
　役所広司主演の映画「聯合艦隊司令長官 山本五十六」が香港で10月30日から
公開される。この中で、若き正義を貫く架空の記者役・真藤利一に扮する玉木宏が
2012年の「曹操暗殺 三国志外伝」の上映以来、再び香港シネマのスクリーンに登
場する。

　真珠湾攻撃によって自ら開
戦の火ぶたを切って落とす一
方、誰よりも戦争に反対し続け
た連合艦隊司令長官・山本五
十六の実像に迫るヒューマン
大作。日本映画界を代表する
名優・役所広司を始め、柄本
明、柳葉敏郎など豪華な顔ぶ
れの中、今回のキャストで若手
俳優陣の筆頭とも見られる玉
木宏。彼が演じる記者・真藤

は、物語の語り部役も担う重要な役回り。作品全体も彼の視点から構成さ
れるという大事なキーパーソンだ。口数こそ少ないが、周りの意見や状況
を冷静にとらえ、世論を代弁する正義の者として、戦争へと傾いてゆく世の
中においても難局に立ち向かった五十六を理解する存在となる。

　今作について玉木宏は、しっかりと現代に通じるメッセージが込められ
ていなければならないと考えているようだ。「今は情報が溢れ、いろいろな
ことが錯綜しやすい時代。発信側のメディアに対するメッセージと、受け手
側がきちんと自分自身で真実を掴み取る必要性があるということがテーマ
になっている映画だと思っています」と語る。

玉木宏が正義の記者を熱演！
筆をふるって真相を究明し続ける

聯合艦隊司令長官 山本五十六
10月30日公開
監督：成島出
出演：役所広司、坂東三津五郎、玉木宏、柄本明、柳葉敏郎、原田美枝子、田中麗奈
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　日本、ロシア、中国でプレーして、昨季の中国2部リーグ深圳紅
鑽でのプレーを最後に現役から退いた楽山孝志氏。引退後も深
圳にそのまま留まり、育成年代のコーチング業を開始している。
　「TOTAL COMMUNICATION FOOTBALL 楽山足球塾」
　深圳に在住する現地の少年少女たちを対象としたサッカース
クールで、楽山氏自身がヘッドコーチを務め、現地のアシスタン
トコーチ陣と共に、中国語による指導体制を整えている。
　10月12日の日曜日、筆者は楽山足球塾の会場のひとつである
福田区の下沙公園足球場を訪れた。
　スクールの開始を待ち切れない少年少女たちの歓声と、会場
に響く軽快な音楽が融合して、ここは本当に深圳なのか？と錯覚
してしまいそうな雰囲気に包まれていた。　
　定刻の朝8時45分に集合のホイッスルが鳴り響くと会場の雰
囲気は一変。日本語の「おはようございます！」の挨拶から少年少
女たちの歓声は止み、楽山氏の朝礼からスクールは始まった。
　小学生の低学年、中学年、高学年の約50名を分割。それぞれの
年代別メニューを同時進行しつつ、楽山氏はすべてのメニューを
巡回指導する為に走り回り、そして指導の言葉を発し続けていた。

　1時間15分という短かい時間の中で実に濃密なメニューをこ
なしていた。まだちょっと難しいのでは？と思うような場面もあっ
たが戸惑うのは最初だけ。楽山氏の指導は本当に分かりやすい
のだ。
　楽山氏は現役時代に、名将と呼ばれる指揮官の元で指導を受
けてきた経験がある。イビチャ・オシム、ミハイロ・ペトロビッチ、
そして最後にフィリップ・トルシエという豪華三本立てだ。
　名将たちのトレーニングメニューを、実際に選手の立場で経
験してきた人物が、少年少女たち向けのメニューを作り、自らが
指導を行なうだけでも充分に価値があるのだが、楽山氏はそれ
をすべて中国語で行なうのだから恐れ入る。
　筆者も中国と香港の滞在歴が年明けには20年目を迎える。日
常の言語に英語、中国語、広東語が深く介在しているので、気を
付けなければスルーしてしまいそうな事なのだけれど。
　ジェフユナイテッドのあのロン毛の楽山が(失礼！)今こうして
筆者の身近なところで、何の因果か中国人の少年少女たちの指
導をしているのだから、世の中とは本当に分からないものだ。
　楽山足球塾を巣立った少年少女たちの中から、やがて日本の

前に立ちはだかる選手が現われるかもしれない。その時は筆者
もその選手に心からの声援を送る事ができるだろう。
　楽山足球塾の大成功を願ってやまない。

TCF楽山足球塾ホームページ：www.tcfclub.net

≪つづく≫
　　　　　　　　    文/池田宣雄（香港サッカー協会 賛助会員）
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香港&広州 香港

れなりに成長してく
れました。お手伝い
さんにも恵まれたと
思っています。

●これからの日本人に
期待されることは何ですか？
　真のグローバル人材が沢山増えてほしいですし、また、育てて
いきたいと思っています。私たちが行っているプログラムの中に、
Pasona Global Edge という香港滞在型の人材研修があります。
フィールドワーク、現地学生やビジネスマンとの討論会などを通
じて、グローバルに活躍できるスキルを磨く研修ですが、討論会
などを見ていると香港人は積極的に喋るのに日本人は黙ってし

まうというケースがよく見られ
ますね。世界で勝ちぬいていく
ための力を養ってほしいと思っ
ています。
　今はグローバルの時代。世
界で通用する日本人がどん
どん増えていってほしいなと思
います。

●最後に、青田さんの夢を
教えてください。
　私自身、香港にはとてもお世
話になりました。周りの人にも
環境にも本当に恵まれ、香港だ
からこそ出来たことが沢山あり

ます。どんな形で関われるかわかりませんが、香港をサポートし
ていきたいですね。それに、香港の日本ファンを増やしていけれ
ばとも思っています。もちろん、先ほど話した「日本人のグローバ
ル化」も目指したいと思っています。

月の半分は香港で、残りはインドやインドネシア、シンガポール
等アジア各地を飛び回り、多忙を極める青田社長。常に周りへの
感謝の気持ちを忘れない姿勢に記者は感動した。

1987年にPASONA香港に入社した青田社長。1990年より現職に
つき、今では生徒数3,000名ほどにのぼる。代表取締役業務をこ
なすほか、接客や社員研修等でアジア各国を飛び周る。

●香港に来られたきっかけを教えてください。
　日本では、日本エアシステム(JAS)に入社。当時まだ若かった
にも関わらず、教官に抜擢され、地上職や乗務員のトレーニン
グを任されていました。でも、25歳になったあるとき、「親元を離
れて海外に行ってみたい！」と思い立ったんです。当時、海外と
いう言葉からすぐに連想できたのが、11ヶ国を飛んでいたキャ
セイでした。「ここなら世界を見られるかも」そう思って採用試験
を受けたところ運良く採用していただき、それでキャセイで客室
乗務員として働くことになりました。それからが香港生活のス
タートですね。

●客室乗務員の仕事はいかがでしたか？
　キャセイでは、ファーストクラスも担当するようになりました。
ファーストクラスを利用されるお客様は、実に様々な方がいらっ
しゃいましたね。素晴らしいお客様もそうでない方も…（笑）。3年
経ったとき、「もう世界を見たし、満足だな」と思い、退職を決意し
ました。それで香港PASONAに登録に行ったんです。1987年。ま
さかそこで働くことになるとは思いませんでしたね。

●人材会社を志望されていたのですか？
　いいえ、当時は特に考えていなかったですね。なかなか自分
にぴったりの仕事が見つからず…足繁くPASONAに通っていま
したね。そのうち、あんまり頻繁に通っていたもんだから、「青
ちゃん！また来たのか！」なんて声を掛けていただくようになりま
した（笑）。
　そんなある日、「うち（PASONA）に来る？」との声をかけてもら
い、それで香港PASONAに入社することになったわけです。

●香港PASONA入社後はどのような仕事をされていたのですか？
　当時の自分に何ができるかと考えたところ、ぜひ教育ビジネ
スを拡大展開したいと思ったのです。
　これまでのインストラクターとしての経験を活かし、先ずは香
港人対象の日本語クラスを開講しました。社長からは、「ファー
イースト・フィナンシャルセンター37階の応接間を自由に使って
いいよ」と言われ、初めてのことに戸惑いながらも必死でした
ね。手探りで頑張っているうちに、日系企業で働く香港人の生徒
や、駐在で香港に来た日本人の生徒など、どんどん増えていきま
したね。おかげさまで、当時200名くらいだった生徒さんが今で
は3,000名に。その頃生徒だった人のお子さんが今パソナエ
デュケーションの生徒、ということもあるんですよ。親子2代。嬉し
い限りです。

　また、香港人相手の仕事を始めてからは、日本のことが大好き
な香港人が非常に多いことに驚きました。40回くらい日本に行っ
たことがあると言っている生徒さんもいました。香港人と接する
機会が増えたので、香港人の考えが如実に分かり、彼らからもら
う情報はとても新鮮でした。

●若くして経営者に。 どんなところにご苦労されましたか？
　教育ビジネスが軌道に乗るまでは、もう狂ったように働きまし
た。パソナエデュケーションを学校組織とするにあたり、経営とは
何か?から始まり、外国人教師の雇用や教育省への諸々の書類
提出など…。当時は今のように語学学校もそう無かったので、わ
からないことだらけでした。財務、総務、人事など、会社運営に必
要な知識をとにかく収集しなければならなかったので大変でし
たね。でも、PASONAという母体
があり、また、諸先輩方の協力や
優秀なスタッフとの出会い、家
族の協力があったおかげで自分
も会社も成長していくことができ
ました。

●どのような工夫をされましたか？
　会社を経営していく上で、全
ての事を自分自身で把握し、こ
なしていくのは不可能だと思い
ましたので、自分が不得手な部
分に関しては、有能なスタッフ
を入れ、会社運営に関わるあら
ゆる面をカバーできるようにし
ました。できないところに時間をかけるより、自分が外に出て、
得意なところに時間を割いたほうが効率良いですからね。私と
一緒に働いてくれた周りのスタッフにも感謝の気持ちでいっぱ
いですね！ みんな賢い方たちばかりで、設立当時から今も一
緒に働いているメンバーもいます。

●常に周りへの感謝の気持ちを忘れない青田さん、素敵です！
仕事と家庭の両立はどのようにされていたのですか？
　イギリス人の夫と結婚し、1993年には第一子が、1995年には
第二子が生まれました。出産前はもちろん休みましたが、やっぱ
り仕事が気になり…出産後5日目には働いていました（笑）。
　自分が仕事で日中子供に付きっきりということは難しかったの
で、子供については厳しくするようお手伝いさんにお願いをして
いました。香港では、全てお手伝いさんが担当してしまい、子供
が偉そうな態度をとっているという光景もよく目にしますが、そう
いうふうには育ってほしくなかったんです。当たり前のことは当た
り前にできるようになってほしかった。おかげで今は二人ともそ

パソナエデュケーション青田朱実社長にインタビュー

香
港
だ
か
ら
こ
そ
出
来
た
。

私
を
支
え
て
く
れ
た
全
て
の
人
々
に
感
謝
。

Key Woman
輝き続ける女性に会いたい！香港、広東で

女性が活躍する香港、そして広東。
今週号からPPWは輝く女性にスポットを当てた連載をスタートする。
第1回目を飾るのは、アジアを駆け巡り多忙な毎日を送る
パソナエデュケーション代表取締役社長 青田朱実さん。
輝く笑顔はどこからくるのか。
香港に来るまでのいきさつやこれからの夢、
展望などを語っていただいた。
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11.10（月） 9:30～17:30
豊富なケーススタディーで明日からの仕事に役立つ！
報連相とＰＤＣＡ
対象：香港人一般社員～主任　講師:湯浅 忠雄
費用:HKD2,100/人　言語:広東語通訳（日本語→広東語）

11.11（火） 9:30～17:30
これから部下をもつスタッフが心構えを学ぶ！
中間管理者の使命と役割
対象:香港人主任～管理者　講師:湯浅 忠雄
費用:HKD2,100/人　言語:広東語通訳（日本語→広東語）
■主な研修内容
　・中間管理者として果たすべき仕事、その使命と役割とは何か
　・具体的なあるべき仕事の進め方
　・“もう一段”先を見据えた仕事の考え方

11.12（水） 9:30～17:30
効果的なチーム運営方法を会得する！
部下指導
講師：湯浅 忠雄
費用：HKD2,100/人　言語:広東語通訳（日本語→広東語）
講師紹介：湯浅 忠雄（ゆあさ ただお）
HOWZ INTERNATIONAL　代表取締役社長
シンガポールPHP研究所支配人として、アジアで10年以上にわたり
日系企業で働く現地社員向けのトレーニングを行う。2010年、アジア
の人材育成カンパニーHOWZ INTERNATIONALを立ち上げる。

11.13（木） 9:30～17:30
ビジネスマナーの基本から日本の企業文化理解まで！
ビジネスマインドアップ
対象:香港ジュニアスタッフ　講師:青田 朱実
費用:HKD2,000/人　言語：英語および広東語（一部広東語のみ）
■研修のねらい
一方的に日本式のマナーを押し付けるのではなく、先ずは日本の商
習慣・マナー、その背景や理由を知ることからスタート。実践的なビジ
ネスマナーをケーススタディーやロールプレイを通して身に付ける。
講師紹介：青田 朱実（あおた あけみ）
Pasona Education　代表取締役社長
アジアでの社員教育歴25年。香港を拠点にシンガポール、インド、
インドネシア、中国などアジア各地で研修を行う。5つ星ホテルや小
売店向け接客研修をはじめ、日系企業向けビジネスマインドアップ
研修、異文化間コミュニケーション研修など多数実施。

11.24（月）-11.29（土） 9:30～13:00
第71回　日本語教師養成講座
会場:Pasona Education 費用:HKD4,200/人
当コースでは日本語教育の基礎を学んで頂くのみならず、日本語
教育事情、最新情報を知り、且つ実習を通して実際に教えるという
ことも体験して頂きます。この1週間の日本語教師養成講座にて、
より実践的な知識、技術をご修得下さい！

Pasona Education
公開セミナー

お問合せ/お申込みはこちらから

日本語ライン（８５２）2577-8384

インドで研修を行う青田社長。研修参加者と活発なやりとりをこなす

Pasona Education Co. Limited
住所：2/F., One Hysan Avenue, CWB
電話：(852)2577-8002（代表番号）     ファクス：(852)2890-8160
メール：conslt@pasona.edu.hk          ウェブ：www.pasona.edu.hk Registration No.:28791/28792

青田朱実（あおた・あけみ）さん プロフィール
神奈川県横浜市出身。香港在住歴30年。
1990年よりパソナエデュケーション代表取締役社長を務め、
講師としてアジア各地を飛び回る。
イギリス人の夫、大学生の男の子、女の子の4人家族。

ご主人と共に
スペイン人のご友人宅にて
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（所在地） 南山区白石路
（間取り） 1R～3LDK (50㎡～220㎡  実用面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 海沿い、深圳湾口岸（香港へのイミグレー

ション）車で8分、OCT（華僑城）地区、歓楽
海岸近く。

（備　考） 香港・マカオ・珠海市との玄関口となっている南
山区にある。2013年の建築物件。高級サービ
スアパート、ジム、屋外プールなど完備。

（月　額） RMB27,000～

万豪行政公寓  Marriott Executive Apartments

（所在地） 羅湖区深南東路
（間取り） 2LDK （103㎡  建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 地下鉄・大劇院駅と直結している万象城に

近い。日本人構成率高い。
（備　考） ジム、卓球室､サウナなど完備。超高層ビ

ル。深圳の景色が眺望できる。33階に屋
外プールあり。

（月　額） RMB12,000  管理費、税金込み

壹間公寓  Apartment One

深圳

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産 深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

地王信興広場  Diwang Shunxing Square

（所在地） 蛇口南海大道
（間取り） 2LDK  （78㎡  建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） ジム、Wifi環境、24時間コンビニあり。
（備　考） 紫荊城ショッピングモール。ゴルフセンター、

ウォールマット、花園城中心、蛇口体育セン
ター、四海公園、蛇口病院など設備があり、娯
楽、生活にも便利。深圳湾口岸、日本人学校
近く。

（月　額） RMB6,500  管理費、税金込み

H
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n
g
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n
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n
g
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n
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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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香港香港

香港

大人も子供も楽しめるワークショップ
ジュエリークラフトでクリスマスの思い出作りを！

　ジュエリー会社のピクセリーが、ジュエリークラフトづくりを楽し
めるワークショップ「Pixelry Box（ピクセリーボックス）」を開催して
いる。年齢や性別、経験に関わらず、全ての人と共に楽しいクラフト
の時間を分かち合いたいという思いから始めたものだという。
　このクラスでは、難易度の高いメタルでのクラフトづくりに挑戦
するのではなく、初心者でも気軽に楽しんでもらえるようにワック
ス（蝋粘土のようなもの）でベースとなるモデルを製作する。後日、
このモデルがシルバークラフトとなって送られてくるシステムだ。ピ
クセリーでは、生徒が作ったワックスモデルを預かり、工場に依頼し
てシルバーに鋳造。磨きの仕上げをして、大体10日後に手元に届け
てくれる。もっと本格的に学びたい方には実際に銀や金を使うメタ
ルクラフトのプライベート、およびセミプライベートクラスもある。
　5月に行われたワークショップ「父の日にお父さんにメダルを作
ろう！」は好評で、引き続いての開催となった。オーナーで講師も努
める伊藤さんは「嬉々として工作する子ども達はとてもかわいらし
かった。一緒に物を製作する感動を分かち合えた瞬間でした」と
語る。
　10月からスタートしたクリスマス向けのワークショップ
「SNOWMAN PROJECT」では、シルバーのクリスマスオーナメント
づくりを行っている。ツリーのオーナメントにもなり、手直しすれば

後でペンダントトップとしても使える小振りなシルバーオブ
ジェクト。子ども達のユニークなお絵描きをベースにした
り、愛する人へ普段伝えきれないメッセージをこめたり、
自由な発想で作って楽しもうという企画で、プレゼント
にもぴったり。「今年のクリスマスの記念になるオーナ
メントを皆さんと作りたいですね。皆さんとこの時期にし
か味わえないクリスマスの雰囲気も一緒に楽しめたらと

願っています」と伊藤さん。

　このワークショップの料金を高いと思
われる方もいるかもしれないが、オー
ダーメードでオリジナルデザインの完成
品として受け取ることを考えれば破格だ
ろう。伊藤さんは「皆さんが持っている隠
された才能を、どんなに幼くとも、または
経験がなくとも、今見つけ出してほしいと
いう想いがあります。誰もが本当はアー
ティストのポテンシャルを持っていること
を知ってほしい！という気持ちからこの
ワークショップを開催しています」と話
す。このワークショップは先着30名限定。
講師は伊藤さん一人なのでご予約はお
早めに。

Pixelry Box

Christmas craft workshop「SNOWMAN PROJECT」
時間：90分のセッション（1回）
授業料：3～4人まで　お一人当たりHKD850、プライベートの場合はHKD950

Pixelry Co.Ltd/Pixelry box
住所：8/F., Unit 820, 
           131-132 Connaught Rd. West, Sai Wan
ウェブ：www.pixelryasia.com
フェイスブック：facebook.com/pixelry
メール：pixelrybox@gmail.com

初心者でもこのような作品を作れる！

落ち着いた雰囲気の工房

生徒の作品例。
ワックスモデルがこんな花
のリングへ

2回コースで初心者でも
こんなに素敵なペンダントが
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香港

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

　あなたは初めて先輩、上司になり後輩、部下を持つことになりました。今

まで自分の上にいた先輩や上司は威厳のあるとても偉そうな人間でし

た。では、あなたも自分の後輩や部下に対して同じように先輩らしく、上司

らしく偉そうに振る舞った方がよいのでしょうか。あなたが後輩、部下だっ

た時のことを思い出してみましょう。偉そうに振舞う先輩、上司を見て「い

つか自分も後輩や部下を持って偉そうにしたいなあ」と思ったことでしょ

う。では、あなたはそんな先輩や上司を尊敬し、慕っていたでしょうか。答

えはノーです。同じようにあなたが偉そうに振舞ったところで後輩、部下は

従うでしょうが、尊敬され慕われることはありません。らしくないと感じるか

もしれませんが、後輩、部下にもきちっとした言葉使いで話し、お辞儀を

し、礼儀正しく接してみてください。きっとあなたのことを尊敬し、慕ってく

れるはずです。偉そうに振舞うのはもう少し後からでもいいのではないで

しょうか。

関西弁超訳論語～
     論語って素敵やん!

「僕はこれを学んだ！」

魯
国
の
定
公
は
ん
が
聞
き
は
っ
た
。「
上
司

は
部
下
を
ど
な
い
扱
っ
た
ら
え
え
ん
や

ろ
？
部
下
は
上
司
に
ど
な
い
仕
え
た
ら
え

え
ん
や
ろ
？
」（
孔
子
）
先
生
は
言
わ
は
っ

た
。「
上
司
が
部
下
と
接
す
る
時
は
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儀

正
し
く
き
ち
っ
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ん
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。

部
下
は
部
下
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と
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か
な
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か
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
定公问：“君主使用臣子，臣子事奉君主，
应该如何才对？”孔子说：“君主以礼差使臣子，
臣子以忠心事奉君主。”

日本語現代語訳
定公問う、君、臣を使い、臣、君に事(つか)うること、
これを如何(いかに)。孔子対(こた)えて曰わく、君、
臣を使うに礼を以(もっ)てし、臣、
君に事うるに忠を以てす。

【原 文】
定公問、君使臣、臣事君、如之何、孔子對曰、君使臣以禮、臣事君以忠。

なんぼ部下や後輩や言てもええ加減な態度で
接したらあかんで。相手も人間やさかいなあ。

2014年継続企画
心
に
沁
み
る
大
阪
弁
訳
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香港クラシファイド

日常会話を楽しく教えます！
教科書がいらない、今すぐ話せる日常
会話を楽しく教えます。生徒さん1人1人
に合せたマンツーマンレッスン。
・北京語、広東語 ・安心の振替制度、駅
近 ・月謝制 ・ミーティングルームでの集
中レッスン、香港や中国の方への日本
語指導、通訳業務も行っております。
お問い合わせは日本語でどうぞ。
電話：(852)9858-4879 LINE、WeChat
からのご連絡も承ります。　
メール：ilove87870403@hotmail.com
佐敦駅 B1、B2出口すぐ。
私、ハヤシにお任せください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団メンバー募集!!
香港日本人倶楽部合唱団です。練習は銅
鑼湾の日本人倶楽部にて水曜午前に女
声合唱団、土曜午後に混声合唱団と男声
合唱団がおこなっています。（練習場所は
変わる場合あり）。現在2月に行われる新
春コンサートに向け練習しています。初
心者の方大歓迎!!歌が好き!唄うのが好
き!!な方私たちと一緒に合唱を楽しみま
せんか?お気軽にお問合せください。
問い合わせ：
mail:hkjc_choir@yahoo.co.jp（担当:加藤）
HP：www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港いとうの会
香港いとうの会のご案内。11月10日(いい
いとうの日)に、クオリーベイの酒菜処伊
藤で、香港伊藤の会を開催します。お名
前がいとうさんであれば、どなたでも参
加できます。毎回10名前後のいとうさん
たちが集まり、いとうネタで盛り上がりま
す。いとうにまつわる小学校時代のあだ
名、伊藤ハム、伊藤園のお茶など。いとう
の英語表記　ITO、ITOHなど。いとうさん
以外には、どーでも良い話題ですので、
いとうさん以外の方は、参加不可となっ
ております。ご興味のある方は、いとうま
でお知らせください。

メール：yuz110@hotmail.com 
電話：(852)6900-0775
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

田部井さん訪港記念食事会！
福島県出身の世界的女性登山家 田部井
淳子さんをお呼びし、香港にて食事会を
開催いたします。
主催　香港華南福島県人会
日時:11月16日PM　場所:香港CWB
費用:HKD350～450
御参加希望の方は、10月25日まで幹事渡
邉までご連絡ください。
takashi@cap-jpn.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。ぜひお気軽にご参
加ください。
■日時:12月6日(土)17時開場、17時30分
開宴
■場所:香港郷村倶楽部(The HK Country Club)
※帰路は主要エリアへのバスをご用意
いたします。
■会費:大人(中学生以上)600ドル、子供
(4才以上)200ドル※3才以下無料
■お申込・連絡先:糸木・野本
(E-mail: hktomonkai@yahoo.co.jp)
稲門会会員の方は、お送りしているご
案内メール内のリンク先サイトよりお
申し込みください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

京都外大OB会
京都外国語大学卒業生のOB会です。2、
3ヶ月に一度食事会を行っております。京
外大や京都にゆかりのある方はお気軽
にご参加を。
中野：yukari1009@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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：jimu@wa-kyo.org
電話：(852)2730-1055
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尖沙咀BARでスタッフ募集
尖沙咀のバーでは、一緒に楽しく働いてく
れる方を募集しております。
条件は料理が得意な事と、オーナーより綺
麗な方（笑）です。フルタイム・パートタイ
ムどちらも可。独立支援あり。お気軽にお
問い合わせください。
電話：(852)5530-6261 マキまで
メール：mkiki7@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校のスタッフ募集
語学学校でのセールス、運営スタッフを募
集中。フルタイム、パートタイムともに募集
しております。お問い合わせはメールに履
歴書を添付の上お願いいたします。
centralhk@geosasia.com
(852)2504-0220
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集中！
銅鑼湾と尖沙咀のラーメン店「別天神」
では日本語の話せるスタッフを募集し
ています。経験や国籍は問いません。詳
細はお電話でお問合せください。
電話： (852)90114852  ロッキーまで
メール：betsutenjin3@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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2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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オーケストラ定期演奏会
35回目となるアンサンブル・ディマン
シュ香港定期演奏会。今回のメインは
ベートーヴェン交響曲第五番。ジャジャ
ジャジャーンだけでは終わらない、すべ
ての楽章に息づく「運命」の真髄に迫り
ます。生の音で聴くクラシックはまた格
別。お子様の年齢による入場制限はあり
ませんので、どうぞご家族みなさまでお
でかけください。 2014年11月16日(日)午
後3時開演。会場は緑の借景が瑞 し々い
日本人学校小学部香港校　体育館
(No.157 Blue Pool Rd., HK)。ベートー
ヴェン: 交響曲第5番 /スメタナ:「わが祖
国」よりモルダウ/ ニコライ:「ウィンザー
の陽気な女房たち」序曲/ ジョージ・バ
ターワース/　緑の枝垂れ柳の岸辺/ ほ
か *入場無料 *車での来場はご遠慮くだ
さい*団員随時募集中*お問い合わせ:す
がはら　9465 9140、
Facebook：www.facebook.com/HKDimanche
ホームページ:hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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。）

メンバー募集
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GUMGUMGUM
住所：G/F., 8-10 Cleveland St., Fashion Walk, CWB
ウェブ：www.gum-gum-gum.com

　コーズウェイベイ（銅鑼湾）の一角にひっそりと佇むセレクトショップ
「GUMGUMGUM」。こちらのオーナーは、4人のローカルデザイナー。香港のデザイン
業界に貢献するべく出店したという同店のコンセプトは、「ふとしたひと時に回想する
生活」。家具からファッションアイテム、小物、雑貨と幅広く取り揃えられた商品はどれも
“スタイル”と“ユティリティー”を備えたカジュアルでリラックスできるものばかり。
　そんな同店がこの度、オープン以来初のシーズンコレクション「MY MESSY HOME」
を開催。ローカルと海外の個性的ブランドをピックアップし、生活に彩りを与えることを
提案した。例えば、日本人とスイス人デザイナーが共同創立した「Jadeco（ジャデコ）」
による、洗練されたレザーの美しさと実用性が融合した製品の数々。話題のイギリスブ
ランド「LANGUAGEISM」による、人間のネガティブな部分を巨大な文字に具現化した
挑発的で目を刺すようなアパレルシリーズ。そして、雑貨は日本人デザイナー木村浩一
郎の「Flower of Love-Globe」シリーズだ。被災地の復興を祈ってつくられたオブジェ
は、大地に凛と咲く花が印象的な作品。見た目の可愛さも然ることながら、木村氏の得
意とする漆器技術によって独自の質感で表現した必見のアイテムだ。
　アナログカメラ専門会社「LOMOGRAPHY（ロモグラフィー）」からは、大人気モデル
のDIANA+からチェキ専用のLOMO’INSTANTを入荷。一見おもちゃのようだが、その機
能性はどれもお墨付き。
　さっそく、カジュアル＆リラックスなアイテムであなたの生活にもちょっとした「彩り」
を加えてみてはいかがだろう。

［ GUMGUMGUM ］

デザイナー厳選のラインナップ！
斬新なアイディアが満載の“My Messy Home”
デザイナー厳選のラインナップ！
斬新なアイディアが満載の“My Messy Home”

人間の持つネガティブさを風刺する帽子

上質なレザーを職人の手で
スタイリッシュに

アナログフィルム写真マニアも喜ぶクリエイティブで
実験的なロモグラフィーカメラ

大地に凛と咲いた花のような漆器は被災地の復興を祈っている
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 ショッピング（香港・広東共通）



AMIZU
ウェブ：www.kefir-club.hk
電話：(852)5533-5070(日本語)
フェイスブック:kefir club
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ロイヤル ケフィア 
プロ パウダー

くるみちゃん

ケフィアヨーグルトが香港でも購入可能に
　日本では愛用者が100万人とも言われている
オンラインショッピング「ロイヤルユキ」。同社は
2005年の創業以来「おいしい健康」をモットーに、
おいしくて体によい商品の企画、輸入、製造、販売を
行っている。そのなかでも有名なのが今回紹介した
いケフィアヨーグルトなのだ。この度、香港でもつい
にショッピングサイトがオープンし購入が可能に
なった。香港在住者の中にも日本で愛用していた方
もいるのではないだろうか。

ケフィアヨーグルトはコーカサス生まれ
　まずケフィアヨーグルトを知らない読者にご紹介
しよう。
　長寿で有名なコーカサス地方で2000年以上も前
から飲まれ続けている発酵乳のこと。一般のヨーグ
ルトは乳酸菌の発酵によって作られるが、ケフィア
は乳酸菌と酵母の複合発酵で作られる。酵母を含
むことで腸内菌が増えやすく、味もまろやか。

安心、安全
　同社のケフィアヨーグルトはその都度使い切りの
フリーズドライのたね菌だから安心安全。自宅で手
作りするので毎日新鮮できたてを家族に食べさせ
てあげることができる。マイルドな味わいなので酸
味が苦手な方にもおすすめ。
　生きたまま腸に届くと言われているビフィズス菌
が日々の健康をサポートしてくれる。

作り方は超簡単
　色々手間が掛かって面倒なのでは？と思うかもし
れないが、実はすごく簡単。牛乳500mlにたね菌1
本を入れる。そして発酵ヘルパーくるみちゃんを巻
きつけて約18～20時間待つだけ。ほら、実に簡単。
気温が25度以上の場合は、発酵ヘルパーを巻きつ
ける必要もなく、ただ置いておくだけでヨーグルト
ができてしまう。

その効果とは
　ケフィアヨーグルトは、継続して摂ることで腸内環
境が整えられ、腸内の免疫機能へ有効に働き、体全
体の免疫力を上げることにつながる。花粉症などの
アレルギー症状は主に、免疫機能が過剰に反応し
てしまうために起こるとも言われ、体の免疫機能を
正常にすることは、そういったアレルギー反応の抑
制も期待することができる。
　また、ケフィアヨーグルトはおなかの調子を整え
る作用があり、それによって体にとって良いことが
たくさんあり、便通改善もその1つ。乳酸菌が発酵過
程でつくる乳酸は腸を刺激し、腸の運動（蠕動運
動）を活発にさせて排便を促す。腸内環境にも働き
かけ腸内の善玉菌の働きを応援し、悪玉菌の増殖
を抑制してくれる効果もある。

乳酸菌が腸まで届く
　「もっと乳酸菌プラス」は手軽にヒト由来乳酸菌
を摂取できるスティック。中身は一見、単なる粉末に
見えるが一粒一粒に特殊コーティングがされてお
り、４種類のヒト由来乳酸菌、３種類の腸内乳酸菌、
１種類の植物性乳酸菌（ラブレ菌）をバランス良く
生きたまま閉じ込められている。良質な乳酸菌を生
きたまま腸まで届かせるのでおなかの中で大活躍。
ケフィアヨーグルトのトッピングとしても最適だ。

　商品はウェブサイトから簡単に購入できる。サイ
トは英語のみになるが日本語対応の専用電話も用
意されているので気軽に問い合わせてみよう。

YATA沙田店、YATA新蒲崗店、PIAGO徳福の
店頭で期間限定で販売中！
YATA: 10/21～11/3 、
PIAGO: 10/28～11/3

み
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ー
グ
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ン
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ー
グ
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ト
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々
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ー
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が
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今
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い
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ー
グ
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ト
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え
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ア
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要
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だ
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もっと乳酸菌プラス
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　アジアでもトップレベルの講師陣が総合格闘技をメインとした指導を行っており、
2012年にオープン以来話題を集めているスポーツジム｢EpicMMACLUB｣。格闘技と
いうだけに男性向けというイメージが強かった同ジムだが、今年9月よりトレーニング
スペースを拡大し、最新のエクササイズマシーンを導入。加えてヨガ、ピラティス、そし

て今話題のアンティグラビティヨガや
クロスフィットなど、女性もターゲット
にしたプログラムを組み込んで再始
動した。

　今回注目したいのは、ニューヨークを始め日本でも人気沸騰中のアンティグラビ
ティーヨガ。香港では少人数制のスタジオが多い中、同ジムでは最大30人収容できる規
模で、認定インストラクターによるアンティグラビティーヨガのレッスンが受けられる。
　「普通のヨガとどう違うの？」と疑問に思う人も多いかもしれない。アンティグラビ
ティーは、エアリアルアート（空中演技）やサーカスでのパフォーマンス用トレーニング
の一環で、1991年にニューヨークでクリストファーハリソン氏によって考案された。この
アンティグラビティーとは、重力に逆らうという意味。通常のヨガと違い、天井から吊るさ

れたハンモックを使って上体のみでバランスを取りながら空
中に体を浮かせるため、自然に腕、腹部、胸部、肩など全身の
筋肉が鍛えられ、無理なく身体をストレッチしながら、しなや
かできれいなボディを作ることができる。さらに、床の上で
行うヨガよりも長くポーズを保持するので、より深くストレッ
チすることができ、身体を逆さにすることにより、体内循環が
よくなりリラクゼーション効果もあるとされている。また、スト
レス発散やアンチエイジングにも効果的。同ジムでは、
ニューヨークに本拠地を置くアンティグラビティーの創設者
に師事し、アジアでは唯一、認定マスターインストラクターと

して活躍するTanmer Begumさんが指導に当たっている。ビギナーからアドバンスま
で、レベルにあったレッスンが受けれるので初めての人でも問題なし。同じくハンモック
を使用しコアを鍛えるサスペンションのクラスもオススメ。
　そこで、興味がわいてきた方に朗報！11月末まで受付で「PPW」を見たといえばアン
ティグラビティー3回を無料で体験できる。これを機に今秋は本腰をいれて美ボディを
ゲットしよう。

EpicMMACLUB
住所：1/F., China Bldg., 29 Queen’s Rd., Central
電話：(852)2525-2833
時間：6:00～24:00
ウェブ：www.epicmma.com

美しさを追求する女性必見！
NYで人気沸騰の｢アンティグラビティーヨガ｣を体験！
EpicMMACLUB
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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1994年より某大手エステサロンにてカウンセラー、店長、エリア店
長を勤めた後、2004年に香港に移住。技術の効果の高さから、口コ
ミのみで３ヶ月以上ご新規様がおとりできないプライベートサロン
まで成長。「日本の技術を世界に」をコンセプトにトップアイリストを
育てるＴＥＥＣ香港校、また、「私たちの身体は吸収したものからで
きている」という教えを伝えて行きながら、『本来の身体の機能を正
常にさせる』ファスティングマイスター香港支部をエステサロン内
に併設。「効果と癒しの空間を沢山の方にご提供したい」という思い
から2013年9月にCWBにテナントサロンをオープンさせる。現在は、
遺伝子レベルからのサポート、食生活からのサポート、肌再生から
のサポートなど、その方それぞれにあったトリートメントを入念な
カウンセリングにより導きだし、結果重視のエステサロンを経営。

Ｄ
Ｎ
Ａ
美
容
で
分
か
る

「
自
分
取
り
扱
い
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
1
」

に
つ
い
て

新
し
い
美

容の
かたち

4

Esthetic salon SHINE
住所：1003-4, 10/F., Shun Hei Causeway Bay Ctr., 
　　  492 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2445-3107 
メール：info@beauty-shine.net
ウェブ：beauty-shine.net

　ＤＮＡ美容の結果がどのように出てくるかですが、現在日本でもＤＮＡ診
断ができる業者が沢山出てまいりました。その一般的な解析から大きくＤｉＮ
Ａ（弊社のＤＮＡ美容サービス）が違うのはこちらのＢＯＯＫにあります。

ＤｉＮＡのＤＮＡ美容では、
◯ＤＮＡ検査結果により　　　＞＞あなたの設計図を解析
◯ＤｉＮＡ研究所により　　　＞＞栄養学　予防医療　美容情報を解析
◯あなたの遺伝子型にあった　＞＞美容　健康　カウンセリング
が行えます。
この分析の結果の内容が「自分取り扱い説明書」として出てくるわけです！！

　まずこのＢＯＯＫ１ですが、遺伝子の判定結果が出てまいります。ここに
は、どの遺伝子が損傷しており、そのリスクがどれほど強いリスクを持っている
のか、また、体質からの食事のとりかたの順番、遺伝子型に合わせた運動の方

法などがはいってきます。
　たとえば一般的に野菜から食べるのが良い！！というわけではなく
＜筋肉リスク＞の方は筋肉ができにくく、その結果一度太ると痩せ
にくいので、始めに肉や豆類から食べるほうが痩せやすくなります。

タンパク質から食べ、その後野菜糖
質という例があったり、炭水化物を
最後に。。。という一般論とは違い、
＜脂リスク＞の人はタンパク質を最
後にとり、炭水化物は先に食べない
といけない。。というように食べ方も
体質により変わってまいります。
　また、運動方法も体質によって最
初に筋トレを行い有酸素運動をし
たほうがいい方または有酸素運動
後に筋トレが効果的な方など体質
によってわかるようにできてきます。
筋トレも、遺伝子結果により、太もも
の筋トレを強化すると効率よく脂肪

が燃えやすくなり脂肪燃焼率がアップして、痩せやすい身体を作る事ができた
り、背中の筋肉を強くすると良いという体質別結果が明確に分かります。言わ
ば、ＢＯＯＫ１は遺伝子レベルからの基本情
報をもとに何を気をつければいいのか、何を
強化すればいいのかが、明確に記載されたも
のとなります。

エステティックサロンSHINE
オーナーＳＡＴＯＲＩ

●プロフィール

～遺伝子で分かる美容と健康生活～
人の身体は約22000個の遺伝子情報からできており
DNAとは一生変わる事のない身体の設計図です。
その設計図DNAを調べることにより、その方にあった食事方法や
お手入れ方法、効果的なダイエット方法などが明確にわかります。
その結果、今まで効果がでなかったお肌のお手入れや、

ダイエットも身体の原点を知る事により、
より確実な成果としてもたらすことができます。

＊毎月２、４週目掲載

DNA レポート あなたのDNAタイプを詳しくご報告します。

＜表紙＞ 例）脂リスク型の場合

体質型遺伝子について
丁寧に説明。

あなたの体質型遺伝子が
わかる

体質型遺伝子から
わかる体質を詳しくご報告

食べ物や食べ方について
細かくアドバイス

体質にあった
食事のメニューを掲載。

あなたにあった
「痩せる」食べ方がわかる

「太らないため」の
対策がわかる

＜Bookの中身＞

遺伝子から行うDNA美容の特徴は？

DiNA研究所とは？

一生変わることのない
あなたの設計図を解析

栄養学・美容情報
予防医療

あなたの
遺伝子型にあった

DNA研究者

管理栄養士 DNAビューティーアドバイザー

予防医療ドクター
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　2005年に第1号店をシンガポールにオープンしたワックス脱毛の店「Honeypot」。
衛生的で痛みの少ない脱毛を提供することをモットーとしており、今までに数々の
ビューティー賞を受賞している。シンガポール以外にも、既にマレーシア、インドネシ
ア、タイに店舗があり、この度香港で初となる店をセントラル（中環）にオープンした。
　オーストラリアの認定薬剤師が調合してくれるオリジナルワックスは、用途に応じて
処方される。その中の1つ、「Cherry Pie Wax」は、名前の如くチェリーパイのように甘
い香りがする上にクリーミーなテクスチャー。このワックスを使えば脱毛がより楽しい
ものになること間違いなしだ。
　同店ではブラジリアンワックスを得意とするが、他にも様々な種類の脱毛が可能。
ワックス脱毛以外にもフォトエステ（IPL）による脱毛も行っている。またアフターケア
製品も充実。天然素材を使って作られた同店オリジナルのケア製品は、お肌を最高の
コンディションに保ってくれる。中でもおすすめは、アロエベラを使った爽やかなボ
ディジェル「Minty Aloe Jello」。アロエは抗菌作用があることで知られているが、肌を

柔らかくしっとりさせる効果もあるとの
こと。また、ミントが配合されているの
で、ほてった体を沈静化する作用も。施
術後に親切なセラピストがあなたに
ぴったりな製品を選んでくれるはずだ。
　ここでムダ毛のないすべすべのお肌
を手に入れてみては？

Honeypot
住所：Rm. 802, 8/F., Century Square, 1-13 D’Aguilar St., Central
電話：(852)3564-8660
時間：月～金　11:00～21:00、土　10:00～20:00（日祝　休み）
ウェブ：www.honeypot.com.hk

シンガポール発の大人気ワックス脱毛店が香港上陸
セクシーな大人女子に変身！
Honeypot
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

大人女子の花咲く場所としても最適な店内

同店で実際使っている脱毛製品は購入も可能

受賞賞の証明書も製品も展示されている
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