
香港

香港

香港

ととなり、現在では趣味を仕事にして、デザ
イン業の傍らバックアップしてくれます。私だ
けでなく彼にとってもターニングポイントだっ
たなと思っています。

女性が働く上での香港と日本の環境の違いに
ついてはいかがでしょうか？
　全く違いますね。やはり社長業を務める中
でヘルパーさんの存在は必要不可欠です。夜
の会合など外に出ること多いですし、アジア展
開されている企業の社長方とビジネスの話に
繋がることもあります。その場でしか話せない
貴重なお話を聞くことで、実際の上司ではな
いですが、人生の先輩方として勝手に学ばせ
てもらっています。それを可能にしてくれるのは「ヘルパー」という制度が一般
的に浸透している香港だからこそと感じています。
　日本にいた頃、大企業の第一線で働いていた女性が弊社に面接に来たこと
がありました。話を聞くと、子育てしながら徒歩で通える会社がココしかなく、
今までお腹空かせた子供を一人で夜遅くまで待せている現状だったそうで
す。もし彼女が香港にいたら、独身時代と変わらず働けるのにもったいないで
すよね。

今後の事業展開についてお聞かせください。
　今までは「洋服のお直し屋さん」って古臭いイメージがありましたが、それ
を刷新するカフェのようなスタイリッシュなコンセプトで展開したいと考えて
います。つい先日なんですが、25年間ほど取引している某有名ブランドがフ
ランスの服飾ブランドの全体会議で、アフターケアをアピールする目的で弊
社を紹介したいという依頼があり、プロフェッショナルで革新的なイメージの
プロモーションビデオを作成したところ大変好評でした。また、さらにタイでも
縫製修理業を広めたいと考えています。香港で育てられなかった技術者をタ
イで育てたい、ゆくゆくは香港で受けた仕事をバンコクでやっていきたいと考
えてます。本当は香港で服飾全般のサービスも行うつもりでしたが、賃料が高
く難しく断念しました。次は、さらなる新たなサービスを提供していく第一歩と
してタイで基盤を作り、軌道に乗せてアジア全体に広めていく構想です。

多忙な中でどのようにリフレッシュされていますか？
　休日は子供や友達家族とバーべーキューをしたり、みんなでキャンプに
行ったりと楽しんでいます。あとはクラフトを作って息抜きをしていますね。去
年の10月に娘の誕生日会があり、お友達にあげるプレゼントの包装を、もっと
おしゃれにしたいと思ったことがきっかけでした。
　素材をインターネットで購入して、タグを作ったりラッピングするなど、時に
は娘と一緒に作って本当に没頭できる趣味になってます。クリスマスカードを
作成し、取引先にお渡しして喜ばれたこともありましたね。私にとって「人を笑
顔にすること」が仕事への活力となっています。

ニット青木さんの事業内容についてお聞かせください。
　弊社は27年前、母が40歳の時にニット専門縫製修理店として起業したもの
です。創業当時は従業員10名ほどの小さな有限会社でしたが、現在では東京
に本社を構えて、関西支店やグループ会社も2社運営しています。そこまで大
きいマーケットではないですが、高級ニットのリフォーム、リメイクやスーツの
かけはぎなど家庭ではなかなか直せない服に特化しており、インポートブ
ランドのブティックを中心として個人の方からも受注を頂いています。直しの
行程は、創業当初から変わらず分業型で、一つのセーターが出来上がるまで
に「糸をほどく」「繋げる」「ミシンをかける」など5セクション程に分かれていま
す。経験20年以上のベテランを中心にスタッフを指導しており、担当制ですの
で効率も良く１日80枚ほど仕上げることが可能です。

では、日本でどのように業務に携わられていたのですか？
　私は大学卒業後にアルバイトから入社し、営業部署に配属でしたが、2002
年の27歳の時に突然社長である母がアメリカに一年間留学することとなり、
その後のすべての業務を任されました。母は「トップ不在教育」と申しておりま
したが（笑）。それからは基本的に営業回りの後、補修の仕事をするなど、全て

の業務を実地で覚えました。他の業界で働いたことが無い私
にとってはマネージメントやクレーム対応など、お手本とすべ
き上司がいないことで非常に苦労しましたね。教わるべきこ
とを本を読んで学んだり、周りからアドバイスをもらうなどし
て、なんとか成し遂げました。
　2006年に31歳で出産のため現場を離れましたが、それま
では外注だった総務・経理を任せられることとなりました。も
ちろん未経験でしたので、育児をしつつ業務をこなしながら
ノウハウを頭に叩き込むという独学に励んだ時期でした。
そして、3年前の2013年にニット青木香港のダイレクターに
就任し、事業展開を行いながら、本社も含めたグループ全体
の総務・経理も担当しています。

なぜ香港だったのでしょう？
　日本本社の社長である母が、香港の服飾ブランドが非常に
売れ行きがいいという話を聞き、弊社にも需要があるかもし

れないと、香港進出を決めたのです。海外で洋服を直すとなるとリスクありま
すし、不安と感じている方は少なくないと思います。他の日系の縫製修理業
者は海外進出が難しいという現状の中で、弊社はニット専門として立ち位置
を確立し、香港で受注して日本で修理を行っています。当初このシステムは
「リスクが大きい」と予想していましたが、取引先から高い技術力を認めて頂
いた事と、さらに近年ではアジアの物流事情の向上も弊社にとっては好都合
でしたね。

丑久保さんは元々、海外に興味お持ちだったそうですね。
　きっかけは学生時代に遡りますが、当時通っていた塾の英語講師の楽しく
学べる指導方法のおかげで、成績が上がったことと、周囲に海外にホームス
テイする友達が多かったことで、自然と海外に興味を持つようになりました。
海外の大学に進学することも考えましたが両親に大反対され、それでもロ
サンゼルスに交換留学でホームステイしたり、友達が住むニューヨークに数ヶ
月滞在するなど、ずっと海外生活に対する興味は尽きませんでした。

様々な困難を経験されている中で、ターニングポイントは？
　3年前の香港進出の時ですね。海外志向ではありましたが、アジアにあまり
関心はなく、香港は一度も訪れたことがありませんでした。しかし、子供たちも
小学校入学前で、グローバルな環境で育てたいという気持ちもあって、家族で
移り住むいいタイミングでした。それに、私自身がこれまで会社の事業のセク
ションを全て経験し熟知もしていたので、海外でも対処できる自信がありまし
たし、不安は感じませんでした。今振り返ると、この香港での3年間が濃密で一
番成長できたと実感しています。
　家庭もあるし、会社全体にも目を配らせないとならない。以前に比べると本
当に視野が広がったと感じます。また、さらに日本の企業の在り方を客観的に
見ることができ、日本にいると見えない事業においての強みや弱みを本社に
フィードバックし続けています。

そんなハードワークをご主人がサポートしてくださっているそうですね。
　はい。主人は以前、人材派遣会社に長年勤務しており、役職にも就いてい
たんですが、前々からデザイン関係の趣味を持っており、私はその素質がある
のに勿体ないと感じていたんです。そして香港移住を機に前職を退社するこ

ニット青木香港株式会社
住所：Unit 605, 6/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong
電話：(852)3153-1480
ウェブ：www.knit-aoki-hk.com

丑久保 洋仁（うしくぼ ひろみ）さん
大学卒業後、ニット青木株式会社に入社。営業を中心に全部署の業務を行
う。3年前に香港進出しニット青木香港株式会社ダイレクターに就任。現在
の取引先は有名ブティック店など55店舗ほど。2児の母で、10歳の謙心くん、
8歳のねねちゃん。大事にしている言葉は“意志あるところに道は開ける”。
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　ポケモンGOには、引きこもり
を屋外に出すのに貢献した、と
いう評価があります。「引きこも
り」は香港で「隠蔽青年」と表さ
れますが、「おたく」と同義に思
われることが多いです。「おた
く」は「宅男」。まさに、家の中に
引きこもっている男、と受け取ら
れるのです。
　香港は、アニメ、漫画など日

本のサブカルチャーとの付き合いが世界で最も長い地域で
すが、「おたく」という概念が一般に広く知られるようになった
のは意外と遅くて、まだ10年ちょっと前のことです。きっかけ
は『電車男』。「宅男」の「男」も、電車男以降にはやった「～男」
という表現から来ているはずです。女性用には「宅女」があり
ます。「宅」はまた、動詞としても使われ、「宅得好犀利」と言っ
たら「ものすごくオタクってる」ということ。いずれにしても「引
きこもる」という意味は必ず付いてまわり、おたく＝引きこも
り、というイメージの一体化はもはや変えようのないものの
ように思われます。『妖怪ウォッチ』の妖怪キャラ、ヒキコウモ
リ（引きこもりのコウモリ）の訳名は「宅男蝙蝠」。
　「おたく」はかつて香港で「御宅族」と紹介されました。日本
でも80年代の頃は「お宅族」と言われていましたから。斜陽
族、太陽族、フーテン族、みゆき族、アンノン族、竹の子族、な
どに続く族群の一種だったのです。日本では、お宅族の出現
はパソコンの普及よりずっと早かったので、昔のおたくは決し
て引きこもってはいませんでした。情報収集のため積極的に
外出して、むしろ、社交的だったともいえるのではないでしょ
うか。その「社交性」が、「おたく」というこの言葉の中に含有さ
れています。

　「お宅族」の語源は、同人誌の見本市などで交流するアニメ
ファンの若者たちがお互いを「お宅」と呼び合っていたことに
由来する、ということは多くの日本人が知っています。当時、団
地の主婦が井戸端会議で使っていたような「お宅」という2人
称の敬称をアニメマニアが使いだしたのが特徴的だったの
で、雑誌の編集者たちが「お宅族」と名付けたのです。この「お
宅」「お宅様」という呼称は、もとは「お早うございます」「ごき
げんよう」などと同じく、上品な言葉の手本とされていた「山
の手言葉」に由来します。2人称代名詞が事実上存在しない日
本語では、相手を指し示す言葉はほとんど丁寧な婉曲表現か
ら生まれていて、歴史的には丁寧語であったものが使ってい
るうちにいずれ下卑な言葉に凋落する、という宿命を負って
います。「あなた」は、相手のいる「方向」を指しています。「お
前」は、相手のいる場所の「前」を指しています。「お宅」は、相
手の「家」を指しています。相手のことを直接には指さず、相手
の「周囲」などを指して、2人称の呼称としてきたのです。香港
の人たちに今さら「御宅」とは「you」の意味だ、などと言った
ところで容易には受け入れてもらえないでしょうけどね。誤解
や連想などによって実際とは異なる解釈が言葉に与えられる
ことを言語学の用語では語源俗解、または民間語源といって
います。パソコンの普及後にオタクが家に引きこもりがちに
なったことと、2人称の呼称の「おたく」に「家」の意味があった
ことは偶然の一致。引きこもりは必ずしもオタクとは限りま
せん。
　日本語は、漢字で書かれる言葉であれば、いくらでも香港
に入ってきます。かつての勢いこそなくなったものの、今で
も、放題、無添加、玉子、秋刀魚、居酒屋、素人、素顔、無差別、
進撃、などがこのまま入ってきています。「祭」は死者を弔うと
いう意味だから中華圏では使うな、などと書いたものがあり
ますが、どうしてどうして、香港では、文化祭、學園祭、一年祭

（1周年記念）などがこのまま使われています。しかし、漢字で
書かない言葉となると、香港への関門通過がかなり難しくな
ります。「放題」は、これだけでは日本語として意味をなさず、
必ず「食べ放題」「飲み放題」「やりたい放題」のように使うの
ですが、香港で使われているのは後半部の「放題」だけ。「お
でん」は、「御田」と無理やり訳している辞書もあるのですが結
局定着せず、「關東煮」になっています。「お（御）～」は特に定
着しにくい傾向にあって、「御宅族」も「御」が捨てられて「宅
男」になったのです。カタカナ言葉もしかり。日本であれだけ
はやった「アラサー」「アラフォー」の風が香港では吹きま
せん。香港には「80後」「90後」という表現がありますが、これ
は一生不変の世代区分。「アラ」年齢では、アラサー（アラウン
ド・サーティー）は次にアラフォー（アラウンド・フォーティー）
になり、次にアラフィフ（アラウンド・フィフティー）になって、
アラカン（アラウンド還暦）になる、という変化があります。
　沢（澤）という漢字は広東語で「宅」と同じ発音なので、わた
くしの苗字「大沢」はよく入力ミスなどで「大宅」と打ち出され
て笑われることがあります。わたくしは、オタクではありま
せん。オタク系ネタをさんざん使っておいて何を今さら、と言
われるかもしれませんが。
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◆「授業は原則英語で」“おおむね実践できている”は
中高とも2割に満たない結果に。特に高校では「あ
まり言語活動を行っていない」との回答が4割以上。

　文部科学省による中高の英語の授業運営における
「授業は原則英語で行う」という基本方針（高校では
導入済、中学では2020年より導入予定）について、現
状どの程度実践できているのかを尋ねたところ、高校
では「あまり言語活動を行っていない」との回答が4
割を超え、「おおむね言語活動を行っている」との回
答は13％に留まる結果となった。一方、中学では「お
おむね言語活動を行っている」が17％と、先行して導
入された高校を追い抜く形に。
　また、この方針が「生徒にとって必要」と考えている
先生は、中高とも77%に上った。

◆高校は「スピーキング指導」、中学は「英語で文法を
教える」が、最も「サポートが必要」な項目に。教科書
にもっと盛り込んで欲しいと思うスキルは、“アクティ
ブラーニング”の要素が顕著。

　現在の授業、教授法について、サポートが必要で
あると感じていることや困難に思っていることにつ
いて尋ねたところ、高校では「スピーキング指導」、中
学では「文法を英語で説明する」がそれぞれトップと
なった。また、現在の中学・高校の英語教育で、教科
書にもっと盛り込んで欲しいと思うスキルについて
は、高校では昨年同様「プレゼンテーション」がトッ
プとなり、中学では、昨年4位だった「ディスカッ
ション」が1位、「プレゼンテーション」が2位で続くな
ど、“アクティブラーニング”の要素が上位に上げられ
る結果となった。

◆大学受験・英語科目への外部試験導入、中学は8割
以上、高校も約3/4が賛成。導入にふさわしい試験
は中高とも「英検」がトップに。

　大学入試での英語科目の外部試験導入について、
どのように考えているのかを尋ねたところ、導入に賛
成する意見が、高校で7割、中学でも8割を超える結果
となり、中高ともに昨年よりも賛成票が伸びる結果と
なった。具体的な外部試験を挙げてもらうと、中高と
も英検がトップであった。
　特に高校においては、昨年の調査でトップだった
TOEFLは4位と振るわず、一方で、昨年最下位だった
TOEICが2位と順位を上げる結果に。

◆自身の英語スキルアップのために1日1時間以上確
保できている先生が、中学では1割以下。週単位で
も、中学の約4割が週1時間未満という結果に。

　先生自身の英語力アップのための取り組みについ
て、どれぐらい日常的に時間を割けているのかを尋ね
たところ、高校では、約4分の1が1日1時間以上確保で
きている一方、中学では、1日1時間以上確保できてい
るという回答が1割にも満たない結果となった。週単
位でみると、高校で2割、中学で約4割が週1時間未満
（全く取れない含む）となり、中高とも昨年より厳しい
結果だった。

　ここ香港をはじめ、世界の多くの国では難なく母国
語以外の言語を身につけ、使いこなす人たちがいる。
日本も国際化社会と言われて早数十年。他国と国境
線を交えない島国という環境のせいもあるが、そろそ
ろ『日本人の英語力アップ』を「永遠」ではないテーマ
にするときではないだろうか。

【調査概要】
調査方法：インターネット調査　
調査対象：中学・高校の英語教師※
調査人数：363人（中学：162人、高校：201人）　　　　

まだまだ高い「英語のみを使った授業」のハードル
“概ね実践できている”学校は中高とも2割に満たない結果に

英会話教室を運営する株式会社イーオンは、中学・高校で英語を教えている現役教師363人を対象に、
「中高における英語教育実態調査2016」を実施した。〜
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「医食同源」を勉強する会
「医食同源」に興味を持ちの方。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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。）
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　「House of V」がスタートしたのは2014年。ファッションに個性を求める若者たちに、
シンプルなミニマリストスタイルを提供することで徐々に人気を集めてきた。無駄のな
いシルエットを生み出しつつ、多くのこだわりが詰まったスタイリッシュかつ自然体に
見せてくれる服が特徴的だ。シンボルの「V」という文字が表すのは、深みのあるシンプ
ルなラインと同ブランドのデザインコンセプト「幾何学模様」。世界中の誰が見てもわ
かるビジュアルランゲージをコンセプトに用いて、ユニバーサルな人気を誇るブランド
を目指している。
　この秋、同ブランドから発売される2016年秋冬コレクションは、「House of V」らしさ

を前面に出したクールなものに。AラインやHラインのシル
エットは着心地の良さと見栄えの良さを兼ね備えた優れ
たデザイン。どんな服と合わせてもぴったりマッチするの
で、肌寒い日に上からコートを羽織っても安心。カラーも秋

冬に合わせた落ち着いたものがメイン。オリーブグリーンやアーミーブルー、カーキ色
などのアーミーカラーを取り入れて、誰にも媚びないクールな女性らしさを演出しよ
う。生地は頑丈なものと柔らかいものをミックスして作り上げているため、ソフトな肌触
りと長く使える丈夫さを同時に実現している。「Teal Blue Round Neck Collar Long Sleeves 
Dress」は右肩にVのパッチワークが充てられた、すっきりとしたデザインのワンピース。
1枚でも十分お洒落なこのワンピースは秋の散歩にうってつけかも。ウールが暖かみ
を出している「Wool Boucle Long Sleeves Double Breast Coat」は、秋から冬にかけての
少し冷える日にサッと羽織れる優秀アイテム。コートを買うなら「Camel Sleeveless Coat 
with Contrast Fabric Epaulette」もチェックしておきたいところ。ロングコートなので、
ファッションに気を遣いつつしっかり冷えをカバーできるのが嬉しい。そしてトップス
とボトムスのセットで購入したくなるのが「V-neck Blue Top with Pleated Front」と
「Unwashed Denim Flare Skirt」の二つ。合わせてワンピースのように着ても、別のトッ
プスやボトムスと合わせても使えて、あなたのファッションの幅を広げてくれるはず。落
ち着いたカラーと一緒にあなたをパッと華やかな印象にしてくれるのは「V-neck 
White Top with Pleased Front」。真っ白なこのトップスは女性らしさとVネックから生ま
れるかっこよさを兼ね備えているのがポイントだ。
　流行には流されないけどファッションにはこだわりがある、という自立した女性に似
合う「House of V」の秋冬コレクション。今年は大人の魅力あふれるクールな女性を目
指そう。

［ House of V ］ 

早くも2016年秋冬コレクション到着
クールなスタイルで大人の魅力を身に着けよう
早くも2016年秋冬コレクション到着
クールなスタイルで大人の魅力を身に着けよう

House of V
住所：No. 6, Moon St., Wan Chai
電話：(852)3460-5947
ウェブ：www.house-of-v.com
フェイスブック：houseofvbrand
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◆睡眠満足度が15％も違う・・・。夏バテ
を実感している人は約7割が“睡眠”に
悩みを抱えている

　まず全体の「睡眠」の満足度を調査し
たところ、64.1％の人が睡眠に対して「不
満」があると回答しており、「とても満足」
と回答した人はわずか3.2％という結果と
なった。また、「夏バテ実感の有無」と「睡眠満足度」の関係性の調査を実施
したところ、夏バテを実感する人の72.2%は睡眠に対し「不満」があると回
答し、夏バテを実感しない人の57.4％の「不満」に対して、約15％高いこと
が判明。睡眠の満足度を高めることで夏バテの解消にもつながる可能性が
あることがわかった。

◆寝具の満足度も夏バテと関係性が高いことが判明。約5割が寝具に不満!!

　次に睡眠に関わる「寝具の満足度」と「夏バテ実感の有無」の関係性に
ついて調査を実施した。結果「睡眠満足度」と同様に、夏バテを実感して
いる人の49.7％の人が「寝具」に対して「不満」があると回答しており、前
項同様夏バテを実感しないと回答した34.5％の「不満」に対して約15％
高いことが判明。
　この結果により、夏バテを実感するか否かは「睡眠」の満足度だけでな
く、「寝具」の満足度も大きく関わってくることがわかった。

◆夏バテと寝具の関係性の意識は、意外にもとても低いことが判明
　しかし、夏バテの症状としてよくみられる「睡眠の悩
み」について調査を実施したところ、起こりうる理由とし
て選択されたのは、「精神的な疲れ、ストレス」34.6％が
最も高く、次いで、「睡眠時間の不足」30.8％、「眠りが浅
い」25.9％という結果であった。
　夏バテの実感と関係性が高いと考えられる「寝具」
（マットレス・枕・他）が原因と答えたのはわずか15.3％
と、「眠る前テレビ、スマホ・PCをする」が原因と答えた
18.6%よりも低い結果に。
　この調査より、「寝具」が夏バテの原因の一つであると
考えている人がとても少ないということも判明した。

◆夏バテ睡眠不足は日々のパフォーマンス低下を招く要因に!!
　夏バテを実感している人と、そうでない人の「睡眠」に対する悩みや不満の
度合いについて調査したところ、やはり夏バテを実感している人は、実感して
いない人よりも「疲れが取れない」との答えで約22％もの差があり、また他に
おいても10％以上の差がでる項目が多かった。「寝付けない」ことにより、「目
覚めが悪く」なり、「昼間に眠くなる」という悪循環を起こしているようだ。
　また、「良い睡眠習慣から期待できることは？ 」との質問では、「疲れが取
れる」が67.8%と最も高い結果に。次に「元気になる」48.0％、「日常を快適
に過ごす」が38.7％となったが、その次選択されたのは「頭の回転がよくな
る」30.9％、「日々のパフォーマンスが上がる」30.7％と、普段の生活の質の
向上につながる回答が得られ、「良い睡眠」をとることは、普段の生活にお
いて重要なものであるということを再確認する結果となった。

～睡眠に関する意識調査～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

【調査概要】
調査方法：インターネット調査
調査期間：2016年7月9日～12日
調査対象：20歳～59歳日本全国男女
回収サンプル数：各995サンプル　　
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総合インテリア販売の株式会社大塚家具は、今年夏、20歳～59歳の男女995人に対し、
「睡眠に関する意識調査」をインターネットを通じて実施した。

とても満足している　　やや満足している　　やや不満である
とても不満である　　わからない

【夏バテを実感の有無x「寝具」への満足度は？】
（n=995 各単ー回答）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

夏バテを実感する

夏バテを実感しない

3.1 42.7 38.7 11.0 4.5

7.3 51.1 29.8 4.77.1
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　平日、休日問わず、朝から晩まで常に人でごったがえす香港一の繁華街、尖沙咀（チム
サーチョイ）。観光スポット目当ての旅行者も数多くみかける同エリアには、あちこちで
ショッピングモールが軒を連ね、飲食店も、地元の人と観光客、どちらの胃袋も満足させ
る多くの名店が並ぶ。ここ「Assaggio」もそんなお店の一つで、イタリアから輸入したハ

ムやチーズなどの前菜の他、魚料理・肉料
理・パスタ・ピザと、幅広い本格イタリア料
理を楽しむことができるレストランだ。

　そんな同店から、この夏の新メニューが登場。彩り
豊かな見た目にも楽しい、こだわりの食材を使った
メニューをここで一挙に紹介しよう！

■Roasted Pumpkin, Pine Nut & Honey Bruschetta（HKD46）
　イタリア料理の前菜として欠かせないブルスケッタ。ローストしたかぼちゃとハチミツ
のやさしい甘さが独特な味のアクセントに。松の実の香ばしい風味と、食感も加わって、
お酒のおつまみにぴったり！

■Shrimp, Bacon, Pearl Barley & Chickpea Salad（HKD72）
　ヘルシーなのに栄養価も高い、地中海の人たちがダイエット食品としても好んで食べ
るというヒヨコ豆と、はと麦を使ったからだ想いのサラダ。プリプリのエビと、カリカリ
ベーコンでボリュームも満点。

■Black Truffle Paste & Parmesan Risotto（HKD88）
　一口食べればパルメザンチーズと黒トリュフソースの風味が口いっぱいに広がる、贅
沢なリゾット。しっかりアルデンテに調理された米が美味しさを寄りいっそう引き立てる。

■Tomato & Bell Pepper Cream Farfalle （HKD78）
　夏野菜の主役、トマトとパプリカを使用したシェフイチオシのパスタ。アルデンテに仕
上げられたファルファッレに絡む、濃厚なクリームソースが絶品だ。

■Genovese ‒ Mussel, French Bean and Rocket Pesto Pizza （HKD118）
　定番のトマトソースベースに、新鮮なムール貝とフレッシュな野菜、モッツァレラチー
ズをふんだんに使用。バジルペーストとの相性も抜群の、これぞイタリアン！なピザ。

　ウッディーなインテリアとカジュアルな雑貨が並ぶ明るく居心地の良い店内で、気心
知れた友人や家族とリラックスしながら、季節感をめいっぱい盛り込んだイタリア料理
を堪能しよう！

「ボーノ！」なサマーディッシュに話も弾む
実力派イタリアンの新メニューに舌鼓
「ボーノ！」なサマーディッシュに話も弾む
実力派イタリアンの新メニューに舌鼓
Assaggio Trattoria ItalianaAssaggio Trattoria Italiana

Assaggio Trattoria Italiana
住所：2/F., Mira Mall, 118 Nathan Rd., TST
時間：12:00～15:00、18:00～23:00（月～金）
　　  12:00～23:00（土日祝）
電話：(852)2315-5399
ウェブ：www.miradining.com/zh-hant/
　　　 assaggio-mira-mall

Roasted Pumpkin, Pine Nut & 
Honey Bruschetta

Shrimp, Bacon, Pearl Barley & 
Chickpea Salad

Black Truffle Paste & 
Parmesan Risotto

Tomato & Bell Pepper 
Cream Farfalle

Genovese-Mussel, French Bean & 
Rocket Pesto Pizza
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　8月12日、紅磡（ホンハム）の「和食 竹乃里」を佐々木 郁夫 
青森県副知事が表敬訪問した。副知事は今年2月17日に同店
が開催した「青森県産品の試食商談会」へのお礼を述べると
ともに、青森県産品の香港への輸送を担うヤマト国際物流
（香港）有限公司や在香港飲食業界から集まった関係者と今
後の香港市場の販路開拓へ向けて意見交換を行った。参加
者は香港日本料理店協会の重鎮、 安部 隆孝氏による青森県
産食材を使った料理の数々を楽しみつつ、和やかな雰囲気の
中で青森県産品の香港普及のための更なる連携を確認した。

和食 竹乃里
住所：Shop 739,L7 Floor,Fortune Metropolis Mall,
　　  6 Metropolis Drive, Hung Hom
電話：(852)3168-2133
時間：ランチ11:45～14:30、ディナー18:00～22:00

青森県副知事が「和食 竹乃里」を表敬訪問

安部 隆孝氏による料理

左:佐々木 郁夫 青森県副知事
右:寺内 幸子 女将

　「自由奔放に生きる人たちの集まり」という意味のCOBO。そんなユニークな名前の通
り、COBO HOUSEでは創造性に富んだ様々な料理やデザートを提供している。先日新しく
紹介されたのは、少しずつたくさんのデザートを楽しむことができるデザートデギスタシ

オン（コースデザート）の新メニューだ。
「Memories of Childhood」と「Hues and Colours 
of Taste」の二つのコースにはそれぞれ3つのデ
ザートと3種類のモクテルまたはティーが付いて
くる。友達と楽しくお喋りしながら、色んなデザー
トを楽しんじゃおう！

◆Memories of Childhood
　「子供の頃の思い出」と名付けられたこのコースは、まさに昔懐かしい味がたくさん詰
まった思い出に浸れるコースになっている。初めに出されるのはコースデザートには一
見意外な「ポップコーン」。映画館に行けば必ずと言っていいほど経験するあのポップ
コーン独特の香りは大人になってもいつまでも忘れることはできない。家族で映画を見
に行った楽しい思い出がふつふつとよみがえって来るかも。続いて色鮮やかなCOBO 
HOUSEのブランドニューアイテム「京都ガーデン」。石庭をイメージした白い波打つラ
インの上にはオレンジアイスクリームやレモングラスガナッシュの色とりどりの岩が並ん
で、見て楽しめるデザートに。そして最後を飾るのが「Basil White Chocolate」。バジルと
海ブドウ、パッションフルーツとココナッツマシュマロシャーベットをシックに盛り付け
たデザートで、酸味と甘みがバランスよく感じられる。子供の頃の甘酸っぱい気持ちを
呼び起こすようなデザートだ。

◆Hues and Colours of Taste
　「彩り豊かな味わい」という意味のこのコースでは、
「Memories of Childhood」と打って変わって芸術をコンセ
プトにしたデザートが振る舞われる。最初はイチゴ好きには
たまらない、今年春に生まれた「Strawberry Caprese」。ラズ
ベリー生地の間にはストロベリーアイスクリームをサンド。ストロベリーパウダーやフ
レッシュなイチゴでお洒落にデコレートされている。次の「Purple」は、カシスや紫ポテト
を駆使した一枚の絵のような美しいデザート。続く最後の「Chocolate H2O」も青や黄色
で彩られた芸術的な一品に。食べてしまうのが惜しいほどの見た目だが、一流シェフが
作る味はもちろん本物。美しい絵は写真に収めて、上品な甘さに酔いしれよう。

COBO HOUSEのデザートコース料理
一流パティシエの本物の味に酔いしれて
COBO HOUSEのデザートコース料理
一流パティシエの本物の味に酔いしれて

COBO HOUSE
住所：G～1/F.,  8/12 South Lane,  Sai Wan
電話：(852)2656-3088
ウェブ：www.cobohouse.com

COBO HOUSECOBO HOUSE
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世の女子たちが愛するあま～いスウィーツ。「食後のデザートは別腹」はもはや女子の常套文句。ケーキ、アイスクリーム、
マカロン、タルト・・・。食前食後に関わらず、美味しいスウィーツがあると聞きつければ、女子たちはついそこを目指してしまう。
最近はインスタグラムやスナップチャットの影響か、味だけでなく見た目にもこだわったスウィーツがぞくぞく増えている。
今回紹介するのはそんな可愛いスウィーツ好き必見、10の「バラ色」スウィーツだ。そのキュートな見た目に思わず一目惚
れしてしまうかも？ これを読んで食べたいモノに目星を付けたら、香港スウィーツ巡りの旅に出発しよう！

　その名の通り、見た目はまさに可愛いピンクのバ
ラの花。ホワイトチョコレートとラズベリームースで
作られた花びらは、口に入れた瞬間ほろりととろけ
る。花の中に詰まったバニラスポンジをストロベ
リークリーム、アーモンドクラストと一緒にいただけ
ば、心までとろとろに。大切な日のお祝いにいかが。

Patisserie Tony Wong
住所：74 Fok Lo Tsun Rd., Kowloon City
電話：(852) 2382-6639

　見ると絶対に欲しくなるのが、可愛いバラの形に盛り付
けられたGivrésのジェラート。買っただけで満足しそうな
そのジェラートはもちろん味も濃厚で美味しい。フレー
バーはチョコレートやバニラ、ストロベリーやローズなど
14種類。色々なものを組み合わせて味も見た目も楽しむ
のがこのジェラートを楽しむ秘訣だ。

Givrés
住所：Shop G38, Lee Tung Avenue, 
　　  200 Queens Rd. East, East Point
電話：(852)9659-0816

　「Wins Goodies」が提供するのは、層が織り成す深い味わい
のイチゴデザート。上にはふんだんに盛り付けられたカス
タードクリームと桜味チョコレートクリスピー。底にはイチ
ゴアイスクリームとイチゴゼリーが。ふわっと感じられる
甘い香りに思わず笑みがこぼれてしまいそう。

Wins Goodies
住所：Shop 9, G/F, 33C Yau San St., Yuen Long
電話：(852)5545-8328

　マイナス197度の液体ニトロゲンに浸すことでバラの花びらは一枚
のクリスピーに。さらには天然花びらエッセンシャルオイル抽出に
ロータリーエバポレーターを使った、何から何までユニークなス
ウィーツ。クリーミーなブリュレフォームと一緒に、甘いバラのムース
を口いっぱいに頬張ってみて。

Sense Dessert Café
住所：Shop 6-8, Wah Chi Bldg., 286-294 Temple St., Jordan
電話：(852)2886-0949

　「Gioia by Chi」と言えばケーキが美味しいことで有
名な新ショップ。ここで食べられるローズスウィーツ
「Rose yougurt cake」は、ピンクの可愛いケーキに赤い
バラの花びらが散りばめられたもの。トップに添えら
れたホワイトチョコレートはまるで真珠、食べればメ
ルヘンな気分に浸れるかも。

Gioia by Chi
住所：35A Nam Kok Rd., Kowloon City
電話：(852)2718-6618

　AVAで食べられるこのアイスクリームは、真っ
赤なバラの花びらが目を惹くスウィーツ。目の前
で繰り広げられる、液体ニトロゲンを使ったアイ
スクリームクッキングは一瞬たりとも見逃せな
い。食べればひんやりとした甘さとクリーミーさ
が口の中に広がってたまらない味に。

　観光地としても人気のPMQで味わえる、フローラ
ルな香り漂うバラのカクテル。すっきりとした爽や
かな味わいを生み出すシトラスはドリンクのスパイ
シーさを抑え目に。ローズの甘みと合わさってカク
テル本来の良い味をより引き出した、お洒落かつ
味わい深いものになっている。

　銅鑼湾でショッピングに疲れたら、様々なお花ス
ウィーツが楽しめる「Flori Flower & Korean Dessert 
Café」で一休み。もちろん食べて欲しいのは大きい
真っ赤なバラの花が乗ったチョコレートムースケー
キ。濃厚チョコレートの深いコクを味わいながら、優
雅なティータイムを過ごしてみては。

　ライチゼリーの鮮やかなピンク色が女子を虜に。トッ
ピングにはライチの酸味をマイルドにするために添えら
れたミルククリームと全体を引き締める赤いラズベリーが
一つ。三つの味が合わさって美味しいこのゼリーは、ディ
ナーの後にもつるんと食べられて、さっぱりとしたデザー
トを求める女子にオススメ。

　流行りのフローズンヨーグルトが、バラの花びら、細かく砕いたマカ
ロン、イチゴ、ハートの形をしたホワイトチョコレート、ピンクの
キャンディシートで彩られてキュートなローズスウィーツに。
様々な食感と爽やかな甘さを楽しみながら、女子トークに
花を咲かそう。

AVA Restaurant Slash Bar
住所：38/F., Hotel Panorama by Rhombus, 
　　  8A Hart Avenue, TST
電話：(852)3550-0262

Sohofama
住所：Unit SG09-SG14, G/F., Block A, PMQ, 
　　  35 Aberdeen St., Sheung Wan
電話：(852)2858-8238

Flori Flower & Korean Dessert Café
住所：G～1/F., Giok San Bldg., 31-35 Tang Lung St., CWB
電話：(852)2327-8113

吟彩
住所：32-38 Cross Lane, Wan Chai
電話：(852)2574-1118

Yoble
住所：YATA, LG/F., apm Millennium City 5, 
　　  418 Kwun Tong Rd., Kwun Tong

Mini Pink Rose

Gelato

Strawberry Parfaits

Rosa Leaf Drift on the Mousse

Rose yogurt cake

Rose Water and Raspberry Ice Cream

Roses Cocktail

Chocolate Mousse Cake

Blossom Jelly

Pink Lady

「バラ色」
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