
　2018年にロシアで開催されるFIFA
ワールドカップ。現在アジア2次予選が各
都市で開催されているが、11月17日に旺
角スタジアムで行われたグループC香港
vs中国の試合に注目した方も多いので
は？結果は0－0のドローだったものの、
会場は試合終了のホイッスルと同時に、
まるでワールドカップで優勝したかのよ
うな歓喜に包まれた。試合チケットは即
完売、街中にはチケットを手に入れるこ
とができなかったファンがパブリック
ビューイングを決行するなど大きな盛り
上がりを見せた同試合。まだ二次予選だ
というのに、この熱狂ぶりはなんで？！
　中国は香港に比べ、世界ランキングは
60ポイント以上も高く、さらに言わずも
がな人口は香港の約200倍を誇るが、香
港代表チームは9月3日に深圳で開催さ
れたアウェイでの試合でも大国中国に
ゴールを許さず、ドローゲームで「勝ち点
１」を引き出しているのだ。
　今回2試合連続で格上の中国チームに
引き分けた香港チームのKim Pan Gon
コーチは、「まるで魔法のような試合結果
だった」と話す。試合では特にゴール
キーパーのYapp Hung-Fai選手のプ
レーが光った。ハイライトは試合終了15

分前、中国
選 手 Y u 
Dabao選手
が放った鋭いシュートをYapp選手が
セーブした瞬間だろう。Yu選手の放った
シュートはゴールポストに当たりさらに
二次攻撃に対してもYapp選手が好セー
ブ。ギリギリのところでゴールを防いだ。
香港も得点には至らなかったものの、試
合結果についてキャプテンのYapp選手
は「香港チームには中国代表を脅かすほ
どの力があることが証明できた。チーム
同様、ファンもこの夢のような結果を
喜んでくれたら何よりだ」と語っている。
　現在グループCは6戦全勝のカタール
が首位、香港は4勝1負2引き分け（勝ち点
14）で2位、中国は2試合を残して現在3位
（勝ち点11）。最終予選にはA～H各グ
ループの1位チーム8ヶ国と、1位以外の成
績上位４カ国の計12チームが進出する
が、中国は香港に引き分けたことで、最終
予選への進出がかなり難しくなっている。
　対する香港は1試合を残すのみ。今回の
中国戦の結果が弾みとなるか、それとも
これで燃え尽きてしまうのか、来年3月の
首位カタールとの一戦に注目が集まる。
香港加油！
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引き分けにも関わらず
香港サッカーファンが歓喜！
引き分けにも関わらず
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　第７回Hong Kong International Cham-
ber Music Festivalが1月20日から27日まで
開催される。Chamber Musicとは2名以上、25
名以下の楽器奏者によって演奏される室内
楽のことで、日本では「室内アンサンブル」と
呼ばれている。
同フェスティバルは2009年から始まり、今年
で7回目を数えるが、奏者のレベルが非常に
高いのが特徴。今回の芸術監督も世界的に
有名なヴァイオリニスト、Cho-Liang Lin氏が
務めている。

　また同フェスティバルでは、国際的に活躍をする奏者と、地元で活躍を
する奏者がチームを組んで演奏をするため、通常はお目にかかれないコ
ラボレーションも観ることが出来る。
　今年の奏者には、chamber musicにおいて有名なEmerson Strin 
Quartet、ピアニストのJon Kimura Parker、新星のZhang Zuoを始め、
Tokyo String Quartetの元メンバーであるMartin Beaver、など蒼々たる
メンバーの出演が予定されている。香港シティホールと香港大学内のグ
ランドホール等で計5回開催される予定となっており、今年は初めて、
the Hong Kong Maritime  Museumも会場として選ばれている。

　またコンサートと併せ、20以上のイベントが
The Asia Society Hong Kong Centerにて開催される
予定だ。「聴衆によりコンサートを楽しんでもらうこと」
を目的としており、the Nash Ensembleの元コンサート

マスターでブリティッシュヴァイオリニスト、Leo Phillips氏が中心となり
運営する（参加費は無料）。
　イベントでは、フェスティバルに参加する奏者によるミニコンサート、
オープンリハーサルやプレトーク、chamber musicについての解説、若者
への演奏指導など内容も盛りだくさんだ。
　「今年は新たに“クラシック音楽への理解”というキーワードも盛り込
み、イベントを開催したい」と語るのはDennis Wu氏と Dr. Maureen Buja
氏。聴衆が興味を持ってコンサートに臨めるよう、the RTHK Quartet、
Evelyn Chang、 Euna Kim and Warren Leeといった、地元で活躍する奏者
による楽器のデモンストレーションにも力を入れたい考えだ。また音楽
初心者に向けた“A Listener’s Guide to Classical Music”も並行して開催す
る予定となっており、chamber musicファン全員に楽しんで欲しいという
意気込みが感じられる。
　コンサートチケットは、同フェスティバルのWEBサイト、もしくは
URBTIX 、Tom Lee Music outletsで好評発売中。

　12月に入って、ますま
す涼しい香港。山歩き
やピクニックに最適な
この季節、緑に恵まれ
たパワースポットを訪
れてみよう。
　香港の億万長者、李
嘉誠が出資し新界・大
埔の洞梓に築かれた
「慈山寺」は4万㎡以上
という広大な敷地を誇
り、開かれてから１年未
満という知る人ぞ知る

新しいスポットだ。本来は仏教布教のための
大型の寺なので、見学には事前申し込みが必
要。観光客などが押し寄せることがないので、
宗教スポット独特の侘びと静寂が味わえる。
　周囲の環境と融合するように、そして修行
者や訪問客が集中できるようにと、建造物の
高さを抑えながら主に温もりのある木の風合

いを活かした作りは、中国唐朝時代の寺院をモデルとしてお
り、いるだけで心まで癒してくれそうだ。寺院の裏手に高く聳
えている観音像は必見だ。76メートルという高さは世界有数。
その表情は慈悲に溢れ、混沌とした世界の情勢を憂いつつ、
世の人々を救いに導こうとしているかのようだ。
　ガイド付きの見学は基本的に広東語で行われるが、中英

対照のパンフレットを手に広い敷地内をゆっくり散策しな
がら自然に接し、平和で美しい建物の数々を巡れば、心も身
体もリフレッシュでき、癒しの効果を体感できるだろう。さら
に、都会の喧騒を離れた緑溢れる環境は、鳥たちにとっても
恵まれている。慈山寺の敷地、周辺には約60種類以上の野
鳥が生息しているといわれ、その野鳥のさえずりは訪れる
人々の心を癒してくれる。野鳥と共存し、自然と調和するこの
寺の姿は、仏教の基本なのかもしれない。
　また、慈山寺では一般人向けに様々な修行体験コースを
設けている。禅定道を歩く「行禅」、水を両手で掬って観音様
を祀る「供水」、般若心経を写経する「抄經」など、どれを取っ
ても心を落ち着けてくれるものばかりだ。さらに精進料理の
食堂もあり、パンやお茶などが無料で楽しめる。

慈山寺
住所：88 Universal Gate Rd., Tai Po
時間：9:00～17:00
電話：(852)2123-8666
ウェブ：www.tszshan.org　　　　※見学には事前予約が必要となります。

大埔の美しい風景を満喫できる

メインの建物、大雄宝殿

観音像と普門殿

「供水」用のお水

新しい「パワースポット」で
野鳥のさえずりに癒されて
新しい「パワースポット」で
野鳥のさえずりに癒されて

慈
山
寺

慈
山
寺

第７回
Hong Kong International
Chamber Music Festival
「Chamber Music」に魅了される、8日間

場所： ・ the Hong Kong City Hall
  5 Edinburgh Place, Central

 ・Grand Hall, Lee Shau Kee Lecture Centre, The University of Hong Kong
  LG/F, Centennial Campus, The University of Hong Kong,
  Pok Fu Lam Rd.

 ・the Hong Kong Maritime Museum
  Central Ferry Pier 8 , Man Kwong St., Central

ウェブ：www.pphk.org

ライフ（香港・広東共通）
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香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

　皆さま初めまして。このたび主婦エッセイをはじめさせていただくことになりました、香港在
住２年目がスタートしたばかりのかなめと申します。
　実は飛行機がとても苦手な私。余りに苦手で、かつては自宅があった東京から主人の実
家である北海道への往復もフェリーを使うなど、今までなんとかして飛行機を回避して生き
てきたのです。
　なので去年、香港に赴任することが決まったあとは、新生活や言葉の不安なんかより、ま
ずは香港までの空の上をどうやってやり過ごすかを悶 と々考える数カ月を過ごしました。
　そして迎えたフライト当日、一足先に香港に入り仕事を始めていた主人に変わり、そんな
私を心配した友人が香港まで帯同してくれたのです！
　手荷物検査場で１リットルの水分制限にひっかかり、あわてて近くのドラッグストアに容器
を買いにかけこんだり、悪気なく（当たり前）ハサミを持ち込もうとして取り上げられたり、すっ
かり飛行機慣れしていない姿を露呈する形にはなりましたが、飛行自体はその神のような
友人のお陰で、着陸時に撮った写真に写る私の顔が緊張の汗でテカテカになる程度で
済んだのでした。
　さて、あれから一年。
　はじめのころはしんどいなと思う時もありましたが、そこは香港マジック。温かい香港の皆
さんに助けられ、香港で出会った素敵なお友達にも恵まれ、沢山の美味しいものが私の胃
袋を満たしていき。あれま、気付けば今や楽しい香港生活になっております。
　そうやって余裕が出てきた近頃、むくむくと私の中でこみ上げてくるある思い。

　そうだ、二胡を習おう！
｠
　事の発端は小学生のころ、バイオリンを習いたいと親にさんざんねだっていた私。当時、
結構本気にお願いしていたつもりだったのですが、日ごろの私を見る限りバイオリンが持つ
あの優雅な雰囲気とは程遠く、と思ったか思わずか、敢え無く却下されていました。
　あれからウン十年、今回香港に来るにあたり何か音楽に関わるものを習いたいと思った
時、ふと頭によぎったのが同じ弦楽器である二胡だったのです。
　あの時の思いを今、実現させたいっ！！！
｠というわけで、ネットで見つけた二胡の先生に連絡をとり、喜び勇んで友人を誘い体験レッ
スンに臨んだのでした。
つづく・・・・・
｠
そしてもう一つ！
このエッセイでは私の猫好きにもお付き合い頂きたく…。
｠
というわけで、今日の猫。
キャットストリートで見かけた子猫。

｠ただただかわいい。

かなめのプロフィール
香港生活２年目の主婦。旦那の影響で猫が大好きになったのに、当の旦那が猫アレル
ギー発症。家では飼えないので道行く猫を激写して満足する日々。昔から色々やりたい病
で、今回のターゲットは二胡！さてさて。どうなるか。

猫二胡
ホンコン日記
猫二胡
ホンコン日記

かなめ
の

かなめ
の

二胡、始めました。
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　女性にとって身近なスキンケア。朝晩の手入れは美しく健やかな肌
を作る基本であり、化粧品や肌の手入れ方法などを気にしている方
も多いだろう。しかし、男性はどうだろうか。近年では男性用化粧品市

場が急成長しているが、興味はあるけど化粧品になじみがなく、自分にあ
る合う商品を見つけるのが難しいという人もまだまだ多いはず。
　男性の肌の老化を防ぎ健やかな肌をキープしてくれる男性用基礎化粧

品｢TONIC｣の「Tonic Grooming System」は、そんな男性の悩みに寄り添うオンライン化
粧品ストア。同ブランドの最大の特徴は自身に合った製品をインターネットで調べて、購
入できるという点。家まで配達してくれるので、店頭で化粧品を購入することに抵抗感が
ある男性でも安心して購入できる。
　手順はいたって簡単だ。まず、ホームページの設問に答えて自身のスキンタイプを
チェックしよう。その結果を元にサイトがあなたにぴったりの基礎化粧品をオススメして
くれるので、あとは注文ボタンを押すだけ。ベタつきが気になったり、乾燥感が気になる
場合でも、きちんとその肌質に合った化粧品をオススメしてくれるので、どの商品にしよ
うか迷わずに済む。オーダーした商品には、その使用方法が記された指示書が同封さ
れているので、初めてスキンケアを行うという方でも安心してトライすることができる。
　早い年齢から化粧をする女性に比べ、男性の肌は同年齢の女性よりも15才も若いとも
言われているが、女性に比べて皮脂量が多く水分量が少ないため保湿が十分に行われて
いなかったり、毎日のシェイビングが原因で、口や鼻周りは実はダメージが蓄積していた
り、なんてことも。健やかな肌はそれだけで相手に好印象を与えるもの。女性だけでなく男
性もスキンケアに気を遣うべき時代だからこそ、綺麗な肌質はライバルに差をつけ、一歩

先をゆくための武器となる。いつまでも若くて健やかな肌をキープするため
に、まずはホームページで自身にぴったりのスキンケア商品をチェックしてみ
よう。

Tonic Grooming System
ウェブ：www.tonickit.com
インスタグラム：＠tonicgrooming

おしゃれなビジネスマンは始めてる！
新しいスキンケアで若肌をキープ！
Tonic Grooming System
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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　秋は、その過ごしやすい気候のおかげで、スポーツの秋、読書の秋…など、
「○○の秋」と言われるほど、いろいろなことに挑戦するのに適した季節である
といえる。しかしその一方で、秋になると「なぜか憂鬱な気分になる」、「気持ち
が上がらない」という人が増えるという現象も起こる。
　ポーラ・オルビスグループの敏感肌専門ブランドdecenciaは、秋のストレス
と肌への影響について調査を実施した。
　まず、2010年から2013年の4年にわたり20～60代女性1,345,683人分の
データを集計した「ストレスの月別変化」によると、秋から冬にかけての時期
は、過ごしやすい季節にも関わらず、実はストレスが増加するということがわ
かった。この大きな要因として、秋は夏に比べて、日没が早まり日照時間が短

くなることが挙げられる。朝の日差し
も弱まり、日光を浴びる機会が少なく
なると、気持ちを安定させる脳内物
質「セロトニン」の分泌が低下し、憂
鬱な気分になりやすいと言われてい
るのだ。 
　また、ストレスと肌の乾燥の関係性
について調べた結果、疲れ・ストレス
のある人の方が肌がカサついている
割合が大きいことが明らかとなった。
ストレスや疲れている人の肌は角層
細胞の面積が小さくなることで保水
能力やバリア機能が低下し、肌がカサ
つく現象が起こる。つまり、今の時期
は環境の変化によりストレスが増加

し、そのストレスによってさらに肌のカサつきが悪化してしまうという状況が起
きやすいのである。 
　さらに、20代～40代の女性を対象に実施した「ストレスに関する意識調査」
では、約9割の女性がストレスを抱え、そのうち7割近くの女性がストレス解消
のために対処を行っていると回答した。しかし、そのうちの6割の女性がストレ
ス解消法により逆に疲れてしまう“ストレス解消疲れ”に陥っていることも明ら
かに。多くの女性がストレスを感じ対処しているにも関わらず、かえって疲れを
溜め、さらには乾燥肌を悪化させてしまっているのだ。 
　ストレス解消にとって大切なのは、きちんとリラックスでき、自分を癒せる方
法を探すこと。夜の美容タイムも工夫次第でストレスを和らげることができる。
今はストレスに要注意の季節でもあるとともに、実は美肌アップのチャンスの
季節でもある。秋の紫外線量は真夏の約半分となり、冬至に向けて夜の時間も
長くなるのでたっぷり美容タイムを確保できるからだ。気温・湿度ともに低くな
る前に、上手にストレスケアをして冬本番を迎えよう。

【調査概要】
「ストレスの月別変化」
調査期間：2010年1月～2013年12月 4年間分月別
調査対象：初回分析者のみを抽出
調査対象：20～60代女性1,345,683人

「ストレスに関する意識調査」
調査方法：インターネットによるアンケート
調査対象： 20～40代女性342名
調査期間： 2014年6月9日～2014年6月12日

̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃
～肌のカサつきを悪化させてしまう、秋ストレスに要注意～6
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広州

「高校生活と進路に関する調査」
高3生の9割が高校生活を振り返って成長を実感
　株式会社ベネッセホールディングスは、全国の高校3年生を対象に「高校生活と進路に関する調
査」を行った。
　まず、高校生活を振り返って、「自分は成長した」と回答した高3生は約9割に及ぶことが分かった。

　成長を強く実感した学生に見られた特徴としては、「学校の授業や友達付き合いなど高校での学
校生活に積極的だった」（約５割）や、「これまで知らなかった考え方、経験、体験に触れ合った」（約
６割）などがあげられた。
　次に、進路選択の主体性について調査したところ、全体の7割が「社会のために貢献したい」と回
答。一方で、高校生活を振り返って、「社会問題について真剣に考えた」と回答したのは約4割にとど
まった。

　更に、「社会問題への関心」を持ち、行動している高3生ほど、より主体的に進路選択を行っている
傾向が明らかになった。

【調査概要】
■調査方法：郵送法による自記式質問紙調査
■調査時期：2015年3月～4月上旬

■調査対象：全国の高校3年生（2015年3月時点）　
　　　　　  配布数735有効回収数483　

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人倶楽部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）にて、毎月
第二木曜日にコンペを行っております。
ご興味あれば伊藤までお知らせくださ
い。
電話：6900-0775
メール：golfdokookai@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海大学同窓会　香港華南支部
東海大学出身・付属高校出身者、その
他ゆかりのある方
定期的にイベントをやっておりますの
でぜひご参加ください。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香
港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ
＆飲みでワイワイやってます！
URL:http://jleaguers.exblog.jp
連絡先: jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「医食同源」を勉強する会

「医食同源」に興味をお持ちの方。薬膳
や普段の食事による病気予防や養生に
ついてのお話会を行っています。普段の
料理の材料の組み合わせはとても大切

で、個人の体質に合わせた材料を選ぶ
ことはとても大切です。料金は無料です
ので、ご興味ある方は、もっと詳しいこと
をお知りになりたい方はスサンナ・
ウォンまでご連絡ください。（日本語可）
携帯：（852）9674-8313
メール：kyswong@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
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。お気軽に
ご連絡ください。
宴会本部長より
メール： kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団メンバー募集
香港日本人倶楽部合唱団、団員募集のお
知らせ初心者の方も大歓迎!歌が大好き
な方、ぜひ一緒に合唱を楽しみません
か。【練習時間:水曜 午前(女声合唱)、土
曜 午後(混声/男声合唱)、週一回、二時間
ほどの練習です】見学のお問い合わせな
どお気軽にご連絡ください。(練習場所は
随時変わります)
連絡先: hkjc_choir@yahoo.co.jp(加藤)
公式サイト: www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーケストラメンバー募集

アンサンブル・ディマンシュ香港では団
員を募集しています。室内楽や管弦楽
の好きな方、ぜひ一緒に演奏しません
か。<募集楽器>フルート、オーボエ、ク
ラリネット各若干名。弦楽器(バイオ
リン、ビオラ、チェロ、コントラバス)大募
集中！月2回ほど日曜午後3時間練習し
ています。見学のお問い合わせなどお
気軽にご連絡下さい。
連絡先:hkdimanche@gmail.com
HP:http://hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人女性アルバイト募集
香港島コーズウェイベイにある日本人
ピアノラウンジでアルバイト、パートタ
イムのスタッフを募集しています。
音楽で癒される空間でお話とお酒が楽
しめる方、勤務時間や日数は応相談。
まずはお気軽に日本語でお問い合わ
せください。
携帯：55103295 鈴木まで
メール：vidamiapianolounge@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医療通訳の募集です
セントラルのクリニックで通訳や簡単
な事務作業をおこなっていただける方
を募集しています。
できれば看護師の方を希望します。詳
しくはメディポートの堀または永井ま
で、お気軽にお問い合わせください。
hori@mediport.com.hk
 電話:2577-1568
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シンガポールで働こう！
Good Job Creations Singaporeは2007
年よりシンガポールで事業を開始し、
昨年だけで80社200名以上の方々の転
職・採用を成功に導きました。シンガ
ポールには2000社近くの日系企業が
進出しており、日本人採用のニーズも
常に一定数御座います。シンガポール
就職にご興味をお持ちの方は是非一
度下記の弊社ウェブサイトからお問い
合わせ下さい！
Web：www.goodjobcreations.com.sg
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北／広／日／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。
Tel: 23751342  林まで
E-mail: swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港で楽しく働こう!
東京に本店がある本場の日本料理店
とん勝は、日本語堪能、接客好きな方
を募集中! 希望シフト制でプライベー
トも充実♪TST駅N1出口から徒歩2
分、通勤ラクラク☆日本人店長で日本
人のお客様が多いから現地の言葉が
出来なくても働ける！興味があれば、
まず応募してください！分からない事
や不安な事をなんでも質問して下さ
い。一緒に楽しく働きましょう！
高江洲（タカエス）
電話：(852)3106-3308
メール：tonkachi@f-cation.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bartender Support(part time)
★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 $60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL 2376-0633 Ms. Kaiser
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇
（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇
（スタイリストはサロン経験5年必須）
☆ネイリスト、アイリストはパートタイ
ムも可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com
のトチカワまで写真付き履歴書をご送
付ください。
パートタイム希望の方はメールで勤務
可能な曜日、時間帯も記載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
銅鑼湾（コーズウェイベイ）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)2766-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

パートさん募集中！
中環（セントラル）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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
営業時間：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
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

求 人

クラス

その他
メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

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。）
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香港

香港

　年末が近づくにつれ、香港では秋冬物のバーゲンシーズンに突入する。街にはセー
ルの看板が並び、欲しかったバッグや小物を狙う絶好のチャンスが到来。そしてこの時
期の人々は、来年の申年を気持ちよく迎えるために、新しいアイテムを揃えたいと願う。

そんな気持ちを叶えてくれるのがセレクトショップ「TWIST」だ。
　1999年の設立以来、おしゃれ好きな人々の間で人気が高い同
店は、世界的有名ブランドはもちろん、毎シーズン、革新的なブ

ランドを進出させており、香港のファッション界に常に新しい刺激を与えている。そん
な同店で、一流ブランド品をお手ごろ価格で手に入れることが出来る2015秋冬セール
を11月21日から開始した。買い物のタイミングが遅れてしまうと色やサイズが無くなっ
たりしてしまうため、早めに店を訪れてみよう。
　広い店舗には、洋服やバッグ、靴がずらりと並び、その取り扱うブランドはどれも有名
なものばかり。セール期間は、Saint Laurent Paris（サン・ローランパリ）、Valentino
（ヴァレンティノ）、3.1 Phillip Lim（3.1フィリップリム）、Chloe（クロエ）、Miu Miu（ミュウ
ミュウ）、Prada（プラダ）、Alexander Wang（アレキサンダー・ワン）、Alexander 
McQueen（アレキサンダー・マックイーン）など、世界中に愛されるブランド品を最大

70％オフまで値下げする。さらに、
Moschino（モスキーノ）、Fendi（フェン
ディ）、Givenchy（ジバンシィ）などの人
気ブランドも最大40％オフで提供。　
　クリスマスギフトを何にしようか悩ん
でいる方や、家族・親戚・友人に年始の
贈り物を購入したいと考えている方は、
このチャンスをお見逃しなく。また、自
分自身へのご褒美にも思い切って購入
してみてはいかが？パーティで大活躍
のクラッチバッグや、寒い冬を乗り切る
ための冬物コート、お洒落な靴やス
カーフなど品揃えも豊かな同店では、
きっとあなたのお気に入りの品が見つ
かるだろう。

時間: 11:00～21:00 (上水店、屯門店)
　　  12:00～22:00(CWB店、TST店、Mikki店)
　　  12:00～23:00 (APM店)
支払方法：EPS/ 現金/ Credit Card
電話：(852)2797-2111
ウェブ：www.twist.hk

TWIST accessories
住所：
Shop 2065, 2/F., Phase 1, tmtplaza, 1 Tuen Shing St., Tuen Mun
Shop UC31 & 33, apm, Millennium City 5, 418 Kwun Tong Rd., Kwun Tong
Shop 329-331, Landmark North, Sheung Shui
Shop G53, Mikki, 638 Prince Edward East, San Po Kong

TWIST
住所：
Shop 106 & 107, Mira Mall, 118-130 Nathan Rd., TST
Shop B02, Basement 1, The Sun Arcade, 28 Canton Rd., TST
Shop P112-113, WTC More, 280 Gloucester Rd., CWB

［ TWIST ］ 

最大70％オフ！驚きの値下げは今だけ！
有名ブランドの秋冬セール開催中
最大70％オフ！驚きの値下げは今だけ！
有名ブランドの秋冬セール開催中

40%
OFF

SAINT LAURENT PARIS
HKD19,900▶HKD11,940

40%
OFF

GIVENCHY clutch
HKD10,900▶HKD 6,540

40%
OFF

MIU MIU
HKD14,200▶HKD 8,520

30%
OFF

GUCCI
HKD7,320▶HKD5,124

40%
OFF

FENDI
HKD13,800▶HKD8,280

40%
OFF

SALVATORE FERRAGAMO 
HKD12,250▶HKD7,350

40%
OFF

ALEXANDER MCQUEEN
HKD12,550▶HKD7,530

40%
OFF

CHLOE
HKD16,100▶HKD9,660

40%
OFF

PRADA
HKD15,500▶HKD9,300

40%
OFF

VALENTINO
HKD18,900▶HKD11,340

30%
OFF

BALENCIAGA
HKD4,900▶HKD3,430

30%
OFF

PRADA
HKD5,550▶HKD3,885

40%
OFF

SALVATORE FERRAGAMO 
HKD4,950▶HKD2,970

香港
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SCATIL 富徹農場
香港新界元朗上白泥村230B號
電話：(852)3543-0688

配達のご注文はWEBで！
www.scatil.com.hk

　11月9日(月)Sesame Kitchenにて、ベビー用品の交換会が行なわ
れた。使い終わったおもちゃ、絵本、お洋服、ベビー用品などの物々
交換を目的として開催された。参加者にはSesame Kitchenで作ら
れたヘルシースナックが振る舞われた他、日本特
許技術の使用ライセンスを取得し、香港で無
農薬野菜を栽培販売するScatil(富徹農場)か
らパーティー参加者の皆様に無料サンプル提
供もあり、盛りだくさんの内容だった。

 
　Sesame Kitchenインストラクター兼シェフ。アメリカでロー
フードの専門学校に通い、その後タイのスパに就職しシェフ
として働いていた。普段から食事に気を付けていく中で、食生
活の大事さに気づいたという。

 
食のプロ清水さんがScatilの野菜を食べてみて
水っぽいイメージだったが、水気が程よくシャキシャキしていて美味しい。
また、洗わずにつかえるのが便利。
 
Sesame Kitchen
　Sesame Kitchenは堅尼地城(ケネディタウン)に位置する料理教室だ。発酵食品をは
じめ、生活食品、ベビーフード、幼児の食事、グルテンフリー料理、穀物不使用の料理な
どライフスタイルや文化の多様性を尊重し、食事制限がある方でも味わえるような食事
を提案し、「自然治癒」を基本的な考えとしている。また、「FOODCRAFT」という小売も
行っていて、食事制限のある方でも食べられる食品を販売している。
住所: Flat A, 21/F. Yiuga Factory Bldg., No.62 Victoria Rd., Kennedy Town
電話: (852)2884-1299
ウェブ: www.sesamekitchen.com、www.foodcraft.hk (FOODCRAFT)

 
水っぽいイメージだったが、水気が程よくシャキシャキしていて美味しい。
また、洗わずにつかえるのが便利。

 
水っぽいイメージだったが、水気が程よくシャキシャキしていて美味しい。
また、洗わずにつかえるのが便利。

清水志麻さん
　

協賛　Scatil
　千葉大学発ベンチャーの「みらい」から技術提供を受け、外気を遮断、無菌状態に近い空間
で野菜を栽培し、無農薬の美味しい野菜を提供している。閉鎖された室内空間で、人口光や空
調を使い、植物にとって理想的な環境を作りだすことにより、野菜本来の味を出せるという。野
菜が採れて24時間以内に配達してくれるので、安心、安全。オンラインショップも展開している
ので、是非チェックしてみよう。

ジョイントイベント 開催！

Scatilの野菜を食べてみてScatilの野菜を食べてみて
・洗わずにすぐ食べられて、シャキシャキ感がある。
・店舗があれば、店頭で購入したい。
・6種類あるのでバラエティに富んでいて、野菜本来の味を楽しめる。
・クルトンが入っていないので、クルトンなども一緒に購入できると良い。
・届いた翌日に食べたが、変色せず新鮮で美味しく、クセがない

・洗わずにすぐ食べられて、シャキシャキ感がある。
・店舗があれば、店頭で購入したい。
・6種類あるのでバラエティに富んでいて、野菜本来の味を楽しめる。
・クルトンが入っていないので、クルトンなども一緒に購入できると良い。
・届いた翌日に食べたが、変色せず新鮮で美味しく、クセがない

香港

香港

ベトナム

香港
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　機能性はもちろん、スタイルの美しさも追及するフランス生
まれのアウトドアウェアブランド「AIGLE（エーグル）」。これま
でアウター、ブーツ、バッグ、帽子や手袋などワーキングから
スポーツに至るまで様々なアウトドアニーズに対応してき
た。創業の地はパリから列車で2時間ほどのロワール地
方。実業家ヒラム・ハッチンソンが、地元の優れた職人たちを集

めて、田舎暮らしに役立つ防水性と
耐久性に優れたゴム素材のブーツを生産した
ところから始まる。柔らかい履き心地や機能性
はすぐさま長時間履き続けても疲れないブー

ツとして人気を集め、絶大な支持を得ることとなった。
　そんなエーグルのK11店は、このたび初の海外旗艦店として11月に新しく生まれ変
わった。エーグルのコンセプトである「フレンチスタイルのホームリビング」を表現した
という店内には壁や床一面にモザイクタイルが敷き詰められ、モダンかつシックな空
間が広がっている。壁にはタイルで作られた世界地図が飾られ、床には世界中の都市
名がデザインされており、まさに今年のコンセプトであ
る「グローバル・トロッター（世界中を駆け回る人）」を
彷彿とさせる内装だ。廊下やフィッティングルームには
歴代のエーグルの広告が飾られており、エーグルの長
い歴史を感じさせてくれる。フランス式ライフスタイル
を体感できる広い店内でゆったりと買い物を楽しもう。
　2015年秋冬コレクションのテーマは「ネオ・ノーマッ
ド（新遊牧民）」。街中や郊外、トレイルやサイドウォー
クなど、あらゆるフィールドでカジュアルか
つシックな装いを纏うことができる。ヒッ
プ丈のダッフルコートや、エーグルならで
はのニットやパーカーはもちろん、ペイズ
リー柄のレインブーツやチェック柄のひざ
掛けなど可愛らしい小物なども目が離せ
ない。本格的な冬到来前にエーグル初の
海外旗艦店で冬の装いを揃えよう！

AIGLE K11 Store
住所：Shop 104, L1 K11 Art Mall, 18 Hanoi Rd., TST
電話：(852)3122-4488
ウェブ：www.aigle.com.hk

［ AIGLE ］ 

海外初の旗艦店堂々オープン
アウトドアウェアを揃えて屋外アクティビティへ！
海外初の旗艦店堂々オープン
アウトドアウェアを揃えて屋外アクティビティへ！
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　上環（ションワン）の西港城（ウェスタンマーケット）からほど近いところに位置するレ
ストラン「粤來順（Yuet Lai Shun）」。マスターシェフの確固とした腕前をもとに伝統的な
広東料理が味わえるのに加え、香港の昔ながらの学校を彷彿させるような古い外観を
特徴にもつ。そんな同店でこの冬、新しい鍋料理が誕生した。高級食材を用いて作られ
「冬鍋トリオ」と名付けられた3種類の鍋料理は、私たちの身も心も温めてくれるに違い
ない。

　まず紹介するのは、煮込んだガチョウをスープに加えて調理した「Stewed 
Goose in Clear Broth Hot Pot(HKD328)」。活力を与えてくれる漢方を用いた
オリジナルレシピでじっくり味を染みこませたガチョ

ウと透明なスープの組み合わせがたま
らない一品。スープは、キヌガサタケ、
レンコン、カブ、胡椒の実を加え何時間も

煮込んだものだが、あっさりしている見かけとは対照的に、しっか
りした味が楽しめる。ガチョウにつけるソースは、豆腐に麹をつけ
発酵させた中国食材の腐乳に唐辛子、コリアンダーなどを加えて
ローカル好みの味に仕上げている。続いて、「Traditional Lamb 
Hot Pot(HKD368)」は、凍豆腐にシログワイ、乾燥したタンジェ
リン（みかんの一種）の皮、氷砂糖、乾燥椎茸、冬筍を中国の合わ
せ味噌である「柱侯醤（チューフージャン）」で合わせたもの。塩漬
けした鴨の足と合わせて、ラム肉が柔らかくなるまで3時間ほど煮込んだ奥深い味が魅
力。鍋と共に、3種類の中華野菜がついてくる贅沢な一皿だ。3つ目は、見ただけで辛さ
が伝わってくる「Spicy Chicken in Beer Hot Pot(HKD288)」。ネギ、ローリエ、八角、ニッケ
イをベースに作ったもので、そこにしびれるスパイシーチリペーストと鶏肉を加えると、
いっきに辛味の効いた香りが立つ。さらに、タケノコやキノコを合わせ、隠し味となる
ビールをアツアツの鍋に加えて仕上げた食欲をそそる料理だ。
　同店ではその他、巨大ガルーパのヒレ煮込み、ポルチーニ茸や野菜・肉を詰めた鴨の
煮込みなど冬限定のメニューもいただける。中でも、「中華ソーセージと蒸しご飯」はお
見逃しなく。ジューシーなソーセージとご飯の組み合わせは、香港ならではの味だ。アツ
アツの料理で香港の冬の味覚を満喫しよう。

粤來順 （Yuet Lai Shun）粤來順 （Yuet Lai Shun）

Yuet Lai Shun
住所：Shop C-G, G/F., Seaview Commercial Bldg., 
　　  21-24 Connaught Rd. West
電話：(852)2771-8870
時間：月～金　10:00～16:00、18:00～23:00
　　  土、日、祝日　8:00～16:00、18:00～23:00

チキンのしびれる辛さが病みつきに

じっくり煮込んだ伝統的なラム肉鍋

味
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鍋の美味しい季節がやってきた！
広東料理店が提供する「冬鍋トリオ」
鍋の美味しい季節がやってきた！
広東料理店が提供する「冬鍋トリオ」
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　ボリュームたっぷりのステーキを思う存分味わえることで知られる中環（セントラル）
の「Blue Butcher（ブルー・ブッチャー）」。種類豊富な肉料理と、数々の賞に輝いたミソロ
ジストが手掛けるカクテルが堪能でき、大いに食べ、大いに飲みたい大人たちの憩いの
場となっている。
　そんなBlue Butcherではこのたび「Restaurant Week 2015」で大成功を納めたことを
祝して、スターターとポテトフライが食べ放題のランチセットが登場する。毎日市場から
新鮮なオーガニック野菜を仕入れている同店のスターターは、ロケット、オニオン、ケー
パーベリーが合わさった「スモークサーモンサラダ」や、パルマハムの塩気がスイカの
甘味とマッチした「コンプレスト・ウォーターメロン」、さらにフェタチーズときゅうり、ピ

スタチオが可憐にあしらわれた
「ビートルートサラダ」など、体に優
しいものばかり。胃袋の準備が完了

したら、いよいよメインへ! 「サザンフライドチキン」、「USDAリブアイ」、「ブラックアンガ
スビーフバーガー」、「バラマンディ」、「BBQビーフ」、そして「黒トリュフオルゾー」の6種
類のオプションから選べるメインはどれにしようかオーダー直前まで迷ってしまいそう。
　さらに肉好きの間で好評を博している、豪快にカットされた肉をそのままいただく
「ブッチャー・カット」を月～土のランチ、日曜のブランチでも提供し始める。世界中から上
質な肉を集めている同店だが、このたび新たにランチ、ブランチメニューに登場するの
はマルヤファームから毎月仕入れているという濃厚なうまみが特徴の和牛。600日かけ
て育てられた牛は穀物、チョコレート、ココナッツを主食としており、ナッツの風味も併せ
て感じられるという。さらにオコナーファームからは牧草で育て上げられた自然派牛肉を
仕入れ、オーストラリア南西部一の和牛農場と言われているマンリバーファームからは
澄んだ空気と荘厳な山々に囲まれた豊かな立地で育った牛肉を仕入れている。いずれ
の農場でももちろんん化学飼料を一切使用しておらず、上質な肉質はさすがの一言。
　食材本来のうまみがギュッと詰まったメニューは一度食べたらやみつきになってしま
うこと間違いなし。日頃ダイエットに励んでいる方も今日だけはお休みして、肉汁滴る濃
厚な味を堪能してみてはいかが？

Blue Butcher Bar & RestaurantBlue Butcher Bar & Restaurant

Blue Butcher Bar & Restaurant
住所：108 Hollywood Rd., Central
電話：(852)2613-9286
時間：12:00～24:00（ランチは月～土12:00～14:30、ブランチは日曜11:00～14:30のみ）
料金：ランチHKD198、ブランチHKD390～、ブッチャーカットHKD435～
ウェブ：www.BlueButcher.com
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アツアツのポテトフライが美味しそう！

ブルーブッチャー・バッファロー・モッツァレラ

ビートルートサラダ

今日だけはダイエットを忘れよう
滴る肉汁とアツアツのポテトフライを楽しんで!!
今日だけはダイエットを忘れよう
滴る肉汁とアツアツのポテトフライを楽しんで!!
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