
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！

イチロー、古巣で見せた
絶対的距離感 （6月16日）

生涯賃貸派、老後に覚悟を
追加貯金2000万円 （6月17日）

3位〜10位は・・・

弊紙9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 6月14日～20日

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

日経電子版で
毎週更新中！

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

『ぽけっとページウイークリー』 No.442 2014年7月第1号
http://www.pocketpageweekly.com
『ぽけっとページウイークリー』 No.442 2014年7月第1号
http://www.pocketpageweekly.com

週
報
週
報

INDEX

広告問い合わせ　廣告查詢　AD Inquiry
香港：(852)2376-0633    広州：(86)20-3877-6402
EMAIL：zets_ppw@pocketpage.com.hk 

■ 02 ...............................................................トピックス ■
■ 0４............................................................ピックアップ ■
■ 06-08/10...................................................ビジネス ■
■ 12/14..........................................................スクール ■
■ 15-16/18.......................................................ライフ ■
■ 19-20 ..........................................................美と健康 ■
■ 22/24..............................................................グルメ ■
■ 26 ............................................................ショッピング ■
■ 28 ....................................................... 広東トピックス ■
■ 29 ....................................................広東ピックアップ ■
■ 30/32/34..............................................広東ページ ■

Tel:2457-7488
営業時間：ランチ　12:00～16:00、ディナー　18:00～25:00   

日本語対応、ご予約お問い合わせ Tel:2893-4888
豆富健康美食白木屋香港

1/F., Circle Tower, 28 Tang Lung St., Causeway Bay
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香港

　昨今、様々な国の税務当局による移転価格課税の執行が強まる中、日
本企業及び海外子会社はその対策に頭を悩ませているケースは少なく
ない。そんな国内・外の日本企業のニーズに対して香港会計事務所
CWCCが、本拠地である香港を飛び越え、7月25日に日本でセミナーを提
供する！
　CWCCは1986年に香港で設立された会計監査法人であり、当地及び
中国進出をした多数の日系企業へ会計・税務・監査・ビジネスコンサル
ティングなどを提供している。
　今回開催するセミナーは、日本企業のビジネスの生命線と言う国々
（＝中国・米国・日本の3拠点）をベースとした「移転価格課税対策」に特
化した内容であり、各地域において様々な事例を日常的に取り扱う専門
家達が日本に集合、そのノウハウを惜し気もなく披露するものとなる。
　当日のスピーカーは同社の中国市場エキスパートを中心として、同社
とアライアンスを組む米国・日本の国際税務プロフェッショナルにより各
国の移転価格税制の執行状況、調査対応ポイントとその実践的対応方
法について解説を行う。

　今夏、東京浜松町で開催される「日本・中国・米国の移転価格税制－
最新動向及び実務対策セミナー」、乞うご期待！
　尚、今後CWCCが催すセミナー参加にご興味がある方は、下記メール
アドレスまでコンタクトしてみては。
　

大手企業多数参加、注目の「移転価格セミナー」、日本で開催！
香港会計事務所CWCC

PLANES2: FIRE & RESCUE
7月24日　香港公開予定
監督：ボブス・ガナウェイ
製作総指揮：ジョン・ラセター
吹き替え：デイン・クック、ジュリーボーウェン 他 

新たなる冒険 プレーンズ2：ファイアー＆レスキューズ
7月24日　香港公開予定
　人気作「カーズ」シリーズの世界観から誕生した、ヒットアニメの第2
弾。前作で世界一周レースでチャンピオンを勝ち取った農薬散布用飛
行機のダスティが、山岳地帯専門のレスキュー隊に入隊。ここでは世界
最速のレーサーという肩書は通用しない。
　ベテラン隊員たちの目を見張るような活躍に圧倒されながらも困難
な訓練を乗り越えていく。隊員たちは時には厳しく、時には暖かくダス
ティを見守る。ある時、大規模な山火事が発生。多くの車たちが燃え盛る
炎に行き場を失う中、レスキュー隊が出動。危険な救助を仲間達で力を
合わせたのを機に、ダスティと他の部員たちの絆は一つに。そして本物
のヒーローとはどういう人かということを学ぶ。そんな中、ダスティが
レースを捨ててレスキュー隊員になった本当の意味が明かされる…

　監督は「リロ＆スティッチ」シリーズなどを手掛けてきたボブス・ガナ
ウェイ。今回はピクサーではなくディズニーがすべて監督しているとい
うこともあり、必見。レーサーからレスキュー隊になったダスティの胸中
に迫ったドラマも見もの。

CWCC
<香港事務所> 
電話：(852)2956-3333 
住所：Suites 1201-4, 12/F., Tower 2, The Gateway, 
        25-27 Canton Rd., TST
<深圳事務所>
電話：(86)755-8213-5633
住所：深圳市福田區車公廟泰然九路
　　  海松大廈A座13A層7室　郵編：518040

メール：japan@cwcccpa.com
ウエブ：www.cwcccpa.com

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ

音楽、芸術、ショッピング、新たな体験を楽しんで！
　「音」と聞いてまず初めに何を思い浮かべるか？音楽、楽器、それとも芸術？「Found 
The Sound (音を見つける)」と題したイベントがファッションウォークで開催中。異なった
バンドや芸術家達による、様々な音楽と芸術のイベントを楽しめる。それぞれのバンド
は、フォーク、ポップ、インディーズ、ロックなど違ったジャンルの音楽を演奏する。イベン
ト開催時はヒューガルデンのビールが無料で配られる。冷たいビール片手に、音楽を聴
く、夏ならではの楽しみ方だ。音楽以外には、ボディーペイントのワークショップをはじ
め、数々の芸術のワークショップも開催される。毎月、第2・4土曜日はファッション・ウォー
クへ行くのをお忘れなく。

Fashion Walk 
Found The Sound

8月まで

ビジネスの生産性向上とコスト削減のサポート
　ドキュメント環境を調査・分析し、最適な機器配置とワークフローの
改善を行い、それらを一括管理し継続的にサポート。紙やトナーの使用

量の削減、機器管理にかかる時間の減
少、使い勝手の向上により大きな経費
削減の効果が期待できる。継続的な業
務効率の向上とコスト削減の実現を目
的にグローバルにサービスを展開中。 

京セラのMDS
マネージド　ドキュメント　サービス

Unit 3 & 5, 16/F., Mita Ctr., 
552-566 Castle Peak Rd., Tsuen Wan
月~金　9:00～17:30
(852)2610-2181
www.kyoceradocumentsolutions.com
www.kyoceradocumentsolutions.com.hk

11-19 Great George St., CWB
17：00～
www.fashionwalk.com.hk

6/F., Marco Polo Hong Kong Hotel, 
Harbour City, 3 Canton Rd., TST
(852)2113-0808
www.cucinahk.com

Cucina
新メニュー

夏に向けてメニューが新しく
　マルコポーロ香港ホテル内にあるレストラン「Cucina」は 180 度見渡
せるシービューとオシャレな内装が自慢のレストラン。イタリア人のシェ
フが夏に向けて新メニューを考案。これまでのアラカルトメニューの 3
分の 1が入れ替わる。ベジタリアン向けの料理も豊富に揃っているの
で、誰もが楽しめるレストランだ。

ワールドカップ開催をみんなで祝おう！
　街中、ワールドカップで大賑わい。サッカー観戦をするために、寝不足

の人も多いのでは？BreadTalkでは期間限定のサッカーをテーマにした

パンやケーキを販売中。サッ

カー観戦中におなかが空い

た時、このパンやケーキは

ピッタリ。空腹を満たすだけ

でなく、サッカー気分も盛り上

がるはず。

BreadTalk
期間限定サッカーのケーキとパン

7月13日まで

BreadTalk 各店舗で
(852)2365-7168
www.breadtalkconcept.hk

Red Obsession
ワイン業界を描いた話題作

7月17日上映

監督：David Roach、 Warwick Ross

ボルドーワイン各社なぜ中国市場に？
　リーマンショック後にフランスのボルドーワイン各社が中国に新たな

市場を見いだし、中国にワインを浸透させる戦略を模索するさまを描い

たドキュメンタリー映画。ハリウッド

俳優のラッセル・クロウがナレー

ションを務める。ベルリン国際映画

祭で｢料理映画部門｣に選ばれた作

品だ。
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香港＆広東 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

アルゼンチン

ブラジル

香港に集まった世界の味

アメリカ

www.pocketgourmet.com.hk

各国料理を各国料理を各国料理を各国料理を
食べ尽せ!食べ尽せ!食べ尽せ!食べ尽せ!

W杯
出場
国

試合観戦だけじゃ物足りない！試合観戦だけじゃ物足りない！

ドイツ

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

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 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 30K～40K

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。

営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 キングスウェイ～22K
2年以上の営業事務経験。日系顧客窓口業務。
金融商品購入に伴う事務処理。書類翻訳。ビジ
ネスレベルの英語。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 キングスウェイ～25K

オフィス機器関連、営業、営業サポート等の経験
あれば尚可。日系既存顧客担当窓口業務全般、
コンサルティング含めた新規提案営業。ビジネス
レベルの英語。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍 ～20K

3年以上の物流経験者。客先ニーズのヒアリン
グ、ロジスティックスサポートの提案。オペレー
ションの構築、アジア関連支店との連絡、調整。
ビジネスレベルの英語、中国語。

キングスウェイクリエイティブ系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～25Ｋ

Webサイトのデザイン開発実績のある方。デザ
インの更新、保守。関連会社の業販ページ拡充
など。新規ビザサポートあり。コミュニケーション
レベルの英語。

キングスウェイ営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/九龍 ～28K

3年以上の香港、広東省での営業経験。市場
調査、既存顧客からの受発注業務から出荷ま
での管理。アジア出張。ビジネスレベル以上の
英語。（本社採用の可能性有り）

香港/九龍 ～40K キングスウェイ会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

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。新規ビザサポー
トあり。ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 ～42Ｋ

8年以上の物流経験。ロジスティックスオペレー
ションの見直し。現状分析、プロジェクト管理、
予算管理。3～4名からなるスタッフのチームマ
ネジメント。ビジネスレベルの英語、中国語。

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 ～45K

大手投資銀行での債券営業部門アシスタント、
及びミドルバックオフィス募集。経験者のみ
募集、日本語、英語必須。

JAC 香港

JAC 香港

技術系/メーカー
（化粧品・医薬品） 25K程度まで香港

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。

JAC 香港専門職/コンサルタント 応相談北京・上海 監査法人での就業経験者（内部統制・税務・
FAS・M＆A・コンサルティング等）。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

20K程度まで香港 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 香港生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 香港/九龍 25Kまでアパレル関連企業にて生産管理職。当該業務

経験者、英語もしくは中国語ビジネスレベル。

JAC 香港技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 30K前後香港/香港島 3年以上のIT系開発経験がある方。

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。何らかの金
融関連業務に従事していた方。

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

20Kまで香港/香港島
会計事務所にてコーディネーター職。中国語
もしくは英語がビジネスレベル。基礎的な会計
知識があれば。

JAC 香港営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 25Kまで物流企業での営業職。業界経験は不要。主に
は既存顧客の深耕。

RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 24K～28K

大手広告代理店にてPRマネジャーを募集。
クライアントのPR戦略の設計、提案、制作ア
イディアの構想。広告業界出身の方歓迎。

RGF 香港営業・販売系/外食・フード 25K～30K
日系食品商社にての営業職。レストランから
依頼される食材の発注、運送業者とのやりと
りがメイン。

香港/香港島
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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

インテリジェンス
香港

サービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 応相談

まつ毛エクステンションのカウンセリングおよ
び施術。サロンのオペレーション（予約受付、
アイケア商品の販売など）。未経験者歓迎。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K～25K香港/香港島 ITソリューションの提案型営業およびフォロー

アップ。英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

19K～21K
（応相談）

香港/香港島

大手日系保険会社にて損害保険のフォロー
アップ営業。法人営業経験3年以上に加え、
英語ビジネスレベル必須。

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 18K～20K

日系企業向けに医療関連サービスを提供する
企業にて、フォローアップ及び新規開拓営業
業務。英語コミュニケーションレベル以上必須。

RGF 香港金融/金融・保険 香港/香港島 20K～25K

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。

香港/香港島 15K～25K RGF 香港大手欧州系投資銀行にてマネジメントトレー
ニーを募集。若手歓迎。1年契約。

RGF 香港25K香港/九龍
大手ジュエリー企業にて事務所管理職にての
募集。事務所運営全般（総務・経理業務）、小売
業務管理、営業業務、貿易業務。

RGF 香港20K～35K香港/香港島

大手日系銀行のコンプライアンス部門にて
Deputy Managerを募集。リスクマネジメント、
信用分析、コンサルティング、企業の経営統合
などのサポート。

RGF 香港専門職/金融・保険 20K～25K

香港系金融サービス企業様にてコンサルタン
トを募集。顧客のニーズを確認し、顧客の要望
に適した金融商品の提案、顧客へ投資後のこ
まめなフォロー、香港の金融商品の案内、各種
金融情報の収集。

香港/香港島

香港/香港島

20K～25K
大手会計士事務所にて会計コンサルタント・
コーディネーターを募集。会計知識を持ってい
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香港/香港島

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。

金融/金融・保険

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

30K香港/九龍

大手日系自動車部品企業様にて品質保証マネ
ジャーを募集しております。PCB業界、電子部品
業界の品保経験者。或いは商社の品質保証部隊
として仕入先指導の経験者。

生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子）

金融/金融・保険

RGF 香港専門職/コンサルタント

RGF 香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 25K～30K香港/香港島

日系企業向け、IT関連商材の営業業務。既存
顧客及び新規顧客の対応。英語コミュニケー
ションレベル必須。

インテリジェンス
香港

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/
建設・建築・
内装・住宅関連

香港/香港島

23K

日系大手インフラ関連企業にて、トップマネジ
メントに対する秘書業務に加え、経理・契約に
関する書類作成、日英翻訳など多岐に渡る業務
を担当。英語ビジネスレベル必須。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/新界 20K～30K

経理実務：伝票起票から月次決算までを担当。
会計事務所及び本社の窓口業務。北京語コ
ミュニケーションレベル必須。

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 20K東莞

営業。3年以上の営業経験ある方。Wire 
Harness、USB、CABLEなどの製品知識あ
る方優先。北京語と英語話せる方優先。

インテリジェンス
香港香港/九龍

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 香港/九龍 20K～25Kアシスタントマネジャー。日系マーケットの

開拓、既存顧客のフォロー、日本への出張有。

インテリジェンス
深圳技術系/コンサルタント RMB15K深圳 コンサルタント。営業経験がある方ベター。

北京語日常会話レベル。

会計経理・経営管理/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍 インテリジェンス

香港20K～25K
経営管理業務全般。リスク管理、営業係数分析。
コンプライアンス対応、事業計画の策定など。
英語ビジネスレベル。

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

20K～30K香港/香港島
日系顧客へ向けて簡単な翻訳・通訳業務、セク
レタリーチームのサポート、アシスト業務がメ
イン。

ビジネス（香港・広東共通）
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カメヤマ先輩：「いや、だからこそ香港のITベンダーは担当者が
不足するスキルの部分をサポートしないといけない。役割はか
なりオーバーラップしているので補完は可能なんだ。」

S研究員：「なるほど～、我々の仕事はとても重要なんだ！今日家
に帰って家族に自慢し～よっと。」

マドンナ・フジコ：「S研究員、その前に先月の【父の日忘れられ
た事件】みたいなショッキングなことが起こらないよう、家族の
中での重要性が高まるようなふるまいをするのが先決なのじゃ
ないの？」

S研究員：「も～う。それは言わないでよ～。」

Solution
マリコ：「眠たそうですね。」

カメヤマ先輩：「うん、ワールドカップ観戦が続いたからね。」

マリコ：「夜中の試合が多いんでしたっけ？」

カメヤマ先輩：「予選の時は1日3試合あって、夜中の0時から朝8
時まで間1時間休憩を挟んで連続でやっていたから応援する方
も大変さ。」

岩石先輩：「そういえば前回ワールドカップ優勝国のスペインが
いきなり2連敗して早 と々予選リーグ敗退したのには驚いたね。」

広州のタムラ：「そうそうたるメンバーだったけど、やはり勝負事
なんでね。でも敗因はなんだったんでしょうね。」

カメヤマ先輩：「一部選手間の仲が悪いとか、ピークを過ぎた選
手が多かったとか、勝つ事に疲れていたためと言った選手もい
たように報道されていたね。」

マリコ：「なるほど、サッカーで勝つためにはいろんな要素が絡
み合っているんですね。」

マリコ：「業務システムの導入では勝つための要素って何です
か？」

カメヤマ先輩：「勝つため？失敗しないためね。それは、いくつ
かあるけど、やはり最も重要なことのひとつは導入担当者では
ないかな。」

マリコ：「え、業務システムソフト（ERP）機能や責任感のあるベン
ダーの選定でなく、まず導入企業内の担当者ですか？」

カメヤマ先輩：「そうだね、導入担当者は非常に重要で、この一
人の人次第で成功が決まるとも言われているね。」

マリコ：「導入担当者はどのようなスキルがあればいいのでしょう？」
カメヤマ先輩：「主には以下の6つのスキルと言われているね。」

今更聞けないITセキュリティの常識
『業務システム（ERP）導入に失敗しないためには？』

カメヤマ先輩：「特にコミュニケーション能力や部門間の調整能
力は重要。部門のエゴを反映した部分適正ではなく全体適正
のために時にはある部門の業務がかえって増えるような場合、
高度な調整能力が要求される。」

マドンナ・フジコ：「大変な職責だよね。このようなキーマンが成
功の要ということなのよ。」

マリコ：「ところでうちのようなITベンダーはどのような役割を期
待されているのですか？」

フジオ部長：「まずは企業側の導入担当者がリーダシップやイ
ニシアチブを取る姿勢と、経営者との橋渡しが重要。一方、大項
目でみると我 I々Tベンダーも1から6までの項目のスキルが求め
られるという意味では一見同じように見える。でも、企業の導入
担当者が社内の実務専門知識やその会社独自の会計実務など
に詳しいのに対してITベンダーはもちろんITの知識には詳しい
が、業務や会計については業務担当者ほどの深い知識はない。
だからこの導入担当者とITベンダーでの密なコミュニケー
ションが重要なんだ。」

カメヤマ先輩：「ひとつ気をつけないといけないのはこれらのス
キルはIT部門のある大企業の専任担当者では必須条件のスキ
ルなんだけど、香港の日系企業の場合は少数精鋭のためIT部
門がない会社がほとんど。業務部門の誰かが掛け持ちで担当し
ているのですべてのスキルを持っていることはとても期待でき
ないんだ。」

マリコ：「え？キーマン不在ということはほとんどの業務システム
導入の成功はおぼつかないということですか？」

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

がんばるマリコのIT素朴な疑問

マリコの教訓
「香港でのシステム導入では担当者が掛け持ちでスキ
ル不足。その足りない部分を補完できる信頼できるIT
ベンダーを選び二人三脚で業務システム（ERP）を進
めることが導入成功の鍵。」

業務システム（ERP）導入を推進する人に必要なスキル
① 業務システム導入対象の業務の深い実務知識
② 会計の仕組みの理解
③ リーダーシップ
④ コミュニケーション能力・部門間の調整能力
⑤ システム導入手順への理解
⑥ ハード・ネットワーク・データベースの知識

ビジネス（香港・広東共通）
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ベトナム

読まれた記事ランキング
6月14日～20日 

　サッカーＷ杯ブラジル大会で初戦は黒星、2戦目は引き分けた日本。初戦のコートジボワール
に負けた要因や、開幕戦で主審を務めた西村雄一氏を巡る記事が多く読まれました。米大リーグ
で活躍する田中将や、鋭い守備を見せるイチローを取り上げた記事も上位に入っています。家計
に関する記事では「生涯賃貸派は老後に覚悟を」「1億円さんに聞く」といった記事が読者を集め
ました。6月14日から20日に読まれた記事を紹介します。

イチロー、古巣で見せた絶対的距離感 （6月16日）

生涯賃貸派、老後に覚悟を　追加貯金2000万円 （6月17日）

（3）W杯開幕戦、物議かもしたPK判定の意味 （6月18日）

（4）日本、黒星発進　「魔の4分間」はなぜ起きた （6月16日）

（5）ザックジャパン、敗因は守備よりも攻撃にあり （6月15日） ［映像あり］

（6）「1億円さん」に聞く　私はこうしてお金を殖やした （6月18日）

（7）1位京大、思考力に評価　人事が選ぶ大学ランキング （6月16日）

（8）CD買わない若者、なぜフェスにいくのか （6月17日）

（9）中高年こそ夢を持て　元三洋電機社員サバイバル（中） （6月18日）

（10）2位は嵐、首位は…最新タレントパワーランキング （6月16日）
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　『弓の試合』今で言うなら『ゴルフコンペ』と言ったところでしょうか。ゴル

フは『紳士のスポーツ』と言われるように競技中のマナーも大変重要なポ

イントです。ドライバーの飛距離がどれだけ凄くても、スコアがどれだけ良

くても、他の競技者に対する配慮が欠けていたり、自身の飛距離やスコア

を自慢するような人は周りから冷めた目で見られることでしょう。逆に飛距

離やスコアが他の人より劣っていても、周りに迷惑をかけないでおこうと

直向（ひたむき）にプレーしている人は周りから見ていても気持ちのよいも

のです。賭けゴルフも君子的なゴルフだとは言えないでしょうね。君子的な

ゴルフというのはドローの中で一番スコアが良かった人が「今日は皆さん

のおかげでいいプレーができました！」そう言って、ラウンド後のクラブハ

ウスで同伴競技者に一杯づつビールや飲み物をご馳走する。そんな『君子

ゴルファー』が一人でも多く増えることを願っております。

関西弁超訳論語～
     論語って素敵やん!

「僕はこれを学んだ！」

（
孔
子
）
先
生
は
言
わ
は
っ
た
。

「
君
子
っ
ち
ゅ
う
ん
は
何
事
に
つ
け
て
も
人

と
争
う
っ
ち
ゅ
う
こ
と
は
せ
ん
も
ん
な
ん
や
。

争
う
っ
ち
ゅ
う
た
ら
、弓
の
試
合
く
ら
い
や

ろ
な
。お
堂
に
上
っ
た
り
、
下
り
た
り
す
る

時
は
相
手
に
対
し
て
き
ち
ん
と
お
辞
儀
し

て
、お
互
い
に
譲
り
お
う
て
、そ
ん
で
も
っ
て

勝
負
が
決
ま
っ
た
ら
、
勝
者
が
敗
者
に
罰

杯
の
お
酒
を
飲
ま
せ
る
。
争
い
言
う
て
も

ほ
ん
ま
紳
士
的
や
ん
！
」

八田真太（HATTA SHINTA）
1977年神戸市出身。立命館大学卒業後、単身中国広州に渡り日本語学校を設
立。広州市柔道協会日本人顧問、広州日本語教師連絡会会長等。雲南省に「雲
南省恵民郷八田希望小学校」寄贈。好きな言葉は「人間万事塞翁が馬」。近著
に「孔子がもし関西人だったら？」というコンセプトで「論語」を関西弁風にア
レンジした「関西弁超訳論語（アールズ出版）」が全国の書店にて絶賛発売中！

ブログアドレス：http://schoolcity.jp/koucyou
Eメール：hatta_shinta@joyful-net.com

現代中国語訳
孔子说：“君子不与人争，
如果有，只是比试箭法。
上场前互相作揖谦让，射完下场饮酒，
其争也是君子之风。”

日本語現代語訳
子曰わく、君子は争う所なし。
必ずや射(しゃ)か。
揖譲(ゆうじょう)して升(のぼ)り下(くだ)り、
而(しこう)して飲ましむ。其の争いは君子なり。

【原 文】
  子曰、君子無所爭、必也射乎、揖譲而升下、而飮、其爭也君子。

君子は争い事でも
思いやりの心で人と譲り合うんや。

2014年継続企画
心
に
沁
み
る
大
阪
弁
訳

香港香港

香港 香港
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