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ベトナム

読まれた記事ランキング
6月28日～7月4日 

　大リーグ・ヤンキースで活躍する、イチローの記事が最も読まれました。6月になり先発出場が
増え、もうレギュラーといっていいのではないか、との内容です。同僚の田中将大も着実に勝利を積
み重ねるなど、日本人メジャーリーガーにこれからも注目です。また、3位に「ボーナス増えても要注
意　家計乱さず使う鉄則」、7位に「『塩漬け投信』、見直しの好機　疑問銘柄は損切りを」が入るな
ど、お金に関する記事への関心は、まだ高いようです。6月28日から7月4日に読まれた記事を紹
介します。

存在感増すイチロー、気がつけば正右翼手に （6月30日）

北朝鮮、生存者リスト提示　拉致被害者ら「2桁」 （7月3日）

（3）ボーナス増えても要注意　家計乱さず使う鉄則 （7月2日）

（4）詳しくは電子版をご覧ください。

（5）W杯の教訓、外国人監督ならサイコセラピスト必須 （6月30日）

（6）iPhone6は「薄く、丸く」　中国製模型を検証 （6月30日）

（7）「塩漬け投信」、見直しの好機　疑問銘柄は損切りを （7月2日）

（8）コンビニに強敵？「コーヒー界のアップル」日本上陸 （7月2日）

（9）検索履歴なぜバレる　便利なアカウントの「裏事情」 （7月2日）

（10）勝ち続ける投資家のシンプルな鉄則（澤上篤人） （6月29日）
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花 樣 方 言 方言の世界　漫遊記

Vol.53 ＜Captain Tsubasa＞
　サッカーW杯に合わせて突如コーズウェイベイに現れた
「キャプテン翼」の巨像。香港であの漫画の人気が衰えていない
ことを改めて思い知らされましたが、キャラ名は、戴志偉（大空
翼）、麥泰來（岬太郎）、林源三（若林源三）、小志強（日向小次郎）
と、香港式にローカライズされたまま定着していることも確認で
きました。これは、「大空」が広東語で「大凶」と同じ発音だからだ
とか、「翼」は香港人の大好物である「雞翼」（トリの手羽焼き）を
連想させるからだとか、そういった理由からではなくて、昔の漫
画はみんなこうだったのです。
　キャプテン翼は欧米でも人気が高いですが、大空翼はフラン
ス語版では「Olivier Atton」、イタリア語版では「Oliver Hutton」
と、ヨーロッパではほとんど「オリビエ」「オリベル」系の名前に
なっています。「Tsubasa」のような「ts-」で始まる語はヨーロッパ
諸語ではなじみが薄く、「tse-tse」（ツェツェ蠅）、「tsunami」（津
波）など、アジア、アフリカ地域からの外来語がほとんど。ドイツ
語には「ツ」という音はありますが「z」または「c」と書き、ポーラン
ド語やチェコ語でも「c」、イタリア語は「z」。フランス語やスペ
イン語には「ツ」という発音そのものがありません。英語では「ts」
は語中や語尾には現れますが語頭には来ないという特徴を
持っています。英語でもやはり「ts-」で始まる語は外来語だけな
のです。 
　香港には、「Ts-」があふれています。空港から市街地に向かう
途中、青馬大橋「Tsing Ma Bridge」を渡り、左手に荃灣「Tsuen 
Wan」を見て、そして尖沙咀「Tsim Sha Tsui」に着きます。香港人
と名刺を交換すれば、曾「Tsang」氏がいて、謝「Tse」氏がいて、徐
「Tsui」氏がいます。日本人にとって「ts」は「ツ-」以外の何物でも
なく、実際、Eric Tsang（曾志偉）、Nicholas Tse（謝霆鋒）、Tsui 
Hark（徐克）のような人たちは「エリック・ツァン」「ニコラス・
ツェー」「ツイ・ハーク」と訳されています。しかしこれらは実際に

はほとんど、チェンマー（青馬）、チュンワーン（荃灣）、チムサー
チョイ（尖沙咀）、チャン（曾）、チェー（謝）、チョイ（徐）と「チ-」で発
音されており、広東語の教本には、「茶」は「ツァー」でも「チャー」
でもよい、などと書いてあるので、なるほど香港の「ts-」は「ch-」
と同じなのか、という悟りに至るわけです。
　「ts」（ツァ、ツィ、ツ…）と「ch」（チャ、チ、チュ…）は「破擦音」と
呼ばれる音です。広東語では区別されない両者ですが、香港の
英語表記には「Ch-」もたくさんあります。正徳街「Ching Tak St」、
長洲「Cheung Chau」、赤鱲角「Chek Lap Kok」、陳「Chan」、張
「Cheung」、趙「Chiu」。漢語の古い発音の区別が書き分けられ
ているのです。この区別は中国南方の言葉で失われただけでな
く北京語でも失われています。「ツィン」と発音されていた「青」は
現在の北京語では「チン」。しかし北方にはいまだ完全な区別を
残している地域があります。青島（チンタオ）もその一つ。青島の
言葉で「青島」は「ツィントー」。（チンタオビールのビン・缶にも
「TSINGTAO BEER」と書いてあります。）香港で「ts-」と書かれて
いる字はつまり法則どおりだと青島語では「ツ-」と発音されてい
ることになるわけですが、混同の多さも目立ちます。香港には
「青～」で始まる名前の道が63本ありますが、そのうち青蓮台、青
楊路、青康路の3本は「Ching～」となっており、「清～」の道は、
「Tsing～」が5本、「Ching～」が4本。「子」は、童子街、燕子里、屯
子圍でそれぞれ「Chi」「Tse」「Tsz」。あんがい統一性に欠けたい
い加減なものなのだな、という悟りにも至るわけです。19世紀に
香港の英語表記にもたらされた破擦音の書き分けは結局、混乱
の元となっただけでした。　　
　「ツ」が言えない外国人が「翼」をチュバサ、トゥバサ、スバサ…
などと言うのを笑ってはいけません。日本人は濁音になると、
「ヅ」と「ズ」の区別がつかなくなるのです。英語の「card」「car」の
複数形はそれぞれ「cards」「cars」。英米人が区別しているこれら

2つを日本人は言い分けられません。両方とも同じ、「カーズ」。こ
れは「四つ仮名の違い」の問題で、ジとヂ、ズとヅの区別を現在
も残しているのは高知、宮崎、鹿児島など一部の方言のみ。江戸
時代には四つ仮名の混同を正すため『蜆縮涼鼓集』（けんしゅく
りょうこしゅう）という本が出ています。この題名は、しじみ（蜆）、
ちぢみ（縮）、すずみ（涼）、つづみ（鼓）のこと。鎌倉時代にはすで
に「クジラ」と「クヂラ」の両方が書かれて混乱が始まっていた日
本が、香港の「ts-」と「ch-」の混同を笑ってはいけません。　
　「ヅ・ズ」のテストをしてやろうと思って、ある日本人に「2枚の
カード」「2台の車」と英語で言ってみろ、と言ったら、返ってきた
答が、「two card」と「two car」。これでは笑いも出ませんが、確か
に両者の区別は、ついています。
　　　　　
　　　　　　　  大沢さとし（香港、欧州、日本を行ったり来たり）

Photo Credit: Adidas
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香港クラシファイド

語学を楽しむ！
英語/広東語/北京語の生徒募集中。
TOEIC/IELTS/英検対策。日本語が話せ
る講師が丁寧に文法や発音を教えま
す。マンツーマンで、あなたのニーズに
合うレッスンができます。2～3人のグ
ループレッスンも可能です。お気軽に
お問い合わせください。
LINE/電話:(852)6200-5476 (キャサリンまで)
メール:hitsujime@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ママのためのサバイバル英会話

発音を矯正して、通じる英語に変身させ
ましょう。英検・TOEIC受験対策、国語・英
語の家庭教師も承っています。当方、英
語学専攻。テキストにてご連絡ください。
Whats App：(852)9462-9820
または msmasako@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニールズヤー ド認定アロマセラピー
基礎クラス2014年9月期生募集

◆募集日程：
①木曜日午前クラス：2014年9月4日～
10月16日　10:00～12:15（週1回全6回）
※ 10月2日祝日のため休講
②金曜日午前クラス：2014年9月5日～
10月10日　10:00～12:15（週1回全6回）
③日曜日午前クラス：2014年9月7日～
10月12日　10:00～12:15（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、開講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：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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

JDC参加者募集
香港JDC(JAPAN DIVING CLUB) 参加者
募集!!香港でスキューバダイビングを楽
しむ同好会です。月1～2回、船を借り
きってダイビングを行います。ダイビン
グ後は、無人島でのBBQや海鮮料理、船
に揺られ沖合の絶景を楽しみながらお
弁当をいただきます。ダイバー仲間をお
探しの方、お気軽にご連絡ください！！潜
る方も潜らない方も船に乗って香港の
海に出ませんか！！
JDC役員会ウェブサイト：www.jdchk.org
連絡先：infojdc@jdchk.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
テニスサークル「よせなべ」新メンバー募集！
毎週日曜の午後2時間程度テニスをして
います。活動場所は奥運駅/美孚駅、参加
者は20代～60代の日本人です。テニス
好きな方のご参加お待ちしております!
連絡先：Higashi@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バドミントンメンバー募集！
バドミントンやりませんか！性別、年齢、
経験問わず！メンバーは経験者から、香
港で始めた人まで様々です。毎週土曜
の朝、主にホンハム（紅磡）近郊で活動
しています。希望者は、年に数回他チー
ムとの交流試合にも参加しています。ぜ
ひ、ご参加ください！
電話：(852)9018-0357 古川（こがわ）
メール：kowloon_bado@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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とは、自分は今で
も若手と思っている独身者を対象とした
会です。香港在住者がメインですが、中
国在住の方もご参加頂けます。参加目
的は、友情、ビジネス、婚活、恋活、いず
れもOKです。
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
隔月で同窓会を開催中です。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。一緒に美味しい中華
料理を食べつくしましょう！
Email： 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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会の新オフィスでスタッフを募集！
この度、香港和僑会としてMTR尖沙咀駅
の近くにオフィスを構えることになりま
した。つきましては下記の通りスタッフ
を募集いたします。どうぞお気軽にお問
い合わせ下さい。
募集職種：オフィスワーク（パート）
勤務時間：週5日 10:00～17:00（応相談）
勤務地：尖沙咀
業務内容：簡単な経理事務、図書管理、
室内の整理整頓、来客接待、データの作
成及び管理など
給与：応相談
条件：週休二日。有給休暇、ダブル・ペ

イ、MPFは香港の規則通り。
資格：
①日本語と英語の二か国語は必須。広
東語ができればAdvantageとなります。
②経理の経験者または簿記二級以上の
資格保持者。
③図書館で仕事をした経験のある方は
Advantageとなります。
お問い合わせ:
香港和僑会事務局 担当:高橋
電話：(852)6850-9300
メール：news@wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アルバイト募集
コーズウェイベイ（銅鑼湾）にある日本
人ラウンジバー
お酒が好きで人と話す事が好きな女の
子募集！！
みんなが仲良しの楽しいお店です。
日本語で気軽にお問い合わせください。
電話：(852)2187-3929（21:00～26:00）
メール：yousbar2014@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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：(852)9701-8517
【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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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・野崎
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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語礼拝
毎週日曜日、午後2時半～4時半、中環
(セントラル)で行われている日本語礼拝
では、日本語で思い切り賛美し、愛と希
望の溢れるメッセージが聖書から語ら
れます。礼拝後、日中交流の時間もあり
ます。誰もが笑顔になれる611霊糧堂所
属の日本語礼拝へ、ぜひお越しくださ
い。どなたでも大歓迎です。
香港中環德輔道中 21-23號歐陸貿易中心1402室
(連絡先：(852)6500-9794　宮崎)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

無料回収
中古家具、家電をほとんど無料で回収し
ます。高級の家具と家電を買取します。
家具と家電以外も不用品回収と買取の
お手伝いをいたします、お気軽に問い
合わせください。
raku_kaishu@yahoo.co.jpに詳しい情報
（写真、サイズなど）をメールください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）

早く上達させたいなら、セントラルのプレスで！
　セントラル駅から徒歩5分にあるプレスランゲージセンター。昼間は主婦、夕方はキッズと学生、そし
て夜になるとビジネスマンが次々と訪れる。ここの最大の魅力は、徹底した学習カリキュラムだ。ディレ
クターのエリック氏が長年研究してきた「もっとも効果的なレッスン」を提供するため、自ら資格を持っ
たネイティブの講師をトレーニングし、そのトレーニングに合格した講師のみに授業を担当させている。

だから伸びが速い！
　プレスではそれぞれの生徒さんが学習を始める前に、徹底的に語学レベルをチェック。目的や目標
をじっくりと聞き、それぞれに合わせたスタディプランを組んでいる。プライベート、セミプライベート、
グループレッスン、フレックスレッスンがあるが、グループレッスンは最大6人までの少人数制なので、
発言する機会が多いのが特徴。また、講師が定期的にそれぞれの生徒さんの“成長”をチェック。「この1
カ月でリスニング力がアップしたね。言葉の正しい選び方を補強していこう！」など、細かいアドバイス
をもらえるので、自分の成長を確かめながら勉強を進めることができるのだ。

学びやすい環境で通いやすい！
　レッスン前日までにプレスに連絡すれば、体調を崩したり、大事な仕事が入ったりしてレッスンを休ん
でも「振替」制度を使えるので安心。1週間単位で休みを取れる「長期休暇」もあるので、一時帰国や出
張でしばらく香港を離れるときに便利だ。また出張先でもオンラインでレッスンを受講できる。

　また小さいお子様がいるママにうれしい「ベビーシッター」制度も。経験豊富なベビーシッターがレッ
スン中、ずっとお子様をケアしてくれるので安心してレッスンを受けることができる。時間のある時は、
無料の「コーヒー＆カンバセーション」に参加して、さらに会話力をアップできる機会も！

　「英語がもう少し話せたら…」、「キャリアアップのために普通話を勉強したい…」、そんな風にお考え
のあなた、プレスに一度行って無料カウンセリングを受けてみては？
　
　3カ月後には確実に今とは違ったあなたに出会えるはずだ。

★英語コース
日常英会話、ビジネス英語、専門的な
ビジネス英語、資格試験対策(TOEIC、
TOEFL、IELTS、BULATS、英検、SAT/
PSAT)、子供向けグループレッスン、企業
向け語学研修プログラム、インター校幼
少中高校生向け集中補習コース

★普通話コース
日常会話、エクゼクティブ普通話、子供向けグルー
プレッスン、企業向け語学研修プログラム、資格試
験対策(HSK、BCT)、奥様達のやさしい普通話

★広東語コース　
日常会話、サバイバル広東語、子供向けグループレッスン

英語、普通話、広東語を

好評開講中

プレスってどんな学校？
●カナダ人の校長が長年の教師経験と徹底した研究で開発した、最小限の努力で最
大限楽しみながら学習できる”システムを実践！
●講師はすべて学位と経験を持つネイティブ。質のよいカリキュラムに加え、学習計画
やカウンセリングで上達が早い！
●「ベビーシッター制度」でママも安心して学べる
●「コーヒー＆カンバセーション」や「フィールド・トリップ」で楽しみながら学べる！
●充実の振り替えシステムで通いやすい
●長期割引が魅力
●日本人スタッフが常駐。日本語で相談できるので安心

<お気軽に日本語でご連絡ください！>
プレスランゲージセンター
住所：5/F., On Lan Center, 11-15 On Lan St., Central
 香港中環安蘭街11-15號中安大廈5樓
 中環駅D1出口から徒歩5分/香港駅C出口から徒歩8分
電話：(852)3489-8874
ウェブ：www.preslanguage.com
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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_ppw@pocketpage.com.hk

香港ビジターはっちのプロフィール
香港在住歴1年未満。初めての海外暮らしをここ香港で始めることになったものの、
日本とのギャップにいまだ驚く毎日。最近はやっと香港人の友人も増え始め、
香港ライフをもっと楽しみたいと意気込み中。

　香港に住み始めてから仲良くなった友人の中に、私と同時期に香
港にやってきて地元企業に就職した男性がいる。彼は頻繁に食事に
行くメンバーの1人。その日もいつものように皆で食事をした後、帰る
方向が一緒だったので2人で歩くことにした。この時点で夜中の2時。
いつも以上にお酒が入っていたこともあり、長い道中あれやこれやと
くだらない話で盛り上がった。そろそろ別れ道という時、彼が突然
「言っておかなきゃいけないことがある」と言い出した。何だろうと思って
いると「自分は性同一性障害なんだ。元々は女として生まれた」と…。
実は出会った当初から気づいていた私。そんなことに特にこだわりは
ないし、ただ波長が合うから仲良くしていただけ。その事を伝えると、
私以上にベロベロだった彼は突然号泣。誰かと仲良くなる度にこう
やって告白し、時には傷ついてきたのかと思うと、何だか私まで泣け
てきた。
　行き交う車の騒音で、彼の声はほとんど聞き取れなかったけれど
「ただ普通になりたいだけなんだよ…」と言う言葉だけは聞こえてきた。
　若い彼は、言いたいことが伝わらないやるせなさを感じながら香港
で働くということに日々 戸惑い、自分の技術に対して焦り、落ち込み…
そんなことと戦いながらも、性に対していまだ途上国である日本には
居心地の悪さを感じ、どこが自分の場所なのか分からなくなっている。
　香港は様々な人種が行き交う街。彼のような人も温かく受け入れ
てくれる。私は時々会って香港生活を一緒に笑って過ごすことしかで
きないけれど、1日も早く彼が香港を満喫できるようになること、そして日
本が香港のように偏見の少ない国になってくれることを願う。

Vol. 08ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

香港ビジターはっちの
「ホンコンあたふた記」

香港ビジターはっちの
「ホンコンあたふた記」
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（所在地） タイワイ（大圍）
（間取り） 3LDK　1,030sq.ft. (785sq.ft.)
（室　内） 改装済み
（環　境） MTRタイワイ駅直結。緑に恵まれている環境。
（備　考） 豪華なクラブハウスあり。プールからジム、サウナ、キッ

ズルーム、図書室まで揃えている。大型ショッピング
モールも隣に。

（月　額） お気軽にお問合せを

Festival City 名城 フェスティバル・シティ

（所在地） タイワイ（大圍）
（間取り） 4LDK　1,264sq.ft. (958sq.ft.)
（室　内） 改装済み
（環　境） MTRタイワイ駅直結。緑に恵まれている環境。
（備　考） フェスティバル・シティ第3期。スパ、サロン

コーナーなどビューティー系のファシリ
ティーが設けられ、女性専用の豪華クラブハ
ウスあり。

（月　額） お気軽にお問合せを

Festival City 2 名城盛薈 フェスティバル・シティ・2

香港

Century 21Century 21Century 21 www.century21-goodwin.comwww.century21-goodwin.com

Festival City 3 名城盛世 フェスティバル・シティ・3

（所在地） タイワイ（大圍）
（間取り） 3LDK　980sq.ft. (739sq.ft.)
（室　内） 改装済み
（環　境） MTRタイワイ駅直結。緑に恵まれている環境。
（備　考） フェスティバル・シティ第3期。シューティング

ゲームルーム、大型ミーティングルームなど
の設備を提供する、男性専用の豪華クラブハ
ウスあり。

（月　額） お気軽にお問合せを
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB

スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB

第一不動産 TEL (852) 2885-7711
Rm. 818, 8/F., Zung Fu Ind. Bldg., 1067 King's 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) 20-8729-4505
広州市天河区粤墾路68号広墾商務大厦2座2楼

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

ライフ（香港・広東共通）
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香港＆広東

Gallery & Boutique usagi。
住所：Shop B, G/F., Wah Shin Hse ,
           6-10 Shin Hing St., Sheung Wan
電話：(852)2448-9968

　香港島の古い街並みの中、ハイセンスなショップやギャラリーが立ち並ぶションワン
（上環）のNOHO地区。そんなおしゃれタウンに今年5月、コンセプトギャラリー&ブ
ティック「usagi。」がオープンした。善慶街の階段通りに面した2階建てのお店は、外観
からすでにカワイイ雰囲気が漂う。
　店内に一歩足を踏み入れると、まるでそこはパリのお洒落なアパルトマン。それもそ
のはず、本店はパリにあり、フランス在住の日本人アーティストMichiko Horie氏が経営
するギャラリーとなっている。彼女は現在もパリでアーティスト活動を続けながら、若
手日本人アーティストの作品を世界に広める活動を行っているという。ここ香港店も、
日本人のアーティストを中心にフランスやイタリアなどの作家の作品を扱う。彼女のセ
レクトする作品は「新しいことにチャレンジする姿勢が見られインパクトを与えている
か」が基準だそう。確かに店内には可愛いだけではない、強い個性を放つアート作品
やアイテムが並び、女子であれば誰もが目を奪われるものばかり。
　店内作品はほとんどが1点もの。フランス人画家のPhilippe Doufour-Loriolleとビー
ズアートブランド「Kyoko Création」がusagi。のために手掛けたコラボレーション絵画
は、ポップな印象を与えながらもビーズの刺繍がどこか懐かしさを感じさせる。こちら
はイタリア・ムラーノ島の極小マイクロビーズを使い1つ1つ手縫いで仕上げられてお
り、香港店で初お目見えとなった作品だ。アニマルの耳が付いたとってもキュートな帽
子は、日本人帽子デザイナーが手掛けるブランド「petite　NANA」と同店のコラボレー
ション。帽子以外にもウサギの耳付きカチューシャなどもあり、特別可愛くきめたい
シーンで使いたい。もちろんこれも一点物となる。
　またオーナーが厳選した化粧品も取り扱う。「Terracuore」は日本でのみ発売されて
いるオーガニックコスメブランドで、海外ではここでしか手に入らない。ハーブエキス
を贅沢に使ったボディケア用品、ローズやカモミールの女性らしい香りが楽しめるス
キンケアシリーズ、オーガニックならではのピュアなフレグランスのアロマオイルなど
が揃う。そのほか、作品がディスプレイされている素敵な家具も販売しており、そのまま
購入することもできる。
　とにかくカワイイで溢れたこの空間。女子ならお気に入りの店になること間違いなし。
また、どこにもない1点もののポップアートをお探しの方もぜひ一度足を運んでみて。

［ Gallery & Boutique usagi。 ］

カワイイがたくさん詰まった
女の子のおもちゃ箱
カワイイがたくさん詰まった
女の子のおもちゃ箱

アニマルモチーフの帽子やカチューシャは
petite NANAとのコラボ作品

どこか懐かしさ漂うPhilippe×Kyoko Création×usagi。
のビーズアート絵画が並ぶ
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 ショッピング（香港・広東共通）
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　MTRティンハウ(天后）駅周辺には多くのB級グルメのお店や香港スイーツのお店が
軒を連ね、常に多くの人で賑わっている。そんなティンハウ駅から電気道を5分ほど歩い
た所にオープン7年目となるビューティーサロン「VILLA BODY＋MIND」がある。同店は
現在、ティンハウ店を始め、チムサーチョイ(尖沙咀）、ユンロン（元朗）、チュンワン（荃
湾）、テュンムン（屯門）の4店舗を展開している。

　白を基調にした、清潔感のある店内に一歩足を踏み入れると、笑顔のス
タッフが迎えてくれる。一見こぢんまりとした店の奥には2階に続く螺旋階段
あり、意外に広々とした空間に漂うアロマの香りが、瞬時に心を安らげてく
れる。
　健康とは、体、精神、そして安らげる環境のバランスが取れている事。しか
し毎日忙しくストレスを抱え、そのバランスを崩している人は多い。同サロン
はそんな人にこそプチリトリート感覚でトリートメントを楽しんで欲しいと
いう願いが込められている。フェイシャルやボディートリートメントを始め、
ネイル、ワックス、アイトリートメント、メイクアップサービスなど、女性には

うれしいメニューが勢ぞろい。1つのお店で癒しと美のトータルビューティートリート
メントを受けることができる。また使用している化粧品は、世界の110ヵ国以上の有名サ
ロンで取り扱われている、フランス発のプロフェッショナルスキンケア「SOTHYS（ソティ
ス）」。これだけでもお肌がきれいになりそうだが、それに加えて経験豊富なエステティ
シャンにかかればお肌はツルツル、心は癒されること間違いなしだ。
　今回編集部はフェイシャルを体験した。広々としたトリートメントルームはゆったりし
た音楽が流れ、さらに癒しの世界へと導いてくれる。1時間15分のトリートメントはメイ
ク落とし、洗顔、角質ケア、マッサージ、マスク、スキンケアの6ステップ。角質ケアで肌の
黒ずみを取り除き、丁寧なマッサージで顔のむくみや目の下のクマが取れてすっきり。
最後は柑橘系の香りのジェルマスクで、極上の潤いで満たされた張りのある肌に。施術
後の化粧ノリの良さにびっくりしたほどだ。
　さあ、あなたも癒しと美肌の安らぎ空間を体験してみては。

VILLA BODY＋MIND
住所：G/F., No.9-11 Wing Hing St., Hon Man Mansion, Tin Hau
電話：(852)2503-3123
営業時間：10:00～21:30

安らぎの空間で
癒されながら美しさを手に入れる
VILLA BODY+MIND
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

清潔感漂う癒しの空間

ゆっくりできるウェイティングルーム

SOTHYS（ソティス）のスキンケア
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