
オンにて、ホールスタッフ、マネジャー。その
他オフィスでの仕事も有。
電話：(852)2377-9944
担当：タカシ（takashi）
メール：takashi@komarsgroup.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本料理スタッフ募集
銅鑼湾にある日本料理「一杯屋」では、ホール
＆厨房スタッフを募集しております。パート、
アルバイト、主婦の方やワーホリさんも大歓
迎です。まずは、気軽にご連絡を下さい。
電話：（852）6436-0425　黄まで
メール：yipaiyahk@delicious-int.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集
日本語を使いながら中環でお仕事しま
せんか？ホール・調理補助など。詳細は
下記までお電話ください。
電話：(852)9367-7705（沙羅まで）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集中！
香港で1984年創業のラーメン屋【一平
安】では、元気で明るいホールスタッフ
を募集しております。経験や語学は問い
ません。パートアルバイトも可。ワーホリ
の方も大歓迎です。勤務地は応相談。ま
ずはお気軽にお問合せください。
電話：(852)2722-4826
尖沙咀エナジープラザ店・山本
hr@ippeian.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語の話せる
ホールスタッフ、大募集！

白木屋、笑笑では日本語の話せる、明る
く笑顔の素敵な方を募集しています。経
験、国籍は問いません。広東語を学びた
い日本人の方や、日本語を学びたい香
港在住の方からの御応募をお待ちして
います。応募、問合せは佐藤まで。
電話：(852)6255-7901
メール：satou@shirokiya.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
急募！営業・管理職を探しています！

炮台山駅（フォートレスヒル）すぐ近くの
香港オフィスで、商品の仕入れや日本へ

の輸出業務を行っております。①フルタ
イム：2～3年以上の職歴。英会話(日本
語)能力。
上記を満たしていれば男女問わず大歓迎！
やる気を重視致します！
＊報酬：面談の上決定
①パートタイム：2～3年の職歴。ビジネ
スレベルの英会話力。
明るくて真面目な性格の方。
＊時給HKD60～。
履歴書送付頂き、スカイプで面接を行
いますので、
まずはお気軽にお問合せください。
(81)439-71-0066
ohno@lifis.co.jp(大野)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
コーズウェイベイ（銅鑼湾）のダイニングバー
(Sowelu)ではスタッフを募集しています。勤務
時間・曜日は応相談です。詳しくは小泉まで。
電話：(852)2777-1171
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

販売パートスタッフ募集
銅鑼湾そごうの地下食品売り場にて精
肉販売のお手伝いをして頂ける方を募
集しています。勤務時間及び時給応相談。
就労ビザはこちらにて手配します。まず
はお気軽にご連絡下さい。
電話：(852)9090-1721　西村まで 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人コンサルタント急募
佐敦にある語学学校では日本人コンサ
ルタントを募集中。カスタマーサービス、
受付、事務等。PCスキル要。丁寧な顧客
対応マナー要。広東語もしくは北京語能
力がある方。土、日勤務不要。ビザサポー
ト不要の方。ご興味ある方は履歴書を以
下まで。
メール：admin@streamwisdom.com
電話：(852)3520-2329　林まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北/広/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
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

ホールスタッフ募集
セントラル（中環）の日本料理店枡では
フルタイムで入れるホールスタッフを募
集しています。日本語でお気軽にお問い
合わせください。
電話:(852)2537-7787（Ms. Rabina）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
セントラル（中環）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。

☆香港稲門会クリスマス会のお知らせ☆
香港で最も大きいといわれる自然木の
ツリー点灯式を体験できる「香港カント
リークラブ」にて、クリスマス会を開催し
ます。当日は、大人も子供も楽しめるアト
ラクションや、様々な豪華景品を多数ご
用意しております。ご家族・ご友人とご一
緒に、また、お一人で参加の方も多くい
らっしゃいますので、ぜひお気軽にご参
加ください。

メンバー募集

求人

イベント告知

クラス

香港クラシファイド

｢香港労働法｣について
　　　　  インテリジェンス飯泉氏講演
　10月11日、ワンチャイ（湾仔）で開催された香港和僑会。今回
はインテリジェンスSMCコンサルティング董事長の飯泉雅明氏
が語ってくれた。飯泉氏は1993年東南アジア初となる日系人事労
務コンサルティング会社STAFF MANAGEMENT CONSULTANCY 
LTD.を設立し代表に就任。他の数々の系列会社の立ち上げに
も携わり、2011年人材総合サービス会社の（株）インテリジェン
スと経営統合しグループ会社となり現在に至る。香港、華南、
華東地区合わせ650社を超える日系メンバーシップ制人事労
務のコンサルタントや、多数セミナー講演も務める人事労務
領域サポートで数多くの実績を残す人物だ。

　テーマにある通り、香港における労働時の禁忌事項や対処
法などをユニークな事例をもとにクイズ形式でわかりやすく

解説。特に身近な問題である経営者ばかりでなく、普段労働法
にあまり触れる機会の無い教師や学生といった他の多くの参加
者達にとっても興味深く、あっという間の1時間であった。

　主な内容は「差別」、「雇用契約」、「懲戒解雇」、「最低賃金」、
「労使紛争の解決手段」などについて。今日、明日の問題に直結
するテーマだけに参加者も皆真剣な様子だ。懸命に耳を傾け、
メモを取る姿勢が見受けられた。例えばこんな具合だ。例題①
面接の際、面接官の前にスカートをはいた男性が現れた。それ
に対し面接官は面接を中止。さて、この面接官のとった行動は正
しいかどうか？や、例題②大事な商談に来たお客様にお茶を出
すよう秘書に指示。それに対し秘書は｢私の雇用契約にはお茶
を出すことは書いていない｣とこれを拒否。さて、この秘書を懲

主催：香港和僑会
電話：(852)6850-9300
フェイスブック：
www.facebook.com/hkwakyo

戒解雇にできるかどうか？といったユニークな問いが各項目ごと
に出題された。日本とは違う香港の労働法に参加者は皆強い関
心を示し、時に予想外の法内容に驚く場面も多数見受けられた。

　飯泉氏は早稲田大学を卒業後、外資系保険会社AIUに入社。
その後海外勤務を志し転職。すぐに香港行きを告げられる。はじ
めは全く保険が売れず、香港での保険のセールスの仕事に大変
な苦労をしたそうだ。そんな時に考え出した苦肉の策が人事労
務コンサルティングであったという。氏がモットーとして掲げる
無私、誠実の言葉のとおり、参加者からの質問に答える姿勢にそ
の人柄が見受けられた。終始和やかな雰囲気のまま講演は終わ
り、質疑応答へと移っていった。

インテリジェンスSMSコンサルティング董事長　飯泉雅明氏インテリジェンスSMSコンサルティング董事長　飯泉雅明氏 会場は和やかながらも皆真剣な様子会場は和やかながらも皆真剣な様子



ライフ（香港・広東共通）

15Pocket Page Weekly 01 November 2013 No. 407
B

深圳

深圳

グランドプロムナード/嘉亨湾 (Tower 1 高層階 Flat B)

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm1003, 10/F.,Marina House,

68 Hing Man Street, Sai Wan Ho, H.K.

(852) 2566-0155

Rm1003, 10/F.,Marina House,

68 Hing Man Street, Sai Wan Ho, H.K.

(852) 2566-0155

Rm1003, 10/F.,Marina House,

68 Hing Man Street, Sai Wan Ho, H.K.

(852) 2566-0155

（物件名） ザ・オーチャーズ　逸華園　(Tower 2  高層階　Flat A)
（所在地） タイクー（太古）
（間取り） 3LDK+S   1,034s.f （実用827sqf)　バルコニー付き
（室　内） 家具・家電付き、日本語BS放送、全海景
（環　境） MTRタイクー（太古）駅・AEON近接、クラブハウス完備
（備　考） タイクー（太古）で一番人気のマンション。
（月　額） HKD43,000　（管理費、税金込み）

（物件名） グランドプロムナード 　嘉亨湾 (Tower3  超高層階)
（所在地） サイワンホー（西湾河）
（間取り） 3LDK 912s.f (実用674sqf) 　バルコニー付き
（室　内） 家具・家電、シャワートイレ付き、高層階、眺望抜群の海景
（環　境） 大型クラブハウス完備、MTR西湾河駅近接、
 日系スーパーAPITAへ徒歩10分弱
（備　考） マンション下層部はバスターミナル、ペット可マンション、
 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！
（月　額） HKD23,000 (管理費、税金込み) 

（物件名） レイキンワン　鯉景湾  （店舗物件）
（所在地） サイワンホー（西湾河）
（間取り） 面積 800sqf
（室　内） 家具・家電付き、日本語BS放送、海景
（環　境） 海沿いオープンエアーのレストラン街並び・グランドプロムナード隣接
（備　考） SOHO EASTにあり。
 現状空き・前テナント日本料理店・詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
（月　額） HKD80,000　（交渉可）

レイキンワン/鯉景湾  （店舗物件）

ザ・オーチャーズ/逸華園(Tower 2 高層階Flat A)
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Property Agency List

日系不動産代理一覧
Property Agency List

日系不動産代理一覧

広東

広州

トロント不動産 TEL (852) 2882-1922

14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., Causeway Bay
スターツ  TEL (852) 2836-0760

Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,
463-483 Lockhart Rd., Causeway Bay
第一不動産 TEL (852) 2885-7711

Rm. 709, 7/F., Kornhill Plaza-Office Tower,
1 Kornhill Rd., Quarry Bay
三宝不動産  TEL (852) 2566-0155

Room 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

Room A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2,
28 Jardine’s Crescent, CWB
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

広州市天河区天河北路233号
中信広場1205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 
広州カジワ不動産 TEL (86) 20-3880-5837

広州市天河区体育東路140-148号南方証券大厦1013-1014室
ミドリ不動産 TEL (86) 20-3868-3090

広州市天河区林和西路167号威尼国際1601室
ABC不動産 TEL (86) 20-2605-8666

深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階B
ジュノー不動産 TEL (86) 755-8217-1880

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室
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
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
深圳カジワ不動産 TEL (86) 755-2391-7261

深圳市福田区彩田南路3069号星河世紀大廈A座2411室  

香港&広州
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　第5回キヤノンフォトマラソン2013香港が10月6日、香港コンベンション＆エキシビションセンターで開催
された。コンテスト開始の笛が鳴ると同時に、1,300人を越える参加者が香港のあちこちに飛び出し、各自の
カメラで香港の写真を撮影しはじめた。同イベントは今年は「Shoot for Hong Kong」とスローガンに行われ
た。特別大賞を獲得した陸明毅さんは香港代表として2014年秋に台北で行われる「キヤノンフォトマラソン台
湾」へ出場する。
　3,800人の応募者から選ばれた1,300人の参加者は、撮影技術、創造性及び忍耐力を競い合い、制限時間
の11時間以内に与えられた3つのテーマに関する写真を撮影し自信作をそれぞれ提出した。
　今年はいずれの作品もレベルが高く、数回にわたる協議の末、たくさんの作品の中から最優秀及び香港
の風貌を独創的にとらえた金賞作品が選ばれた。テーマ「光･影･動」、「点･線･面」と「山･海･天」の受賞者は
それぞれ陸明毅さん、葉家銘さんと林錦堂さんである。
学生部門を新設
　一般部門とは別に、今年から学生部門が新設され、計100人以上の学生が参加した。参加総人数は1,400
人を越え、史上最大規模の撮影コンテストとなった。参加学生のほとんどは9月にキヤノン香港が開催した撮
影技術勉強会に参加しており、その時から大会へ参加するための準備を始めていた。参加者は中1から高3
の学生。「命」をテーマに、それぞれ2作品を提出し、最後は聖芳濟書院の李沢光くんが個人で金賞、德信中
学が学校賞を取った。
　「キヤノンフォトマラソンは撮影ファンに大好評のイベントで、今年の応募者は史上最大数に登った。また、
撮影文化を若者たちに広げようという想いで、今年は新しく学生部門を増設しました。カメラを通じて自我を
表現する良い機会になれば幸いです」と、キヤノン香港シニアディレクター&ゼネラルマネージャーの張立基
さんは言う。また、「キヤノン香港は今回のイベントを通じて、協康會の慈善事業に協力できて幸いです。」、と
もコメント。
環境保護、慈善事業
　毎年行われている同イベントの参加費用は、諸経費を引かず全額を慈善事業に寄付する。今年の寄付対
象である協康會は非営利の社会サービス機構で、自閉症・多動症・識字障害・発達遅延などを抱える児童や
青年をサポート、専門的な訓練・治療及び家庭支援サービスなどを行っている。今年はHKD197,210.88の参
加費用を寄付した他、「平等で調和された社会を作り、協康會の活動により貢献したい」という思いから、20
名の協康會メンバーもが招待された。
　また、キヤノンフォトマラソンは今年も引き続き環境保護に配慮し、イベント時に配出された二酸化炭素
を専門的に計算・評価を行ったうえで、排出権引取を利用し、CO2の削減に力を入れている。

キヤノンフォトマラソン2013香港
受賞者及び受賞作品の情報を
詳しく知りたい方は、
コンテスト公式サイト或は
フェイスブックへアクセスしよう！
www.canon.com.hk/photomarathon2013
www.facebook.com/CPM.HongKong

香港香港

陸明毅「光・影・動」

林錦堂「山･海･天」

葉家銘「点･線･面」
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無邪気な天使の歌声で恋に落ちよう
Vienna Boys’ Choir
featuring City Chamber Orchestra of Hong Kong

無邪気な天使の歌声で恋に落ちよう
Vienna Boys’ Choir
featuring City Chamber Orchestra of Hong Kong

香港&広東

　世界で最も古い少年合唱団の一つである、「ウィーン少年合唱団
(Vienna Boys’ Choir)」。15世紀、宮廷礼拝堂少年聖歌隊として創設
し、神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世の前にその美しい声を献上し
た。
　そんなウィーン少年合唱団が去る10月に、アジアで活躍している
オーケストラ「香港城市室楽団（CCOHK）」に迎えられ、一夜限りの素
晴らしい音楽を香港大会堂に奏でた。
　500年以上の伝統を受け継ぎ、合唱団は10～14歳の男の子しか加
入することができないという。約100名いる団員が4組に分かれて世界
中を巡って活動しており、当日来港したのはその中のひと組である。第
一部は、CCOHKが演奏するフランツ・ヨーゼフ・ハイドン（Franz 
Joseph Haydn）の「交響曲第26番（Symphony No. 26 in D minor, 
Lamentatione）」で幕を開けた。聴衆たちがCCOHKの演奏の酔いしれ
ているところに、ウィーン少年合唱団がヤコブス・ガルス（Jacobus 
Gallus）の牧歌「子らよ、ともに歌え（Pueri Concinite）」で登場。ヴォルフ
ガング・アマデウス・モーツァルト（Wolfgang Amadeus Mozart）の聖
体賛美歌「アヴェ・ヴェルム・コルプス（Ave Verum Corpus, K.618）」、

08.10.2013 19:30～
Hong Kong City Hall Concert Hall
Conducted by Oliver Stech & Jean Thorel
SET LIST
▲City Chamber Orchestra of Hong Kong
★Vienna Boys’ Choir
Franz Josef Haydn　▲
Symphony No. 26 in D minor,
Lamentatione
Allegro assai con spirit
 ‒ Adagio ‒ Minuet & Trio
Dirtrich Buxtehude
Cantate Domino
Jacobus Gallus　★
Pueri Concinite
Antonia Caldara
Edo Sum Panis Vivus
Antonia Vivaldi
Gloria in D, Rv589 (excerpts)
Gloria ‒ Laudamus te ‒ Quoniam
Wolfgang Amadeus Mozart
Dir, Seele de Weltalls, K.429 (468a)
Ave Verum Corpus, K.618
Arnold Schoenberg　▲
Notturno
Robert Schumann
Zigeunerleban, Op.29/3
Cesar Frank
Panis Angelicus
Pablo Casals　▲
Song of The Birds
Soloist: Artem Konstantinov (cello)
Zoltan Kodaly　★
Bergnacht. Hegyi Ejszakak I
Turot Eszig A Cigany
Carl Orff
O Fortuna (from Carmina Burana)
Two Austrian Folk Songs
Juchhe Tirolerbua
Und Wanns Amal Schen Aper Wird
Karl Komzal II　▲
Perpetuum Mobile
Josef Strauss
Feuerfest! (Fireproof), French Polka, Op.269
Johann Strauss, Jr.
Vergnugungszug (Pleaseure Train),
Polka, Op.281
AN Der Schoenen Blauen Donau (Blue Danube),
Waltz, Op.314
Eljen a Magyar (Hail to Hungry),
Fast Polka, Op.332
Encore
Metallica Arr. Latumbo Nothing Else Matters
Tritsch-Trasch Polka, Fast Polka, Op. 214

アントニオ・ヴィヴァルディ（Antonia Vivaldi）の「グローリア（Gloria in D, 
Rv589）」などの荘厳な宗教音楽で構成したコンサートの第一部では、
毎週日曜日に宮廷礼拝堂で行われるミサの演奏をするために結成され、
ウィーン少年合唱団の本来の姿を鑑賞することができた。
　第二部で味わったのはフォーク、ワルツなどのサービス精神旺盛な
15曲。フランツ・ペーター・シューベルトの「ノットゥルノ（Notturno）」
から始まり、ゾルターン・コダーイ（Zoltan Kodaly）の「ごらん、ジプシー
がチーズを食べている（Turot Eszig A Cigany）」など様々な名曲の中で、
最も拍手喝采を浴びた一曲はカール・オルフ（Carl Orff）の「おお、運命の女
神よ（O Fortuna）」だろう。運命の酷さを描いた歌詞だが、無邪気な男の子
が歌うことで一層特別な味わいが引き出された。また4名の団員がフォー
クの軽快な曲調に乗り、ダンスを披露した。コンサートの終盤では、広く
親しまれている「美しく青きドナウ(AN Der Schoenen Blauen Donau 
(Blue Danube), Waltz, Op.314)」や「ハンガリー万歳(Eljen a Magyar 
(Hail to Hungry),Fast Polka, Op.332)」で一旦幕を閉じ、アンコールでは
更に2曲を演奏して、満席の聴衆に感動を与えコンサートは終了した。
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香港スクール

MASS国際幼稚園
住所：1/F.,25 Tung Lo Wan Rd., Causeway Bay
メール：info@masspreschool.com
ウェブ：www.masspreschool.com
フェイスブック：Mass International Preschool

　基準の高い幼児教育を提供するMASS国際幼稚園。独特の教育制度を活かしながら園
児一人一人の個性を発掘し将来、学者や芸術家、またはリーダーとしての道を切り開いて
いけるよう、指導に力を注ぎ、また園児が自主的に学習に励めるように明るく、楽しく、思い
やりのある環境を作っている。経験豊富な日本人教師陣による指導と、入念に構成された
プログラムで社会性を学ぶことできるのも同園の魅力である。　

　MASS幼稚園日本語セクションではプレナーサリーの2歳児クラスがあり、2014年4月2日
時点で2歳になっている子どもから入園が可能。学費は午前と午後の部で月HKD5,850 (午
前と午後の部)と全日の部で月HKD8,300。また、2014年にスタートする幼稚園の年少クラ
スもあり、入園の申し込みは入園希望日の1年前から受け付けている。年度途中の入園も
空き枠がある限り、入園が可能で、随時受け付けているので問い合わせてみよう。

　5歳以下の日本語プレイグループもあり、園児が遊びながら楽しく絵本やゲーム、音楽な
どを通じて日本語を自然な形で身につけることができるプログラムを用意している。園児
にとって無理の無い教育方針で負担のかからない環境の中、楽しみながら学べるよう、設
備、教員の教育、そして安全な環境づくりにも力を注いでいる。

　言語に限らず、日常生活で必要な自己管理、礼儀、お互いの尊敬、そして自己能力なども
積極的に教育してくれる同園。入園は随時受け付けているので相談してみよう。

日本語プレナーサリー
対象：2歳児
　　 (2014年4月2日時点で2歳に
           なっている子どもから入園可能)
学費：午前／午後の部：HKD5,850/月
全日の部：HKD8,300/月

日本語たんぽぽプレイグループ
対象：6ヶ月から1歳半までの子ども
          （大人付き添い）
時間：1時間（月に4回）
学費：HKD1,100/月

日本語ひまわりプレイグループ
対象：1歳半から2歳半までの子ども
　　  （大人付き添い）
時間：1時間（月に4回）
学費：HKD1,100/月

日本語さくらプレイグループ
対象：2歳半から5歳までの子ども
          （大人付き添い必要なし）
時間：1時間（月に8回）
学費：HKD1,980/月

香港

香港香港
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