
深圳

　ハムスターはフレンドリーで小さく、何よ
り世話が簡単でお金もかからないため、初
めてのペットにはぴったりだ。きっとその可
愛さに、子供たちも夢中になってしまうだろ

う。ゲージの掃除は一週間に1回か2回。常に水がなくなら
ないよう心掛け、えさも忘れず与えることが大切。え

さは大抵のものが大丈夫だが、きちんと調
べてから与えるようにしよう。最初はなつ

きにくいが、日々欠かさず世話をすることで徐々
になついてくれるため、毎日いっぱい遊んであげよう。

　おとなしい動物であるうさぎなら、子供たちも世話のお手
伝いができる。ただとても臆病で、大きな物音や子供たちの
走り回る音に怖がってしまう可能性も。一緒に走り回って遊
ぶよりは座っておとなしく遊ぶのが好きなため、女の子のいる家
庭にいいかも。また食事中やお昼寝中は一人にさせてあげるよ

う。寿命は10年以上と長いため、子供が大学などで
家を離れた後もきちんと世話をする覚悟が必要。
えさや水は一日ごとに新鮮なものを、毛づくろい
や爪切りなどのお手入れも定期的にし、たくさん
愛情を注いであげよう。

　チンチラというとあまり馴染みのない動物だ
が、見た目は一言でいうとウサギに似ている。色は
白からチャコールグレーと様々で、柔らかい毛並みと
カンガルーに似た短い前足が特徴的。ただ繊細な動物なた
め、10歳以下の子供にはあまりおすすめしない。距離も徐々

に馴らしていく必要があり、急に抱き上げたりする
と防衛本能により毛が抜け落ちてしまうので注意。
事前のリサーチでしっかりと飼い方を理解しておこ
う。クリクリとした目や丸っこい耳がとても愛らしく、
一度懐けばきっと彼らの虜になってしまう。

　小鳥たちはの良さといえば、やはり可愛い鳴き声
だろうか。特に子供のいる家庭では、子供のいない

家庭よりもよく鳴くことが証明されている。群
れで行動する小鳥たちは子供たちと一緒

に遊ぶのが大好きなのだ。セキセイインコ
のような繊細な動物は子供の年齢や責
任感をしっかりと考慮したうえで飼わな

ければならないが、何にせよペットと
しての小鳥は子供たちの良い友達

となってくれるに違いない。

　まずはモルモット。つぶらな瞳が魅力的な彼らは、とても自立心が
強く、ほとんど世話を必要としない。性格も賢く、かつ穏やかで、子供で

も難なく世話をすることができるだろう。ただ大人になる
と小さな子供には少しサイズが大きすぎるかもしれな

い。また飼うにあたっては7年かそれ以上世話をし続
けることを考えて準備が必要だが、えさや干し草、
寝床などにかかるのは一週間当たり約HKD20と
コストの面ではリーズナブルなペットと言える。そ

して毛の無い種類のスキニーギニアピッグは獣医のケアも
必要になる。獣医との相談も兼ねて必要なものを揃えよう。

子供たちにとって初めてのペットにふさわしいのは、いったいどんな動物だろうか。犬、猫、小鳥、爬虫類、熱帯魚…など、考え出すときりがない。可愛
さだけでなく、世話のしやすさ、かかるお金のことも大切なポイント。そして世話にかかるお金のこと。そしてもちろん、子供が大きくなってペットに興
味がなくなってしまったり、家を離れることになった時、すべての世話を引き受けるのは親だということもお忘れなく。そういった多くの場合を考えた
とき、一体どの動物が良いのか。今回の記事はペット購入に向けて悩む母親たちに、初心者でも育てやすい小動物たちを紹介しよう。

子供たちに責任感や愛情を教えてくれるペット。子供たちからもペットが欲しい、なんておねだりをされている家庭も多いことだろう。しかし親としては子供
たちが本当に世話を続けられるのか心配なところ。犬のような散歩が必要なペットではなく、比較的世話の楽なペットなら飼ってもいいかも？この記事
を読んでやっぱりペットが欲しいと思ったら、一度家族と話し合って欲しい動物を決定しよう。きっとどの動物も子供たちの良い友達となってくれるはずだ。

モルモットハムスター

うさぎ チンチラ

小鳥熱帯魚
　熱帯魚もまた世話の手間が少ないペットの一つだ。ただ餌
を与えて水槽をきれいにするだけで済むから、子供たちと一
緒に世話をして責任感を学ばせるのに向いてるかも。まずは
熱帯魚を買う前に水槽を用意。家に置ける水槽の大きさも熱帯
魚のサイズを決めるにあたって重要だ。世話の内容としては、週

に一度の掃除を欠かさず、水は入っているものの10％を交換、石もき
れいにしてあげるとなお良い。また適切な水のpHレベ

ルは種類によって異なるため実際
に飼うことになればきちんと調

べることをおすすめする。

にぴったりな とは？ペット子供たち子供たち
初めて育てるならまずは可愛い小動物から！
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香港

　2016年8月5日から21日の間で開催されるリオデジャ
ネイロ・オリンピック。いよいよオープニングセレモ
ニーの幕が上がる！オリンピックのメインはもちろん
白熱する試合観戦だが、このオープニングセレモニー
も毎度注目の的だ。度肝を抜かれるほど壮大な演出で
国威を示した2008年の北京オリンピック、シェイクスピ

アの「テンペスト」を始
め数々の名作を引用し
て会場を盛り上げた
2012年のロンドンオ
リンピックに続く今回
のリオオリンピック。開
催地のリオデジャネイ
ロは人口600万人を超
える超メガシティで、近
年成長の著しい都市の
ひとつだ。カーニバル
で有名な情熱の国ブラ

ジルでならではの豪華なセレモニーが繰り広げられる
ことだろう。
　香港からは37名のアスリートたちを含む73名がリオ
の地へ派遣される。4年に一度、世界中から厳しい戦い
を勝ち抜いてきた一流アスリートたちが集まり金メダ
ルをかけて競い合う。それぞれが国の期待を背負いな
がら全力で戦いに挑む中、果たして香港の代表選手た
ちはどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか。香
港市民の注目は高まるばかりだ。香港アスリートたちが
参加するのは、水泳、陸上、バドミントン、自転車、フェン
シング、ボート、ウィンドサーフィン、卓球の8つの競技。
ぜひとも栄冠を香港に持ち帰ってほしい。香港選手団
はすでに7月24日に選手村に入り、彼らのウェルカムセ
レモニーも8月4日に行われた。代表のアスリートたち

に 関 し
ては香港オリンピック
委員会のオフィシャルウェブサイトの
2016年リオデジャネイロオリンピックページから顔と
名前を確認することができる。
　注目は水泳の歐鎧淳（ステファニー・アウ）選手。2014
年のアジア大会で4×200m自由形リレー3位を獲得し
た後、2015年にはユニバーシアード光州大会で50m背
泳ぎ2位、今年2016年には日本とマレーシアで行われ
た2つのオープンスイミングチャンピオンシップで
100m背泳ぎ1位に輝いた。着 と々実力をつけてきた彼
女は今回も素晴らしい泳ぎを見せてくれるはずだ。ま
た、自転車競技の張敬樂（チョン・キン・ロック）選手は
2015年、2016年合わせてアジアサイクリングチャンピ
オンシップで3度1位に輝いている。女子自転車競技で
は、多くの大会で常に首位に立っている李慧詩（リー・
ワイ・シー）選手の活躍が目覚ましい。また、フェンシン
グの江旻憓（ヴィヴィアン・コン）選手にも注目が集ま
る。2016年の Coupe du Mondeにて3位を獲得した彼
女だが、リオオリンピックではメダル獲得なるか？ほか
にも実力確かな選手が勢ぞろいだ。
　もちろん各競技、各種目の日本チーム、日本選手が気
になるところではあるが…。日頃我々日本人が「外国人」
としてお世話になっている、ここ香港の地元アスリート
たちにも熱い声援を送ってみては。家族みんなでオ
リンピック観戦に盛り上がろう！

香港代表アスリートに
熱い声援を！！

李慧詩選手
（自転車）

江旻憓選手
（フェンシング）

張敬樂選手
（自転車）

歐鎧淳選手
 （水泳）

４
年
に
１
度
の
ス
ポ
ー
ツ
祭
典
が
開
幕
！

香港！
加油！

香港！
加油！

ライフ（香港・広東共通）
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　「Arnold Classic Asia Multi-Sport Festival」は国内・国外から多くの人々が集まり、様々
なスポーツ競技において、20以上の種目のワークショップで学ぶことができるフェス
ティバルだ。プロの選手からアマチュアの選手、熱狂的なファンが集まって競い合い、学
び、スポーツの楽しさをシェアすることが目的となっている。創始者の1人であるアーノ
ルド・シュワルツェネッガーは、「フィットネスは学校の教室や会社の会議室では決して
学ぶことのできないことを教えてくれるのだ」と語った。チェスやルービックキューブな

どのマインドスポーツから卓球や
ラグビー、太極拳や柔道などのフィ
ジカルスポーツまで、行われる競

技・イベントは約55種目。去年はアスリート3万人を含む50万人
が同フェスティバルに参加した。40年前にアメリカで始まって以
来、北米、南米、ヨーロッパ、アフリカ、オーストラリアの5大陸で

開催されてきた。アジアでの開催は今回の香港が初となる。家族全員で参加して夏の楽
しい思い出の一つにするのもいいかもしれない。
　競技のほかには、「Arno l d 
Classic IFBB Pro Show」、「Arnold 
Schwarzeneggar Seminar」が行
われる。「Arnold Classic IFBB Pro 
Show」はボディビルディングの
ショーで、たくましい男性たちや、
しなやかな女性たちの鍛え上げ
られた筋肉を見ることができる。
また「Arnold Schwarzeneggar 
Seminar」は、最高のボディビル
ダーでありながら、ハリウッドスーパースター、ビジネスマンとしても活躍するアーノル
ド・シュワルツェネッガー本人から話を聞ける貴重な機会だ。
　世界中の人が憧れるアーノルド・シュワルツェネッガー創始のフェスティバル「Arnold 
Classc Asia Multi-Sport Festival」。チケットは下記ウェブサイトにて絶賛発売中。みんな
でスポーツに夢中になる熱い夏にしよう！

シュワルツェネッガーが創始したスポーツフェスティバル
選手からファンまで一緒に熱い夏を楽しもう！
Arnold Classic Asia Multi-Sport Festival
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

Arnold Classic Asia Multi-Sport Festival
期間：8月19日～21日
電話：(852)2530-8866
場所：AsiaWorld-Expo, Hong Kong
メール：info@arnoldclassicasia.com
ウェブ：arnoldclassicasia.com 
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　フランス人はたまに、こういう
議論に花を咲かせます。自分た
ちはフランスを支配したローマ
人の子孫なのか、それとも支配
されたケルト人の側なのか。
　のちにブリテン島（イギリス）
からブルターニュに渡ってき
た、ケルト語系のブルトン語を
話すブルトン人を除いて、フ
ランスには自分をケルト人だと

するアイデンティティーの持ち主は存在しません。またイタリ
ア人に対して同族意識を持つ者などもいるわけがなく、議論
は起こっても、決してローマ派とケルト派に分かれてのバトル
などは起こりようがないのです。文化やDNAの出自がどこで
あれ、「フランス人」というアイデンティティーは、ローマ人や
ケルト人やゲルマン人がフランスの地において混交して長い
時間が過ぎた後、比較的新しい時代にできあがったものだと
いえましょう。この事情は日本ととてもよく似ています。
　弥生人と縄文人は、混血が進んでいますが地域差や個人
差は今もあって、どちらの特徴が濃く出ているかは結構はっ
きりしています。江戸時代の画家は日本人に２種類あること
を知っていたようで、公家、武家、庶民の顔をそれらしく描き
分けたりしています。ひと昔前に流行した表現で言うなら、い
わゆる「しょうゆ顔」と「ソース顔」。しかし自分が弥生系か縄
文系かということをアイデンティティーの問題として意識して
いる日本人は存在せず（おそらく）、弥生か縄文かの違いを争
点とした争いも起こりません。昨今の「マクド」vs.「マック」の
バトルが「関西」vs.「それ以外」ではなく弥生vs.縄文なのだ、
というのなら話は別ですが。
　フランスと日本では大きな違いもあって、フランスはルイ

14世の頃に無理やり言葉や文化を統一させた経緯があり、い
わゆる「フランス語には方言がない」という状態。文化、特に
言葉に地域差が少ないのですが、日本は違います。言葉が違
うということは文化が違うということであり、言葉＝文化が違
えばバトルのひとつやふたつぐらい起こって当然のこと。関西
が長きに渡って保持してきた独自文化の中には、関西弁のア
クセントがあります。アクセントは理由なしに滅多なことでは
変わらないので、古くからの形がよく保存されているとみて
いいです。文献で京都のアクセントが確認できるのは平安時
代末期以降ですが、これが弥生人の言葉に由来していること
はほぼ間違いありません。そして弥生人が渡来系であるから
には、アクセントもまた、海を越えて外部から日本に持ち込ま
れたものとみるべきなのです。
　日本語のアクセントは今も地域ごとに実に多様。しかし、め
ちゃくちゃでいいかげんに多様なのではなくて、実に規則正
しく、秩序を持って、多様なのです。関西弁のアクセントは日本
語の中で最も複雑、そしてその対極には、無アクセントという
ものがあります。日本各地のアクセントは、この両極の間に、
あたかも虹の色のように、少しずつ異なった形でグラデー
ションを成して存在しています。京阪式アクセントを基に、より
単純な東京式アクセントなどができたその中間の形だとして
注目されたのが北陸で、垂井式アクセント、加賀式アクセン
ト、富山式アクセントなどがあり、金田一春彦博士が特に注目
したのが、アクセントの山が東京式のように１拍ずつ後ろに
ずれている能登のアクセントです。無アクセントは、かつては
アクセントが消滅したために生じたと考えられていたのです
が、連続性のない遠隔地や山奥や離島でアクセントが自然に
消滅するというのは理由の説明が困難。逆に、京都文化の伝
播から取り残されたような地域に古来の縄文人のアクセント
が残ったのだと考えるほうが妥当です。今でこそアニメの癒

し系キャラなどに使われる無アクセント、かつては最も「な
まっている」と揶揄されたのですが、どうしてどうして、最もな
まっていないのが無アクセントです。弥生語の影響を全く受
けず、もとの縄文語アクセントのままなのですから。
　中国語も声調の数に、グラデーションを成す多様性があり
ます。広東語や福建語など南の言葉には声調が多く、北に向
かうほど少なくなっていくのです。中国語も元々は声調がな
かったと推測できるので、日本にアクセントをもたらした弥生
人の祖先たち（おそらく華南あたりにいた声調言語の話し
手）は同様に中国語にも声調をもたらしたと考えられます。青
森や鹿児島には、「遠隔地」とはいえ、京都文化の勢いが絶頂
だった平安時代の頃の京言葉が伝わっています。青森と鹿児
島は「わさび」のアクセントが同じで、○○●。これは室町期に
京都でわさびが●○○と語頭隆起を起こす以前の、平安期の
古い京都型○○●が東西双方に伝わって残ったものではな
いでしょうか。関東のわさびは本来、室町の京都型●○○を
旧縄文人が１拍後ろにずらして受け入れたタイプの○●○
だったのですが、江戸のど真ん中に頭高型の京言葉が直輸
入されて●○○となった、という話は以前に書いた通り。も
し、わさびの●○○vs.○●○バトルが起こったとしたら東京
は、今度は弥生（関西）陣営の側にまわるのでしょうね。

 大沢さとし
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樣 
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言

方
言
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記 Vol. 95＜縄文と弥生＞

縄文 弥生
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団員募集
香港日本人倶楽部合唱団で一緒に歌
いませんか（ただいま男声ベース急募
中）。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。

（練習場所のご連絡いたします）
連絡先:hkjc_choir@yahoo.co.jp（加藤）、
公式サイト:www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港ソフィア会
上智大学、上智大学短期大学部、上智
社会福祉専門学校、聖母看護学校にゆ
かりのある方はお気軽にご連絡くださ
い。深セン、広州など広東省在住の方や
出張などで香港お立ち寄りの方も大歓
迎です。
連絡先：sophiakaihk@yahoo.co.jp
 　　　（松島・福島）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バンドメンバー募集
香港各地でライブ活動をしております
HINABEYAという60’s～80’ｓのR&Bや
ソウル（MOTOWNからDISCO系まで）
を演奏しているバンドです。現在新た
に即戦力ボーカルとドラマーを募集し
ております。土曜日夜のライブが可能な
方、お待ちしております。まずはご連絡
くださいませ。
連絡先：梅津 さとし
携帯：9681-7299
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県人会メンバー募集

三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので
参加したい方はお気軽ご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
mieken.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フルタイムスタッフ急募！
ホリスティック＆オーラルデンタルケア
センターではフルタイムの日本人スタッ
フを募集します。週５日勤務午前9時～
午後6時まで。英語堪能な方。
連絡先：31007068 Ms. Vivian Tse
Email: vivian.tse@drgordonchiu.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ラウンジバーキャスト　募集

コーズウェイベイ駅から5分の17年続く日
本人ラウンジバーBROS LOUNGE@ 
Causeway Bayでは日本人・日本語が話せ
る香港人キャスト・スタッフ・バーテン
ダーを募集しております。時給は、キャス
トは$110～各種手当あり。曜日、勤務時間
は、応相談。まずは、メールくださいね。
メール：bros.hongkong16@gmail.com　

担当：加藤
ご連絡お待ちしております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バーで働けるパートタイム募集！

尖沙咀駅N1出口から徒歩1分の日系バー
で働ける。パートタイムスタッフを募集し
ています。お酒への興味があり、おしゃべり
好きで、明るく楽しく働ける方、大歓迎！ご
興味のある方は、先ずご連絡ください。夕
方～深夜勤務ですが、条件など相談可能。
メール：hideomorikawa@gmail.com
　　　 （森川まで）
電話：(852) 6989-0074
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パートタイムの日本語講師募集

1年以上の講師経験者
日本人であること
日本語講師資格取得者 広東語か英語が
流暢に話せる
子供と大人に教えたことがある経験者
教務へのトレーニングはありますので、
ご興味ありましたらエリース　チェンま
でご連絡ください。
Email: elise@geosasia.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、香港人で日本語を話
せる営業スタッフを募集しています。勤
務地は西湾河、明るく誠実な方のご応
募をお待ちしております。
電話：2566 0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：www.san-pou.co.jp/hk
MOTEGI 又は TONG まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートタイマー募集中！
GEOSランゲージセンターでは、パートタ
イムスタッフを募集しています。語学が
好きな方、ぜひ下記まで履歴書をお送り
ください。ベビーシッターも募集中です。
子供が好きな方、体力に自信のある方、
下記まで履歴書をお送りください。
メール：geoshk@geosasia.com
電話：2362-9991（日本語でOKです。）
ご連絡お待ちしております！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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:(852)2375-1342  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 HKD60
★ 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：(852)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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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。）

ゼロからスタート 第68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: 9:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

　　現代的建築に華やかな都市生活、どちらも観光客が真っ先に思い浮かべる香港の印象で

しょう。しかし市街地から離れると全く違う風景に出会うことができます。それが離島「離島

lei４　dou２」です。離島は香港島、九龍半島、新界に続く4番目の地域で、香港南区域、西

南区域に20個以上の島があります。以下、有名な島をご紹介します。

　　大嶼山daai6　yü5　saan1：ランタオ島。香港最大の島。香港国際空港がこの地へ移り

発展。現代化と伝統が共存している。

　　南丫島naam４　a1　dou2：ラマ島。90年代に発電所が建設され、多くの外国人がこの

島に定住したため、西洋と中国の文化が交差している。伝統的な香港漁村の文化と情緒溢

れる西洋の街並みが感じられる。

　　長洲chöng４　zhau1：長州島。離島の中でも一番人口の多い島で、観光名所がたく

さんある。様々な本土の特色と伝統文化で溢れている。フェリー乗り場一帯は海鮮レストラン

や各種スナック屋が立ち並び、休日にはそれを目的とした多くの市民が訪れる。

　　坪洲ping４　zhau1：坪洲島。1平方kmほどの小さい島。20世紀初頭は工業が盛んだっ

たが、今ではその建物を残すのみとなっている。昔懐かしい面影を残すのんびりとした島。

　　蒲台島pou４　toi４　dou2：蒲台島。「香港南極höng1　gong2　naam４　gik6（香港

の南極）」とも呼ばれ、香港島最南端に位置する。長期にわたり波に侵食された複雑な海岸

線の地形と奇岩が探検愛好家を惹きつけている。

　　東龍島dung1　lung４　dou2：東龍島。またの名を東龍洲ともいい、新界西貢区の最南

端にある。古くは軍事用に使用されたこともある。古代の石刻と砲台のほか、ロッククライミン

グやキャンプがある。

　　各離島へ行くには、セントラルのフェリーターミナル「中環碼頭zhung1　waan４　ma5 

tau４」からフェリーが出ています。乗り場には明確な案内がでているので一目瞭然です。

　　すでに設備が整っている離島があるなか、自然景観を損なわないよう雑貨店「雜貨舖

zhaap6　fo3　pou2」や日用品店「士多si6　do1」、簡易トイレ等最低限の設備しかない離

島も一部あります。便数が少なかったり或いは週末のみの運行といった場合もあるので、出

発前に確認しましょう。

　　是非次の休みにでも島へ出かけて、香港の伝統と自然を感じてみてはいかがでしょうか。

会話練習

唔好意思，請問去長洲係第幾號碼頭呀？

M4 hou2 yi3 si3, ching2 man6 höü3 chöng4 zhau1 hai6 dai6 gei2 hou6 ma5 tau4 a3?

すみません、長州へ行くには何番乗り場から乗りますか？

你去五號碼頭就得嫁喇。

Nei5 höü3 ng5 hou6 ma5 tau4 zhau6 dak1 ga3 la3.

5番乗り場ですよ。

唔該晒。

M4 goi1 saai3.

どうもありがとう。

到咗五號碼頭喇，睇下最快既船幾時上船先……咦，5分鐘之後就有船喇！

Dou3 zho2 ng5 hou6 ma5 tau4 la3, 
tai2 ha5 zhöü3 faai3 ge3 sün4 gei2 si4 söng5 sün4 sin1……
Yi2, ng5 fan1 zhung1 zhi1 hau6 zhau6 yau5 sün4 la3!

5番乗り場に着いたよ。一番早く船に乗れるのは…、ああ、5分後に船があるね。

咁我地快啲入閘啦！

Gam2 ngo5 dei6 faai3 di1 yap6 zhaap6 la1.

じゃあ早く入ろうよ。

田中

Tin4 zhung1

田中

Tin4 zhung1

田中

Tin4 zhung1

路人

Lou6 yan4

通行人

朋友

Pang4 yau5

友人

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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　「Esmée Bo」、このブランドは創業者か
ら4代に渡って受け継がれ、今や世界中
から愛されるジュエリーブランドだ。

　代表的な「コクーンコレクション」。日本語で繭（まゆ）を意味するその名は、人生の中
で絶えず成長を遂げていく様を表している。重要なメッセージをジュエリーに込めなが
ら、ブレスレットやネックレス、イヤリングや指輪などを世の女性たちに届けているの
だ。それは一度手にしたら生涯を通して人生を彩るジュエリーとなるだろう。
　そしてオンラインショップ設立を記念して発売されたのが「ジャーディンコレク
ション」と「シンフォニーコレクション」だ。マグノリアの神聖な美に発想を得て作った
ジャーディンコレクションには主に自然をテーマとしたジュエリーが並ぶ。赤い宝石が
真ん中で光るマグノリアの花のネックレスやイ
ヤリングは思わず一目惚れしてしまいそう。個
性的なシンフォニーコレクションは、様々な楽
器の音色が合わさることで美しい音楽が奏でら
れるオーケストラのように、人間も同様に様々
な個性が集まったときに大きな力を生む。だか
らこそ、自分自身を大切にしてほしいという思
いが込められているのだ。アルファベットモ
チーフや誕生石を使ったチャームはあなたの
個性をより輝かせてくれるはず。
　ジュエリーは女性の人生にとって重要なアイ
テムだ。「Esmée Bo」のジュエリーで、毎日一生
懸命頑張る自分にご褒美を贈ろう。

［ Esmée Bo ］ 

美の高みを目指し続ける世の女性たちに贈りたい
人生を彩るジュエリーコレクション
美の高みを目指し続ける世の女性たちに贈りたい
人生を彩るジュエリーコレクション

Esmée Bo
ウェブ: http://esmeebo.com
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事業内容について教えてください。
　「ジュエリーのリフォーム」、「金・プラチナ・
銀の買い取り」を中心に、「海外ブランドの
時計の修理」も承っております。ジュエリー
は、仕上げ直しするだけで生きてくるデザ
インもあります。早い場合だと2週間、通常
は1ヶ月ほどでリフォームすることができます
ので、お気軽にご相談ください。不要な
ジュエリーは精錬所で溶
かし純金にして買い取る
ことも可能です。香港は、
消費税も関税もかからな
いので、香港在住者はもち
ろんのこと、日本からの旅行
者にも是非弊社のサービス
を利用していただきたいと
思っています。

シルバーの買い取りは日本ではあまり見かけませんが。
　「金・プラチナ買い取り」という看板はよく見かけますが、「シルバー」の買い取りを
しているところは少ないですね。ですが、貴金属のマーケットを見てみると、量的に
「銀」は「金」の約7倍の需給があります。さらに、宝飾用需給を年ベースで比較す
ると、「金：プラチナ：銀」は、おおよそ「28：1：85」。シルバージュエリーが沢山売られて
いることがわかります。国別でいうと、シルバーのシェア率はインド、中国が断トツに高
く、次いでタイ、アメリカ、イタリー、メキシコ、ロシアがあります。日本は世界中の国の
中で1％のシェアしかないのです。
　相場が金の約70分の1であるシルバーは、宝飾業界の人にとっては魅力が少ない
ビジネスかもしれませんが、弊社は地球の資源を大切にしたいという思いを強く持っ
ています。眠っている銀、使えなくなった銀を、再生・再利用したいと考えています。

現在のサービスを始められたきっかけは何ですか。
　2004年に起業した当時は、BtoBのマリッジリングの生産をしていました。業績は
順調で、香港の大手宝石チェーンに商品を納品したりもしていました。ところが、リー
マンショックで大打撃を受けてしまい……。それがきっかけとなり、もう一度ジュエ
リーを見直そうと思ったのです。自分がこれまで培ってきた技術を使おうと。業者で
なはなく、消費者向けにジュエリーのリフォームをしようと考えつきました。

ジュエリー業界一筋なのですね。
　はい。初めての就職先が商社の「宝飾部」でした。希望していた部署と違ったた
め最初は乗り気ではなかったのですが、実際に宝石を扱うにつれて段 と々魅力に
惹かれていき、それ以来この業界一筋です。香港へ最初に来たのは1975年。駐在
員として派遣されました。ところが、宝飾部門は自分だけだったので、昼間は店長
をやりながら、買い付け、販売、デザイン、職人との打ち合わせなどを全て一人
でこなしました。1982年に本社に戻ったあとは宝飾業界の他社に就職し、広
報マーケティング部で働きました。1985年に同会社の取締役に就任し11年
間勤め、その後一旦日本に戻りましたが、香港で会社を立ち上げ今に至り
ます。
　宝石は、お守りや厄除けとして紀元前から人々が接してきたものです。遥
か昔から今に至るまで親しまれているのは凄いことですよね。

読者に伝えたいことはありますか。
　今の時代は物で溢れた飽和の状態だと思います。これからは、既にあるものを生
かす時代だと思います。物を無駄にせず、今あるもので新しいものを作り上げる。そ
れこそが今の時代に求められていることではないでしょうか。

O's Creation Limited / Hoops Limited
住所：Unit 211, 2/F., Mirror Tower, 61 Mody Rd., TST
電話：(852)2367-3562
メール：sammatsuurahk@gmail.com

オパールの形を活かしたデザイン。
ゴージャスで、しかもエレガントなのが特徴。

O's Creation Limited / Hoops Limited 代表取締役
松浦 修氏
愛知県名古屋市出身。愛知県立大学卒。大沢商会
宝飾部、プラチナギルド代表取締役等を経て、
2004年に起業（O's Creation Ltd）。
『ジュエリーのことなら何でもご相談ください』

眠っているジュエリーに
もう一度息を吹き込む

女性なら一度は手にしたことがあるであろう「ジュエリー」。
使いはじめのうちは気に入っていたが流行に合わないデザインのため次第に身に付けなくなった、
昔付き合っていた人にプレゼントされたが処分できずとりあえず保管している、など
様 な々理由で「タンスのこやし」となって眠っているものはないだろうか。
O's Creation Limited /Hoops Limited代表取締役の松浦さんは、宝飾業界45年のプロフェッショナル。
主な事業としてジュエリーのリメイクを行う傍ら、最近では金銀プラチナの買い取り査定も始めた。
自ら立ち上げた今の会社に秘めた思いとは？ お話を伺った。

ピンクトルマリンを使ったリフォームジュエリー。
もともと絵を描くのが得意だったという松浦
さん。デッサンは独学で学んだという。これまで
に描いたデッサンは5000画以上。

Hoops Limited   Jewelry
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　尖沙咀(チムサーチョイ)といえば人気観光ス
ポットの1つ。多くのオフィスビルも立ち並び多
くの人で常に賑わっている。そんな尖沙咀の中
心地にあるショッピングビルiSquareはグルメ
スポットしとても話題を集めている。その
iSquareの28階に店を構える「Ambrosia Oyster 
Bar & Grill」はオープンして6年になる。白を基調
にしたエレガントで優雅な雰囲気の中で世界
各地から取り寄せた新鮮な生牡蠣をはじめ、ヨーロピアンスタイルのシーフード料理や
肉料理を提供している。270度のガラス張りの店内から眺める美しいビクトリアハー
バーと香港島パノラマビューは香港でもトップレベル。ディナー時はピアノの生演奏も
あり雰囲気も抜群。

　同店では常に旬の新鮮なオイスターを用意している。今なら夏に最も
旬のオーストラリア産がおすすめ。コッフィン・ベイ、スモーキー・ベイ、タ
ズマニアやシドニーロック、そしてアンガスティ・プレミアムなどから食べ

応えのある大振りのみを厳選して提供いる。その他、
ニュージーランド産のギガ・オイスターや大振りのあ
さりなども。

　更には、数多くのレストランで腕を磨いたテリー氏を新しくエグゼクティブシェフに迎
え、季節の新鮮な食材を使用した夏の新メニューを紹介する。まるで、キャンバスに絵を
描いたようにカラフルな食材を散りばめた料理は、見ても食べても感動を与えてくれ
る。彼は、食材の組み合わせと熟練の料理のテクニックを駆使して食材の新鮮さを保
ち、素材独自の味を引き出している。どれも繊細で上品な口当たりだ。例えば、北海道産
のホタテのカルパッチョは、帆立にキャビアの旨みをプラスすることで甘さを引き立て、
黒トリュフで香りをプラス、そして最後にわさびクリームソースでスパイスを効かせる。
色鮮やかな4色のトマトとモザレラチーズ、そしてバジルソースを和えた「Heirloom 
Tomatoes」は4種のトマトにまろやかなチーズ、バジルの豊かな香りが見事にマッチ。メ
インのヒラメの一種の魚Turboのフィレバターソテー「Tubot Fillet」はハーブのディルの
香りと海老の塩気、野菜の甘みが食欲をそそる。
　さあ、さっそく美しい景色と共に同店の夏のメニューを味わいにでかけよう。

Ambrosia Oyster Bar & GrillAmbrosia Oyster Bar & Grill

炭
火
焼
の
和
牛
ハ
ン
ガ
ー
ス
テ
ー
キ

意外と知られていない穴場レストラン
ビクトリアハーバーのパノラマビューが自慢
意外と知られていない穴場レストラン
ビクトリアハーバーのパノラマビューが自慢

Ambrosia Oyster Bar & Grill
住所：Shop 2802, 28/F., iSQUARE, 63 Nathan Rd., TST
電話：(852)2368 6901、（852）2368 6902
時間：ランチ 12:00～14:30、ディナー 18:00～22:30
ウェブ：www.ambrosia-oysterbar.com

Confit of Nordic Turbot Fillet

Heirloom Tomatoes

北海道産のホタテのカルパッチョ
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　毎年夏に始まるゴールデンクラブ（黄油蟹）シーズン。ミシュラン2つ星を獲得した
「Tin Lung Heen」では、今年も質の高いカニをふんだんに使ったコースメニューが登場
した。夏はゴールデンクラブの交配期。黄金色の卵を持ったこの時期のゴールデンクラ
ブは、秋の味覚「大閘蟹（上海蟹）」を凌ぐともいわれるほどに絶品だ。そんな旬のゴール
デンクラブをシェフが腕によりをかけて調理するのが全6品のこちらのコース。
　まずは「Simmered Golden Crab Meat Soup with Crab Roe」。弱火で3時間コトコトと
煮込んだ透き通ったこのスープはカニの身の贅沢な味に加えて、体に優しい生姜の風
味が漂う。「Steamed Seasonal Golden Crab」は美味しい部分だけを、ジューシーさが存

分に感じられるよう200グラ
ム以上も用いて作った一品。
その味わい深さと豊かな海

の幸の香りに、食べる者は天にも上るような気分を感じるかも。中華スープに良く使わ
れる葛根をクリーミーなカニの卵と合わせたのは「Wok-Fried Kudzu Root with Golden 
Crab Leg Meat」。葛根が持つ本来の甘さと歯ごたえの良い食感が
癖になりそうだ。四角く切ったボリューミーな豚のバラ肉にカニの
身と卵を丁寧にトッピングした「Braised Pork Belly with Golden 
Crab Meat and Crab Roe」は、まるでギフトボックスのよう。肉汁
溢れる豚肉と海の幸とのコラボレーションを楽しんで。また、新
鮮なアヒルの卵とグルテンをたくさん含んだ小麦粉で作った自
家製エッグヌードル「Braised Duck Egg Noodles with Golden 
Crab Meat and Crab Roe」は、もちもちの麺にカニの身と卵の
ソースがよく絡みたまらない美味しさ。

　このコースメニューは8月31日までランチタイム、
ディナータイム両方で提供している。一人HKD2,588
に追加HKD1,000で、食事と一緒にワインも楽しむ
ことができる。夏の旬料理を探しているならぜひ
「Tin Lung Heen」へ。黄金色のカニ、ゴールデンクラ
ブを思う存分味わおう！

Tin Lung HeenTin Lung Heen

今が旬のゴールデンクラブ
カニ好きなら絶対食べるべき、カニ尽くしのコースメニュー
今が旬のゴールデンクラブ
カニ好きなら絶対食べるべき、カニ尽くしのコースメニュー

Tin Lung Heen
住所：Level 102, International Commerce Ctr. 1 Austin Rd. West, Kowloon
電話：(852)2263-2270
期間：～8月31日
時間：ランチ       12:00～14:30（月曜～金曜）
　　　　　　　 11:30～15:00（土曜、日曜、祝日）
　　  ディナー　18:00～22:30
メール：restaurantreservation.hk@ritzcarlton.com
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　SOHOのランドマーク「PMQ」に程近い伊利近街（Elgin St.）にある「NOM～Not Only 
Meatballs～」。伝統的なイタリア料理を季節ごとの新鮮な高級食材を使い、現代風にア
レンジした料理が自慢のレストランだ。黒い革張りのソファーをはじめとするセンスの

よいインテリアや温かいスタッフのサー
ビスも好評で、週末には西洋人をはじ
め、多くの人で賑わう。同店で今、注目し

たいのは、仕事帰りに気軽に立ち寄りたくな
るようなサービスが充実している「平日の
夜」だ。まず毎週月曜日と水曜日～金曜日の

6時～8時30分の時間帯には「Spritz and Slider Nights」として、カクテル一杯とハンバー
ガーでHKD88という日本の「ちょい飲みセット」ばりにお得なメニューを用意。カクテル
は薬草系のリキュール「シャルトリューズ」をベースにソーヴィニヨン・ブランやプロセッ
コなど、ワインでおなじみのブドウの味わいが口いっぱいに広がる「Noccioleta (通常価
格HKD88)」や、ブラッドオレンジ・バニラ・黒胡椒の風味が生み出す絶妙なバランスがく
せになる同店のシグネチャーカクテル「NOM Spritz (通常価格HKD78)」など、フレッシュ
フルーツやハーブなどを使って創作された、熱い夏にゴクっといきたい爽やかな飲み口
が嬉しいオリジナルドリンクをラインナップ。ハンバーガーも通常メニューの中から好き
なものをチョイスすることができる。
　そして更に見逃せないのが火曜日の夜。現在、6時30分から9時までの間にドリンクを
一杯頼むとピザが食べ放題というサービス「free-flow pizza night」を実施しているが、
この度、これまでピザのみだった食べ放題メニューになんとミートボールやパスタも加
わるというなんとも太っ腹な内容にバージョンアップ！特にイタリアの家庭料理の一つ
として有名なミートボールは店名の一部にもなっており、それ目当てで同店を訪れる人
もいるというほどの人気メニュー。手軽に楽しめる今を逃す手はない。
　外に出れば常に太陽がギラギラ、そしてまだまだ続く香港の夏。頑張りすぎて疲れが

溜まる前に、たまには仕事を早めに切り上げて、お得に絶
品イタリアンとお酒を楽しむ「プチご褒美ナイト」を満喫し
てはいかが？

モダンイタリアンで平日の夜こそハッピーに！
暑さに負けない大満足のサービスメニュー
モダンイタリアンで平日の夜こそハッピーに！
暑さに負けない大満足のサービスメニュー

NOM～Not Only Meatballs～
住所：1-5 Elgin St., Central
電話：(852)2540-7988
時間：ランチ　　12:00～14:45（月曜～金曜）
　　  ディナー　18:00～24:30（月曜～日曜）
　　  ウィークエンドブランチ　 10:00 ～15:30 (土曜・日曜)

NOM～Not Only Meatballs～NOM～Not Only Meatballs～
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