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【楊さちこ先生のプロフィール】
1961年大阪生まれ。南京中医薬大学。

中医美容教授・中医学博士。

日本と香港・中国のアジアンコスメブームに火

をつけた第一人者。アジア各地において商品開

発から美に関するトータルプロデュースを手が

けるほか、各地において美容セミナーを開き、「楊

さちこ式美容メソッド」「脱ファンデーション」を伝

え、幅広い年齢層の男女から絶大な信頼と支持

を得ている。

楊さちこのアジアンビューティースタイル公式サイト

Repeque®-レピーク

www.yo-sachiko.com

香港ときどき海外発！

中医学博士・楊さちこの『アジアンビューティ

まっしぐら』@アメブロ

www.asian-cosme.asia

◆おしらせ
【温めることに積極的に
なって欲しい】
『東洋医学の教えをベースに
季節と心身を調和させなが
ら、冷えを防ぎ、温かな心身と
もに温かな“わたし”を育んで
いく「温育」の方法を記した
監修書『温育じかん手帖』
(Life Design Books)発売中

第166回Pocket rφpeque®

ぽけっと レピーク

　「食」という漢字は、「人」に「良い」と書きます。
　体は食べ物で出来ているのですから、「人」に「良い」ものを摂るのがイ
チバン。
　実は、中医学では、毎日食べる食べ物を「大きな薬」。いわゆるお薬を
「小さな薬」と言います。では栄養バランスのとれた「人に良い」食事とは、
何を気をつけたらいいのでしょう？ポイントを6つにまとめてみました。

１．1日2食は主食、主菜、副菜がそろったメニューを摂る
２．毎食必ず野菜料理を1品食べる
３．好物でも同じものを続けて食べない
４．朝食は必ず食べる
５．インスタント食品だけにしない
６．牛乳、小魚、豆類、海藻類のいずれかを毎日食べる　

　肌は「内臓の鏡」です。
　中医学の理論では肌が内臓と密接な関係を持つことを「肌は内臓の
鏡」といいます（ここで言う「内蔵」とは、「肝・心・脾胃・肺・腎」の「五臓」
で、これは西洋医学の心臓や肝臓とはかならずしも一致しない考え方）。

　五臓が乱れたら、肌にはどんな影響があるのでしょう？
　また、その対処法は？

・「心」：「心」の働きが弱くなり、気血が不足すると肌を潤すことができな
くなり、顔色が蒼白になってつやがなくなる。中医学では「心の花は顔に
咲いている」といわれるとおり、いきいきと血色のいい顔色は「心」の状
態にかかわっている。
★顔面蒼白、つやがないときにおすすめの食べ物→竜眼肉、棗、蓮の実、
百合

・「肺」：「肺」系統が衰弱すると、皮膚に潤いがなく乾燥してくる。中医学で
は「肺は皮毛をつかさどる」という説があり、肌に一番影響を与える内蔵
だ。肌のバリア機能や肌に栄養を送る気力は肺系統に関連している。肺
系統が衰弱すると、十分な栄養が得られない肌は潤いをなくす。
★肌がかさかさ、つやがない、汗をかきやすい、にきび・蕁麻疹ができや
すいときにおすすめの食べ物→朝鮮人参、西洋人参、杏、松の実、百合、
梨、枇杷、銀杏

・「肝」：「肝」系統にトラブルが生じると、精神状態が不安定になったり、疲
れ目、かすみ目になることが多い。また、爪につやがなくなったり、割れや
すくなったりする。
★肌色は蒼白、爪の光沢がなく割れやすい、シミ、たるみ、にきびなどがで
きやすいときにお勧めの食べ物→レバー、ナッツ、竜眼肉、クコ、朝鮮人
参、菊花、薄荷、羊の肉

・「脾胃」：「脾胃」は、中医学では、消化吸収機能と密接に関連付けられて
いる。消化吸収機能が衰えれば、肌、唇、爪などが蒼白になり、体もやせ
る。なかにはむくみの出る人も。そして老化のスピードがアップしてくる。
★顔面蒼白または黄色っぽい、つやがない、痩せてむくむ、湿疹がでる、
などのときにお勧めの食べ物→朝鮮人参、棗、山薬、山椒、もち米

・「腎」：「腎」系統は泌尿器計の機能だけでなく、生殖、発育をつかさどり、
老化のプロセスにかかわる大変重要な器官。老化のスピードが速くな
り、肌にはしみやしわが増える。
★しわが多い、たるみ、しみ、抜け毛、白髪、などのときにおすすめの食べ
物→黒ゴマ、くるみ、桑の実、にら、えび、牡蠣、羊の肉、クコ、すっぽん

楊さちこの中医美容学的　食でキレイな素肌を作る
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京基濱河時代公寓 （Jingji Binheshidai Gongyu）

（所在地）  南山区南山大道与創業路交匯處
（間取り） 2LDK/50㎡～、3LDK/70㎡～
（室　内） 2014年完成（新築物件募集開始）
（環　境） 地下鉄2号線（登良）徒歩15分　バス停至近（海岸城へも大変便利）
（備　考） 超特選物件！ 家具家電全新
  家賃が特にお値打ち　室内（内装）はデベロッパー仕様
 キッチンスペースも広く快適　地下鉄も建設中
 駐在員の社宅としても各企業が利用（新築オフィス隣接）
 南山区のおすすめ新築物件
（月　額） ＲＭＢ：2DK/4,500～、3LDK/8,000～

栖游记（Xiyouji）

深圳

南園楓叶国際公寓 （Nanyuan Fengye Gguojigongyu）

（所在地） 南山区后海大道与花果山路交匯處
（間取り） 1DK/32㎡～、2LDK/75㎡～、3LDK/89㎡～　
（室　内） 2014年完成（新築物件募集開始）
（環　境） 地下鉄2号線（東角頭）徒歩6分　（湾厦）徒步9分
（備　考） 2014年完成、募集開始で家賃もお値打ち
  地下鉄『東角頭』徒歩6分、『湾厦』徒歩9分
  日本人学校スクールバス半島城邦（ペニンシュラ）へも
 徒歩圏内　新内装、家具家電新品
  好立地、海月ショッピングモールへも便利
（月　額） RMB：1DK/4,000～、2LDK/6,500～、3LDK/8,000～

（所在地） 福田区濱河大道与東涌路交匯處
（間取り） 1R/37㎡、1LDK/59㎡～、2LDK/79㎡～
（室　内） 2014年完成（新築物件募集開始）
（環　境） 地下鉄1号線（車公庙）徒歩15分
 地下鉄建設中：地下鉄7号線（上沙）徒歩5分、9号線（下沙）徒歩2分
（備　考） 室内（内装）はデベロッパー仕様
 ホテルのような高級感で水周りも広々
 家具家電全新品　1階はショッピングモール（今春～夏完成）
 地下鉄も建設中（年内完成予定）　眺望抜群！！
 深圳湾の海がとても綺麗　希少、福田区の新築物件
（月　額） ＲＭＢ：1R/4,300～、1LDK/5,300～、2LDK/7,200～

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

H
o
n
g
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

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
ハーコーツ TEL (852) 2273-8833
Unit 1107-8, 11/F., Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Rd., TST
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
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., 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
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410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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友を訪ねて三千里友を訪ねて三千里
乗り物大好き主婦の旅行日記乗り物大好き主婦の旅行日記

乗り物大好き主婦のプロフィール
香港生活2年目の新妻。食べること、乗り物に乗ることが大好きで週末はバスに乗っ
て香港を旅する。毎週火曜のCXのfanfareはかかさずチェック！

Vol. 45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

Vol.6 

マ
レ
ー
シ
ア
編

　今回は日本から行くと8時間かか
るが香港からだと4時間で行けちゃう
常夏のマレーシアへ！目的は「F1」、
今年からホンダが再び参戦し注目を
集めている。三重県出身の主人は
F1好きで、私は5年ほど前から一緒にテレビで見るようになったが、最
近はドライバーもチームも覚え見ていて楽しくなってきた。そんなF1の
第2戦はマレーシアで行われる。日本ではチケットが売り切れになるほど
だが、マレーシアでのF1人気はそこそこのため空席が目立つ。比較的
チケットが取りやすいようだ。実際に私たちも10日程前にチケットを購入
し、飛行機のチケットも直前に購入したがホテルも予約することができ、
ホテルが取れない！航空券が高い！と焦ることはなかった。
　F1は土曜に予選が行われ、日曜に決勝が開催される。マレーシアま
で来たからには、土曜の予選からしっかり観戦したい！ということで気
合いいれて出発。サーキットは空港から車で10分ほどのところにあるた
め、空港周辺のホテルに宿泊する人も多いが、私たちは市内に宿泊し
たため市内から出ているF1臨時バスで向かった。1時間ほどでサー
キットに到着し入口をくぐると、すでにお祭り気分で大勢の人がビール

片手に歩いている。見たところヨーロッパ系の
人々が多いが、あちらこちらで日本語も聞こえて
くる。F1グッズが販売されるブースが並び、飲食
物は移動販売用の車で販売していた。ざっとみ
たところそんなに種類がなく、自由に使えるテー
ブルも少なく、少しがっかり。早めに指定席へ座り
目の前に広がるサーキットに大興奮をしながら、
予選を待った。マレーシアグランプリは、スコール
が突然襲うことでも知られる。スコールがあること
によってさらに盛り上がるというが、この日も予想
を裏切ることなく激しい雷に襲われサーキットを
熱狂させた。
　そんな予選を終え、翌日の決勝は、行きのバス
からも乗客が多く、フェラーリの帽子を被ったり
レッドブルのシャツを着たりみんなわくわくしている
様子が伝わってきた。サーキットに到着し席に着

くと観客の歓喜の声に包まれた。そしてドライバーたちのパレード、ピット
から車が出てスタート地点につくと盛り上がりも頂点に達する。私はま
だまだ初心者で雰囲気を味わうだけで十分と思いながら来たが、テレ
ビで見るのとは全く違い、周りの人々がどれだけ日本のホンダに期待し
ているか声援で感じることができた。
　決勝を楽しんだ後市内に戻りクアラルンプールの観光もできた。想像
していた以上に綺麗な街でシンガポールに似ている。ペトロナスタワー
を見たり、ショッピングをしたり、温かい人柄に触れたり、ぜひこの香港に
いるうちに足を運んでほしい。



小熊さんにとってインドは原点なのだそうですね。
　インドに初めて足を踏み入れたのは大学卒業後でした。昔からアーユル
ヴェーダに興味があり、いつか絶対にインドを訪れてみたいという思いがありま
した。学生時代は海外一人旅にのめり込んでしまいアジアを中心に頻繁に旅行
に出かけていましたが、大学を卒業してからもすぐには就職せず、かねてより思
いを抱いていたインドを最終目的地にして長期の旅をスタートし、中国、モンゴ
ル、東南アジア、インドを回りました。また、高校時代の政治経済の先生が、毎日
授業の半分くらいの時間を使ってインド哲学について非常に魅力的に語ってく
れ、その影響を受けたもの理由のひとつです。

実際に訪れたインドはどうでしたか？ 自分の中で何か変化はありましたか？
　インドでは、楽しそうに友人と会話を交わしている人々の傍らで、飢えて死に
かけハエがたかっているような老人が道に横たわっている様子に衝撃を受け
ました。生死とは隣り合わせですごく身近なものだと感じましたね。また、ありの
ままを受け入れ、自然に身を任せて生活しているインドの人々の生き方にも心
を動かされました。
　私は元々他人の考えている事が自分の中に入ってきてしまうことがあり、それ
が原因で人間関係がうまくいかずに悩んでいたことも多くあったのですが、イン
ドで生きる人たちを見て、「どんな環境でも生きていていいんだ」という考えに変
わりました。とても生きやすくなりました。
　インドを訪れ旅行を終えてからは、突き動かされるようにかねてより興味を
持っていたインドの伝統的医学、アーユルヴェーダに関して学べる学校を自力
で探し当て、インド留学の手配を始めました。後はビザさえ下りれば渡航だ、と
いうところまでいったのですが、当時はインターネットも普及しておらず、郵便事

情も悪かったため、入学のタイミングにビザ手続きが間
に合わず、残念ながら断念せざるを得なくなりました。

そこからどのような経緯で香港に来られたのですか？
　インド留学を諦めざるを得なくなりショックで落ち込ん
でいたとき、香港に住む友人が「香港においでよ、暮らし
やすくていいところだよ」と声を掛けてくれたんです。当
時の私は特に香港に興味は抱いていなかったのです
が、あまりにも熱心に誘うので、憧れのインド行きを断念
したばかりで失意に沈んでいた私は、何か新しい道が開
けるかもしれない、という思いから香港に渡ることに決め
ました。

も、精神的要素も含めトータルで身体を治していこうとする東洋医学的な考え方
があります。

小熊さんのワークショップではどのようなことを行うのですか？
　人間関係、仕事、人生で迷いを感じている方に対して、自己意識の改善を促
し、そもそもの原因となり得る精神的な問題や生活習慣を改善していくことに重
点をおいたコンサルティングやワークショップを行っています。また、ISD個性心
理学にチャネリング・エネルギーヒーリングを取り入れた、今までにないコンサ
ルテーションも行っています。その他、「幸せな宝地図であなたの夢がかなう」、
「夢をかなえる習慣力」等を執筆しアマゾンベストセラーランキング第1位と
なった著者「望月俊孝」氏が提唱する、夢実現メソッドを用いたワークショップも
開催しています。こちらのワークショップは、簡単に説明すると、自分の夢や目標
をコルクボードに貼りビジュアル化することで夢を叶いやすくする、というもの
で、日本では企業研修などにも取り入れられています。私自身が望月先生から直
接インストラクター育成指導を受けたので、宝地図を作成する上で大切なポ
イントを実習やゲームなどを交えて分かりやすく指導します。

最近では世界を代表する一流企業の社員研修やパフォーマンス向上を目指す
トップアスリートのトレーニングの一環としてもスピリチュアルセラピーが取り
入れられているそうですね。それについてはどのようにお考えですか？
　ようやく認知され始めたかという感じです（笑）。確かに最近、ビジネスマンや
アスリートなど世界の第一線で活躍する人たちの間でも話題になっています
ね。皆さんインド哲学を中心とする東洋の精神性の高さに気づき始めたのかも
しれません。日本人は不快な感情を心に溜め込む人が多いので、私たちが行っ
ているセラピーは特に効果的だと思います。怪しいと
いう先入観を持っていらっしゃる方もいるかもしれま
せんが、心を鍛えるためにも、企業研修等でどんどん
取り入れていくべきだと思います。呼吸法やイメージト
レーニング、瞑想、音楽療法、催眠療法などを通して心
のつっかえを取り払うと、日々の生活が自分にとって
理想的なものに改善されていき、人生がより良い方向
に向かっていくのです。

将来的にどのようなことを実現していきたいとお考え
ですか？
　年月はかかるかもしれませんが、私のスピリチュアリ
ティの効果を実証していき、世界中でワークショップを
開催できるようになりたいですね。風土によってスピリ
チュアリティの考え方や行い方も違ってくると思うの
で、様々な土地の人たちとコラボレーションして新しい
形を生み出していきたいです。またいろいろな刺激を周りから受けていく中で、
こちらからも周りを刺激できるようになりたいです。それと、日本人は自分を押さ
え込んでしまう傾向が強いので、スピリチュアリティを通してそのような人達の心
を開くことでサポートしていけたら嬉しいですね。

最後に香港で働く女性にメッセージをお願いします。
　香港は頑張れば頑張った分だけ返ってくる場所ですので、自分の実力や器を
知るにはもってこいの環境です。人々のエネルギーに溢れた場所だと思います
が、頑張り過ぎず、気持ちに余裕を持って、波を乗りこなすつもりで香港での
日々を送って下さい。また、香港は様々な人種の方が住んでいるインターナショ
ナルな場所なので、可能性も無限大にあると思います。
　思い留まらずどんどんチャレンジしていくことが大切ではないでしょうか。

Key Woman
輝き続ける女性に会いたい！香港、広東で

香港での最初のお仕事はどのようなものでしたか？
　実は香港に飛んだはよかったのですが、働くことになったのは深圳にある日
系電子機器の工場でした。日本でも全く就業経験はなかったのに、大学時代に
中国語を専攻していたことで現地の人とコミュニケーションを取れたこともあ
り、最初から生産課長のような立場でスタートすることになりました。住み込み
で働いていたのですが、仕事 とプライベートの線引きが難しくて気が休まる時
間がなかったり、材料の買付けから不良品の対応まで任されたりと本当に大変
でした。そんな日々のプレッシャーとハードワークの中で身体を壊してしまい、
仕事を辞めて療養することにしました。回復したところで香港で新しい仕事を
探し始めました。

香港に来てからはどのようにして独立までの道のりを歩んできたのですか？
　深圳から香港に来てからは一般企業に就職しました。こちらも激務でしたが、
色々な仕事を担当させてもらい遣り甲斐は日々感じていました。しかし、そんな
充実の日々の中にあってもやはりインドに留学して伝統医学を勉強したかった
という学生時代の想いが心の奥底にあったのです。そこで、よりプライベートな
時間が持てる職場に転職し、仕事をしながら香港にあるアロマセラピーの専門
学校に通うことにしました。その後は個人で、ハッピーバレーにあるフットボール
クラブなどでマッサージセラピストとして働きました。
　働く中で、当初はマッサージなどで身体的な疲れをとるだけだったのですが、
物理的要因によるケガも実は精神的なものが関与しているということに気付か
されました。たとえば、一時的に痛みはよくなっても、その人が持っている根本的
な意識や生活習慣を変えないと、また同じ部分を痛み戻ってきてしまったり…
…ということがよくあるのです。そこで、相手に触れたとき自分の頭に流れ込ん
でくるその人の感情や思いを理解できるという自分の能力を活かし、もっと人の
役に立つことはできないだろうかと考え、単なる身体的なアプローチよりも精神
的なアプローチを行っていこうと方向転換しました。“スピリチュアルセラピスト”
として独立を決意したのです。

“スピリチュアルセラピー”というと一般のマッサージ中心のセラピーなどとは違
うのですか？
　両者とも痛みを取り除くという意味では同じです。しかし、マッサージセラピー
は身体的なアプローチのみで痛みを和らげるのに対して、スピリチュアルセラ
ピーはボディーマッサージのほかに瞑想、アロマテラピー、音楽、呼吸法など様々
な方法を取り入れ、その人の潜在意識に向き合って体だけでなく心の充実も図
る治療法なんです。スピリチュアルティには、物理的に治そうとする西洋医学より

スピリチュアルセラピスト

小熊 まきさん
インタビュー

幼い頃から他人の考えていることや感情を読み取る力に長けていたと語る小熊
さん。インド哲学に触れたことをきっかけに自分のあるべき姿を見つけ、ここ香港
で東洋精神医学やマッサージの知識を習得、スピリチュアルセラピストとして独
立開業するに至った。近年、世界の一流企業やトップアスリートも取り入れてい
るというスピリチュアルセラピーとは？またひょんなきっかけから香港にやってく
ることになった彼女が、この地でセラピストとして活動する理由とは？
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バックパッカー旅行で訪れたモンゴル（左）とエベレストの
ベースキャンプ付近（右）にて
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香港

香港&広東

小熊さんにとってインドは原点なのだそうですね。
　インドに初めて足を踏み入れたのは大学卒業後でした。昔からアーユル
ヴェーダに興味があり、いつか絶対にインドを訪れてみたいという思いがありま
した。学生時代は海外一人旅にのめり込んでしまいアジアを中心に頻繁に旅行
に出かけていましたが、大学を卒業してからもすぐには就職せず、かねてより思
いを抱いていたインドを最終目的地にして長期の旅をスタートし、中国、モンゴ
ル、東南アジア、インドを回りました。また、高校時代の政治経済の先生が、毎日
授業の半分くらいの時間を使ってインド哲学について非常に魅力的に語ってく
れ、その影響を受けたもの理由のひとつです。

実際に訪れたインドはどうでしたか？ 自分の中で何か変化はありましたか？
　インドでは、楽しそうに友人と会話を交わしている人々の傍らで、飢えて死に
かけハエがたかっているような老人が道に横たわっている様子に衝撃を受け
ました。生死とは隣り合わせですごく身近なものだと感じましたね。また、ありの
ままを受け入れ、自然に身を任せて生活しているインドの人々の生き方にも心
を動かされました。
　私は元々他人の考えている事が自分の中に入ってきてしまうことがあり、それ
が原因で人間関係がうまくいかずに悩んでいたことも多くあったのですが、イン
ドで生きる人たちを見て、「どんな環境でも生きていていいんだ」という考えに変
わりました。とても生きやすくなりました。
　インドを訪れ旅行を終えてからは、突き動かされるようにかねてより興味を
持っていたインドの伝統的医学、アーユルヴェーダに関して学べる学校を自力
で探し当て、インド留学の手配を始めました。後はビザさえ下りれば渡航だ、と
いうところまでいったのですが、当時はインターネットも普及しておらず、郵便事

情も悪かったため、入学のタイミングにビザ手続きが間
に合わず、残念ながら断念せざるを得なくなりました。

そこからどのような経緯で香港に来られたのですか？
　インド留学を諦めざるを得なくなりショックで落ち込ん
でいたとき、香港に住む友人が「香港においでよ、暮らし
やすくていいところだよ」と声を掛けてくれたんです。当
時の私は特に香港に興味は抱いていなかったのです
が、あまりにも熱心に誘うので、憧れのインド行きを断念
したばかりで失意に沈んでいた私は、何か新しい道が開
けるかもしれない、という思いから香港に渡ることに決め
ました。

も、精神的要素も含めトータルで身体を治していこうとする東洋医学的な考え方
があります。

小熊さんのワークショップではどのようなことを行うのですか？
　人間関係、仕事、人生で迷いを感じている方に対して、自己意識の改善を促
し、そもそもの原因となり得る精神的な問題や生活習慣を改善していくことに重
点をおいたコンサルティングやワークショップを行っています。また、ISD個性心
理学にチャネリング・エネルギーヒーリングを取り入れた、今までにないコンサ
ルテーションも行っています。その他、「幸せな宝地図であなたの夢がかなう」、
「夢をかなえる習慣力」等を執筆しアマゾンベストセラーランキング第1位と
なった著者「望月俊孝」氏が提唱する、夢実現メソッドを用いたワークショップも
開催しています。こちらのワークショップは、簡単に説明すると、自分の夢や目標
をコルクボードに貼りビジュアル化することで夢を叶いやすくする、というもの
で、日本では企業研修などにも取り入れられています。私自身が望月先生から直
接インストラクター育成指導を受けたので、宝地図を作成する上で大切なポ
イントを実習やゲームなどを交えて分かりやすく指導します。

最近では世界を代表する一流企業の社員研修やパフォーマンス向上を目指す
トップアスリートのトレーニングの一環としてもスピリチュアルセラピーが取り
入れられているそうですね。それについてはどのようにお考えですか？
　ようやく認知され始めたかという感じです（笑）。確かに最近、ビジネスマンや
アスリートなど世界の第一線で活躍する人たちの間でも話題になっています
ね。皆さんインド哲学を中心とする東洋の精神性の高さに気づき始めたのかも
しれません。日本人は不快な感情を心に溜め込む人が多いので、私たちが行っ
ているセラピーは特に効果的だと思います。怪しいと
いう先入観を持っていらっしゃる方もいるかもしれま
せんが、心を鍛えるためにも、企業研修等でどんどん
取り入れていくべきだと思います。呼吸法やイメージト
レーニング、瞑想、音楽療法、催眠療法などを通して心
のつっかえを取り払うと、日々の生活が自分にとって
理想的なものに改善されていき、人生がより良い方向
に向かっていくのです。

将来的にどのようなことを実現していきたいとお考え
ですか？
　年月はかかるかもしれませんが、私のスピリチュアリ
ティの効果を実証していき、世界中でワークショップを
開催できるようになりたいですね。風土によってスピリ
チュアリティの考え方や行い方も違ってくると思うの
で、様々な土地の人たちとコラボレーションして新しい
形を生み出していきたいです。またいろいろな刺激を周りから受けていく中で、
こちらからも周りを刺激できるようになりたいです。それと、日本人は自分を押さ
え込んでしまう傾向が強いので、スピリチュアリティを通してそのような人達の心
を開くことでサポートしていけたら嬉しいですね。

最後に香港で働く女性にメッセージをお願いします。
　香港は頑張れば頑張った分だけ返ってくる場所ですので、自分の実力や器を
知るにはもってこいの環境です。人々のエネルギーに溢れた場所だと思います
が、頑張り過ぎず、気持ちに余裕を持って、波を乗りこなすつもりで香港での
日々を送って下さい。また、香港は様々な人種の方が住んでいるインターナショ
ナルな場所なので、可能性も無限大にあると思います。
　思い留まらずどんどんチャレンジしていくことが大切ではないでしょうか。

香港での最初のお仕事はどのようなものでしたか？
　実は香港に飛んだはよかったのですが、働くことになったのは深圳にある日
系電子機器の工場でした。日本でも全く就業経験はなかったのに、大学時代に
中国語を専攻していたことで現地の人とコミュニケーションを取れたこともあ
り、最初から生産課長のような立場でスタートすることになりました。住み込み
で働いていたのですが、仕事 とプライベートの線引きが難しくて気が休まる時
間がなかったり、材料の買付けから不良品の対応まで任されたりと本当に大変
でした。そんな日々のプレッシャーとハードワークの中で身体を壊してしまい、
仕事を辞めて療養することにしました。回復したところで香港で新しい仕事を
探し始めました。

香港に来てからはどのようにして独立までの道のりを歩んできたのですか？
　深圳から香港に来てからは一般企業に就職しました。こちらも激務でしたが、
色々な仕事を担当させてもらい遣り甲斐は日々感じていました。しかし、そんな
充実の日々の中にあってもやはりインドに留学して伝統医学を勉強したかった
という学生時代の想いが心の奥底にあったのです。そこで、よりプライベートな
時間が持てる職場に転職し、仕事をしながら香港にあるアロマセラピーの専門
学校に通うことにしました。その後は個人で、ハッピーバレーにあるフットボール
クラブなどでマッサージセラピストとして働きました。
　働く中で、当初はマッサージなどで身体的な疲れをとるだけだったのですが、
物理的要因によるケガも実は精神的なものが関与しているということに気付か
されました。たとえば、一時的に痛みはよくなっても、その人が持っている根本的
な意識や生活習慣を変えないと、また同じ部分を痛み戻ってきてしまったり…
…ということがよくあるのです。そこで、相手に触れたとき自分の頭に流れ込ん
でくるその人の感情や思いを理解できるという自分の能力を活かし、もっと人の
役に立つことはできないだろうかと考え、単なる身体的なアプローチよりも精神
的なアプローチを行っていこうと方向転換しました。“スピリチュアルセラピスト”
として独立を決意したのです。

“スピリチュアルセラピー”というと一般のマッサージ中心のセラピーなどとは違
うのですか？
　両者とも痛みを取り除くという意味では同じです。しかし、マッサージセラピー
は身体的なアプローチのみで痛みを和らげるのに対して、スピリチュアルセラ
ピーはボディーマッサージのほかに瞑想、アロマテラピー、音楽、呼吸法など様々
な方法を取り入れ、その人の潜在意識に向き合って体だけでなく心の充実も図
る治療法なんです。スピリチュアルティには、物理的に治そうとする西洋医学より

小熊 まきさんプロフィール
学生時代からホリスティックセラピーや癒しに興味を持ち、香港で会社員として働く傍ら、専門学校で
アロマセラピーを学ぶ。その後マッサージ療法士として経験を積んだ後、スピリチュアルセラピリスト
として独立。東洋精神的アプローチで相手の心に歩み寄り、呼吸法や催眠療法、音楽療法を用いて施
術を行っている。母親となった現在も、時間が空きさえすればいつでもインドを訪れようと画策中。

ヒーリングスペースはねはな
メール：info@hanehana.com
ウェブ：www.hanehana.com
個人セッション、社員研修も行っております。詳しくはウェブをご覧ください。
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香港

　ダイオー（大澳）は香港のランタオ島の西にある小さな漁村だ。「香港のベニス」
として知られるが、オシャレというより鄙びた雰囲気が魅力のスポットである。
　MTRトンチョン（東涌）駅からダイオーまではフェリーで約1時間、バスなら約30
分の旅となる。村に降り立つと、新鮮な空気とともに、強烈な海鮮乾物の匂いに包
まれる。ダイオーの名物は、塩漬け魚や干した魚の浮き袋、エビ・ペーストなど。香
港の人たちだけでなく観光客にも人気となっている。これらの伝統的な海産物を
小さな店や路上で売っている風景が、ダイオーの風物となっている。ここのエビ・
ペーストはスーパーマーケットで売っているモノとは異なる。ダイオーを囲む海で
獲れた新鮮な小エビを使って、通常地域の住民が手作りし、彼ら自身が品質管理し
て販売しているのだ。
　数百年の歴史を持つ漁村の中に「大澳郷事委員会歴史文化室」がある。ここで
は、古い釣り道具やドラゴン・ボートなどが展示され、旧きダイオーの様子を伝え
ている。この文化室はダイオー地域委員会によって設立された。コレクションのす
べては地元住民が寄付したもの。入場料も無料だ。
　ここを過ぎると、小さな「O」の形をした路地がある。一方の路地に進んでいくと、

昔ながらのスナックが食べられる店が軒を連ねる。ガイド
ブックなどで紹介されているダイオーのスナックはすべ
て、この路地でみつけることができるだろう。巨大なフィッ
シュボールに、手作りの蒸し菓子、炭火で焼いた鶏蛋仔、
イカのパンケーキ、BBQ風焼きトウモロコシなどだ。
　もうひとつのダイオーらしい風景は、水路の上に支柱で
建てられた水上家屋である。歩道橋を渡ると水上家屋の
エリアがある。歩道橋で一休みして、ダイオーらしい風景
を写真に収める観光客も多い。夕方になると、水上家屋で
は夕食の準備が始める。やがて海にせり出したテラスで

夕食を楽しむ風景が見られるだろう。水上
家屋のエリアを歩いていくと、小さなマン
グローブのほか、岸辺に「シオマネキ」と呼
ばれるカニなどを見つけることができる。
　村を歩いていると、何人ものガイドに、
ボートツアーに参加しないかと声を掛けら
れる。価格はだいたいHKD25だ。ボートツアーでは運がよければ、海の向こうに
ピンクドルフィンの姿をチラリと見られるかも。ダイオーから見る夕日も美しい。
「香港のベニス」と呼ばれているのも理解できる気がしてくる。

大澳へのアクセス
ランタオバス：ムイオー（梅窩）より1番バス、トンチョン（東涌）より11番バス、ゴンピン

より21番バスで
フェリー：チュンムン（屯門）、トンチョン（東涌）、シャーロー湾（沙螺湾）よりフェリーで
※大澳へのフェリーは本数が少ないので、特にホリデーが続く場合などチケットを事
前に買っておくほうがいい。

浮き袋：コラーゲンがたっぷりで、スープやシ
チューの食材として使われる。エビ・ペースト：ベ
トナム、タイ、インドネシアではカレーなどの調味
料として愛用されている。魚や野菜のディップと
しても使われるほか、チャーハンや野菜炒めの
ソースとして使う香港人もいる。

街中の喧騒を離れてナチュラルビレッジへ

大澳でリフレッシュ＆リラックス

ライフ（香港・広東共通）
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香港クラシファイド

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

詠春拳を学びませんか？
香港カンフー映画『葉問(IP Man)』（ブ
ルース・リーの師匠として有名）で大ブー
ムとなった詠春（ウィンチュン）拳を本場
の香港と深圳（シンセン）で、香港人講師
から日本語で習ってみませんか？初心者
大歓迎！1回の無料見学が可能です。日本
語でお気軽にお問い合わせください！
Email: garylam@onemindvingtsun.com 
または TEL: 6088 6238(HK)/13068 414128
(SZ)(Gary) まで。
詳細は、http://onemindvingtsun.com/ 
をご覧ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集
香港・華南地区で唯一の日本人ラグビー
チーム『ガイウ－J』は、毎年親子ミニ
ラグビー教室を開催しています。タグラグ
ビーやタッチフットを中心に、未経験
の方でも親子で楽しくご参加頂けます。芝
生のグラウンドを思いっきり走り回っ
てみませんか？　4月26日～7月5日（毎週日
曜日10:00～11:30）　Happy
Valleyグラウンド　(連) gaiwuj@gmail.com
(852)6993-3040（吉岡）まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長野県人会
主に深圳で食事会を開催しています
が、香港でも開催を計画しています。
長野県にゆかりのある方はどうぞお気
軽にご連絡下さい。
清水　nshimizu@united-power.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラゴンボート会員募集
香港日本人倶楽部ドラゴンボート同好
会は、男女数十名のメンバーで毎週末
海上練習や大会参加をしています。
一緒に体力作り、仲間作りをしません
か？もちろん初心者大歓迎です。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。

公式サイト：http://hkjpdragon.org/
連絡先：hkjpdragon@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本人クラブゴルフ同好会会員募集
ゴルフ好きの集まる楽しい会です。香
港ゴルフクラブ（ファンリン）で、月1回
平日にゴルフコンペを行っております。
ゲスト参加も可能です。ご興味あれば
伊藤までお知らせください。
メール：golfdokookai@yahoo.co.jp
電話：(852)6900-0775
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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19時または、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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ネイリスト、アイリスト募集
国際色豊かな環境で一緒にお仕事
しませんか？　
今年で10年目を迎えるセントラルのネ
イル&ラッシュサロンaquaeria（アクエリ
ア）ではスタッフを募集しております。　
フルタイム、パートタイム可、経験者、英
語話せる方優遇。国籍問いません。
現在は日本人5名香港人3名が在籍中。
メール：aquaeria@gmail.com
(西田まで)　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医療関連 会計経理・経営管理人材募集
会計経理、経済課程修了者または
ACCA/HKICPAの資格保持者。連結決算
や税務に関する業務経験がある方（特
に香港と英国のスタンダード知識があ
る方）。ヘルスケアや化粧品関係の会社
で2～3年の財務報告の経験があること
が望ましい。
MiLOC Group   メール： hr@miloc.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フルタイム&パートタイム大募集！

銅鑼湾の日系電話会社でパート、正社
員ともに募集中です。主な業務内容は一
般事務、電話応対です。語学は日本語の
み必須となります。
ご興味ある方はご連絡下さい。
メール：info＠nittel.net　
電話：(852)3427-9660
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 ModyHouse, 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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

のまりんの紙芝居劇場！
今年も紙芝居の達人「のまりん」こと野
間成之さんが香港にやってきます。ご家
族お友達といっしょに楽しい一時を過ご
しませんか？お問合せお申込は、メール
にて。kamishibaihk@yahoo.co.jp
日時：5月16日(土）午後1時半～2時半　
会場：香港日本人クラブ18階　参加費：
100ドル(お子様のみ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

結婚相手を探しております
本人はたばこを吸わずお酒も飲まない！
37歳の男です！ご縁があればご連絡を
お待ちしております。
abcl0987@126.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

娯楽日系ショップ
日本で1991年に創立した老舗のアダ ル
トショップ「ワイルドワン」
現在では東京に８店舗、香港に2店舗、 
中国に1店舗展開しています。
日本製を中心に欧米製の高級商品など
ワイルドワンがオススメする良質・安
心・安全の商品だけを販売しています。
日本語を話せるスタッフが多くいますの 
で是非気兼ねなくご来店ください。

・香港MK店
住所 : 九龍モンコック亞皆老街83號
先達広場 2/F S106室
營業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話 (日本語可）: (852)2395-1001

・香港TST店
住所: 九龍チムサチョイ加拿分道 6C號 
集友大廈(ビル) B座 1/F B3室
營業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）

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

　行政で必要なのは「思いやり」と「スピード」です。逆に不要なのは「意

地」と「面子」でしょう。一度国民の前で言ってしまったことは意地でもやら

ねばならないとむきになり、また野党への面子があるから頭を下げて行政

をスピーディーに行うこともできない。政治家というのは全く困ったもので

す。論語にもこういう一節が書いてあるということはずっと昔から政治家と

いうのは『意地』と『面子』の張り合いだったのかも知れません。今の政治家

では到底無理かも知れませんが、自分の政党の言い分ばかり主張し、合意

に至らない時だけ『妥協』という形を取るのではなく『政権』を譲り合い、お

互いが相手の主張、政策を認め合い、一緒になって行政を行う。そうなれ

ば権力闘争や票稼ぎの為の税金バラ撒き政策などの批判でワイドショー

を賑わすこともないでしょう。『譲り合いの政治』いつか拝見できる時があ

るでしょうか。

関西弁超訳論語～
     論語って素敵やん!

「僕はこれを学んだ！」

（
孔
子
）
先
生
は
言
わ
は
っ
た
。

「
お
互
い
の
こ
と
よ
う
考
え
て

譲
り
合
っ
て
政
治
し
た
ら
、

行
政
も
う
ま
い
こ
と
い
く
の
に
な
あ
。」

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：“能以礼来治国吗？”有何难处！

日本語現代語訳
子曰わく、能(よ)く礼譲(れいじょう)を以(もっ)て国を
為(おさ)めんか、何か有らん。

【原 文】
子曰、能以禮讓爲國乎、何有。

政治も譲り合いの精神ででけへんもんやろか？
意地張ってもええことないで。

2015年版
心
に
沁
み
る
大
阪
弁
訳
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ハイレベルな講師陣と
自主性を重んじる学習環境

　英語、広東語、北京語が飛び交う香港。この街でステップ
アップし、この街を楽しむなら語学の習得は必須。新しい香港
生活にも慣れ始め、そろそろ語学学習の必要性を感じはじめ
た人も多いことだろう。
　数ある語学学校の中で、「Language World」に通う人達
は、なぜ同校を選んだのか。今回は同校で北京語コースを受
講している木津英隆さんに、お話を伺った。

●木津さんが「Language World」を選んだきっかけは北京
語の「無料体験レッスン」だったということですが、授業をど
のように感じましたか？
　私はこれまで大学などで北京語を学んできましたので、基

本的な文法は理解しているつもりでしたし、ある程度北京語をこなせるレベルだと
思っていました。ただ、この段階からさらに上達するためには自分の苦手な部分を
正確に見抜き、理解できるよう丁寧に教えてくれる先生が必要、とも思っていまし
た。そんな折に受けた北京語の無料体験レッスンでは、私が分からなかったり、理
解が曖昧な単語を先生がホワイトボードに書き出し、発音と意味を丁寧に説明し
てくれたのです。私の求めていたスタイルにぴったりだと感じました。また、授業中
のすべての会話が北京語で行われるというのも嬉しいポイントでしたね。

●実際に通ってみて感じた、「Language World」の良い点は？
　英語、広東語、北京語において、「COFFEE TALK」というフリートークの場が設け
られているところですね。ここでは時間の空いている生徒たちが自主的に集まり、
先生を交え各々の学ぶ言語で自由なディスカッションができます。毎回多くの生徒
が集まり盛り上がっていますね。生徒自身が勉強熱心というのもあるかもしれま
せんが、生徒、先生の距離が近く、皆の仲が良いのが同校の最大の特長ではない
でしょうか。また、授業の振り替え、休学という制度もあり、急な出張などがあるビ
ジネスマンにとっては非常に助かりますね。そして何より、学ぶ側のニーズに合せ
て柔軟に授業内容を組んでくれるところがありがたいですね。例えば私の場合、仕
事で中国の方とコミュニケーションをとる機会が多いのですが、仕事を行う上で

有利となる中国語の資格を取りたいと常々考え
ていました。そのことを相談すると、私のために中
国語の資格試験対策講習を週2回の授業カリ
キュラムに組み込み、合格への計画までも一緒
に立ててくれたのです。初めての中国語検定で、
どのように対策したらよいか分からなかった私に
とっては心強かったですね。

●授業を受けてきて北京語の上達を実感するの
はどういう時ですか？

　私は仕事上、中国の方と北京語で電話のやり取りをする機会が多いのですが、
以前は電話だと相手の表情が見えないため、細かなニュアンスの違いを読み取る
ことが難しいと感じる事もありました。しかし、今で
は電話でのコミュニケーションもこれまで以上にス
ムーズになりましたし、北京語でのビジネスシーン
においても仕事の幅が拡がり、周囲からの信頼が
厚くなりました。「Language Worldで学んだことが
活きてるな」と実感しますね。

　Language Worldには、北京語だけでなく英語
や広東語の、経験豊富で明るい講師が集まってい
る。ビジネス会話だけでなく、日常会話に活かせる
語学学習もLanguage Worldで始めてみては？
　まずは気軽に「無料体験レッスン」に参加してみ
てよう。

Language World Hong Kong 
住所 :Units C & D, 10/F., Cheuk Nang Plaza, 248-250 Hennessy Rd., Wan Chai
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
ウェブ：www.languageworld.com.hk

Language World

1つ1つの単語を書き出し、意味を丁寧に説明する
北京語担当の金子先生

金子先生の授業はリラックス
した雰囲気で行われる

常に和やかな講師陣は実力派揃い

生徒の木津英隆さん。年金・保
険などの資産運用を専門とす
る金融コンサルタント。
Language  worldでは北京語の
更なるレベルアップを目指す。
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Eterna
ウェブ：www.eterna.com

　150年の歴史を持つスイスの機械式時計メー
カー「Eterna（エテルナ）」から、4つの新作ウォッチ
シリーズが登場。

　まず紹介したいのは「Grace Open Art」シリーズ。精巧な機械技術と魅
惑的な女性らしいスタイルが見事に融合しており、プレゼントにも喜ばれ
る一品だ。エレガントでフェミニンな白と、芯の通った女性を演出してくれ

る黒の2色展開で、文字盤と時計枠には1.2カラットのダイアが128個もあしらわれてい
る。ホワイトは白いバンドにホワイトパールの文字盤、肌なじみの良いイエローゴール
ドの時計枠。ブラックは黒バンドにブラックパールの文字盤、ホワイトゴールドの枠で、
どちらのデザインも身につける人の年齢を選ばない。
　同社の数あるシリーズのなかでも長年愛され続けている「KonTiki（コンチキ）」。
1947年にノルウェーの人類学者トール・ヘイエルダールがいかだ船「コンチキ号」で航
海を果たし、その際に乗組員たちが着けていた時計がEterna社製であったことから、こ
れを記念して1958年に誕生したのがこのシリーズだ。そんなKonTikiの新作「Royal 
KonTiki Chronograph GMT」シリーズは、日付け、フライバック・ストップウォッチ、希望
の第2カ国の時刻を表示するセカンドタイムゾーンの機能が付いた優れもの。デザ

インもスポーティーで、ブルーの文字盤をぐるりと囲む赤色のライン
が若 し々さと遊び心を演出している。アグレッシブに世界を駆け
回る男性にぴったりだ。一方「Super KonTiki」は、さらにカジュ
アルに身につけたい人におすすめのシリーズ。潜水作業の高
水圧にも耐えうるダイバーズウォッチで、スポーツシーンにも
強い布ベルトを採用している。文字盤、ベルト、ナックルなど全て
ブラックで統一されたなかにポイントのオレンジがオシャレ。こち

らは全世界888個限定販売のプレミアもの。
　最後に紹介するのは、日付け、秒針を表示するスモールセコンド、セカンドタイム
ゾーン機能付きの「Adventic GMT」シリーズ。蓄光性塗料が施されているので、暗闇で
も時を知ることができる。ベルトはブラウンのダチョウ革を採用。カジュアルな装いだ
けでなく、ビジネスシーンにもマッチする。あなたのオシャレをワンランク上げてくれる
機能性時計を手に入れてみてはいかが？

［ Eterna ］

老舗時計メーカーから新作モデル登場！
限定888個のプレミアウォッチも
老舗時計メーカーから新作モデル登場！
限定888個のプレミアウォッチも

128個のダイアをあしらったGrace Open Art

機能的なオシャレを実現した
Adventic GMT

スポーティーな
Royal KonTiki Chronograph GMT

世界888個限定生産の
Super KonTiki
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　MTR開通でますます注目が高まっているエリア、サイインプン（西営盤）。その一角に
ヘルシーなライフスタイルをサポートしてくれるオーガニックレストラン「Locofama」が
ある。近年、香港でも健康な食生活を送りたいと考える人たちが増えている。同店では、
そうした健康志向の人やビーガン（絶対菜食主義者）のニーズに応える様々な料理を提
供している。オーガニック＆ベジタリアンレストランと聞くと、薄味でちょっぴり堅苦しい

イメージを思い浮かべる人もいるかも知れ
ないが、同店ではオシャレな店内でリラック
スして料理を楽しむことができる。

　最近は、ライスやパスタ、パンなどの炭水化物を使わない健康志向の料理が人気だ
が、同店では新たにそのトレンドを取り入れたメニューをラインナップしている。その
ヒントとなったのは古代人の食生活だという。健康のため、またはダイエットのために、
一番いい方法は私達の祖先と同じものを食べること。そのポイントは穀物の摂取量を
減らし、肉と魚からたくさんのプロテインを摂ること、そして野菜を食べることだった。
そんな考え方をもとにシェフが作った新メニューを紹介しよう。
　1品目は穀物を使わないリゾット「カーボンフリーカリフォルニアリゾット（Carb-Free 
Cauliflower Risotto）」（HKD138）。このリゾットは、リゾットの定番となっているアルボリ
オ米を使わず、細かく刻んだカリフラワーで作られている。たっぷりのキノコを入れて
作ったリゾットに、とろりとした半熟の有機卵とアスパラガスを添えた新感覚の一品だ。
次は「味噌サーモンフィレ（Miso Salmon Fillet with a side of mashed cauliflower 
“potatoes”）」（HKD178)。サーモンステーキの付け合せにはカリフラワーを使用。また、
普通のサーモンよりも「オメガ3脂肪酸」を豊富に含むオーガニックサーモンを用いてい
る。オメガ3脂肪酸は、健康を維持するために不可欠な必須脂肪酸として、日本でも話題
になっている。
　最後に、アジアンテイストの「海老とポメロのサラダ（Prawn and Pomelo Salad with 
Crystalline Ice Plants）」（HKD88）を紹介しよう。野菜はニューテリトリーにあるローカル
ファームなどから取り寄せたも。その野菜にサトウキビで作った黒砂糖で甘くしたチリ・
ライム・ドレッシングと、サボテン科の植物アイスプラントをあわせた一品だ。ユニーク
な歯ごたえも楽しんでみて。
　今週末はサイインプンへぶらり散歩に出かけたあと、「Locofama」で食事を楽しんで
みては？

LocofamaLocofama

Locofama
住所：G/F., 11 Fuk Sau Lane, Sai Ying Pun
電話：(852)2547-7668
時間：月～日 12:00～22:00
フェイスブック：Locofama

　　

味も雰囲気もバツグンのオーガニックレストラン
穀物を使わない健康メニュー
味も雰囲気もバツグンのオーガニックレストラン
穀物を使わない健康メニュー

米を使わないリゾット
「Carb-Free Cauliflower Risotto」

ユニークな歯ごたえの
「Prawn and Pomelo Salad with Crystalline Ice Plants」

オーガニックサーモンに
カリフラワーマッシュを添えた
「Miso Salmon Fillet with a side of mashed 
cauliflower “potatoes”」
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