
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！

「2台持ち」なら
月1万円以上の削減も （3月24日）

イチローの残像、
元チームメートに今も強く （3月24日）

3位〜10位は・・・

弊紙10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 : http://pr.nikkei.com/overseas/
※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:HKPW2014]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 3月22日～28日

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

日経電子版で
毎週更新中！
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【銅鑼湾店】
TEL：2805-6211
Shop A, 16/F., Lee Theatre Plaza,99 Percival St., Causeway Bay



ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは

HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402
EMAIL: zets_pp@pocketpage.com.hk

香港 上海 香港

香港 香港

 元祖ベジポタ系ラーメンとして有名な「大福屋」の香港1号店。日本で
ガッツリ系ラーメンと知られる「野郎ラーメン」の同系列店で、日本と同
じ味の本格魚介豚骨ラーメンを提供している。セントラル（中環）の中
心部に店を構え、平日のランチタイムともなれば大勢の客が長蛇の列
を作るというほどの人気店だ。
　同店のこだわりは、豚骨スープに大量の野菜と魚介をじっくり炊き
込んだ濃厚魚介豚骨スープ。濃厚な豚骨スープと魚粉の相乗効果で、
後味は意外とさっぱり。とろとろのチャーシューとシャキシャキの野菜が
マッチして、一度味わうと病みつきになるほどパンチがある。
　もちろん豚野郎ラーメンも用意している。厚切りチャーシューが乗っ
て食べ応え十分。肉も麺も野菜もたくさん食べたいという欲張りな人は
迷わずこちらを選ぼう。また、日本らしい優しい味の餃子もあり、ビール
のお供にも大好評。

　ただいま、17時から19時の間にビールを注文すると、もう1杯無料
サービスというハッピーアワーも実施中！会社帰りの一杯にぜひ立ち
寄ってみたい。香港のジメッとした空気を、絶品ラーメンとキンキンに
冷えたビールで吹っ飛ばそう！

日本の味そのまま！
パンチの効いた濃厚魚介豚骨ラーメン

大福屋
住所：Shop C, G/F., Merlin Bldg., 
        32-24 Cochrane St., Central
電話：(852)2117-4123
時間：11:00～23:00 (L.O.22:30)

お腹もお財布も大満足
日本人経営の焼肉店が香港上陸！
　リーズナブルで美味しい日本人経営の焼肉店「金舌（きんたん）」。昨
年、チュンムン（屯門）とダイアモンドヒル（鑽石山）の2店舗をオープン
し、連日大勢の客で賑わっている。同店を運営するDining　Innovation
は、日本の汐留、赤坂、白金や恵比寿などに高級焼肉店を展開している
が、ここ香港でも日本品質で贅沢な焼肉を、しかももっと手軽な価格で
提供したいとの想いを持つ。
　オーストラリア和牛の牛タンや鹿児島直送の黒毛和牛を提供し、魚介
類や野菜ももちろんのこと、アラカルトもサラダからビビンバ、スンドゥ
ブ、コムタンラーメンやうどんまで豊富に取り揃えている。デザートは、
「焼き餅アイス」がイチオシ！焼いたお餅でアイスとホイップクリームを
包んでいただくと、アツアツのお餅と溶けたアイスが絶妙に口の中で広
がり、一度食べるとやみつきになること請け合いだ。また、焼肉には欠か
せないビールは、日本直送の樽サーバーから楽しめるプレミアムモル
ツ！さらに、ランチタイムには嬉しいセットメニューも10種類以上用意さ

れているので、気軽に立ち寄ることもできる。
　まるで日本にいるかのような雰囲気とおもてなしで、最高の時間を味
わうことができる「金舌」。今年はビジネス街にも進出予定とのことなの
で今後の展開にも期待しよう。

金舌　日本焼肉専門店
【屯門店】 
住所：Shop 2182, 2/F., Phase 1, Tmtplaza, 
       1 Tuen Shun St., Tuen Mun
電話：(852)2811-1650
【鑽石山店】
住所：Shop 311B, 3/F., Plaza Hollywood, Diamond Hill
電話：(852)2115-1980
時間：11:30～23:00 (L.O.22:30)
ウェブ：www.kintan.com.hk

香港トピックス
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香港 香港

今週の香港ピックアップ

ミシュラン料理をお腹いっぱい堪能しよう！
　今年のイースター休日は4月18日から21日までの4日間。この間に、普段は土曜日にし
か楽しめない「Duddlle's」のブランチはいかが。
　同店では、広々としたガーデンテラスを見下ろすサロンで、ミシュラン・スターのシェフ
Siu Hin Chi氏による料理をブッフェ形式のブランチで楽しめる。また、レストランではア
ラカルトのメニューもあり、子供にはイースターエッグのプレゼントも。洋食ブッフェに
飽きたら、広東料理もオーダー可能。ホカホカの点心、主菜、デザートまで楽しめ、こちら
はテーブルまで運んできてくれる。セットには飲み物も含まれ、こちらも飲み放題。高級
シャンパンが含まれるセットもある。ブランチは11:30～15:45。イースターホリデーに香
港滞在予定の方は、家族や友人と優雅なひとときを過ごしてみては。

Duddlle’s 都爹利會館
イースター・ブランチ

4月18日～21日

ファッションにも春がやってきた！
　香港に2店舗を展開する「Harvey　Nichols」は、イギリスの高級百貨
店。｢1つ屋根の下で幅広いファッションを届ける｣をモットーに、最先端
のブランド商品を香港で提供している。2014年春夏コレクションでは、
有名デザイナーはもちろん、注目の若手デザイナーも加わり、洗練され

たファッションの数々を披露。さあ春をス
タートさせよう！

Harvey Nichols Hong Kong
2014年春夏コレクション

harveynicholshkpress.com

Level 3, Shanghai Tang Mansion, 1 Duddlle St., Central
(852)2525-9191
11：30～15：45
duddells.co 

驚きのスマホ無料貸し出し！
　チムサーチョイ（尖沙咀）にある高級ホテル「ハイアット　リージェン
シー」が、宿泊者向けに、なんと無料でスマートフォンを貸し出すサービ

スを開始。香港内と一部の国際電話が掛
け放題、3G携帯からのインターネットア
クセスも使い放題というから驚きだ。お
得で嬉しいこのサービス、旅行者にはぜ
ひオススメだ！

ハイアット リージェンシー
新サービス開始

香港フィルハーモニー交響楽団
イヴァン・ヤナコフ

4月24日

凄腕ピアニスト演奏に酔いしれよう
　ブルガリア出身の世界的なピアニストとして活躍する｢イヴァン・ヤナ
コフ｣。これまでに数々の国際コンクールに入賞。ヨーロッパ各国を始め
アメリカ、日本などでリサイタルや公演を行い、世界的な舞台で活躍し

高い評価を得ている。現在では香港に拠点
を置く彼が、今回香港フィル交響楽団とタッ
クを組み4月24日にコンサートを行う。

Concert Hall, City Hall, 
5 Edinburgh Place, Central
20:00～
(852)2921-2840
HKD300、HKD200、HKD150、HKD100

18 Hanoi Rd., TST
(852)2311-1234
hongkong.tsimshatsui.hyatt.com

人気スイーツ店「petite Amanda」
そごう内に新店舗

本場フランスの味をご賞味あれ
　コーズウェイベイ（銅鑼湾）のそごうに「petite　Amanda」の新店舗が
オープン。同店は、有名モデルAmanda　Sが立ち上げたスイーツブラン
ド。シンプルで甘すぎないフランスのペストリーを提供している。様々な
種類のケーキをはじめ、本場のバゲットやクロワッサンなど、品揃えも豊
富。フランスのスイーツを食べたくなったら、ぜひ。

B2~15A 2/B., Sogo Mall, 
555 Hennessy Rd., CWB
日～金　10:00～22:00
土、祝　  10:00～22:30
(852)2833-4554
www.petiteamanda.com
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香港

キングスウェイは香港・中国において
人材と企業をつなぐベストマッチを目指しています
お気軽にお問合せください

URL: http://www.kingsway-hk.com
Kingsway Personnel Ltd キングスウェイ パーソネル リミテッド
Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza1, 489 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong
香港銅鑼湾軒尼詩道489號銅鑼湾広場一期16楼1606室
電話：(852)2110-4433  FAX：(852)2523-9133　E-mail：jpdept@kingsway-hk.com
担当：山本、久米、関根　営業時間： Mon-Fri 09:30-18:30

香港＆広東

香港＆広東

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 紹介会社募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

華南WORKS会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） 東莞

15K～18K
x13ヶ月/
18K～30K
x13ヶ月

(Managerクラス)

管理部門（会計財務）担当（マネジャー）。 会計
実務経験長い方。高学歴、会計、財務関連資格
ホルダー優遇。英語力。

華南WORKS技術系/メーカー
（機械・電気・電子） ３０K～５０K東莞

電源（スイッチングパワーサプライ）或いは制御
装置（インバータ関連）の設計ができ、製品評価
やPMCや生産部門など他部門と協調できるマ
ネジャー候補の日本人、その後に現地スタッフ
を雇用したい。

JAC 香港

専門職/金融・
保険・投資顧問 30K～40K

香港/香港島

大手金融機関のクレジットアナリスト、及び
大中華圏情報リサーチ。北京語必須、金融機関・
プロフェッショナルファームの就業経験、営業、
コンサルティング、リサーチ関連経験歓迎。

専門職/金融・
保険・投資顧問 応相談

大手投資銀行での日本株決済のスタッフ、及びマ
ネジャーレベル募集。スタッフレベルは日本株
取り扱い経験があれば決済経験は不問。営業、
トレーディング経験者も応募可能。

キングスウェイ
生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

香港/九龍 ～45K

服飾生地、ニット、および完成品の生産管理、
もしくは営業経験者。マネジメント経験尚可。
営業プレゼン、生産管理全般。アセアン諸国へ
の出張。ビジネスレベルの英語。

香港/香港島 25K～40K
＋応相談 香港WORKS

食材購買担当。海鮮系の食材購買担当。食材
調達、価格交渉、在庫管理。食材：刺し身、ホタ
テなど。

香港WORKS17K～20K香港/香港島
香港投資ファンドに関する顧客（日本人）の問い
合わせ対応、パンフレット郵送・説明、セミナーの
準備（書類）。英語必須。残業、顧客対応あり。

キングスウェイ応相談香港/九龍

5年以上のIT部門での経験。マネジメント経験
尚可。プロジェクトの企画、立案、推進、進捗管理。
社内ポリシー整備、構築。本支店との連携。
ビジネスレベルの英語。

キングスウェイその他/金融・保険 ～25K

3年以上の金融業界での経験もしくは翻訳経
験。英文株式レポートの日本語訳、日本語プレ
ゼン資料の英訳。パートタイム応相談。ビジネ
スレベル以上の英語。

香港/九龍

香港/香港島

～25K

実装技術経験者歓迎。プリント基板の受発注
フォロー、生産管理・出荷調整と管理、各種レ
ポート作成。華南地区への出張。コミュニケー
ションレベルの中国語。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 ～40K香港/九龍

5年以上の日系経理関連業務経験。連結決算
経験者尚可。月次会計レポート、各帳票の管理。
総務会計部門のスタッフ管理。ビジネスレベル
の英語。

生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

専門職/金融・
保険・投資顧問

25K～35K香港/九龍
オペレーションマネジャー。スタッフマネジメン
トやカスタマー対応。ECサイト運営業務：WEB
サイト更新。業者折衝業務等。

会計経理・経営管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

技術系（IT・通信）/
金融・保険

キングスウェイ
生産管理・
品質管理・購買/
専門商社・総合商社

香港WORKS

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

RMB
15K～18K深圳

営業担当、日系企業フォロー営業、新規対応
もあり。できれば印刷業界での経験者希望。
営業経験尚可、北京語必須、印刷業界経験尚可、
人柄重視。

華南WORKS

JAC 香港

専門職/金融・
保険・投資顧問

香港/香港島

応相談
外資系銀行のプライベートバンキングマネ
ジャーレベル、日本マーケット担当。経験必須、
日本語、英語必須、国籍不問。

JAC 香港
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 30K前後3年以上のIT系開発経験がある方。

JAC 香港営業・販売系/物流・倉庫 25Kまで香港/香港島
物流企業にて新規開拓・既存顧客フォローの
営業職。英語ビジネスレベル。シッピング経験
3年以上。

JAC 香港香港/香港島

JAC 香港会計経理・経営管理/
コンサルタント 香港/香港島 35Kまで会計事務所にて会計業務。公認会計士資格を

お持ちの方。英語ビジネスレベル。

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

25Kまで香港/香港島
金融関連企業にてカスタマーサービス職を
中心としてバックオフィス業務。何かしらの
金融関連業務経験ありの方。

サービス系/外食・フード 香港/香港島 JAC 香港25K～28K
日系外食チェーン店のオペレーションマネ
ジャー候補。海外における当該業務経験必須。

キングスウェイ

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

～20K香港/香港島

日本在住顧客へのカスタマーサポート業務
（入出金手続き、使用方法の問い合わせ、クレー
ム処理）、ファイリング、その他総務関連一般。
コミュニケーションレベル以上の英語。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東 香港＆広東

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

インテリジェンス
香港営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 応相談

日系法人顧客向けに国際物流パッケージの営業
業務。主にフォローアップ。週に1回程度の華南
地域への出張あり。　1)物流業界での営業経験
2)コミュニケーションレベルの普通話

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 25K～30K

電子部品や様々な商材を扱う商社にて、営業
マネジャー業務。工場との折衝・部下のマネジ
メントなど。　1)10年程度の関連業務経験　
2)部下のマネジメント経験　3)ビジネスレベ
ルの普通話および英語の読解能力

技術系（IT・通信）/
メーカー（化粧品・医薬品） 香港 JAC 香港25Kまで

自社サーバー及びWEBサーバーの管理、運営、
メンテナンス。自社プログラムの開発とメンテ
ナンス。自社PC、周辺機器の管理と設定。当該
業務経験者。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港 JAC 香港20K程度まで日系物流企業でのカスタマーサポート職。顧客
からの問い合わせ対応。出荷コーディネート。

JAC 香港専門職/コンサルタント 北京・上海 応相談監査法人での就業経験者。

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（化粧品・医薬品）

オセアニア 30Kまで
自社製品（薬品、食品用アミノ酸）の拡販営業。
幅広い地域・国での中期的な勤務可能性が
可能な方。英語・中国語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルティング

香港/香港島 20K～25K

会計監査･記帳・税務に関連する問い合わせ
窓口業務。クライアントとコンサルト間の調整。
1)5年以上の就業経験（業界不問） 2)ビジネ
スレベルの普通話　3)数字に強い方

香港/香港島 20K～25K インテリジェンス
香港

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

香港・華南地域・東南アジア地域を対象にクラ
イアントへの自社製品の提案営業、広告代理
店などとの折衝業務。 1）3年以上のB to B
セールス経験　2）ビジネスレベルの英語。
短期売り商品経験者歓迎

インテリジェンス
香港

営業・販売系/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 18K（応相談）

日系企業をメイン対象とした医療・保険サービ
スのフォロー営業。月に1・2回の華南地域へ
の日帰り出張有。　1)1～2年の営業経験　
2)ビジネスレベルの英語

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/九龍 30K～35K

電子部品の製造・販売を手がける日系企業にて、
LCDモジュール・電子部品・EMSの新規開拓
営業業務。　1)5年以上の電子部品業界での
営業経験　2) ビジネスレベルの英語

インテリジェンス
広州

RGF 香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） RMB25K広州

既存顧客フォロー、日本本社とのやり取り、
中国人営業社員との同行・教育業務　1）でき
れば5年以上の製造業営業経験者　2）ビジネ
スレベルの普通話

RGF 香港金融/金融・保険 25K～40K香港/香港島
日系銀行でのマネジャー職、、金融リサーチ、金融
規制調査。東アジアの経済情報、金融情報をまと
め、レポーティング。

金融/金融・保険 20K～25K香港/香港島

日系金融ブローカーでのカスタマーサービス職。
在日本顧客に対し、商品の説明、口座開設サ
ポート、セミナーの開催アシスト、お問合せ対応。
入社後IIQE1,3,5の取得が必要。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 広州 RMB12K

～20K

各種原材料並びに日系OEM及びTier1向け
自動車内装部品の販売業務。　1）自動車業界
営業、特に内装関連営業経験者　2）コミュニ
ケーションレベルの英語（読み書き）

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 25K（応相談）香港/新界

副資材の既存営業業務ならびに日本本社との
連携業務。顧客は日系企業。週2回程度の華南
地区への出張あり。　1）アパレル業界での
営業経験もしくは香港・広東省での営業経験
2）ビジネスレベルの英語

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

応相談香港/新界

日系大手物流会社の倉庫部にて、日系クライ
アントへのお問い合わせ対応や倉庫スタッフ
の管理業務など。　1)物流業界就労経験者　
2)ビジネスレベルの英語。倉庫業務経験者歓迎

インテリジェンス
深圳営業・販売系/商社 RMB10K～深圳

樹脂を扱った中国系企業に対する営業業務。
1）2年以上の営業経験者　2）ビジネスレベル
の普通話

インテリジェンス
深圳専門職/物流・倉庫 深圳 ～RMB25K倉庫管理・顧客対応業務。　1)物流経験10年

以上　2)ビジネスレベルの普通話

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/香港島 18K～23K大手総合商社にての営業職。電子部品の営業。
中国大陸への出張、北京語が出来る方歓迎。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

23K～28K

大手外資系コーポレートサービス企業にて、日系
企業担当窓口を募集。営業お問い合わせに対し、
案件のヒアリング、フィードバック。内部のプロ
フェッショナル、会計士、監査とのコミュニケー
ション。

香港/香港島
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香港＆広東 香港

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 紹介会社募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 20K～25KERPパッケージ、IT関連保守サービスの販売。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/メーカー
（化粧品・医薬品） 20K～30K香港/九龍 日系企業向け営業、既存顧客フォロー、新規

顧客開拓、出張対応有。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 25K

香港/九龍

既存顧客フォロー、出荷手配、出張対応要。

クリエイティブ系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

18K～25K
携帯ケースをメインとしたグラフィックデザ
イン業務。関連経験お持ちの方。英語日常会話
レベル以上。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～30K

日系半導体商社にての営業職。中国内のお客様
をハンドルする為、中国への出張が多い。北京語
スピーカー。

香港/九龍 ～35K RGF 香港
日系電子部品・半導体OEM製造業にての募集。
総経理代理。お客様のフォローアップ、新規
開拓、折衝。

RGF 香港30K～35K香港/九龍
大手信託銀行にてのITマネジャーを募集。
各海外支店との会議、システム統合、プロジェ
クトの遂行。

RGF 香港20K～25K香港/九龍
日系プラスチック製造業にての営業職。化粧品
やコスメティックス商品を置くディスプレイ/
台の製造、営業ポジション。中国出張有。

RGF 香港WEB/IT・通信・
インターネット・ゲーム 応相談

日系大手WEB広告代理店にて、今後の幹部
候補の募集。香港事務所の立ち上げ、営業。自由
にやらせる社風の為、立ち上げに携わりたい
ビジネスパーソン歓迎。

香港/九龍

香港/香港島

25K～35K

スタッフのマネジメント及びサポート、日本本社、
海外支店との連携及び業者との打ち合わせ、
折衝業務。ホームページ、ブックレット、チラシ
製作に関連する打ち合わせ、連絡業務。

RGF 香港営業・販売系/商社 25K香港/九龍
大手日系電子部品商社にての営業職。日系企業
を担当し、既存顧客のフォロー。中国大陸への
出張有、北京語スピーカー。

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

技術系（IT・通信）/
金融・保険

25K香港/香港島 食品商社：営業ポジション。既存顧客フォ
ロー、新規顧客開拓。

営業・販売系/
専門商社・総合商社

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
小売・流通

テンプスタッフ
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

18K香港/香港島 秘書関連業務全般。電話対応、出張手配、
書類作成、翻訳など。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

テンプスタッフ
香港

会計経理・経営管理/
物流・倉庫

香港/新界

20K経理のアシスタント業務。マンスリーレポート
の作成など。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
深圳

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 広州 RMB20K

～30K

営業業務全般。営業及び営業管理の経験者
（業界不問）IT技術系の方で技術営業をやって
いただける方。北京語できれば尚可。

テンプスタッフ
広州

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

RMB15K
～20K

その他
華南地域

既存顧客先への定期的訪問、納品済み製品の
確認と顧客要望のヒアリング。機械図面が理解
できる方、北京語日常会話レベル。

テンプスタッフ
香港香港/新界

テンプスタッフ
深圳

技術系/メーカー
（機械・電気・電子） 深圳 RMB25K

～30K
設計士（自動化設備）。自動化設備の設計経験。
北京語できれば尚可。

テンプスタッフ
広州

サービス系/旅行・
レジャー・観光 RMB12K広州

カウンターでの来社顧客対応、航空券の予約
業務、旅行プランの企画。国外旅行手配経験
（必須）、北京語日常会話レベル。

生産管理・品質管理・
購買/専門商社・総合商社 東莞 テンプスタッフ

深圳RMB15K
マーチャンダイザー。雑貨業界経験者の方優
遇。業界経験無くてもバイタリティーのある
方。北京語もしくは英語日常会話レベル以上。

RGF 香港技術系（IT・通信）/
金融・保険 30K～35K香港/香港島

大手保険ブローカーにての社内SEポジション。
各拠点と連携し、新統一システムの導入。SE
経験者歓迎。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東香港

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

公的年金を当てにしない覚悟と対策

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18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）

　現役世代が納めている年金保険料がそのまま受給世代に
支払われているという賦課方式の日本の公的年金。
　賦課方式の年金制度には負担をする現役世代が減って、受
給をする引退世代が増える「少子高齢化」という人口構造の
変化が最悪のシナリオであることを前回の記事で述べた。
　現在、高度経済成長やバブル経済の好景気を力強く支えた
人口の多い世代が次々と年金受給年齢に差し掛かっており、
年金の原資は急速に枯渇に向かっている。
　政府は充分にこの状況を把握しており、2005年には人口構
造の変化による年金加入者の減少や平均寿命の伸び、物価
や賃金の変動など社会経済の変化を鑑みて年金支給額を調
整する「マクロ経済スライド」を導入している。
　ひらたく言えば、支給額を減らしてお金がある範囲内で分
配することにしているのだ。これにより年金制度は細々と継続
することが可能になり「加入者に年金を支払う」という最低限
の約束は果たせるわけだ。
　年金資金の減少を抑えるもう1つの方法として支給開始年
齢を引き上げるというものがある。人間はずっと生き続ける
わけではないから支給開始を遅らせれば、亡くなるまでに支
払う金額を減らすことができる。
　支給開始年齢の引き上げはすでに導入が決定しており、

1961年4月1日以降に生まれた男性及び1966年4月1日以降
に生まれた女性は65歳にならないと年金の受給がはじまら
ないことになっている。
　これに伴い、希望すれば定年退職の年齢を65歳に引き上
げる「改正高年齢者雇用安定法」が2012年に成立している。
しかし、定年の上限引き上げが義務づけられれば若年層や非
正規雇用の人員の雇用を圧迫する。賦課方式年金の原資を
負担する若年層の窮乏化は年金制度の維持に良い影響があ
るはずがない。
　少子高齢化による人口構造の変化が賦課方式の年金に与
える影響を調べた内閣府経済社会研究所の試算では1955年
生まれ（現在59歳）を境に生涯に受け取る年金の合計額が支
払った年金保険料の総額より少なくなるとのことだ。
　1950年生まれの人（現在64歳）は支払った保険料に対する
年金の受取額は500万円以上のプラスだが、その差益は年齢
が下るとともに減ってゆき、1956年生まれからマイナスに転
じ、1985年生まれ（現在29歳）ではマイナス700万円以上にも
なるという。
　おそらくこの記事を読んでいるほとんどの人は公的年金の
収支がマイナスになるということになる。若い世代であれば
あるほどこの年金制度をいっそのこと今すぐ廃止して欲しい

というのがホンネではないだろうか?しかしすでに年金を受
給している世代はそれには断固反対だろうから、おそらく若
年世代の損失が大きくなることはわかっていながら制度は続
いてゆくことになるだろう。
　しかし嘆いていても何もはじまらない。現実を受け止めて、
前向きな対策を立てることが大切だ。特に海外に住んでいる
我々はこの点では国内に居住している人たちよりずっと有利
な立場にある。それを正確に知り、活用してゆく方法を「中国・
香港で働く人のための個人年金・生命保険勉強会」お話させ
ていただきたいと思う。
　

海外居住者である今のうちに加入しておくべき生命保
険、減ってゆくことが明らかな年金をカバーする積立
投資についてわかりやすく解説します。

2014 年 4 月26日（土）香港　15:00～17:00　定員 10 名 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※参加費無料

講師：玉利将彦（Borderless Management & Investment Ltd. 代表）

参加ご希望の方は
メール：info@borderlessworks.com  まで。

「中国・香港で働く人のための個人年金・生命保険勉強会」
開催のお知らせ

ビジネス（香港・広東共通） ビジネス（香港・広東共通）
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日経新聞はオフィスに置いてあるのですね。日ごろどのような
読み方をしていますか？
　会社で日経新聞国際版を購読していますが日本人はわたしだけ
で、深圳や広州などへ出張に出る機会が多いので持ち出して移動の
際に読んでいます。移動時間が長くなることもあるのでたくさんある
記事をチェックするには最適な時間です。会社に居るときは昼食を
取りながら読むことが多いですね。
　一面に大きく取り上げている記事にまず目を通します。掲載情報
量が膨大なので目次を通して気になるトピックを選んでいくスタイ
ルで、日ごろは一般教養としての知識を得るために読んでいます。
　そのほかでは特集記事や連続物のコラム記事をよく読みます。一
般的なニュースよりもその出来事が起こった背景などを含めた掘り
下げた内容のものが多く自分自身の勉強に活用しています。
　わたしたちの事業は一般消費者向けではない商品を扱っていて、
日ごろ関連商品を記事で取り扱われるケースはあまりないのです
が、たまに特集記事で見掛けたときは特に注視しますね。香港に身
を置いているので現地情報はいち早く入ってきますがまだまだ知ら
ないことがたくさんあります。後日、日経新聞にその事の記事を見つ
けると自分の中の理解と照らし合わせて整合性を取っています。

お客様との話題つくりにも一役買っているそうですね。
　日本や海外から工業薬品などの基礎化学品、プラスチック、フィル
ム、化学繊維などの原料を輸入し香港や日系企業の中国に置く工場
に対して販売をしています。
　以前、磁気テープの話題を取り扱っている記事がありました。一般
的にデータを記録する際は以前のようなカセットテープやビデオテー
プは衰退し、現在はDVD、ブルーレイディスクやハードディスクなどの

光学記録媒体が主流になっていますが、今後業務用の保存媒体とし
て大容量化された磁気テープが見直され始めているそうです。
　そのような一般消費者向けではない業務用製品は普段あまり情
報として入ってこないので、記事で取り扱われて初めて知ることもあ
ります。特集記事と関連するお客様と会ったときには日経新聞国際
版で得た情報をネタに話題作りで活用させていただいています。

業務関連以外でよく読まれているコーナーはありますか？
　土曜日の「ニュースクール」はよく見ていて、興味のあったものは
保存するようにしています。文章が対話形式で子どもにも分かりやす
い内容になっていてとても親しみやすいですね。普段よく耳にして理
解しているつもりになっている花粉症やIPS細胞などの言葉でいざ
自分で説明してみようとしてもなかなか難しいことがあります。図解
を利用して解説してあるので理解しやすいのが良いですね。
　家族で旅行など出かける時には写真を撮ることも多いので、一眼
デジタルカメラなどのトレンド家電などの特集もありがたい。複数の
製品の比較検証も行われていて読んでいて楽しいですね。

今後の事業展開を教えてください。
　香港で働いているので日中間の政治経済動向は当然気になると
ころ。リーマンショックに端を発した米国の景気低迷では、中国の玩
具メーカーが大打撃を受け、当社でも一部関連取引が低迷しまし
た。次いでEU危機もあり、香港を取り巻く輸出ビジネスは今なお低
迷を続けているものの、当社が業務で関わっていた企業はそういっ
た困難を乗り切ってさほど大きな変化はありませんでした。
　中国ビジネスの将来性を不安視する声や人件費上昇の現実はあ
りますが、インフラ設備などの環境面を含めやはり中国にはメリット
が多くビジネスがしやすい。当社のような加工貿易を主としている
企業にとって苦しい状況が続きますが、今後も中国に生産拠点を置
く香港、中国や日本企業を相手に業務展開をしていきます。
　今後は香港というロケーションを活かした税制の優遇を利用した
ビジネスに加えて、当社の現地法人がまだ設置されていない台湾、
フィリピンやベトナムなどの東南アジアの国々、今まで取引していな
い企業をサポートしながら事業の拡大をしていく予定です。
　また、中国の天然抽出物や現地メーカーの化学品を、日本や第三
国に輸出する役割を担っていけたらと思っています。その為にも日
経新聞国際版を今後も有意義に活用していきたいと思っています。

特集記事で仕事にも生活にも
役立つ情報を効率よくゲット！

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

入社1～3年目は営業部に所属し東京本社にて内勤業
務を受け持つ。4年目以降は華東地区や東南アジアな
どへ海外営業出張を多くこなす。2010年8月に来港し
今年で4年目を迎えている。「休日は2歳の息子に付
きっきりの生活をしていてあまり外に出掛けられま
せんが充実した日々を過ごしています。香港では子ど
もを抱えていると声を掛けられることが多くとても親切
にしていただけますね。香港の街はコンパクトで公共
交通機関も充実して生活する上ではとても便利で
す。 」神奈川県横浜市出身。

森六(香港)有限公司 ディレクター
服部 淳幸さん

森六(香港）有限公司は森六ケミカルズ株式会社の
子会社として1990年４月２日に設立され、今年で24
年目を迎えた。化学品全般を取り扱う専門商社とし
て、近年は広州現地法人との連携により、ローカル
メーカーとの取り組みも積極的に推進し華南地区に
軸足を置く事業展開を行っている。香港という地の
利を生かした近隣の東南アジア各国への展開も図
りながら、中国からの輸出テーマにも注力し、海外と
の架け橋を担う拠点として事業展開をしている。

香港で活躍する日系企業の人たちに不可欠な情報源となっているのが「日本経済新聞国際版」。
今回は紙面のニュースや記事を、仕事や生活に活かす読み方のポイントを

森六(香港）有限公司ディレクター・服部淳幸さんに伺った。

森六(香港）有限公司
Rm. 1704, 17/F., Tower1, China Hong Kong City, 
33 Canton Rd., TST
ウェブ：chemicals.moriroku.co.jp
電話：852-2865-0789
ファクス：852-2865-2049

化学分野における
ソリューションプロバイダー
グローバル市場に新たな素材を提供
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ベトナム

読まれた記事ランキング
3月22日～28日

　イチローもの強し。今回最も読まれたのは元マリナーズの選手らがイチローの動向を現在もなお
気にかけていることを紹介した記事。ファンだけで なく元チームメートらにとってもイチローの存在
感は大きかったようです。スマートフォン（スマホ）に関する記事も読者の関心を集めました。2 位の、
スマホ 料金節約の裏技を紹介した「『2 台持ち』なら月1 万円以上の削減も」をはじめ、「アップル、新
iPhone9月発売　画面大きく2 サイズ」、「スマホチル ドレンと向き合う大人の 3カ条」がそれぞれ 9
位、16位にランクインしました。3月22日～28日に読まれた記事を紹介します。

イチローの残像、元チームメートに今も強く （3月24日）

「2台持ち」なら月1万円以上の削減も （3月24日）

（3）異例の連続リコール　ホンダを襲う成長痛 （3月24日）
 
（4）株の収入は本業のお笑いの1000倍(井村俊哉) （3月27日）
 
（5）50代でラストスパート　貯金1000万円は上積みを （3月25日）
 
（6）大家が歩む、ナックルボーラーのいばら道 （3月25日）
 
（7）就活が変えてしまう友人・恋人関係　内定者に聞く （3月26日）
 
（8）投信分配金で自滅　もうかるチャンスが逃げていく （3月25日）
 
（9）アップル、新iPhone9月発売　画面大きく2サイズ （3月28日）
 
（10）怖いのは10年後　マイホーム購入焦る頭金ゼロ派 （3月23日）
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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 TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB

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
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

CEO property agency ltd TEL (852)3417-9811
Rm. 1505 Bangkok Bank Bldg., No. 28 Des Voeux Rd, Central

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 

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

広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河路371号 隆德大厦西塔1610室

ABC不動産 TEL (86) 755-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階D

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

不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室

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

住
ま
い
探
し
の
お
手
伝
い

今
週
の
お
ス
ス
メ
物
件
セ
レ
ク
ト

鴻隆世紀広場　Honglong Ｃentury Plaza

（所在地） 福田区皇崗路与百合三路交匯処
（間取り） 2LDK／82㎡
（室　内） 家具・家電一式付き
（環　境） 地下鉄2014年（年末）完成
 駅まで徒歩2分
（備　考） 新築物件！　新内装で美室です
 今夏、ショッピングモール完成　ファンガン口岸至近
 香港・マカオへも24時間OK
（月　額） RMB7500～

紅樹西岸(Mangrove West Coast)

深圳

廊橋国際　Langqiao Guoji

（所在地） 深圳南山区僑城西路与濱海大道交匯処
（間取り） 3LDK／140㎡
（室　内） 家具・家電一式付き（新内装）
（環　境） 地下鉄1号線　（紅樹湾）徒歩5分
（備　考） 南山エリアの高級物件”ＭＡＮＧＲＯＶＥ”
 深圳湾口岸至近
 環境抜群、ベランダからの眺望も良好
 豪華内装！　高級家具家電
（月　額） RMB16000～

（所在地） 羅湖区和平路3001号
（間取り） 3LDK／115㎡
（室　内） 家具・家電一式付き
（環　境） 地下鉄１・3号線（老街）徒歩5分
（備　考） 希少！【羅湖エリア】新内装、未入居物件！
 家具家電も新品、お値打ち家賃　　好立地でアクセス良好
 日本レストラン多数あり　　地下鉄（大劇院）へも徒歩圏内
（月　額） RMB9000～

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226

ライフ（香港・広東共通）
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◆首のチカラ◆
　「おまえは首だ！」という言葉が意味するように、首は人間に
とって要になるカラダの部分です。
　首は単にカラダと頭をつないでいるだけではなく、酸素や栄
養を最も必要とする脳に血液を通して身体から送り込み、頭か
らは細かい神経を通して様々な情報や指示を送り込む橋のよう
な役割を果たしています。
　老廃物をデトックスし、病気にかかりにくくなる免疫力を司る
リンパ節も首にあります。首を通る自律神経系にトラブルが生じ
ると、血圧が不安定になったり、立ちくらみがしたり、不眠症に悩
まされます。さらには、情緒不安定になったり、人や自分が信じ
られなくなったり、イライラするなど肉体だけではなく精神にも
問題が生じたり、やる気が出てこなくなったりします。
　首というこの小さなパーツには、人間の身体の機能の中で最
も重要な働きが集中しているといえます。
　 
◆人にとっての首のような役割を持つ谷◆　
　人間のカラダと同様、風水の世界にも首のように重要な働き
をするものがあります。
　山の峰を風水では「山龍」と呼びあたかも龍が動くようにエネ
ルギーが山に宿っているとみなしていますが、山の峰と峰の間
にある谷は「過峡」と呼びます。この過峡が人間にとっての首の
ような役目を持っています。
　山のエネルギーが右の写真のように、この峰を伝って谷の前
でいったん溜まり、谷をゆっくりと通り抜けた後、噴火のように勢
いよく出て行きます。つまり、谷を通る前よりも谷を通り過ぎたあ
との方がエネルギーは強いのです。この動きは、竹に節がいくつ
もあるように、連なる山の峰と谷を通して何度も繰り返されます。
そして、やがて川や水に面した場所で最も勢いよく放たれます
が、ここがエネルギースポットと呼ばれる場所になるのです。
　きっと人間の首のように、過峡には骨や血液だけではなく、大
自然の中を司る大切なリンパ節や自律神経系もあるのかもしれ
ません。首と同じように、短い谷もあれば長い谷もあり、場合に

よっては肩こりがあってエネルギーが滞ってしまっているような
ものもあればスムーズに流れているものもあるのでしょう。いに
しえの人たちはこの谷を流れるエネルギーをしっかりと吟味し
て活用したのだと思います。

◆久美子的節目を開運に変える奥義◆  　
　人生には山あり谷あり。
　良い時もあれば谷に落ちるときだってあります。その流れが
ゆるやかな場合もあれば、急に変化する場合もあります。人とし
て生きていれば、これまでの流れを変えるような節目に必ず出
会います。
　これまでスムーズな人生を歩んでいたとしても、節目の前に
はこれまでの勢いや流れは一旦止まってしまうのです。それを

「つまづき」ととらえてしまう人もいるでしょう。スムーズに行か

なくなったことを悔しく思い、動く事を止めてしまう人もいること
でしょう。
　これは見方を変えてみれば、人がある一定のレベルに達する
と次のステップに往く前に立ち止まることなのだ、とも捉えられ
ます。この節目を過ぎれば1つ上のフロアーに行く事ができるの
です。そして、クリアした後には、これまでに持っていなかった力
を持つようになることも少なくありません。
　こうしたことは、前述の山の峰と谷のように何度も何度も繰り
返すことによって強くなる事ができます。そのときに大事な事
は、谷のあとにはまた山があることを忘れない事です。ずっと谷
にしがみつき泣いたり悔しんだりし続けていれば、その状態が
いつまでも続きます。
　問題はその次をどうするか、です。
　谷の状態にいるときにこそ次に起きるであろうステップを想
定し、次の作戦を動きながら考えましょう。そして、山に上り詰め
たときにはおごらずに行動するのです。今自分がどの状況にい
るのかを知り、その時に合った行動をすることです。今ある自分
を生かすのも殺すのも自分の心のありかた次第なのです。

風水の奥義を行く！ 第23回　人生山あり谷あり
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。

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
ファクス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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　江戸時代に実在した、加賀藩に仕える「包丁侍」舟木家を題材にした時代劇ヒュー
マンドラマ「武士の献立」。
　「包丁侍」とは、剣術ではなく料理で将軍家や大名家に使える武士のこと。二代目・舟
木伝内は、藩主の食事や、接待、儀式などの詳細を著した献立書「料理無言抄」を作った
人物で、舟木家は明治に至るまで7代にわたり加賀藩料理人を務めた。映画では、この献
立書をもとに、江戸時代の武家や庶民が実際に食べていた料理を忠実に再現している。
　その中で、上戸彩が演じるお春は人並み外れた味覚と料理の才能を見せるだけでな
く、見るからにおいしそうな料理も何品を披露している。シネマで「味わう」前に、自宅の
台所でも一足早く楽しんでみては。

●治部煮
治部の肉の代わりにすだれ麩を使った
お春のアイデアを活かした料理で、安
信は昇進試験に合格。石川県金沢市の
代表的な郷土料理として、今回の映画に
登場することが納得できるのだ。

〈材料＝2人分〉
鴨むね肉　60g（6切れ）
小麦粉　　大さじ3
すだれ麩　2切
生椎茸　　2枚
芹　　　　10本位
わさび　　適量

①鴨むね肉は一口大に薄くそぎ切り、すだれ麩は適宜に切り、茹で
こぼしておく。生椎茸は石づきをとり、好みで飾り包丁を入れ、芹は
茹でてすだれで形を整え、3センチに切っておく。
②鍋に出し汁と調味料を入れて火にかけ、煮立った中へすだれ麩、
椎茸を入れて煮る。この中へ鴨肉にたっぷりの小麦粉をまぶして
入れ、火を通す。
③器にすだれ麩、鴨肉、椎茸を盛り、芹を添える。
④②の煮汁に好みで水溶きの小麦粉でとろみを付けて③にかけ、
わさびを天盛りにする。

※煮汁が煮詰まった時は出し汁を加えて味を調える。
※芹の代わりにほうれん草等でもよい。

●かぼちゃのいとこ煮
安信と佐代の間にあった、秘められた
哀しい過去を知ったお春が、眠れな
い夜を過ごし、泣きながら作った1品。
調味に使われるのは、塩ではなく、涙
だろう。

〈材料＝2人分〉
かぼちゃ　200ｇ
小豆　　　1／2カップ

①小豆は茹でておく。
②かぼちゃは3センチ角くらいに切り、面取りしておく。
③鍋の中に水、かぼちゃと砂糖を加えて柔らかくなるまで煮、茹で
た小豆と塩を加え弱火で煮含め、醤油を加えて仕上げる。

〈小豆の茹で方〉
小豆は水に浸けて2時間から一晩おき、浸け汁を捨てて新しく水を
加えて火にかけ、沸騰して3分位煮、茹で汁を捨てる（茹でこぼし）。
再び水を加えて柔らかくなるまで煮る（約30分ほど）。
※茹小豆（市販品）利用の場合は1カップ

【調味料】
醤油　　大さじ2
みりん　大さじ1
酒　　　大さじ1
砂糖　　小さじ2
出し汁　250cc

【調味料】
水　　1カップ
砂糖　大さじ2
塩　　小さじ1／2
醤油　小さじ1

●生姜粥
冒頭シーンで、まだ幼いお春が、体調を崩した
お貞の方のために作った料理。生姜は体
を温める効果を始め、胃の働きを助け
たり、殺菌作用もあり、風邪にも良い万
能薬とも言われている。

〈材料＝2人分〉
冷ご飯　　240g
水　　　　5カップ
 （1,000cc）
塩　　　　2.5g
生姜　　　5g
加熱時間　約35分

①冷ご飯をさっと洗い、土鍋（小鍋）に入れる。
②分量の水を入れ、蓋をして中火にかける。
③煮立って来たら弱火にして蓋をずらし約10分ほどふきこぼさな
いように煮ながら塩を入れ、粥全体を混ぜないように鍋をこする。
④再び蓋をずらして弱火でゆっくり15～20分煮て、生姜の千切りを
少し残して入れ、蓋をして2～3分蒸らし、器によそい、残りの生姜を
上にあしらう。

武士の献立
［あらすじ］  春（上戸彩）は人並み外れた味覚と料理の才能を持ってい
たが、気の強さが仇となり1年ほどで離婚。ある日その才能を買った、
料理方である舟木伝内（西田敏行）に息子の嫁にと懇願され2度目の
結婚を決意する。舟木家は藩に仕える包丁
侍であったが、跡取りの安信（高良健吾）は
料理が大の苦手。春は姑（余貴美子）の力も
借りながら、必死に夫に料理を教えるが…。

下記シネマで公開中。
PALACE ifc、Broadway The One、
Broadway APMとAMC Festival Walk

監督：朝原雄三
出演：上戸彩、高良健吾、
　　　西田敏行、余貴美子　他

レシピと写真提供：青木クッキングスクール

この春、作ってみよう！

「武士の献立」レシピ「武士の献立」レシピ「武士の献立」レシピ

観て楽しく、作っておいしい（？！）
映画「武士の献立」春のレシピ
観て楽しく、作っておいしい（？！）
映画「武士の献立」春のレシピ

ライフ（香港・広東共通）
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香港

香港 香港 香港

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, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 10:00～22:00 ＆ 土: 9:00～19:30

SOWランゲージセンター
　せっかく香港にいるのだから、もっと生活を楽しみたい！より
多くの人と交流したい！会話力を集中的に身につけたい！そん
な方々を、創立10年以上のSOWに手伝ってもらってみては。

　同校は、一人一人に合う実践的なレッスンの提供を心がけ
ている。授業は個人、或いは少人数クラスのレッスンを選ぶこ
とができ、自分のスタイルとスケジュールに合わせて学習する
ことができる。

　どのクラスも、日本人の方向けの同校オリジナルテキストを
使用している。広東語をはじめ、学べる言語は北京語、英語、韓
国語等と幅広く、職場や生活の場での生徒の活躍をトータル
サポートしてくれる。

　さらに、講師は日本語を話せるネイティブスピーカーなので、
発音や文法等が日本語でわかりやすく説明してあり、生活に密
着した内容が特徴だ。リーズナブルな学費と完全月謝制とシス
テムもわかりやすい。学習のサポートとして、レッスンの振替及
び長期休暇制度、ベビーシッター等のサービスを行っている。

　また、課外体験学習イベントにより、生徒たちの交際範囲が
大きく広がることを努めている。同校で早速語学勉強を始めて
みよう。

詳しくはお気軽にお問合せください。

講師によるレベルチェック、授業の体験ができ、学校の環境などをご覧いただけますので、
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。

飲茶体験コース(広東語と日本語)
 特別レッスン 10:30～12:00
 飲茶体験 12:00～14:00
美味しい点心を満喫しながら、
香港式のテーブルマナーを学びます。
広東語で注文できるように、事前に
1時間半の特別レッスン(飲茶の歴史や
オーダーの方法など)があります。

ローカルマーケット探索！
 特別レッスン 10:30～12:00
 飲茶体験 12:00～14:00
香港のローカル市場でお買い物を
しましょう！
スーパーマーケットにはない
香港の食材を買ってみませんか？

新しい学習ツールで広東語を学ぼう！
SOWでは、電子ペンを導入した広東語教材を提供します。
◎いつでもどこでも発音を聴きながら学ぶことができる。
◎教材は本場香港の現代的、実用的な広東語。
◎広東語と北京語の対訳で比較が一目瞭然。
◎香港生活になくてはならない学習ツール。
下記にて是非デモをお試しください。
http://www.sowpublishinghk.com/jp.htm

広東語・北京語・英語の30分無料体験レッスンを実施中！

課外体験学習イベントを5月、10月に開講予定！

SOWオリジナル教材のご紹介
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香港クラシファイド

～語学を楽に ！～
生徒募集中。大人の英/広/北京語/TOEIC/
TOEFL対策。子供の英/日/広/北プレイ
グループ。 
TEL/WhatsApp/LINE：
ケント(852)9346-4743（大人）
ヘレン(852)6189-3941（子供）まで。
日本語可。
ウェブ：www.facebook.com/MissHeleneLang
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニールズヤード認定
アロマセラピー基礎クラス5月期生募集
◆募集日程：
①木曜日午前クラス：2014年5月8日～6
月12日　9:45~12:00  (週1回全6回）
②木曜日午後クラス：2014年5月8日～6
月12日　14:30~16:45　（週1回全6回）
③土曜日3回集中クラス：2014年5月10
日～5月24日　13:15～18:00※途中休
憩あり（1日2回全6回）
④金曜日夜間クラス：2014年5月9日～6
月13日 18:00-20:15 (週1回全6回)
◆募集人数：4～6名（各クラス）
◆場所：MTRフォートレスヒル（炮台山）
駅徒歩3分
◆受講料：HKD2,800（実習教材費＋テ
キスト代込み）
※4名様以上のグループでお申込みの
場合は、日時に関して別途ご相談をさせ
ていただきます。
詳しくは、下記ブログをご確認のうえ、
メールにてご連絡いただけますようお
願い致します。
ブログ：http://ameblo.jp/furong-jp
メール：info@furong.jp  (大和田まで）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ネイルレッスン始めました☆
鰂魚涌(クォリーベイ)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駅改札口Aを出て
徒歩1分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

多国籍社会人ジャズビッグバンド・メンバー募集
Island Express Jazz Orchestra
18歳以上の楽器経験者で譜面が読める
方。ジャズの経験は問いません。現在以
下のパートメンバーを募集しています。
サックス・ピアノ・バストロンボーン・ト
ランペット
毎週火曜日・夜8時からモンコック（旺
角）で練習しています。
お気軽にご連絡ください。
ウェブ：www.iejo.hk
メール：info@iejo.hk　まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ギタリスト募集
香港各地で活動しておりますシカゴスタ
イルBlues BandのThe Catfish Kingsで
は、現在ギタリストを募集しております。
月に2回ほどの練習と、ライブも定期的に
行っております。興味のある方、Bluesが
お好きな方、 ご連絡お待ちしております！
メール：kingsbass44@yahoo.co.jp　
電話：(852)9681-7299　梅津　聡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港青学会
紫におう西郊の森、霞にそびゆ、わが白
亜城、青山学院卒業生および関係者の
皆様は、お気軽にご連絡ください。隔月
で同窓会を開催中です！
メール：aogakuhk@gmail.com
Facebook：香港青学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月１回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しもたくさん。詳しく
は、HPをご覧ください！    連絡窓口：高橋
メール：mtakahashi@wa-kyo.org

電話：(852) 6850-9300
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートタイムスタッフ募集！
「何かしたいなぁ」と思っている主婦の
貴方！ランチタイム11:30～14:00頃ま
で、尖沙咀東の和食屋でアルバイトして
みませんか？週3日ぐらい。飲食店での
経験者大歓迎！年齢や語学は不問。先ず
はお気軽にお電話ください。
林まで(852)6048-7445
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東京姉妹店　日本料理店とん勝   料理人募集！
日本料理または寿司職人として2年以上
の経験が必須。料理作り、メニュー開発
等担当、給与2万ドル～。日本人マネ
ジャーと日本語堪能のスタッフがいます
ので、広東語が分からなくても安心して
勤務できます。店は尖沙咀N2出口より徒
歩2分、便利。
電話:(852)3106-3308　 高江洲まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カスタマーサービススタッフを募集

尖沙咀にある通信商社Asian Telecomで
は日本語が話せるカスタマーサービスス
タッフを募集しています。明るく責任感の
有る人なら経験は問わず誰でもOKです。
勤務時間は10時から19時まで。週休2日。
応募、問い合わせは尾ヶ井(オガイ)まで。
ウェブ：asian-telecom.com
電話：(852)2314-7144
メール：info@asian-telecom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビューティスタッフ募集
尖沙咀にある「カルトブランシュ」トータ
ルビューティサロンでは、下記の人材を
募集しています。
◆ネイリスト
◆アイリスト
◆受付兼庶務
フルタイム、パートタイムいずれも募集
しています。
経験者・資格保持者の他、別途未経験者
の枠もありますので、お気軽にお問い合
わせください。
また、ただ今、韓国語のできるネイリス
ト募集中です！
【お問い合わせ・エントリー】
担当：トチカワ
メール：administrator@dionysus-beauty.com 
電話：97018517

【カルトブランシュについて】
日本人技術者が多数在籍する実力派日
系サロンです！
ameblo.jp/carteblanche-hk
1/F&2/F Mody House, 30 Mody Rd.,
Tsim Sha Tsui
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集します。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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～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があり、丁寧な
顧客対応ができる方。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までお問い合わせください。
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
くは中村まで。
電話：(852)2777-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。週5日勤務。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：3520-2329　林まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートスタッフ募集
総合医療サービスの会社です。健康診
断業務関する事務処理、あるいは予約
受付等のお仕事です。特別な医療知識
が必要というものではありませんが、何
事にも積極的にかかわることができる
気持ちがある方を希望します。広東語あ
るいは英語が日常会話程度できれば大
丈夫です。詳細はメールにてお問い合
わせください。
連絡先：hori@mediport.com.hk(堀)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大阪県人会開催のお知らせ
6月6日（金）19:30から　大阪県人会の
食事会を開催！
私ども有志での開催は第一回目となり、
今後、不定期で食事会やボートパーティ
など開催予定です。大阪生まれの方、大
阪に住まわれていた方、楽しく食事しま
せんか？定員になり次第締め切らせて
頂きます、お早めに参加希望のご連絡
お待ちしております。 場所は参加者にご
連絡します。
osakakenjin@gmail.com　 （橋本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お譲りします
家財整理の為不要な物をお譲りします。
二胡、オイルヒーター、レンジ、アイロン、炊飯
器、湯沸し器、除湿機、整理タンス、食器類、
靴箱、ジノリのティーセット、リアドロ人形、
テーブル用調理器、変圧器、延長コード、衣
類（ブランド有り）、花瓶、雑貨、ウエッジウッ
ド白い皿、キッチン用品、犬猫用品、その他。
多くのものは無料ですが、一部有料でご
相談させて下さい。
お気軽に問い合わせ下さい。
連絡先：(852)2881-8415　石田まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

探しています
犬（小型犬）猫用のケージ(輸送用)で不
要な物がある方は是非ご連絡お待ちし
ています。　
連絡先：(852)2881-8415　石田まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
調理師さん欠員で困られてる方に朗報
ZETSインターナショナルでは、調理師
さん不足で悩まれているレストランオー
ナー様のご相談をお受けしております。 
日本語でお問い合わせください。 
電話：(852)9225-8287　原

メンバー募集

求人

クラス

その他

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。）

イベント告知

人気の語学学校の魅力は、
生徒も教師も自分の個性が発揮できること

　日中の交流が活発な昨今、いろいろな理由で普通語の勉強を
始める日本人は少なくないが、たくさんの言語学校の中から自
分に合った学校選びで困っている人も多いことだろう。
　今回は、英語学校のイメージのあるベルリッツ
で、普通語を含む多国言語教育を展開していると聞
き取材に訪れてみた。丁寧に応じてくれたのは同校
で普通語を教える黄芳田・フォンテーヌ先生。

それぞれの能力や個性に応じて教える、
親切な教授コンセプト
　台湾の教師育成大学を卒業したフォンテーヌ先
生は、卒業後一般の語学学校の教壇に立ったが、

「普通の学校では、決められたスケジュールに追わ
れて、生徒たちはあまり勉強を楽しむことができな
い。もっと柔軟に生徒たちの要望に応えたい。」とい
う彼女自身の教育信念と合わず、僅か2年で辞めて
しまったという。その後に記者に転身したが「やはり
自分の天職は教師である」と、改めてベルリッツで
普通語の先生に。
　マンツーマンでのプライベートレッスンを外国語教育の理想
形と掲げ、実践しているベルリッツは、そんなフォンテーヌ先生
にぴったりの場所だった。教師が一方的に、試験のための知識
を教え込むのではなく、受講者の語学知識・適性・心理変化など
様々な状況を総合的に判断し、最も適したアプローチとスピー
ドでの授業を目指している同校。そこでのトレーニングと自身の
鋭い観察力を活かし、同先生はこの6年間で様々なケースを解
決してきた。
　「以前、あるアメリカ人生徒を受け持っていました。アメリカ人
は大体『聴覚型』*が多いですが、その方は私が言った語彙や言
葉を、何回繰り返しても覚えられませんでした。そこで、ちゃんと

言葉が書かれている語彙表を使うと、その方はすぐ覚えてしま
いました。実はそのアメリカ人は『視覚型』だったのですね。」
　人間はみんなそれぞれの個性がある。個々の生徒には決まっ

たカリキュラムはなく、誰にでも柔軟に
対応していくのがベルリッツの先生だ。

魅力的な教授方法
「ベルリッツ・メソッド®」
　どちらかというと「完璧主義」ともいわ
れる日本人。明るく外向的な欧米人に
比べると、不完全な外国語を人前で話
すのを恥ずかしがる日本人は上達する
スピードが比較的遅いといわれている。
そのため、フォンテーヌ先生は最初に生
徒にできるだけ多く話させて自信を育
てていく。それがベルリッツが創り出し
た教学方法「ベルリッツ・メソッド®」だ。
　会話の中で自然に言葉を覚えるよ
う、毎回ネイティブ・スピーカーの教師

と日常生活に登場する場面を実践し、その言語の応用力を身に
つけていく。生徒それぞれの背景を理解するフォンテーヌ先生
は、それぞれの生徒に適した教授方法を見つけ、プライベート
レッスンで実践してくれる。また、子供の生徒には毎回特別な
ゲームを用意して、遊びながら勉強できるよう工夫されている。
　来校する生徒の中には既に普通語がある程度のレベル話せ
る人もいるという。「私の生徒の中には会社を経営している方が
います。その方は一般の会話はほぼクリアしていますが、特定の
ビジネス用語は不得意です。そのため、私はレッスンで毎回特
別なビジネス場面を設定して、とにかく話させます。そうする事
で、特定のビジネス用語にも自然に触れるようになります。」生

徒のニーズとレベルに応じた教え方は、まさに最大限にベル
リッツ・メソッド®を発揮した教授ぶりと言える。

　生徒たちが楽しく学べるだけでなく、先生も自分自身の魅力
を存分に発揮できる。それこそベルリッツが開校以来135年間、
人気を保っている理由だと納得できる。フォンテーヌ先生をはじ
め、ステキなベルリッツの講師陣にぜひ会ってみよう！

無料レベルチェック・体験レッスン受付中
ウェブ：www.berlitz.com.hk/jp
住所：Suite 807-809, Harcourt House, 
　　  39 Gloucester Rd., Wanchai
電話：(852)2157-2269
メール：infoP.hk@em.berlitz.com

ベルリッツ

黄芳田 フォンテーヌ・ウォン
台湾出身。教師陣の育成機関として有名な国立台湾師範大学
中文系出身。学校の先生、記者を経て6年前ベルリッツに。普通
語から広東語、英語まで自由自在に操る。日本語は独学で、毎日
学校の日本人スタッフや生徒達とのコミュニケーションを楽
しんでいる。

「日本語の漢字と共通する中国語
の文字がたくさんありますし、似
ている発音も少なくありません。
それが日本人が中国語を勉強す
るとき、外国人より有利なところで
す。だから怖がることがなく、どん
どん話してみましょう」とフォン
テーヌ先生からのアドバイスだ。

＊人の脳の働きは『視覚型』『聴覚型』と『感覚型』の3つのタイプで分ける説がある
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合格おめでとう！僕と私の勝利宣言。

    海外受験講演会５ 
４ 

会場：香港日本人倶楽部 松の間 
香港以外の地区にお住まいの方も是非ご参加ください。 

日 早稲田アカデミー 城西ブロック副ブロック長　小杉智尚  第１部 10：00～12：00  中学受験の部
第２部 13：30～15：30  高校受験の部  

epis Education Centre  香港教室教室長  圷加寿男  
早稲田アカデミー 教務部中学課　上席専門職　川村宏一 
epis Education Centre  九龍教室教室長 仲田敬之 

必ずご予約ください！
＋852-2362-0221
 info@epis.com.hk 

理科や社会も学んだからこその合格！
インターナショナルスクールか
ら慶応普通部に合格！

　受験を意識し始めた頃、僕はセカンダリーに進
学したばかりでした。インターナショナルスクール
に通う僕にとって、塾の勉強と学校の勉強との両立
は決して楽なものではありませんでした。最初の頃
はとても時間がかかり、どちらも中途半端になって
しまいました。勉強が回り切らず、くたくたになる毎
日でした。
　しかし、そんながむしゃらな日々を過ごすうちに、
やれる量が少しずつ増えてきました。だんだん勉強
のサイクルにも慣れていきました。大変な時期もあ
りましたが、国算理社の４科目に英語を加えた計
５科目で、バラエティーに富んだ受験に挑むことができました。
　今回の受験はエピスの先生と家族の支えがあって成功できたと思ってい
ます。本当にありがとうございました！ 

【担当講師からひと言】算数が大好きで、算数オリンピック「キッズビー」では
予選を突破したこともあるT君。友達と競い合いながら学力を伸ばしてきました。
進学する慶応普通部でも、新しい仲間と切磋琢磨しながら、楽しい学校生活
を送ってほしいと思います。

TNくん（香港・South Island School）
慶応普通部・慶応中等部・慶応湘南藤沢・
聖光学院ほか合格

苦手だった社会を克服して
憧れの慶応中等部に！

　私は入試直前まで、第一志望の合格可能生が45％
でした。苦手の社会はなかなか改善されず、得意のは
ずの算数までも伸び悩む状況の中、焦りだけが募り
ました。
　しかし、これまでやってきたことを信じ、算数の
計算、国語の語句の知識や社会の年号の確認など、
基本を疎かにしないよう心がけて勉強を続けま
した。すると少しずつですが、過去問などでの得点
が上がってきました。
　そして合格発表の日。自分の番号が目に飛び込ん
できた時、驚きと嬉しさで倒れそうになりました。
これから受験勉強をするみんなへ。受験勉強をする中では、うまくいかないこと
もたくさんあります。しかし、そんな時こそ、これまでやってきたことを信じて
頑張ってほしいと思います。あきらめずに頑張れば、きっと夢は叶います。

【担当講師からひと言】最高の形で受験を終えたAさんですが、そこに辿り着く
までは決して平坦な道のりではなかったと思います。逆境に挫けず、最後まで
頑張り続けた結果だと思います。おめでとう、これからも夢に向かって頑張っ
て下さい！

ATさん（香港日本人学校小学部香港校）
慶応中等部・慶応湘南藤沢・早稲田実業・
立教女学院・学習院女子ほか合格

 
 
 

常識を打ち破って勝ち取りました！
たった８か月で聖光学院中学の
一般入試を突破！

　僕が８か月で聖光学院中学に合格できた秘訣、
それは短期集中型で効率よく勉強し、周りの先生方
のサポートを信じ、恐れずに立ち向かったからです。
　僕が受験科に入ったのは去年の６月。普通なら、
本番に向けて追い込みの始まる時期です。当初は理
社の点数が伸び悩み、週例テストはAクラスからの
スタートでした。しかし、必ず結果がついてくると信
じ、夜長時間勉強するのではなく、短時間ではあるも
のの、集中して内容の濃い勉強をする作戦をとりま
した。勉強が好きだったこともあり、楽しみながら問
題を解くうちに、苦手分野を徹底的に無くすことに成
功。７月末にはCクラス、10月にはSクラスに上がることができました。さらに、
受験直前には過去問の添削や、先生から気合いを入れてもらった結果、当初
苦手だった理社を克服し、聖光学院に合格することができました。
　僕はどんな課題も恐れずに向かって行けば達成でき、それと同時にそれは
自分一人の力では達成できないものだと感じました。

【担当講師からひと言】君自身の不断の努力と、よきライバルと切磋琢磨するこ
とで、見事、聖光学院合格を勝ち取ることができました。進学先でもすばらしい
仲間と出会い、将来の夢に向かって邁進してくれることでしょう。

STくん（香港日本人学校小学部大埔校）
聖光学院中学・海城中学・茗蹊学園中学合格

模試のデータを打ち破って
見事に早稲田中学合格ゲット！

　６年生になってもなかなか受験生としての意識を
持てず、苦手教科の理科を克服しようともしなかっ
たのでいつも先生たちに怒られていました。当然の
ことながら第一志望校の合格の可能性は20％未満
が続きました。でも、クラスの仲間が年内に合格を
決め始めるとそれがプレッシャーになり、自分もみ
んなに続きたいと思って、いよいよ本気で勉強に取
り組み始めました。
　入試当日はすべての力を出し切れたと実感しました。
そして第一志望校に合格したことがわかったとき、
受験勉強を続けてきて本当によかったと、心の底か
ら思いました。
　受験の道のりは長いので、上手くいかないときなど止めてしまいたくなること
もあると思います。でも、途中で投げ出さず最後までやりきってください。合格
したときの喜びは受験を経験した人にしか味わえないものですから。

【担当講師からひと言】伸び悩んだ時期もあったけれど、入会当初からの第一
志望校を貫き通して見事合格を果たせたね。おめでとう。双子の姉といつも一
緒の学校生活もこれで終わり。中学でも物怖じしない性格で友だちをたくさん
作ろうぜ！

KSくん（豪州・Pymble Public School）
早稲田中学・慶応湘南藤沢・立教新座中学ほか合格

 
 
 

エピスとの出会いが始まりでした！
入塾した時には洛南高校合格
なんて考えてもみなかった！

　僕は中２の12月に、苦手な数学を克服すべくエピス
に入塾しました。当時の僕の成績では第一志望の学校
には届かず、「このままではいかん」と思ったのです。
しかし、エピスの密度の濃い授業や先生の手厚いサ
ポートにより、僕の実力はメキメキと向上していきました。
　「もっと上の学校を目指さないか？」と先生に言われ
たのは、中３の夏のことでした。僕は第一志望校を変
更し、新たな目標に向けて努力を続けました。東京と大
阪での直前合宿では一日中先生がつきっきりで、最後
の追い込みをかけました。その結果、僕は志望していた
全ての学校に合格することができました。
　入塾する前の僕は、自分がこんなことになるなんて考えもしませんでした。自分
の眠っていた実力を呼び覚まし、更にそれを伸ばすことができたのはエピスの仲
間と先生達のおかげで、本当に感謝しています。僕はエピスで、自分の夢の第一歩
を踏み出しました。

【担当講師からひと言】さすがの安定感で受験校全勝。でも、本当の勝負はこれから。
洛南高校は関西の猛者達がたくさん集う学校です。その中でもキラリと輝く存在で
あってほしいと思います。君のその驚異的な吸収力があればきっと大丈夫、将来は
世界に羽ばたく人間だと信じています。合格おめでとう！ 

TOくん（香港日本人学校中学部）
洛南高校（空パラダイム）・西大和学園高校ほか合格

エピスわかば深圳教室誕生から
私の受験が始まりました！

　私はエピスが深圳に開校した中２の
３学期から通塾を始め、そこから本格
的に、第一志望の高校である早稲田渋
谷シンガポール校に向かって頑張り始
めました。
　しかし、私は数学が大の苦手で、克服
するために大量の問題を解き、公式を徹
底的に暗記しました。またエピスの先生
方や両親の支えと励まし、そして何よりも

「合格したい」という自分自身の強い意志があったからこそ、合格を勝ち取るこ
とができたのだと実感しています。
　自分が中１と中２の頃に真剣に勉強しなかったことを、今とても後悔してい
ます。悔いのないよう一生懸命に勉強できるのは今しかありません。後輩の皆
さんも諦めずに精一杯頑張ってください。  

【担当講師からひと言】真剣に受験に向き合うようになった中３の夏、彼女の
顔つきが変わっていきました。英語や国語の小テストでは、エピスメソッドに
従ってしっかり練習し、確実にクリアしていく努力家。何よりも、気合いと根性は
エピスNO.1でした。

MSさん（深圳日本人学校中学部 ）
早稲田渋谷シンガポール校・土浦日大高校合格

 
 
 

直前合宿での成長が決め手です！
合宿でつかんだ集中力で
深圳から早慶高校合格！

　高校入試には、過去の出題と似た問題が出される
ので、演習後の間違えた問題の解き直しが大事だと
思っていましたが、私はそれが出来ずに11月まで過
ごしてしまいました。12月に受験校が固まり、本格的
に解き直しをするようになりましたが、２月の直前
合宿では、読み間違いや計算ミスがあり、低い点数
を取りショックを受けました。そこからは辛くても早
起きをして1問1問に集中してミスをなくす特訓をし
ました。「１回で合わせる！」という強い気持ちを持
つことでミスがなくなりましたが、ようやく自信を持
てるようになったのは本番３日前のことでした。
　私は勉強で1番大切なことは解き直しだと思います。テストは必ず解き直し
て間違えた問題を解けるようにしてください。私は合格を聞いた時に大変さ
や辛さなどを全て忘れられたので 頑張ってください！

【担当講師からひと言】この高校入試を通じて得られたのは志望校の合格だ
けではなく、目的意識が自分自身を何倍にも成長させるという大きな経験だと
思います。この経験を忘れずに高校生活も精一杯満喫してください。合格おめ
でとう！

HSさん（深圳日本人学校中学部）
早実高等部・早大本庄・慶応湘南藤沢ほか合格

自分を信じるプラス思考で
早慶高校全勝！

　受験校を決めた時、「全勝する！」と宣
言したのですが直前合宿に入るまでは早
慶合格の可能性は実は五分五分だと思っ
ていました。こんな僕が最終的に早慶附
属校に全勝できた要因の一つは、合宿中
にもらった数々のアドバイスでした。
　国語の読解問題は文章中に必ず答え
があり、しかも答えは一つになるように問
題が作られていること。数学は問題文を
落ち着いて読み、論理的に考え作業すれば満点も可能であること…。こうした助
言を信じて過去問題に取り組むうちに納得のいく解答を導き出せるようになり
ました。
　そして、合格につながったもう一つの要因は、自分の精神面の強さです。失敗
した時や結果が出ない時でも「絶対に合格する」と言い続けました。次の受験生
の皆さんもプラス思考で頑張ってください！

【担当講師からひと言】シドニー教室開校時からの生え抜きとして後輩たちに夢を
与える結果を残してくれたことを嬉しく思いますが、早慶附属校全勝程度で満足
することなく、今後もっともっと大きな目標を掲げて更なる飛躍を期待しています。

YKくん（豪州・Killara High School）
早実高等部・早大学院・早大本庄・慶応ほか合格

 
 

 

2014 年度入試・合格実績！ 
エピス全校の実績です。途中帰国生は含みません。 

■ 香港教室  +852-2838-7177  
■ 九龍教室  +852-2362-0221 
■ わかば深圳教室  +86-755-2162-1702 
■ シドニー教室  +61-2-9904-8687 
 

 
早慶中学      名

                

９９
聖光      名・海城      名
白百合学園１名・鷗友学園１名

学習院系列４名・立教系列７名
学習院１名・学習院女子３名・立教池袋２名・立教新座２名・立教女学院３名  
攻玉社３名・頌栄女子学院３名・洗足学園２名・大妻2名・共立女子１名 

市川２名・立命館宇治１名・啓明学院１名・茗溪学園 10名・他 

２２ ３３

2014年度中学入試合格実績！

慶応普通部１名・慶応中等部２名・慶応湘南藤沢４名・早実１名・早稲田１名 

香港から
早慶７名
合格！

     

））      
早大学院３名・早大本庄6名・早実６名・慶応義塾2名 
慶応女子１名・慶応志木１名・慶応湘南藤沢４名 

洛南１名・西大和１名
大教大池田１名・清風南海１名 

 
 
 
 

  

早慶高校 名2233
2014年度高校入試合格実績！

2014年度 大学入試合格実績！
 国公立  名合格！

 
 

青学５名・明治３名・中央１名・学習院１名 
国際基督教大４名・日本大１名・東海大１名・桜美林大１名 

    名合格！早慶上智  
早稲田大10名・慶応大2名・上智大8名

2020   
  G-MARCH      名合格！1100   

44   
  
  

国立大
7年連続
合格!

早稲田渋谷シンガポール１名・慶応ニューヨーク学院１名・鎌倉学園１名・桐蔭学園２名（理数１名含）
桐光学園２名（SA１名含）・市川２名・埼玉県立松山女子１名・西武文理１名・佐久長聖（Ｉ類）１名
土浦日大18名（特待５名含）・江戸川女子１名・玉川学園１名・明桜１名・大妻嵐山１名 他 

ICU２名・青山学院４名・中大杉並7名・立教新座4名
立教池袋１名・法政1名・法政第二1名・専修大松戸２名
大阪桐蔭（Ⅰ類）１名・同志社国際8名・立命館宇治２名

啓明学院１名・山梨県北杜市立甲陵１名・宮城県仙台第三１名

九州大１名・横浜国大２名・横浜市大１名  

深圳から
初年度
早慶高
合格!



香港 香港

香港

KanaLili
住所：1B, Sun Fung House, 52-60 Lyndhurst Terrase, Central
電話：(852)2778-7368（完全予約制）
時間：月～土　11:00～20:00（日曜定休）
ウェブ：kanalili.com

　香港の若手デザイナーLilian氏が立ち上げたファッションブランド「KanaLili」。可愛ら
しいデザインのオーダーメイドドレスを「Creerles Beautes（美しさを創造する）」という
理念の基、提供している。そんな同ブランドが最新のミニコレクションを発表。
　女性ならプリンセスのようなドレスに一度は憧れたことがあるはず。彼女のデザイン
するドレスは、可愛らしさと上品さが上手く融合され、袖もとの刺繍や裾の膨らみバ
ランスなど細部にまで気を配ることで華やかさも演出している。大事なパーティーで注
目を浴びること間違いなしのイブニングドレスは、可憐な女の子が大人の女性へと変
化していく様を見事に表現している。ウェディングドレスのデザインも手掛ける彼女。人
生最大の舞台には、誰しも一生思い出に残るドレスを着たいもの。どこにもない一着
を手に入れたいのなら、ぜひ一度KanaLiliのウェディングドレスを見ていただきたい。
もちろん普段使いできるアイテムも揃う。シンプルなシャツも彼女の手にかかれば女
の子全開のフォーマルシャツに。ポンチョ仕様にデザインされたシャツはどんなス
カートとも相性がいい。繊細なデザインのレースカーディガンは、肌が微かに透けて見
え、ロマンチックでセクシーな雰囲気に。可愛らしいドレスの上からはおると甘さと大
人っぽさが絶妙なバランスだ。生地は、質感とデザイン性の高いイタリア製の高級レー
スを使用。華やかな夜を演出するのにぴったりのアイテムに仕上がっている。
　また同ブランドのアイテムは、女性らしさを最大限に引き出すためにラインの美しさ
を特に重要視している。スカートのウエストラインを高めの位置にしたり、裾にスカ
ラップレースを施すことによって立体感を作り出し、ウエストを細く、足を長く見せてく
れる。
　華やかな店内は、まるで夢のクローゼットのよう。ぜひとも一点一点手に取ってじっ
くり見ていただきたいが、ウェブサイトでもその雰囲気は十分に感じとれる。あなたの
Kawaiiをめいいっぱい引き出してくれるドレスをここ「KanaLili」で見つけてみて。

夢のクローゼットが開かれた
ロマンチック女子に向けた春の世界
夢のクローゼットが開かれた
ロマンチック女子に向けた春の世界
［ KanaLili ］

どんなスカートにも合うポンチョシャツ
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 ショッピング（香港・広東共通）
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　L.A.の有名なフェイシャリスト、ケイト・サマヴィルと言えば、健康でつや
やかな美しい肌が印象的。彼女は顧客に合わせた結果重視のスキンケア
を提供し、クリニックに訪れるセレブや彼女のブランドの愛用者の肌を美
しく変貌させてきた。
　彼女は2004年にウエスト・ハリウッドのメルローズ・プレイスにクリニッ
クを開設し、アメリカの雑誌、「People」から「美肌の権威者」の肩書きを与
えられたことも。そして2006年からはオリジナルのブランドも展開してい
る。彼女自身が、科学者のチームと共に科学的な手法で開発した製品は、
効果が即座に現れるだけでなく、その効果が持続し続けると評判だ。
　昨年の韓国でのオープンに続き、3月にはついに香港でも販売開始。そ
れに合せてケイト自身が来港し、ブランドの哲学、そして製品を自ら紹介し
た。｢これを機会に、以前から興味のあった香港についてもっと学んでいき
たい｣と語った。
　一点のくもりのない肌はセレブだけのものではなく、誰もが持てるもので
ある。彼女自身が全ての人を施術することはできないが、自身の製品を通し

て手助けをすることはできるはず。｢スキンケアは私にとってはただの仕事ではなく天職｣
と話すケイトは、肌を美しくする為に必要なもの全てを届けることに身を捧げている。
　CEOのミシェール・テイラーは｢わが社のブランドが韓国、シンガポール、マレーシア、
オーストラリア、ニュージーランドなど世界に進出する中、今回香港でKate Somervilleを
グランドオープンさせることができ興奮している｣と語った。

遂に香港上陸！
世界で愛されるスキンケアブランド
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

Lane Crawford - Canton Road
住所： 3 Canton Rd., TST
電話：(852)3102-1919
営業時間： 10:00～22:00

Lane Crawford - IFC Mall
住所： Podium 3, IFC Mall, 8 Finance St., Central
電話：(852)3102-1319
営業時間: 10：00～21：00

Kate Somerville SkincareKate Somerville Skincare

香港のオープニングでスピーチする
ケイト・サマヴィル

自ら施術を実施するケイト・サマヴィル

〈お求め先〉

パリス・ヒルトンや
オリビア・ワイルド
など、セレブも愛用
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　現存する日本の貴重な在来食用豚「あぐー豚」は、体質強健、資性温和で粗食にも耐
え得るが、その一方で産子数が少なく発育速度も遅いという難点を持つ。そのため他の
外来種におされ、一時は30頭にまで頭数が激減、絶滅の危機に瀕した。しかしこの美味
しさを絶やしてはいけないと沖縄の酪農家が立ち上がり、今では約800頭にまで回復。
貴重な日本在来種という希少性から高級ブランド豚として日本全国に知られるまでに
なった。そして昨年からはここ香港でも味わえるようになったのだ。
　このあぐー豚の輸出販売に力を入れているのは、沖縄県が立ち上げた「沖縄県食肉

輸出促進協議会」。2012年11月に設立され、現在
6社が加盟している。沖縄豚の国外への販売拡大
を行っており、地理的な理由と輸出許可等の取得

のし易さから、香港へ進出する運びとなった。
　香港であぐー豚を食べられるのは、チムサーチョイ(尖沙咀)にある居酒屋「白木屋」。
香港の飲食店で、最初にあぐー豚の取扱いを始めた店だ。もともと日本の店舗では黒豚
を使った料理を提供していたが、香港でその代わりとなる美味しい豚肉を探していたと
ころ、同協議会のあぐー豚に辿り着いたという。同店では「沖縄あぐー豚炭火焼」「岩手
南部鶏と沖縄あぐー豚の極上つくね 卵黄添え」そして「自家製炙り沖縄あぐー豚チャー
シュー」の、3つの美味しさを楽しむことができる。
　あぐー豚と普通の豚との違いは、一口噛んだだけでお判りいただけるはず。その美味
しさの秘密は、旨みたっぷりの「あぶら」。あぐー豚の脂身には旨み成分である「グルタ
ミン酸」が他種の2～2.5倍も含まれている。しかもコレステロールは半分以下というか
ら驚きだ。さらにこの脂身は臭みもほとんどなく、融点が低いので口の中であっという間
に溶けて旨みが広がる。「香港の方たちは脂身を敬遠する傾向にありますが、一度食べ
ていただければその美味しさが分かるはず。ぜひ試してほしいですね。」と店長の佐藤
さん。
　日本でも、沖縄料理店にでも行かない限り
あまりお目にかかれないあぐー豚。香港でい
ただけるようになったこの貴重な機会に、ぜ
ひ味わってみてはいかが。

貴重な日本在来種「あぐー豚」
普通の豚との違いをぜひ味わってみて
貴重な日本在来種「あぐー豚」
普通の豚との違いをぜひ味わってみて

白木屋尖沙咀店
住所：6/F., 1 Knutsford Terrace, TST
電話：(852)2264-8688
営業時間：11:30～16:00 18:00～24:00（日～木）
　　　　  11:30～16:00 18:00～26:00（金・土・祝祭日の前日）
ウェブ：www.shirokiya.com.hk

明るくて素敵な人柄が魅力的なお2人。
白木屋尖沙咀店店長の佐藤さん（左）と、
沖縄食肉輸出促進協議会の宇江城さん

とろける“あぐー豚のチャーシュー”、
絶品です

“あぐー豚のつくね串”新鮮な卵をつけてどうぞ

“あぐー豚の炭火焼”お好みで柚子胡椒、辛子をつけて

6月下旬、
銅鑼湾店オープン

（予定）

香港グルメ
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　1974年にオープンして以来、本格広東料理レストランとして人々に親しまれている
｢Tsui　Hang　Village（翠亨邨）｣。チムサーチョイ（尖沙咀）、セントラル（中環）に加え、昨
年コーズウェイベイ（銅鑼湾）のLee　Theaterビル22階に3店舗目をオープンした。伝統

の味を守りつつも、時代の流れに沿ったアレンジを加えた料理
が味わえると人気だ。今年の7月にオープン40周年を迎える同
店は、古きよき時代の香港の味を楽しめる懐かしいメニューを
再現したアニバーサリー特別メニューを用意している。
　3月～4月は“Old Hong Kong Dim Sum”と題し、最近ではあま
り見かけなくなった昔懐かしい点心の数々を用意。毎日のラン

チで楽しめるため平日はちょっと難しいという人でも安心だ。
　まずは、蒸し豚とキノコのウズラ卵乗せ餃子と、シュウマイの豚レバー乗せの｢双囍焼
売(Double Happiness Dumplings)｣。キノコ、鳩のXOチリソース和え、牛肉とオレンジの
皮、そして豚レバーの4種の腸粉｢四式手拉腸粉(Rainbow Rice Flour Rolls)｣は見た目も
カラフルで新感覚の味。
　また、広東料理では欠かせないのがスープ。同店の「大三元(Triple　Crown)Triple 
Crown」は、鶏足、鮑、クコの実、そしてチレッタを長時間煮込むことで甘みを最大限に引
き出している。血液の循環を良くし、体を温める効果もあるという。
　海老、マンゴーと胡麻の春巻きと、チキン・パイナップル・生姜の漬物を挟んだミニ
バーガー「紫蘿火鳳凰(Dragon & Phoenix)」は、どちらもミニサイズでフルーツの酸味が
程よく加わり、あっさりいただける。鶏肉、ウズラの卵、椎茸、生姜が入った肉汁たっぷり
の「籠仔雞球大包(Giant Chicken Bun)」はその大きさにびっくりするが、数人で分けて食
べるのにちょうどいい。子どもにもぴったりだ。口直しのデザートには、梨の形をした揚
げ餅とかぼちゃの形をしたスポンジそれぞれにカスタードクリームの入った「流沙金梨
(Egg Custard Delights)」。外はカリッと中はもっちもちで、トロリとしたカスタードが甘さ
控えめでぺロッと食べられる。
　5月以降も、歴史ある同店のかつての人気メニューを再現し期間限定で提供してい
る。さあ、早速その味を体験しに行ってみては。

「流沙金梨」と「金瓜仙子粿」
双囍焼売

 ブイヤベース
(Bouillabaisse)

チキンミニバーガー、
パイナップルと生姜の漬物挟み

Tsui Hang VillageTsui Hang Village

40年の歴史を誇る老舗広東レストラン
昔ながらの香港飲茶はここで味わえる
40年の歴史を誇る老舗広東レストラン
昔ながらの香港飲茶はここで味わえる

Tsui Hang Village 
コーズウェベイ（銅鑼湾）店
住所：22/F., Lee Theatre Plaza, 
           99 Percival St., CWB 
電話：(852)2409-4822
営業時間：月～金　ランチ   11:00～15:00　
　　　　　　　 　ディナー18:00～23:00

セントラル（中環）店
住所：2/F., New World Tower, 
          16-18 Queen's Rd. Central, Central
電話：(852)2524-2012
営業時間：月～金11:00～23:00
　　　  　日祝日10:30～23:00

チムサーチョイ（尖沙咀）店
住所：5/F., Miramar Shopping Centre, 
          132 Nathan Rd., TST
電話：(852)2376-2882
営業時間：月～日　11:30～23:30

昔も今も変わらず人気のバーベキューポーク

お芋の粉を練りこんだ4種の
キノコの腸粉
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香港

　多くのホテルが立ち並ぶチムサーチョイ（尖沙咀）のキンバリーストリートでとりわけ
目を引く「The Luxe Manor」。ゴールドと赤を基調としたビクトリア調のロビーは優雅で
気品漂う。そしてこのホテルの2階で、香港でも珍しい北欧料理を提供するのが、レスト

ラン「FINDS」だ。
　店名は、フィンランド、アイスランド、ノルウェイ、デンマーク、そし

てスウェーデンの頭文字をとったもので、もともとセン
トラル（中環）のランカイフォンホテルにあったが、3年
前に同ホテル内に移転。広々とした店内は森をイメー
ジしたデザインで、気品がありながらもカジュアルでリ

ラックスできる空間。食器やスタッフのユニホームなど、あちらこちらに可愛らしい動物
が隠れており、遊び心も満載だ。
　同店の人気メニューはアフタヌーンティーセット。今なら、3月25日のスウェーデンの
伝統的な「ワッフルの日」にちなみ、「ハッピー・スウェデッシュ・ワッフルディ」と称した春

の特別セットを楽しめる。このセットのメインは、何
といってもスウェーデンスタイルのハート型の可愛
いワッフル。通常のものよりも生地が薄いのが特徴
で、バニラパンナコッタとフレッシュ苺がトッピング
されており、甘さと酸味が絶妙なバランスだ。
　ほかにもスイーツは全6品。なかでも編集部の心
を掴んだのは「アップルクランブル」だ。焼いたりん
ごと濃厚なクリームの上にさくさくのクランブルが

トッピングしてあり、一般的なものと比べて口当たり軽やかで食感が素晴らしい。食事系
メニューも、小皿で6品。「Arctic Shrimp Toast（海老とアップルサラダのバゲット乗せ）」
はあっさりといただける一品。「Creamed Morels and Asparagus in Pastry（キノコとアス
パラのクリームパイ）」はアミガサタケというキノコの風味豊かに香る滑らかなクリーム
の口どけと、さくっとしたパイのコントラストが至福の味。またトレーとは別に、ス
コーン、サンドイッチに、ドリンクも2杯選べる。充実の内容、ボリュームもたっぷりでか
なりお得だ。
　木製の立体トレーに乗って運ばれてくるアフターヌーンティセットはとても可愛らし
く、一品一品の飾りつけも繊細で、思わず写真に収めたくなる。これまでたくさんのアフ
タヌーンティーを食べてきたという人でも、きっと虜になるだろう。

右上　Swedish Waffles
           （ハート形のスウェーデンワッフル）、
            Carrot Cake with Blueberries
           （キャロットケーキ）
左下　Apple Crumble
            （アップルクランブル）、　
            Fruit Paste
           （赤ワインとラズベリーのピューレ）

FINDSFINDS

珍しい北欧のエレメントが詰まった
お洒落なアフタヌーティーを味わおう
珍しい北欧のエレメントが詰まった
お洒落なアフタヌーティーを味わおう

FINDS 
住所：39 Kimberley Rd., TST
電話：(852)3763-8852
時間：日～木　6:30～24:00　金～土　6:30～25:00
ウェブ: www.theluxemanor.com
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添え

左　Arctic Shrimp Toast（海老と
        アップルサラダのバゲット乗せ）
右　Creamed Morels and Asparagus 
        in Pastry（キノコとアスパラの
        クリームパイ）

森をイメージしたクールさと暖かみの
ある店内
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広州

伝統スタイルのホテルで、珠江の美しさを味わおう！
広州海怡半島星河湾酒店(Chateau Star River Guangzhou Haiyi Peninsula)広

州

バリ島スタイル・リゾートでリラックス！
南沙大酒店(Nansha Grand Hotel)広

州

　「南沙グランドホテル」は珠三角エリアでは唯一のバリ島スタイル・リ
ゾートホテル。青いさざ波が輝く零丁洋に面し、青々とした蒲洲山を背
にたたずむ美しい庭園の中にある。海に架かる「虎門大橋」も景観にア
クセントを加えてくれる。
　近くには、広州市内最大のマングローブ保護区「南沙湿原公園」があ
る。広州の最南端、珠江の河口に位置する珍しい生態湿地公園だ。エビ
やカニが養殖され、蓮、バナナ、サトウキビも植えられている。マング
ローブにはさまざまな種類の鳥が集まり、ここで繁殖、生息している。こ
こはまさに自然の美しさに触れることのできる人と鳥のパラダイスだ。
　ホテルのほとんどのレストランからオーシャンビューを望める。3階に
ある「ステーキハウス」では、米国食肉輸出連合会が認めた高級ビーフ、
オーストラリア産ビーフ、和牛をはじめ、高級食材が振る舞われている。
また、大型ワインセラーには世界各地の一級品のワインが貯蔵されてい
る。2階にある中華「牡丹風味レストラン」では、新鮮な素材にこだわるの

はもちろん、彩り、香り、味、デザインにも力を入れている。4月15日から5
月15日にかけては、料理人たちが腕によりをかけて作った「早茶新品」も
取り揃えている。海のほとりには整備された遊歩道があるので、食後は
ゆったり海の風に当たって散歩するのもいい。広州のバリ島スタイル・リ
ゾートで心ゆくまでリラックスしよう！

 2010年に開業した「シャトー・スター・リバー・ハイイ・ペニンシュラ」は
番禺沙滘島に位置する。「三面環江（三面が川）」の美称を持ち、この立地
ならではの風景を望むことができ、珠江の美しさをゆっくり味わうことが
できる。ホテルから「広州琶洲国際コンベンションセンター」までは車で
5分と非常に便利。「広東フェア」開催期間中は、会場まで無料シャトルバ
スも運行している。また、ホテルから「長隆旅行リゾート」まではたったの
8分、無料バスサービスがある。
　ホテルのスタイルは、落ち着いた伝統的スタイルを踏襲。ファブリック
などをあしらった客室は、温かく包み込んでくるような優しい空間を演
出している。ベッドは硬さの異なるタイプを用意、枕は7種類も取り揃え
る。レクリエーション施設は、屋内外プールのほか、フィットネスセン
ター、卓球室、室内バトミントンコートも設けられている。
　食事なら、ホテル地下1階にある本場広東料理「真粤中餐廳」がお薦

め。広州スタイルの食事「早茶」は朝8時から11時まで、「ランチ／下午
茶」は午後2時まで振る舞っている。伝統的な中国茶と点心を味わった
後は、プールビューのカフェで落ち着いた時間を過ごすのもよい。広州
のシンボル「珠江」、地元広東料理、伝統スタイルの空間で、ゆったりとし
た休暇を過ごそう！

広州海怡半島星河湾酒店
住所：広州番禺区沙溪大道沙滘島
電話：(86)20-3998-3333
ファクス：(86)20-3920-9933
メール：bc.hy@chateaustarriver.com
ウェブ：www.chateaustarriver.com/?l=en&h=hy&m=hotel_bg

南沙大酒店
住所：広州市南沙区南沙海浜新城商貿大道南二路1号
電話：(86)20-3930-8888
ファクス：(86)20-3930-8899
メール：info@nanshahotel.com 
ウェブ：www.nanshahotel.com
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今週の広東ピックアップ

中国の伝統絵画
　北京画院から許諾を受け、20世紀の中国画壇で重要な位置を占めた

「京派」の作品を展示中。1957年に創立された北京中国画院は、伝統を

継承するなかで西洋の技法を取り込み、多くの優秀な画家を輩出した

名門芸術学校。今回の展覧会では、そんな

同校を卒業した「京派」と呼ばれる斉白石、

徐悲鴻らの作品を鑑賞できる。

「京派」作品の無料展覧会
丹青京華

5月18日まで

東京に？！いえいえ広州に！
　「Katie Goes To Tokyo」というユニークな名前で活動しているスウェー

デン出身のKathrine　Bergström。バンド活動をしていた10年前に東京

ライブが果たせず「必ず東京に

行ってやる！」との思いから、ソ

ロではこの名前を付けたそう。

昨年にはその強い思いで遂に

東京公演を開催。そんな彼女が

広州にもやってくる！素朴で美し

い歌声に酔いしれてみて。

Katie Goes To Tokyo
広州ライブ

5月18日

オランダ芸術の底力を見せる
　今回、ジュエリー展示会「トリプルパレード」で紹介される3人のデザイ

ナーはGijs Bakker、Lucy Sarneelと孫捷。表現方法、使用素材、作品特徴

は全く異なる彼らだが、デザイン業界で

名高い美術学校、アムステルダムのアー

トアカデミー卒業という共通点を持つ。

三者三様の多才な作品を一度に鑑賞で

きるこの機会をお見逃しなく。

トリプルパレード
ジュエリー展示会

4月20日まで

フォークファンには見逃せない！
　「イギリスで最も尊敬されたソングライターの１人」と評されるニール・ハルステッド。

最近再結成された、80～90年代のイングランド・ロックバンド「Slowdive（スロウダイ

ヴ）」のボーカル兼ギターであり、現在もフォークトリオ「Mojave 3（モハーヴィ・スリー）」

のメンバーとして活躍している。グループ活動のほかに、ソロアルバム「Sleeping　On 

Roads」、「Oh!Might Engine」をリリースするなどソロ活動も精力的に進行中。Mojave 3

のフォークスタイルに軽快なアレンジを加え、違った一面のニールを見せてくれるソロ

作品もファンの間で大好評だ。

　今回、ツアーで中国各地を巡るニール。主催会社「声演坊」よりチケット一枚が売られ

るごとにRMB3を寄付するなど、有意義な音楽イベントとなる予感。

Neil Halstead
広州ライブ

4月27日

さあ、整形の時間です。  
　中国の人気若手女優・白百何と香港俳優・鄭中基という新鮮なキャス

ト陣が贈る、話題小説の映画化最新作。有名大学在籍の郭は、卒業直前

に彼氏に振られた上に（「セフレ」になったが）、就活のゴールもまだ見

えない。自分を変えるために整形を受けた彼女は、果たしてこれから順

風満帆の人生を進ん

でいけるのか･･･

ラブコメディー
整容日記

上映中

深
圳
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州
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東
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州
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広州越秀区TU凸空間広州大道中361-365号東方花苑首層
20:30～22:00
前売 RMB60、 当日 RMB80

Exhibition Exhibition

深圳市南山區華僑城創意文化園A3+ 
10:00～17:00
入場無料

広州越秀区二沙島烟雨路38号広東美術館
9:00～17:00（月曜休館）
www.gdmoa.org
入場無料

広州越秀区TU凸空間広州大道中361-365号東方花苑首層
20:30～22:00
当日　RMB100
前売　RMB70

監督　林愛華
主演　白百何、鄭中基
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広州深圳

Sheraton Huadu Resort　広州花都合景喜来登度假酒店
住所:広州市花都区山前大道東北側天湖峰境園510700
電話：(86)20-3695-3888
ファクス：(86)20-3695-3999

シェラトン広州花都リゾート
「チームビルディング･キャンプ」をオープン「チームビルディング･キャンプ」をオープン

　世界70国に400のホテル、60のリゾートを展開する、シェラトンホテル＆リゾート。1985年に
は中国で最初のインターナショナル･ホテルチェーンとして営業を始めたこのホテルが、今回
シェラトン広州花都リゾートに新たな施設、「The Teambuilding Camp ザ・チームビルディング･
キャンプ」をオープン。高性能で充実した設備を提供するのは華南地方に展開するインターナ
ショナル・ブランド・ホテルとしてはシェラトンが初となる。
　「チームビルディング」とは同じひとつのゴールを目指し、複数のメンバーが個々の能力を
最大限に発揮しつつ一丸となって進んでいく･･･、そうした効果的な組織づくりや、チームをま
とめる手法。コミュニケーション能力やリーダーシップ力を高めるとも言わ
れ、企業だけでなく、MBAスクール、スポーツチームなどでも取り入れられて
いる。
　この新たなキャンプには、クライミング･ウォール、スカイ･ダイビングを始
め、8つの設備で構成され、各設備はそれぞれ違った目標を達成するために
作られている。
　チームビルディング･コースは半日または一日が選べ、公認の進行係が参
加チームの必要に応じた活動を準備、サポートする。交通手段、部屋、食事、
レクリエーションまたはエンターテイメントを含むユニークなパッケージを
必要に応じて提供してくれ、宿泊先もシェラトン花都リゾートまたは、フォー
ポイントバイシェラトン広州東圃のどちらかを選ぶことができる。
　リラックスできる自然の中で、楽しみながらビジネス･スキルを向上かつ、
潜在能力を高められるシェラトン花都リゾート、次回の研修やレクリエー
ション先として検討してみてはいかがだろう。
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広州
歯の詰め物を瞬間接着剤でつける人広東省　日本人に優しい病院一覧

深圳

広州 イーストウエストメディカルセンター
東西方医療門診部
天河区天河北路233号
中信広場14楼1401室
(86)20-3879-7605

威利斯クリニック
天河区林和東路200号（IKEA家具後方）
(86)20-3885-1376

康辰国際医療
天河区珠江新城華利路19号
遠洋明珠大廈北座1楼
(86)20-3759-1168

カンナム広州加美国際医療中心
越秀区環市東路368号花園大廈5楼
(86)20-8386-6988

国際歯科診療室
天河区天河北路2号冰花大酒店11楼
(86)20-3880-2357

大都会国際歯科
天河北路183号大都会広場6楼603-604
(86)20-8755-3380

広州和睦家診療所
広州大道中301号人保ビル1楼
(86)20-8710-6000

広州万治クリニック
天河区天河北路223号中信広場25/F 2501室
(86)20-3877-3123

深圳陽光ウィンヘルスクリニック
羅湖区宝安南路1048号陽光病院内2楼
(86)755-8211-7998

維雅歯科
福田区福華一路
深圳国際商会大廈A座1118室
(86)755-8205-6515

カンナム深圳加美国際医療中心
南山区蛇口南海大道1033号
泰格公寓 E-0119
(86)135-9016-0019

しろもとデンタルクリニック
南山区南山大道1122号
鵬愛医療美容医院2楼
(86)755-8622-4459

広州

　取れた歯の詰め物を、文房具屋の瞬間接着
剤で処理しようとする「愚か物」は想像以上に
多い。実は私も同じようなことをやろうとした
「愚かな人間」なので、決して上から目線で語
れるような立場にはない。私を含め愚か者は
「歯医者の接着剤と工作用のそれのにおいが
似ていた。」「接着剤はどれも同じようなもの」
などという。
　そもそも、有名な瞬間接着剤Aはベトナム戦
争の時に軟組織を応急的に処置するために
開発されたもので、医療と無関係ではない。し
かし、同じ医療でも用途が違う。
　日本でも歯科で瞬間接着剤を使うなどと言
う人もいるが、基本的に詰め物やかぶせ物を
付けるのに使用するのはセメント。瞬間接着

剤は水に溶けてしまうため、中で溶けて空洞
が出来しまい、それが虫歯の原因になるのだ。
　自分で接着した場合、歯の表面に雑菌を残
したまま上から歯に詰め物を被せてしまう恐
れがある。通常、歯科医院では、歯の表面に雑
菌や水分（唾液）が無い状態にしてから詰め
物を付けるが、自分ではそうはいかない。
　愚か者は「近いうちに歯科医院に行くから
一時的に」というが、かつての私であれば、接
着剤で特に痛みがなければ、次に歯が痛みだ
すまではそのまま放置するのが関の山であ
る。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」
ともいう。私は筋金入りの「愚か者」だけに愚
者の心理はよくわかる。

筆者紹介 林原 祐一
大学卒業後、世界最大手の
医療法人に勤務。各国の総
合病院や福祉施設の運営に
携わる。8年前に中国へ。
2012年9月より、しろもとデン
タルクリニック事務局長。
プライベートで香港や日本
のトレイルランやマラソン大
会に出場し、表彰台の常連選
手に。「白眼鏡」と言われてい
るらしいが、広東語が全くわ
からない。  

深圳市南山区南山大道1122号鵬愛医療美容医院二階
(86)755-8650-0166、(86)135-3090-3900（日本語専用ダイヤル）
paiyake@pengai.com.cn

広州

Part17   COCO PARKDEEP深圳
　今回訪れたのは、MTR福田口岸から3駅の販物公園駅直結のCOCO PARK。こ
こは2006年にオープンした新しいファッションモールで、コンセプトは「緑の公
園の中で買物できる公園型ショッピングモール」だ。
コンセプトの通り、買物をするだけの無機質な
ショッピングモールではなく、緑や木造物が多いオ
シャレなモールとなっている。深圳の中心地福田区
にあり、羅湖の国貿や東門、華強北街とは少し趣き
が異なる。建物は、空間の造形美に重点を置いて構
築され、東西に広がっている。中央にはパティオが
あり、小さな子供が遊べる温かみのある空間だ。そ
して空へ向かって2階3階へと続く回廊は風と光を
伴って美しく、午前中はまぶしい光が一面に広がり、
午後には夕日が射し込み茜色に染まる。また夜には
美しいイルミネーションに彩られる芸術性のあふれるモールだ。
　モール内には日系のUNIQLOやMUJIをはじめ、LUKFOOK　JEWELLERYや
CHOW TAI FOOKなどの香港系、そしてG-STARやPUMAなどの欧米、ヨーロッパ
系と一通り揃っている。ここに来れば、困ることはまずないだろう。
　ショップや施設デザインはもちろんながら、さらに注目すべきところはカフェ
の多さだ。STARBUCKS、illy、COSTA　COFFEEはもちろん、Juicy　SquaredやDELI 
CITYなど香港でもあまり目にしないブランドも多く、かなりの充実ぶり。また、
Juicy Squaredなど複数の店舗ではAFTERNOON TEAセットがあり、コーヒー＋
ワッフルがRMB32で頂けるなど、とてもお得。
　Mr.&Mrs.AyshではRMB38で鉄板焼きにスープ＋ドリンクが付いてくる。どの
お店にもテラスがあり、席の間隔も広々していて、午後をゆっくり過ごしたい方
にはオススメだ。

COCO PARKの外観。比較的曲線が多く、
デザイン性のある施設だ

平日の昼間から賑わうカフェレストラン。
ゆったりと時間が流れている

子どもの預かり施設で子供も
楽しめる。1時間RMB80

今回は、深圳での買物の定番である、総合ショッピングセンター
COCO PARKを探索してみた。

COCO Park Shopping Mall
住所：深圳市福田区福華三路星河

スポット
情報

香港でも人気の上海料理の名店。
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深圳ブラスバンド
毎週土か日、AM10～PM1、深圳市羅湖
区春風路2007号華際茶芸館2階で練習
してます。最近帰国者もありメンバー減
少しましたが、粘り強く活動してます。
代表：飯塚、副代表：福井
メール：sz_brass@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

深圳和僑会
海外で組織のリーダーを目指す人達の
交流を促進し、成功を応援する会です。
毎月の講演会、プレゼン研修、工場見学
などを開催しています。経営者や起業家
に限らず、駐在員や学生の方もお気軽
にご参加ください！
メール：szwakyo@gmail.com（松岡）
ウェブ：www.szwakyokai.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バドミントンサークル「羅湖らけっつ」

メンバーは30人ほど。毎週日曜日の午前
12時から2時間、国貿の羅湖小学校の体
育館で活動しています。初心者歓迎で
す。メール：matsuken319@yahoo.co.jp
松永まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
深圳に構えている日本料理店「一幸」です。
店員とシェフ、同時募集しています！パート
タイムも可。
お問い合わせは下記連絡先まで。
住所：羅湖区深南路金城大廈1楼18号店舗。
電話：(86)181-2390-0557

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.pocketpagweekly.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）

広東クラシファイド
メンバー募集

求人

パソコン好きの会
黙々とパソコンやインターネット、プロ
グラミングを独習したり、好きな作業を
する会です。自作PC、電子工作、インター
ネット、プログラミングなどに興味のあ
る方、広めの会議室、有線・無線LAN、無
料VPN接続を用意してお待ちしてます。
Win、Mac、Linux、iOS、Android、何でも
可。初心者歓迎。要パソコン持参。
場所：深圳市南山区桂苗路口新緑島ビ
ル3F大会議室
時間：毎週土曜日15:00~17:00 出入自由
ご連絡は斉藤 電話：(86)186-6434-2775
 メール：saito@szx.jp まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州フルコンタクト空手
同好会【北斗神會】

押忍！我 「々北斗神會」は、毎週日曜日中
信広場5Fにて、活動をしております。国
籍・性別・年齢・経験関係無く、どなたで
も参加可能です。平日に蓄えた中性脂肪
を毎週日曜に清算しましょう！！
メール：gfk@live.jp　斎藤まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

広州日本人テニスクラブ「網王」
毎週土日、二沙島（広州市）で活動。合宿
や他地域との交流戦もあり。男女共々
エンジョイテニス！
ウェブ：www.c-sqr.net/c/cs19360
メール：jun.kurihara@sumitomocorp.co.jp
携帯：(86)186-1310-1811
担当：栗原淳

広州日本人奮闘会
広州に来て未だ日が浅く、友人が少なく
生活が楽しく無く慣れない方を応援す
る会で、友達の輪を広げて頂く事を希望
しています。月に1～2回ぐらいの食事会
を開催しています。
メール：vivace@sh163.net  中村 孝幸まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

立命館大学広州校友会
広州や華南地区で活躍している立命館大学
本校及びAPU卒業の校友の交流会です。懇親
会として食事会が主とさせて頂いております。
メール：hatta_shinta@joyful-net.com
電話：(86)135-7008-8499
　　  八田真太（はったしんた）まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州如水会
華南地区在住の一橋大学卒業生の方、
ご参加をお待ちしております。当会では
3ヵ月に1回の例会を中心に、現在約20
名の会員が親睦を図っております。一緒
に「東都の流れ」を熱唱しましょう！お気
軽にご連絡ください。
電話：(86)139-2899-0740
メール：ryota_kato@cn.mufg.jp
 加藤　良太まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

横浜国立大学「国大会」
横浜国立大学卒業生、ゆかりのある方！
学生時代の思い出話、横浜ネタを酒の
つまみに交流を図ってまいります。お気
軽にご連絡ください。
メール：yokohama.nat.univ@gmail.com
　　     事務局まで。

法政チャイナ香港華南支部
法政チャイナ香港華南支部は、定期的
に例会、交流イベントを開催しておりま
す。法政大学および付属校、大学院にゆ
かりのある方、当校に留学経験のある
方、ぜひお気軽にご連絡ください！
メール：hoseichina_hk@yahoo.co.jp
               谷川まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州愛知県人会
愛知県にゆかりのある方、名古屋に行っ
たことのある方、友人が愛知県人等。参
加資格はどなたでもOKです！！不定期に
食事会を広州市内で開催しています。
携帯：(86)135-8668-1415
メール：aichigz@hotmail.co.jp
  野原良文まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東莞東部日本人会
東莞の東部地区を中心に年6回の情報
交換会・懇親会を行っています。
携帯：(86)138-2576-8250
メール：ito0104@cwe-dg.cn　 
  伊東まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

SZ-Beni旅行サークル
結成は2012年ですが、主要メンバーの
帰国や移転で昨年11月以降活動休止。
今年の4月より新規メンバーの登録で活
動を再開。毎月近場の観光地や時々山
登りに出かけたりしてます。参加制限な
しです。
電話：(86)138-2316-1494(唐澤隆)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　  (86)181-8218-2734
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
深圳のお部屋探しは【不動産NAVI】へ

経験豊富な日本人スタッフが窓口とな
り、情報提供から入居手続・退去清算ま
でご対応させて頂きます。住宅・オフィ
ス・店舗・工場等、物件見学は専用車にて
ご案内させて頂きますので、ご安心くだ
さい（無料）またオープニングキャン
ペーンとしてご契約頂いた方全員に魚沼
産コシヒカリをプレゼントしております。
日本語でお気軽にお問い合わせ下さい。
住所：深圳市羅湖区南湖路深華大厦401室
電話：(86)755-2584-5960
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）
mail： info@fudou3navi.com
URL： www.fudou3navi.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

教師募集
1．中国語．英語．広東語．HSK教師募集
2．深圳．広州．東莞．珠海.香港で在住の方歓迎
3．日本語が堪能、日本で生活経験者優先
4．平日朝．昼．夕．夜各クラス
　（１回授業は２時間）
履歴書を下記のメールにご送付ください。
HT中国語教室
住：1.羅湖区南湖路国貿商住大厦7G室
2.福田区金田路現代国際大厦2302A室
3.南山区南光路繽紛假日E棟17C室
電話：(86)186-8225-9385
メール：school@ht-1.cn
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ネット販売立ち上げの
お手伝いをしてもらえる方募集

深圳在住の方で中国内でのネット販売
立ち上げのお手伝いをしてもらえる方
募集。英語、中国語を多少なりとも話せ
る日本人の方。インターネット販売の知
識がある方。
連絡先npsuzue@gmail.com (鈴江)まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

招聘！ 能讀寫日本語的人
週刊PPW現正招募
居住在深圳和廣州並能讀寫日本語的人。
我們正在等候有興趣成為我們的外包兼
職編輯的您。
無需往返辦公室，在空餘時間即可上任。
歡迎來郵查詢
zets_ppw@pocketpage.com.hk
原先生
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仕事を探しております
本人は男性で日本語流暢、工場管理、市
場調査などの仕事を探しています。勤務
先不問。出張可能です。
メール：lili1978729@126.com
皆さんからのご連絡をお待ちいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他
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