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主婦ユメコのプロフィール
香港在住歴3年半。2年間通ってきた広東語クラスが、人数不足でついにクローズ
に。広東語がまだ使いこなせる状態ではないのに（涙）。香港人の友達に教えてもら
いながら、少しでも使える言葉を増やそうと奮闘中。ローカルの方たちと少しでも広
東語で交流できることを夢見て…。

　広東語クラスで時間の言い方を勉強したときに、「差唔多（チャー
ムドー）」（＝そろそろ、だいたい）という言葉を習いました。たとえば、
「差唔多、三點鐘（サームディムジョン）」（＝そろそろ3時）とように使う
そうです。そのとき、先生が普通語では「差不多」といい、中国の作家
が書いた「差不多先生（―シンサン）」（人の名前で「“いい加減”
さん」でしょうか？）のエピソードを教えてくれました。
　差不多先生は、細かいことを気にせず、子どものころから何事も
「まあまあ」「だいたい」で済ませる人でした。結局、その性格が災い
して命を落とすことになるのですが、「生きている人も死人も、大きな
違いはない」と言って亡くなりました。このエピソードのおかげで、「差
唔多」をすぐに覚えることができました。
　世代が完全にバレますが、私の中では、サザンオールスターズのデ
ビュー曲「勝手にシンドバッド」に出てくる歌詞、「今何時？そうね、だ
いたいね」の「そうね、だいたいね」イコール「差唔多」というイメージ
でも定着しています。響きも面白いので、好きな広東語のひとつです。
　みんなと一緒にいて先に帰るとき、「差唔多、我走喇（―、ォオー
ヂャウラ）」（＝そろそろ帰るね）というと、「使い方、合っているよ」とほ
めてくれる香港人の友達もいます。その他、「差唔多、情人節（―、
チェンヤンジッ）」（＝もうすぐバレンタインデー）、「差唔多、放假（―、
フォンガー）」（＝もうすぐホリディ）などという使い方ができると教えても
らいました。
　　　　　　　　　　  ＊　　＊　　＊
　先日、ティンハウ（天后）にあるワンタンメン屋に行ったときのことでし
た。地元でも有名な店らしく、店内はほぼ満席状態。店のオバサンに
「幾多位呀？（ゲイドウワイア？）」（＝何人？）と聞かれたので、「三位
（サームワイ）」（＝3人）と答えたあと、友達が抱っこしている子どもをカ
ウントしていなかったことに気づき、「啊、四位（セイワイ）」（＝あ、4人）

と訂正。すると、オバサンが子どもをチラリと
見た後、放った言葉が「差唔多」でした。
「だいたい同じだよ」、そんなニュアンスで
しょうか。こんなときも「差唔多」ですか！
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◆乙未年を読み解くには四柱推命◆
　恭喜發財！この1年も読者のみなさまにとって明るく、楽しい
1年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
　新春になると香港では1年の動きを易学や奇門遁甲等で占い
ますが、最もポピュラーなのが四柱推命で読み解く方法です。で
は、早速四柱推命でこの1年を見てみましょう。
　いつものように風水では、1年の始まりは立春です。私たちが
「おぎゃあ」とこの世に生まれた瞬間の生年月日と時間で四柱推
命を看るように、立春になった瞬間の年月日と時間でこの1年を
見るのです。
　乙未（2015）年の立春は西暦の2015年2月4日12時9分。それ
を四柱推命にすると下のようになり、甲午（2014）年の四柱推命
は下表のようになります。

　今年の主役は辛亥（かのといのしし）。
　昨年の丙午（ひのえうま）のようなエネルギッシュで情熱的な
キャラクターとは違い、「辛」は「亥」の持つ水と木エネルギーの
心地よさがあり、ソフトで一歩控えたキャラクターです。よって
人々は真面目にあくせく働くよりもレジャーなどの趣味に興味
が移り、飲食を楽しみ、プチリタイアの気運が世の中に出てくる
ことでしょう。このことは良い意味でも悪い意味でも影響してき
ます。しかも、辛金エネルギーにとってお金を意味する木エネル
ギーが多いため、人々の心は投資や投機等、楽してお金を増や

すことに夢中になる風潮があります。その風潮がネガティブに
働いてしまうと、金のために品格や道徳を失ったり、お金に縛ら
れケチになったり、人を騙したり欺いたり傷つけることが横行し
てしまうのですが・・・。 

◆乙未（きのとひつじ）年に強い業界は？◆
　木・火・土・金・水の五行に分類される業界の中でこの1年のう
ちに最も活躍できる業界は「木エネルギーの業界」です。貿易、
ファッション、総務や人材の仕事、紙、パルプ、布、農業、園芸など
がそれにあたります。
　不動産業界を始めとした石材、石業、鉱石、大理石、コンクリー
トなどの業界は「土エネルギー」の業界にあたり、1年を通してみ
るとこちらも決して悪くはありません。これらの業界は年のはじ
めにまず木エネルギーの圧力をまともに受けてエネルギーを
消耗してしまいますが、その後火エネルギーからの助けを得て
巻き返すことができます。つまり、春に大きく打撃を受けてから、
紆余曲折を繰り返して年の終わりには増長していく気運があり
ます。

◆久美子的四柱推命でこの1年を深読みする奥義◆
　この1年には、上記以外にもう1つ大きな特徴があります。昨年
の日柱である「丙午」と今年の日柱である「辛亥」は丙と辛、午と
亥と上下ががっちりつながっています。このことは、2つのエネル

ギーが存在しお互いに影響し合う、つまり、昨年起きた出来事の
延長線上に今年があり、それがクロスオーバーして同じようなこ
とが起きることを意味しています。昨年のエネルギーが変化し、
何かが収束する、あるいはまったく新しいできごとが始まるのと
は違います。
　良いことも悪いことも昨年行ってきたことが今年にも影響す
るのです。
　それが友達との約束であっても、企業と企業のつながりで
あっても、国と国との協定であってもです。
　去年協力し合う約束をしたのなら、それを実現していくような
流れがこの1年にはあります。昨年一生懸命種を蒔いてきた人
は、今年も種を蒔くことになるのでしょうが、昨年ほどの苦労は
なく、その努力の報いが今年のどこかで実感できるはずです。昨
年同様いざこざや衝突も同じように起きたとしても、昨年とは違
うフレキシブルでしなやかな対応により「手を結ぶ」という方法
を思い起こすことができるのではと期待できる、そんな1年とな
るはずです。　
 
　　　 

風水の奥義を行く！ 第34回　四柱推命で深読み・乙未（きのとひつじ）年の巻
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。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

                       時　　　　　日　　　　　　月　　　　　年
 甲（陽木）　
 午（陽火） 

                       乙未年

辛（陰金）
亥（陰水）   

戊（陽土）　 
寅（陽木） 　

乙（陰木）
未（陰土） 

                       時　　　　　日　　　　　　月　　　　　年
 辛（陰金）　 　
 卯（陰木） 　

                       甲午年

丙（陽火）
午（陽火）     

丙（陽火）　 
寅（陽木）　

甲（陽木）
午（陽火）

水は木を
生む

木は火を
生む

火は土を
生む

土は金を
生む

金は水を
生む

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。

孟意堂
<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

ライフ（香港・広東共通）
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東北大同窓会香港支部
東北大にゆかりのある方々で集まり、定
期的に食事会を行います。香港の地でも
トンペーを語り合い、親睦を深めていき
ましょう。ご連絡をお待ちしております。
連絡先：田中
satoshi.hopes.for.world.peace@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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沢山。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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

青山学院校友会香港支部
隔月で食事会、BBQ大会、クリスマス会
などを開催中です。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。日本国内および海外にある
校友会支部の紹介も可能ですので、青
学OBのネットワーク作りにお役立てく
ださい。
Email:aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
HP: www.alumni-aogaku.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他
校OB会との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!
連絡先:hoseichina_hk@yahoo.co.jp (事務局)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）。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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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分また
は、ランチタイムに集います。経験不
問・登録料などいっさいかかりません。
～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
E-mail：natalie_natsuko@yahoo.co.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FXトレーダーの集い。

FXトレードについて、あれこれ一緒に
話せる仲間作りませんか?トレードのス
キルアップやアイディアのきっかけ作り
にもなる。
●経験: これから始めたい方、初心者～
上級者まで経験は問いません。
● 日時: 週末メインですが平日もあり。
● 会費: ゼロ
どうぞお気軽にご連絡下さい。
Email: fxron@outlook.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートの通訳さんを募集中
尖沙咀・中環の「香港ファミリークリニッ
ク」では、パートタイムの通訳さんを継
続して募集しております。通訳さんには
事前にご都合をお伺いしまして、週に1
時間から、ご希望の曜日・時間帯に勤務
いただけます。特に、日中お時間のある
女性の方に最適なお仕事です。患者様
は、特にお子様・女性の方が多く、思い
やりの気持ちで患者様に接していただ
ける方を探しております。まずはメール
にて、ご連絡いただけますと幸いです。
連絡: japan@familyclinic.asia
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
ジオスホンハム校では、ベビーシッター
さんを募集しています。
詳細は、メールでお問い合わせ下さい。
 hunghom@geosasia.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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。
日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
メール：centralhk@geosasia.com
電話：(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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

（連絡先 65009794　宮崎）

フルタイムヘルパー紹介エージェント
“Caregiver Ltd”

毎日の家事に育児にお疲れではあり
ませんか？香港にいる間、フルタイム
ヘルパーさんの制度を利用してみま
せんか？
香港で10年に渡りフルタイムヘルパー
の斡旋業を営むCaregiver Ltdでは、ヘ
ルパーさんの雇用相談、候補者紹介か
ら雇用手続き、アフターケアまでサポー
ト致します。また弊社では、香港人の
パートタイムヘルパーのアレンジも行っ
ております。（香港人のパートタイムは人
数が限られているため、ご要望に添えな
い場合もございます。早めのお問い合
わせをお勧めいたします。）
Caregiver Ltd
Rm. 221,2F Dah Sing Life Building,
99-105 Des Voeux Road Central,
Hong Kong
TEL:(852)2287-5031
Mobile:(852)9766-4553
Email:
caregiver-japanese@outlook.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

　私、編集部・Fが参加したのは朝5：45スタート
の「10kmチャレンジ」という種目でした。当日の
最重要課題であった早起きもなんとかクリアし1
時間前には現地に到着。その後、準備運動や移
動などをしているうちににあっという
間に定刻を迎え、「3・2・1・Yeah!!」と
いう掛け声とともにスタートです！
　外はまだ暗く、海沿いにぼんや
り見える街の光がとても綺麗でし
た。普段は立ち入ることのでき
ない高速道路を自分の足で踏
むことができ、気分も上々。ス
タート前は、普段の練習コー
スと違う慣れない道でどうなることかと不安
でしたが、北角、太古を経由して約4ｋｍ地点の
筲箕灣地区で折り返す頃はまだまだ余裕。その
後は、途中の給水ポイントでコツがつかめず水
が顔にかかってしまい視界不良になったりしな

がらも、気がつけば最後の折り返し地点である8km地点
を通過…。と、ここまではなんとか頑張ったのですが、練
習不足のため最後の上り坂で体力を奪われてしまい、著
しくスペースダウン！ 後半は、一生懸命腕を振るも足が追

いつかない状態に（笑）。しかし、応
援とは凄いもので、沿道から聞こ
える歓声を聞くと体の底からエネ
ルギーが湧いてきて、なんとか完
走することができました。
　来年も頑張ります！

　去る1月25日（日）、冬の香港の風物詩となっている
「第19回スタンダード・チャータード 香港国際マラソン
2015」が開催された。今回は約7万2,000人が参加した
と報じられている。日本からツアーを利用して、あるい
は、香港在住者で「香港生活の記念に」と参加した日本
人も多かった。PPW編集部からも2人が10キロコースに
参加し完走した。参加レポートとともに大会について紹
介しよう。
　競技種目はフルマラソン、ハーフマラソン、10キロの
3種類。朝5時30分に始まったチャレンジ組のハーフを
皮切りに、自己予想タイム別に13組に分かれて競技は
順次スタートした。
　ゴールはいずれもコーズウェイベイ（銅鑼湾）のビク
トリアパークだが、スタート地点は異なる。10キロはビ
クトリアパーク近くの道路を起点に、海沿いの高速道路
を東へ走って戻ってくる。ビクトリア湾と九龍島の風景

を眺めながら走る気持ちのよいコースだ。フルと
ハーフの起点はチムサーチョイ（尖沙咀）に
あるネイザンロード。チンイー（青衣）方面
まで走ったあと折り返し、西区海底トンネ
ルをくぐって香港島へ渡る。フルのコース
は、青衣大橋などの橋を走れるのが魅力
となっている。また、フルとハーフでは「そろ

そろ足の筋肉が疲れてきた」という頃になる

と、コース脇にリキッドタイ
プの「タイガーバーム」を手
にしたサポート部隊が待機
している。疲れた足にタイガーバームを塗って再び走り
出す人たちの姿があちこちで見られた。
　走っていると、陸橋やコース傍のスタッフの方たちから
の「加油（＝がんばれ）」という声援が心にしみる。特に、
ゴールに向かって街中を走るコーズウェイベイ付近で
は、沿道の応援が前に進むパワーとなる。大会を支えてく

れている大勢のボラン
ティアにも感謝したい。
　大会のIT技術に驚く人
も多い。ゼッケンに埋め
込まれたICタグにより、
公式ホームページに、当

日夜に参加者のタイムがアップされる。後で自分の写真
の検索や、スタートを切るまでのロスタイムを除いた自
己タイムの確認もできる。
　今年の大会は、参加賞のＴシャツがよりおしゃれなデ
ザインになり、背中にはコースのマップが描かれてい
た。大会ハンドブックは種目別になり、参加者リストも掲
載されていた。20回大会となる来年はどんな進化を遂
げるのだろうか。「来年は走ってみたい」と思った方は、
いまから少しずつジョギングを始めてみては？

初
挑
戦
も
、沿
道
の
声
援
を
力
に
完
走
！

 スタンダード
チャータード香港国際マラソン2015第19回 PPW編集部も激走！

来年はあなたも挑戦？！来年はあなたも挑戦？！
香港
マラソン
体験記

◀「参加賞」の数々

▲間もなくスタート

（編集部・F）
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普段のスキンケアケアで「クレンジング」を重視しているにも関わらず、ケア方法に自信がなかったり、面倒に感じてしまったり…。
化粧品メーカーのシーボンが女性を対象に行った「クレンジング（化粧落とし）」に関する調査で、女性たちの本音がうかがえる
「クレンジングのジレンマ」が浮き彫りになった。

■重視しているスキンケアトップは「クレンジング」
　普段のスキンケアの中で最も優先度が高いものについて聞いたところ、「クレンジン
グ」（32％）が1位に。次いで「化粧水」（30％）、「洗顔料」（16％）がランクインした。普段
のクレンジングで意識していることについては、約半数の人が「肌を強くこすらない」、

「ぬるま湯でおこなう」、4割近くが「適量のクレンジング料を使う」、「クレンジング料をメ
イクとなじませる」と答えている。

■「クレンジングは面倒」と感じている人は約7割
　多くの女性がクレンジングを重要視している反面、約7割もの人が「クレンジングはス
キンケアの中で最も面倒」とも感じていることがわかった。さらに、クレンジングについ
て、約5人に3人が「お金をかけていない」「時間をかけていない」と回答。「疲れていると
きなどはクレンジングをせずに寝てしまう」という人も約5人に1人いた。
　「クレンジングの方法に自信がない」と回答した人も約8割いた。また、クレンジングケ
アに対する不安・不満について聞いたところ、「きちんと汚れが落ちていない気がする」

（64％）、「潤いまで落としてしまっている気がする」（57％）、「納得がいくクレンジングア
イテムが見つからない」（47％）といった声が寄せられた。

■寒い時期の「クレンジング」法、美容のプロがアドバイス
　調査結果を踏まえ、シーボンで美容指導を行っている白久千穂さんが、「クレンジン
グ」のポイントについてアドバイスをくれた。皮脂やメイク製品などの汚れは、肌にのせ
てから約6～7時間くらいで酸化してしまうと言われている。そこで、家に帰ったら、すぐに

でもクレンジング（メイク落とし）・洗顔をすることが大切だという。1日の汚れはその日
のうちに取り去る。これが美肌を維持するための最も大切なポイントとなる。
　クレンジングは油分を落とすもの。寒くなり肌の油分が固まりやすい冬の時期は、特
に念入りなケアを心がけること。油分の汚れは油分でしか落とせない。クレンジング料
をメイクとしっかりなじませ、汚れを浮かせて取り除くことが重要。
　また、クレンジング料は、肌質だけでなく季節に合わせて選ぶこと。冬の寒い時期は、
クリームタイプのクレンジングがおすすめ。クレンジングの際に適度なマッサージを行
い、肌表面温度を上げることで、毛穴に詰まった皮脂を浮かせて取り除くことができる。
乾燥しやすい肌質の方は、皮脂やメイク汚れが皮膚の溝に入り込みやすいので、クリー
ムタイプのクレンジングでディープクレンジングをすると、刺激も比較的少なく、汚れを
きちんと落とすことができる。ただし、どんなクレンジング料を使っていても、長くマッ
サージをすればするほど良いというのは間違い。オイルタイプなど肌なじみのよいク
レンジング料は、オイルと肌の油分が素早くなじんで、汚れを取り除くことができ、短時
間でクレンジングを行いたい方におすすめだという。

株式会社シーボン「クレンジング（化粧落とし）」に関する調査

[調査概要]

・調査期間：2014年11月25日～11月28日

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：20～50代　女性500名　

※普段（週に1日以上）メイクをしている方
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ゼロからスタート 第51回広東語♪

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: 9:00～19:00

毎年３月、ビクトリア公園にて一年に一度の盛大なフラワーショー、「花展(fa1 zhin2)」が開催され

ます。今回は「花展」に関する単語や会話表現についてご紹介しましょう。

地元だけでなく海外からも多くの人々が訪れる花展は、毎回テーマ「主題(zhü2 tai4)」が決まって

おり、今年のテーマは「春、花、舞」、テーマフラワーは「跳舞蘭(tiu3 mou5 laan4)」です。テーマフラワー

を中心に展示されていますが、香港や中国、海外からやってきた様々な花や盆栽も数多く展示されます。

その他、大型花檀や庭園も設置され、人々の目を大いに楽しませてくれます。また、このショーでは、

写真愛好家の定番イベントでもあります。本格的なカメラと重く長いレンズを持った写真愛好家を数

多く見かけることでしょう。

花展の開催中には、絵画やフォトコンテスト「繪畫比賽(kwui2 wa2 bei2 choi3)」「攝影比賽

(sip3 ying2 bei2 choi3)」などのほか、音楽及び文化的イベント、生け花のデモンストレーション、

ゲームなども併せて行われます。また、会場では花や園芸用品の販売もあり、気に入った商品を購

入することができます。会場入り口のチケット売り場にて入場券を購入して入場してください。

家族みんなで楽しめるイベントですので、是非この機会に訪れてみましょう！

広東語

跳舞蘭

牡丹

鬱金香

風信子

豬籠草

玫瑰

非洲紫羅蘭

発 音

tiu3 mou5 laan4

maau5 daan1

wat1 gam1 höng1

fung1 sön3 zhi2

zhü1 lung4 chou2

mui4 gwai3

fei1 zhau1 zhi2 lo4 laan4

日本語

オンシジウム

牡丹

チューリップ

ヒヤシンス

ウツボカズラ

バラ

アフリカスミレ

会話練習
唔好意思，請問花展嘅入口喺邊度呀？

M4 hou2 yi3 si1, ching2 man6 fa1 zhin2 ge3 yap6 hau2 hai2 bin1 dou6 a3?

すみません、会場の入り口はどこですか？

前面直行，街口轉右就係喇。

Chin4 min6 zhik6 haang4, gaai1 hau2 zhün3 yau6 zhau6 hai6 la3.

前の道をまっすぐ行って、角を右に曲がったところですよ。

兩個大人、一個細路吖唔該。

Löng5 go3 daai6 yan4, yat1 go3 sai3 lou6 a1 m4 goi1.

すみません、大人2枚、子供1枚お願いします。

好呀，一共三十五蚊。

Hou2 a3, yat1 gung6 saam1 sap6 ng5 man1.

はい、合計で35ドルです。

呢種花叫咩名呀？

Ni1 zhung2 fa1 giu3 me1 meng2 a3?

この花の名前は何ですか？

呢種叫跳舞蘭。

Ni1 zhung2 giu3 tiu3 mou5 laan4.

これはオンシジウムです。

好靚呀。唔該，可唔可以幫我影張相呀？

Hou2 leng3 a3. M4 goi1, ho2 m4 ho2 yi5 bong1 ngo5 ying2 zhöng1 söng2 a3?

きれいですね。すみませんが、写真を撮っていただけませんか？

可以呀。預備～一，二，三，笑～

Ho2 yi5 a3. Yü6 bei6~ yat1, yi6, saam1, siu3~

いいですよ。はい、チーズ！

山口:

Saan1 hau2:

路人:

Lou6 yan4:

山口:

Saan1 hau2:

售票員:

Sau6 piu3 yün4:

山口:

Saan1 hau2:

梁小姐:

Löng4 siu2 zhe2:

山口:

Saan1 hau2:

梁小姐:

Löng4 siu2 zhe2:
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　生ビール好きのPPW編集者は、香港
でもプレモルを堪能できる店があると
聞きつけ、さっそく足を運んでみること
にした。
　コーズウェイベイ（銅鑼湾）の登龍
街に位置し、炭焼メニューを中心に
A5/A4ランクの沖縄牛を提供している
「刺身・炭焼　笑宴」。ここでは、香港で
昨年発売されたばかりの、サントリー「ザ･プレミアム・
モルツ」ブランドの黒ビール「プレミアムモルツ＜黒＞」
が味わえる。
　店内を見渡すと、多くの客が極上の日本料理を堪能
しながらサントリーのビールを嗜み、まさに至福の時
が流れる「宴」を楽しんでいる。ちょうどプレミアムモル
ツ＜黒＞で乾杯中だった男女4人組の常連客にその魅
力を尋ねてみた。
　「プレミアムモルツ＜黒＞は香ばしくてコクが楽し
めますよね」と男性客。するとすかさず女性客が「私
は飲みごたえがあるのに、のどごしはすっきりとして
いるところが好き。プレミアムモルツ＜黒＞でないと
この上品さは味わえないよね」。グラスに注がれた
ビールを一気に飲みほし、声高らかに「もう一杯！」と
叫んだ。
　私も一刻も早くプレミアムモルツ＜黒＞を味わい

たくなってきた。席に戻り、先に注文しておいた店長
オススメの「沖縄牛の炭火焼き」と共にのどに流し込
む。炭火ステーキの香ばしさがキレのある黒ビールに
ぴったりだ！ほかにも、新鮮でないと提供できない「沖
縄牛刺身」や日本直送の「海鮮焼き」など、香港ではな
かなか味わえない鮮度バツグンの本格的な料理が
テーブルを彩り、私の宴が始まった―。
　ここでしか味わえないプレミアムモルツ＜黒＞と極上
料理のコンビネーションをぜひあなたもご堪能あれ。

　　

【サントリー・ザ・プレミアムモルツ】
ウェブ：www.suntory.co.jp/beer/premium

【刺身・炭焼 笑宴】
住所：13/F., Circle Tower, 28 Tang Lung St., CWB
電話：(852)3580-0654
時間：月～土18:00～26:00 / 日・祝 18:00～24:00
ウェブ： www.en.com.hk
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肉のスペシャリストでもある
料理長・陳嘉文さん。そんな彼
が「プレミアムモルツ＜黒＞」
に合う料理としてオススメし
てくれたのが「沖縄牛の炭火
焼き」だ。炭火で手早く焼き上
げられたレアの霜降り極上牛
は、柔らかく、とにかくジュー
シー。

■沖縄牛と沖縄県産豚の焼肉または
　しゃぶしゃぶの食べ放題をそれぞれ実施中！
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　日本ではあっという間に一大イベントとなった「街
コン」が、香港にもやってきた！街コンとは、1回の参加
人数が多く気軽に出席できることから人気に火がつい
た街ぐるみの大規模合コンのこと。そんな街コンが今、

舞台を世界に広げ始めている。
　去る1月24日、ワタミインター
ナショナルの後援により、第1回
目となる「街コンワールドツアーin香港」が行われた。居食屋「和
民」新港中心店で開催されたこのイベントには、150名にも及ぶ
男女が参加。割合は香港人が7割、日本人が3割となり、15時～18

時までの3時間に渡り楽しい交流の時間を過ごした。
　日本の街コンはほとんどが男女の出会いを目的としているが、この香港バージョンの
街コンは、出会いだけでなく、「Machi」＋「Contact」をコンセプトに国際文化交流の場と
しての位置づけも持つ。台湾ではすでに11回も開催されており、これまでの参加者総数
は2,000人を越えるという。
　受付には香港人と日本人それぞれのカウンターがあり、そこでスタッフが丁寧にルー
ルを説明。待ち時間には、早速それぞれの自己紹介やお互いの生活について話を弾ま
せる参加者が目立った。
　全員が席につくと、2人のMCが軽快なトークで会場を温め乾杯を促す。さあ、街コン
のスタートだ！会場の居食屋「和民」には、スポンサーであるサントリーとモスバーガー
の商品が並び、スパゲティやハンバーガー、お茶、ジュース、ビールなどが食べ放題、飲
み放題。参加者たちは料理を取り終え席につくやいなや、お互いの職業や趣味について
語り合ったり、電話番号やフェイスブックの交換をしたりととても楽しそうにしていた。ま
た、よりたくさんの人と知り合えるよう2回ほど席替えタイムが設けられており、まさに日
本スタイルそのまま。香港人にとっては経験したことのない新しいタイプのイベントと
いえよう。最初は緊張気味だった場の雰囲気も、時間が経つにつれ次第にほぐれ、参加
者たちは皆このイベントを大いに満喫していた。
　たくさんの新しい出会いと文化交流こそがこの街コンの最大の目的。次回は3月の開
催を予定しているという。「日本の文化を世界に広めたい」、「国際交流を楽しみたい」と
思ったあなた！ 次に開かれる街コンに、参加してみてはいかが。

街コンワールドツアー in香港街コンワールドツアー in香港

街コンワールドツアー in香港
次の開催日時: 3月予定
ウェブ: machicon-world.com/hk

ワタミインターナショナル株式会社
居食屋「和民」新港中心店
住所: Shop 303, 3/F., Silvercord, 30 Canton Rd., TST
電話: (852)2434-5498
ウェブ: www.watami.com.hk

　　

「Machi」＋「Contact」がコンセプト
出会いと国際文化交流を楽しもう！
「Machi」＋「Contact」がコンセプト
出会いと国際文化交流を楽しもう！

「街コンにかんぱーい！」

サントリーとモスバーガーが
ドリンクと食事を提供

2人のMCの登場で街コンスタート！

受付を待つ緊張気味の参加者
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　もうすぐ旧正月！ 今回PPW編集部は、大事なハレの日を家族や友人と共に特別な場
所で過ごしたいとお考えの方にぴったりな多国籍料理レストラン「豐樂里 Viral Fusion」
を訪れた。
　同店のシェフ、フェリックスさんが考案したこの時期限定のコースメニューを紹介し
よう。「Mandarin Fantasy」は、スパイシーな中華ソース入りのスポイトを熱々のフィッ

シュボールに差し込んだ、とても
斬新なビジュアルの前菜。新鮮な
魚のみを使用し、ドライシトラス

の皮と混ぜて爽やかに仕上げたフィッシュボールを、細切りした春巻きの皮でやさしく
包んで揚げたこの1皿。外側のパリッとした食感と魚のすり身の弾力、そして最後に
ジュワーッと溢れ出す中華ソースとのコントラストが
たまらない。
　メインの1つ、柔らかいラム肉のシチュー「Art of 
Lamb」には、テーブルに運ばれたあとに黒トリュフが
たっぷり贅沢にかけられる。ラムは3～5時間ほど煮込
まれており、噛み切る必要がないほどトロトロ。豆腐
ペーストのソースと黒トリュフの香りがよく合い、ラム
本来の味わいを引き出している。
　続いて紹介する「Claw & Harvest」は、炊きあがったお米を鍋に移して火にかけ、新鮮
なカニの身と半熟卵、香り付けのバジルを加えたもの。半熟卵が熱々のご飯の上でトロ
リととろけて癖になる。
　最後のデザートも見逃せない。「Golden Nest」は、燕の巣もトッピングされたマン
ゴーづくしのスイーツプレート。フレッシュマンゴーを使って作られたライスプリン、
マンゴーゼリー、揚げマンゴー、マンゴーアイスのほか、燕の巣が乗った黄金に輝く鳥の
巣のような形の飴細工カップが1皿で楽しめ、何から手をつけようか迷ってしまう。ほか
にもロブスターのラビオリ「Lobster Bliss」やXO醤で味付けした鮑を丸ごと入れたビー
フン「Abalone Treasure」など全6品で大満足の内容。
　この特別コース「Festivity」は1人前HKD668で4人以上から楽しめる。こだわりの食材
を揃えるため、2日以上前の予約が必要。こんな料理見たことも食べたこともない！と感
動できること間違いなしのViral Fusionの旧正月限定メニューをぜひご賞味あれ。

豐樂里 Viral Fusion豐樂里 Viral Fusion

豐樂里 Viral Fusion　
住所：13/F., Pearl Oriental House, 60 Stanley St., Central
電話：(852)2677-5300
時間：月～土 12:00~15:00、18:30~23:00
ウェブ：viral-fusion.com

　　

斬新な料理が味わえる多国籍レストランから
旧正月限定メニュー登場！
斬新な料理が味わえる多国籍レストランから
旧正月限定メニュー登場！

スポイトでソースを注入！？
揚げフィッシュボール「Mandarin Fantasy」

マンゴーづくしのデザートプレート
「Golden Nest」

贅沢な黒トリュフの香りが漂う
ラムシチュー「Art of Lamb」

カニの身入り五穀米ドリア
「Claw & Harvest」
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BOGGI MILANO
住所：Shop 317, Level 3, Ocean Terminal, Harbour City, Canton Rd., TST
電話：(852)3188-4385
時間：10:00～22:00
ウェブ： www.boggi.it

　手頃な価格のスーツを独自の工夫でお洒落に着こなすイタリア紳士。男性ならば誰
もが憧れる存在だろう。イタリア本土のみならず世界25ヶ国で125店舗以上を展開す
る男性向けファッションブランド「BOGGI MILANO（ボッジ・ミラノ）」は、1939年の創業
以来、ハイセンス、ハイクオリティーでありながらも身の丈にあったものを身につける
ことこそがファッショントレンドだと考える。

　そんな同店からこのたび、小洒落た雰囲気を演出してく
れるアクセサリーシリーズが登場した。細部に至るまでこだ
わりが光るシンプルデザインのアイテムのなかでも、おすす
めはレザーの2色使いシリーズ。「レザー財布（Leather 

Money Wallet/HKD690）」は、ネイビーの落ち着いた見た目とは裏腹に内側は鮮やか
なオレンジ色で、大人の男性の遊び心が垣間見える。同じデザインで、ネイビー×イエ
ローの「カードケース（Soft Leather Card Wallet/HKD1,190）」やダークブラウン×レッ
ドの「ブックカバー（Soft Leather Book Wallet/HKD1,390）」もあり、女性受け間違いな
しのアイテムだ。
　同店のレザーバッグも見逃せない。「ソフトレザー・ラップトップバッグ（Soft Leather 
Laptop Bag ‒ SinglePocket/HKD6,500）」は、ノート型パソコンもすっぽり入るショル
ダーバッグ。しなやかで柔らかく伸びの良いソフトレザーを使用しているので、パソ
コンや大きな書類も出し入れしやすい。また水に強いので手入れがしやすく、日常使
いには最適だ。「レザー・ボストンバッグ（Leather Bag/HKD6,900）」は、ちょっとしたプ
ライベート旅行にもビジネス出張にも使える便利なアイテム。ほど良い光沢でどんな
服装にも合わせやすく、使えば使うほどブラックレザーの味わいが出てくる。ダークブ
ラウン色の「レザー・トロリーバッグ（Big Leather Trolley/HKD10,900）」は、荷物がたっ
ぷり入るキャリーバッグで、本体やファスナーだけでなく取っ手やキャスターに至るま
で全てブラウン1色に揃えてデザインされている。
　またちょっとしたプレゼントなどには、可愛いカフス「メタルカフリンクス（Metal 
Cufflinks with Coloured Coat of Arms/HKD690）」やシルク素材で編み上げたネクタイ

「ピュアシルク・ニットタイ（Pure Silk Knitted Tie/HKD890）」がおすすめ。
　香港直営店は、チムサーチョイ（尖沙咀）のハーバーシティ内。ご主人や彼へ、手頃な
価格の大人アイテムをプレゼントしてみてはいかが？

［ BOGGI MILANO ］

イタリア紳士御用達ブランドに
お洒落なアクセサリーシリーズが登場
イタリア紳士御用達ブランドに
お洒落なアクセサリーシリーズが登場

プレゼントにもおすすめな
メタルカフリンクス

耐久性が高くPCも出し入れ
ラクラクなソフトレザーの
ラップトップバッグ

大人の遊び心が垣間見える
2色使いのレザー財布
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 ショッピング（香港・広東共通）
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