
※内容は一部変更になる場合がございます。

イベント情報・お問合せ： enxnichi

みんなでみんなで

ワッシ
ョイ！

ワッシ
ョイ！

　今年で4回目となる「EN×NICHI」は、PMQで本格コーヒーと手作りスイーツが楽しめ
る「Cafe Life」の遠藤隆史氏が、日本の風物詩である「祭」をイメージし、日本の衣食など
の文化を発信することを目的として2014年からはじめたイベント。
　今回は、在香港日本国総領事館と地元コミュニティーが協力し開催する「日本秋祭in
香港ー魅力再発見―」の認定イベントとのひとつとして実施される。
　イベント当日は、香港初上陸の神輿が担げたり、ヨーヨー釣りや輪投げなどのゲーム
をしたり、盆踊りに参加したりして日本らしいお祭りを楽しむことができる。また、EN酒
場、298、ソエルベジ、ばくだん屋、真武咲弥など香港で大人気レストランのお祭り特別メ
ニューを食べられたり、北海道、青森、石川、九州の特産物も購入したりすることもでき
る。ぜひ、友達を誘って、みんなで祭を盛り上げよう！

日 時 ： 10月14日（金） 16:00～21:00
  10月15日（土） 1４:00～21:00
  10月16日（日） 1４:00～21:00
場 所 ： PMQ （35 Aberdeen St., Central）

　9月に神輿を日本人小学校に寄贈した、神職の資格を持つ仁禮（にれ） 隆夫さん。周り
の人から「祭小僧」と言われるくらい、自他共に認める祭好きで、小学校の頃から太鼓を
たたいたり、神輿を担ぐのが好きだった。香港でビジネスを始めて30年以上たち、香港
に住んでいる人にも神輿の魅力を知ってもらいたいと思ったのがきっかけで寄贈する

ことになったそう。当日は、神輿に神様を宿す祈祷を行うイベントを行う。
〈仁禮さんのコメント〉
　神輿を寄贈したのには、日本のすばらしい神輿文化を香港に住む人
にも知って欲しいという思いがあったからです。神輿を担いで発する
「わっしょい」という掛け声には、「和を背負う」という語源があるんです
（諸説あり）。神輿だけなら“物”だけど、みんなでがやがやしながら担ぐ
ことで、仲間意識ができ、人の和ができる。今回のイベントでは香港と日

本との架け橋になり、そのような人の和ができるといいなと思います。

　「EN×NICHI」を毎年主催している遠藤隆史氏（写真：
右）にお話をうかがった。
今回のイベントを実現するにあたり大変だったことや想い
をお聞かせください。
　今年は、在香港日本国総領事館と地元コミュニティーが協力し開催する「日本秋祭in香
港ー魅力再発見―」の取り組みに共感し、認定イベントとして、秋に実施することになりま
した。もともと香港と日本の縁を繋ぐ取り組みとして始めました。毎回企画が難しく困難も
多いですが、その分新しい仕掛けが生まれます。参加する出展者、来場するお客様すべて
に感動を与えられるように準備をしています。イベントの成功は、企画内容や準備だけで
なく、出展者の最高のパフォーマンスとそれを楽しんでくださるお客様が一体となって、初
めて実現します。 ぜひ、みんなで最高の縁日にしましょう！！

香港初上陸の神輿が登場
開会式での入魂式は必見！ 10月14日（金）18:30～

主催者インタビュー

【主催】：

日本秋祭 in 香港―魅力再発見―

友達誘ってPMQへ
祭をみんなで盛り上げよう～！
友達誘ってPMQへ
祭をみんなで盛り上げよう～！
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縁日は の認定イベントです。
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家族でワッショイ！

家族でワッショイ！

10月14日（金）18:30～
kimono de jackkimono de jack

浴衣を着てPMQに集合！
みんなで写真を撮ろう 
浴衣を着てPMQに集合！
みんなで写真を撮ろう 

スペシャルゲストのくまモンが
熊本から遊びに来る！
スペシャルゲストのくまモンが
熊本から遊びに来る！
10月14日（金）17:00～19:00

主なイベント内容主なイベント内容第４回 縁日の
EN × NICHI 

10月15日（土）19:30～
若狭流 日本舞踊若狭流 日本舞踊 期間中毎日開催

みんなで踊ろう! 盆踊りみんなで踊ろう! 盆踊り

毎年人気の盆踊り。
子供も大人も参加して踊ろうよ

毎年人気の盆踊り。
子供も大人も参加して踊ろうよ

期間中毎日開催
お神輿わっしょい！お神輿わっしょい！

イベントに参加すれば担げるよ！
（希望参加者が多い場合は抽選）

イベントに参加すれば担げるよ！
（希望参加者が多い場合は抽選）

●塩焼きそば（EN酒場）
●和牛ローストビーフ（ソエルベジ）
●特製すじポン（298）
●唐揚げ（ばくだん屋）
●こがし味噌ラーメン（真武咲弥）

●塩焼きそば（EN酒場）
●和牛ローストビーフ（ソエルベジ）
●特製すじポン（298）
●唐揚げ（ばくだん屋）
●こがし味噌ラーメン（真武咲弥）

祭祭
期間中毎日開催

香港で人気の
日本食レストランが大集合

香港で人気の
日本食レストランが大集合

EN酒場、298、ソエルベジ、
ばくだん屋、真武咲弥などの、
イベントに合わせた
料理が食べられる

EN酒場、298、ソエルベジ、
ばくだん屋、真武咲弥などの、
イベントに合わせた
料理が食べられる

期間中毎日開催

ファーマーズマーケット
in JAPAN

ファーマーズマーケット
in JAPAN

青森県、石川県、
九州6県の食材などを持ち寄り、販売！

石川県からはおにぎり、
九州は果物を販売するよ

青森県、石川県、
九州6県の食材などを持ち寄り、販売！

石川県からはおにぎり、
九州は果物を販売するよ
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ONE39

中熙君南山 （Zhong Xi Jun Nan Shan)

深圳

天玺一号 (TianXiYiHao)

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

（所在地） 羅湖区解放路与宝安南路交差点角
（間取り） 1LDK／2LDK／オフィス仕様あり 　 
（室　内） 新築オープン新内装（家具家電新品）
（環　境） 地下鉄1.2号線（大劇院）徒歩3分
 地下鉄1.3号線（老街）徒歩7分 
（備　考） 好立地、日系駐在員さん人気エリア！
 買い物便利ショッピングモール多数（万象城・ＫＫモール等）
 新築物件（2016年7月オープン）、大劇院、地王大厦すぐ隣
 高層階・陽当たり・眺望良好、Aeonへも徒歩圏内
（月　額） 1LDK（55㎡）：6,500元／2LDK（76㎡）：10,000元

（所在地）　南山区南光路与東滨路交匯處
（間取り） 2LDK（74㎡～）／3LDK（139㎡～）／4LDK（189㎡～）
（室　内） 新築オープン新内装（家具家電新品）
（環　境） 地下鉄9号線（荔香）2017年4月完成予定
（備　考） 新築物件（2016年9月オープン）入居者募集開始
 日本人学校へ通学便利
 花園城ショッピングモール至近（スーパーWalmart等）
 募集開始という事もあり、お値打ち家賃
 日当たり・眺望抜群！
（月　額） 2LDK（74㎡～）：7,000～／3LDK（139㎡～）12,000～／
 4LDK（189㎡～）17,000～

（所在地） 羅湖区東門中路与同楽路交匯處
（間取り） 3LDK／オフィス仕様あり
（室　内） 新築オープン新内装（家具家電新品）
（環　境） 地下鉄3号線（晒布）徒歩3分／地下鉄1.3号線（老街）徒歩10分 
 地下鉄2号線（田貝）徒歩6分 ／粤海酒店まで徒歩10分
（備　考） 東門至近、買い物便利・スーパー、飲食店多数あり
 新築物件、募集開始！ 羅湖で希少な3LDK
 お値打ちな家賃！ オフィスの内装もあり
（月　額） 3LDK（86㎡）：8,500元／3LDK（100㎡）：10,000元
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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
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 
ライフパートナー TEL （86）20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB室
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
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
エイブルネットワーク深圳 TEL （86）755-2398-5391
深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8219-5546
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
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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香港

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（佐敦駅より徒歩2分）
電話：(852)3520-2329（日本語可）  
営業時間： 月～金 09:30～22:00
 土 09:00～19:00
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com
フェイスブック: www.facebook.com/streamwisdom

SOWランゲージセンター

講師によるレベルチェック、授業の体験ができ、学校の環境などもご覧いただけます。
安心して学びを開始していただけます。また当校の説明もさせていただきます。

英語・北京語・広東語の30分無料体験レッスンを実施中！（要予約）
他校からのレシートを持参した方2時間分の個人レッスンをプレゼント！

詳しくはお気軽にお問合せください。

　せっかく香港にいるのだから、もっと生活を楽しみたい！より
多くの人と交流したい！会話力を集中的に身につけたい！そん
な人は、創立10年以上のSOWに手伝ってもらってみては。
　同校は、一人一人に合う実践的なレッスンの提供を心がけてい
る。授業は個人、或いは少人数クラスのレッスンを選ぶことができ、
自分のスタイルとスケジュールに合わせて学習することができる。
　ビジネス英語コースでは、弱点や欠点に特化したカリキュラムを
組んで、自分のペースで取り組むことができる。メールの書き方や
交渉の仕方など、ビジネス上役立つ技術をしっかり学ぼう。
　さらに、講師は日本語を話せるネイティブスピーカーなので、
発音や文法等を日本語でわかりやすく説明してもらえる。授業内
容が生活に密着した内容である点もSOWの特徴で、リーズナブ
ルな学費で完全月謝制とシステムもわかりやすい。学習のサポー
トとして、レッスンの振り替え及び長期休暇制度、ベビーシッター
等のサービスも行っている。
　また、課外体験学習イベントにより、生徒たちの交際範囲が広
がるよう努めている。同校で早速語学学習を始めてみよう。
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　情報を正しく理解し、自分の考えをわかりやすく伝えるコ
ミュニケーション力の必要性がますます高まる現代、それを
支える「語彙力」の重要性も年々増しています。そこで、「語
彙・読解力検定」を主催する株式会社ベネッセコーポレー
ションは、グループ内シンクタンク「ベネッセ教育総合研究
所」の協力のもと、2016年7月に全国の高校生から社会人全
3,130名を対象に「第1回現代人の語彙に関する調査」（略称:
語彙調査）を実施した。 

❶高校生の方が親世代より「知っている」語彙は「新語」 
　スマートフォン、SNS世代の高校生と、その親世代である
40代以上の社会人とで、知っている割合に差がある言葉を
見てみると、高校生の方が「知っている」言葉は、 ほとんどが
カタカナかひらがなで表される略語、いわゆる「新語」だっ
た。LINEなどをするのに便利な、短くて漢字変換が必要ない
言葉も積極的に取り入れていることが分かる。 
　一方、親世代である40代以上の社会人の方が高校生より
も「知っている」言葉は、日常的に口語として使われる言葉が
少なく、社会的な時事用語も含まれる。また、同じ意味の言
葉であっても、例えば親世代では8位に「こきおろす」、高校
生では1位に「ディスる」があり、世代間で用いる語彙の違い
がうかがえる。 

❷読書量や読書の分野の幅が「語彙力」に影響 
　年代を問わず、読書量が多い人、読書をする分野が幅広
い人の方が「語彙力」が高かった。また、特定の分野では、
「ノンフィクションのみ」を読む人の「語彙力」は「新聞・ノン
フィクション以外の複数種類」を読む人の「語彙力」を上回っ
ており、「ノンフィクション」の本を読むことが「語彙力」によ
い影響を与えている可能性がある。 

❸対話の機会が「語彙力」を高める 
　高校生では親や学校の先生など、社会人では職場や仕事
関係の人など、多様な年齢層や関係の人々と対話する頻度
が高い人ほど、「語彙力」が高い傾向がある。 

❹高校生、大学生にとって「語彙力」に差をつけるのは、
　関心や意欲
　高校生・大学生という若い世代で「語彙力」の差につなが
る要素は、高校生では社会や言葉への「関心」「意欲」の高
さ、大学生では「読書好き」「読書量の多さ」である。 
　高校生では、社会や言葉への「関心」や「意欲」は「読書量」
よりも「語彙力」との関連が高く、社会や言葉への関心を高
め、新聞やニュースを読んだり、こまめに辞書を調べたりす
ることは高校生にとって「語彙力」を高める有効な方法の一
つであるといえる。大学生でも、「読書」に次いで社会や言葉
への「関心」「意欲」との関連が高かった。 

❺世帯年収が高いほど、「語彙力」が高い 
　世帯年収が高い人ほど、「語彙力」が高い傾向がある。

❻主観的幸福度が高い人ほど、「語彙力」が高い 
　自分は現在どのくらい幸福だと思うかを、10点（とても幸
福）、0点（とても不幸）までの11段階で答えてもらった「主観
的幸福度」と「語彙力」の関係を見ると、「主観的幸福度」が高
い人ほど「語彙力」が高い傾向がある。 

　語彙調査の結果として、語彙の熟知度は世代によって大
きな特徴があり、若い世代ほど「新語」と呼ばれる新しい言
葉をよく知っていることが分かった。

【調査概要】調査期間：2016年7月　　調査対象：全3,130人（高校生、大学生、社会人）：1,040人※男女比は均等人数※高校生・大学生は各学年均等、 社会人は10代刻みで均等人数　　調査方法：インターネット調査

【表1】高校生のほうが「知っている」と答えた割合が高い言葉（差が大きい順に10語） 【表2】社会人のほうが「知っている」と答えた割合が高い言葉（差が大きい順に10語）

【ディスる】（けなす）

【イミフ】（意味不明）

【りょ】（了解）

【きょどる】（挙動不審な動きをとる）

【ぽちる】（ネット通販で購入ボタンを押す）

【リムる】（ツイッターでフォローをやめる）

【とりま】（とりあえず、まあ）

【セルカ】（カメラで自分を撮ること）

【じわる】（じわじわくる）

【（予想の）斜め上】（予想から大きく外れること）
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74.5%

76.4%

43.3%

56.3%

46.2%

45.7%

66.8%

44.1%

44.0%

41.3%

35.8%

34.9%

32.9%

32.7%

30.1%

29.6%

29.1%

44.3%

37.7%

23.6%

38.7%

41.5%

10.4%

23.6%

16.0%

16.0%

37.7%
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順位 差 語 高校生 社会人（40代～60代）

【阿漕】（あこぎ）
【イデオロギー】
【忌憚】（きたん）
【見紛（みまが）う】
【活路】
【経団連】
【骨子】
【こきおろす】
【風采】
【量的緩和】

73.6%

73.6%

68.9%

63.2%

79.8%

87.0%

71.7%

85.8%

63.2%

65.1%

41.9%

39.9%

39.5%

39.2%

38.6%

38.4%

37.6%

37.3%

37.2%

36.7%

31.7%

33.7%

29.3%

24.0%

41.3%

48.6%

34.1%

48.6%

26.0%

28.4%
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順位 差 語 高校生社会人（40代～60代）

※それぞれの言葉について「知っている」と答えた人の割合を百分率で示した

高校生から60代までの約3,000人を対象
「第１回 現代人の語彙(ごい)に関する調査」

＜高校生とその親世代とで、 知っている割合に差がある言葉＞
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～ビジネスパーソンに聞く、睡眠ライフスタイル調査～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◆あなたの平日（仕事をしている日）の平均的な睡
眠時間は何時間ですか？

　平日（仕事をしている日）の平均的な睡眠時間
のトップは6時間となった。6時間以下の睡眠の方
を合計すると67%となり、睡眠不足の傾向が伺え
る。睡眠時間の合計をサンプル数（824人）で割り、
算出した平均の睡眠時間は6時間5分となった。こ
れは総務省統計局（平成23年社会生活基本調査）
の日本人平均睡眠時間である7時間42分を大きく
下回る結果となっている。

◆あなたは現在の睡眠時間に満足していますか？ 
　現在の睡眠時間に満足していない方が約6割
（59%）となった。ビジネスパーソンの忙しいライ
フスタイルが伺える結果となっている。また、男女
で比べてみると、不満足は男性55.6%に対し、女性
は62.1%とやや女性の方が不満に感じている方が
多い結果であった。

◆寝苦しい夜が続いていますが、通常と比べ良く
眠れていますか？ 

　「眠れていない：寝不足気味」の方が5割以上
（54%）となり、多くの方が暑い夜に悩まされてい
る現状が伺える。また、男女で比べると男性50%に
対し女性は58.5%とやや女性の方が寝不足気味
と感じていることが分かった。

◆寝不足気味であると答えた方へお聞きします。
仕事への影響はどの程度ありますか？

　「全く手に着かない」人から「やや手に着かない」
人までを合計すると、何かしら仕事への影響がある
方は6割以上（63.8％）となった。また仕事への影響
の内容は「眠くなる」という意見が圧倒的に多く、特
に食後の睡魔に悩まされている現状が伺えた。

◆日本にもシエスタ（昼寝）を導入した方が良いと
思いますか？　

　日本にもシエスタ（昼寝）を導入した方が良い
と思う人が約7割（69%）と大多数の方が導入に賛
成する結果となった。温暖化の影響による気候の
変化もあり寝苦しい夜が続く日本。仕事の効率
アップのためにも、シエスタ（昼寝）の導入は検討
の余地があるのかもしれない。

◆寝具（ベッド、マットレス、敷・掛布団など一式）に
総額どの程度お金を掛けていますか？

　寝具購入の総額全体平均は51,726円となった。
全体的に女性の方が寝具に予算を掛けており、最
高平均額は40代女性の71,340円 となっている。 

◆もし、究極の睡眠が得られる寝具があったとした
ら、いくらまで払いますか？
　究極の寝具への対価全体平均は74,992円となっ
た。男女別での年代平均では、50代男性の87,014
円が最高額となり、全体的に男性の方が究極の寝
具へ予算を掛ける様子が伺える。前問と比較する
と、理想は男性の方が高く、現実は女性がお金を掛
けているという現状が見えてくる結果となった。

　効率の良い仕事にもつながる、自分に合う良質
な寝具選び、そして企業側もシエスタの導入と、睡
眠に対する意識を今一度見直す必要があるのか
もしれない。

睡眠テクノロジーのパイオニアであるテンピュール(R) (社名：テンピュール・シーリー・ジャパン は、
ビジネスパーソン824名を対象に「ビジネスパーソンに聞く、睡眠ライフスタイル調査」を実施した。 
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31%

【調査概要】調査方法：インターネットリサーチ　　調査期間：2016年8月18日～20日　　調査対象：全国の現在就労中の男女※契約、派遣社員も含む、パート・アルバイトは除く　　有効回答数：824人（男性412人、女性412人）　　　　　
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年代別　男性平均
年代別　女性平均
年代別　全体平均

20代
￥29,224
￥59,131
￥44,177

30代
￥37,539
￥45,488
￥41,514

40代
￥53,779
￥71,340
￥62,559

50代
￥56,279
￥61,029
￥58,654

年代別　男性平均　　　　年代別　女性平均　　　　年代別　全体平均

寝具購入額は女性が平均的に
高く、最高平均額は40代女性
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英語の個人レッスン
アメリカ育ちの英日バイリンガルで、資
格あり経験豊富の先生から、英会話を習
いませんか。バッチリのアメリカンアク
セントで、文化も取り入れたレッスン。必
要に合わせて日本語でも説明いたしま
す。本場の英語を学びたいけど、外人の
先生だとちょっとハードルが高い、という
方には、いいとこ取りの先生です。お問
合せはraenettepang183@hotmail.com
又は 5647-8046 (Raenetteまで)。日本語
でご気軽に。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広東語無料体験
広東語無料体験11月まで開催。日本人ク
ラブと同じビルにて資格を持つ先生に
よる指導。新たに香港に来た方々や香港
人向けの日本語教師に最適。予約は
https://bookwhen.com/cantonesetrialsで。
お問合せは
enquiry@aida-education.comまで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

飲食店スタッフ募集
尖沙咀にある当店では、子育てが一段落
された主婦の方、ワーホリの方などアル
バイトとフルタイムスタッフの両方を募
集中です。アルバイトは週２日からの出
勤も可能です。女性のお客様が１人でも

来れる明るい雰囲気を目指しているお店
です。ご興味がある方はこちらまでメール
で簡単な履歴書をお送りください。追って
ご連絡をいたします。
sohotowertst@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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. Irene
　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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　九龍の尖沙咀（チムサーチョイ）といえば香港でも最も賑わいを見せる繁華街の1つ
で、常に多くの観光客や買い物客で賑わっている。そんな尖沙咀の繁華街のど真ん中
に、イギリス発祥の高級ホテルチェーンでエレガントなヨーロピアン調のインテリアが
人気の「The Langam」がある。外の喧騒とは裏腹に、落ち着きのある優雅な雰囲気も魅
のThe Langhamで今注目したいのが、今年でオープン10年目を迎え、2か月のリニュー

アル期間を終えて更にパワーアッ
プして再スタートを切った、
「Bostonian Seafood and Grill」。

赤一色のインテリアでポップなイメージだった内装をモダンなインダストリアルデザ
インに一新し、お洒落なでクールな雰囲気に生まれ変わった。広々とした店内は、クラフ
トビール・バー、メインダイニングエリア、そしてプライベート・シャンパン・ルームの3つ
の部屋に分かれていて、目的に応じて異なった利用の仕方ができる。食事はもちろんだ
が、ハッピーアワーや食後のドリンクを楽しむのにも最適。
　昔ながらのクラシックメニューを残しつつ、新メニューを追加したそのメニューのいく
つかを紹介しよう。まずは、同店の定番人気メニューであるフレッシュオイスターとグリ
ルオイスターを。シンプルにオイスターをそのまま食べ
るのもいいが、お店の一押しメニューのカラフルなソー
スと共に北海道産ウニ、いくら、など豪華な食材との組
み合せた新感覚なオイスター「You and I」を味わってみ
よう。ベイクドオイスターはポルチーニ茸とパンシェッタ
（生ハム）を詰めた「Angels on the Horseback」。パン

シェッタの塩気、クリーミーなオイス
ター、そして、香り豊かなポルチーニ茸の見事なマリアージュを楽もう。
　イタリア料理で使用されるイタリアンパセリたっぷりの緑のソース
「サルサヴェルデ」でアサリと銀ダラ（ブラックコッド）を調理した「Black 
Cod Fish and Clams in “Salsa Verde” Sauce」やボリュームたっぷりで食
べ応えのある1パウンドのグリルまたはスチームロブスターはシェアし
ていただこう。肉好きな人には、食べ応え抜群の21オウンスのベスト・プ
レミアムカットの「USDA Prime Cowboy Steak」をお肉が一番おいしく
味わえるミディアムレアでいただこう。
　デザートには、お店の自慢メニュー、ニュージーランドのオセアニア
地方の伝統的なスイーツ発のデザートの「Pavlova（パブロバ）」を。メ
レンゲの生地に生クリームと甘酸っぱいフルーツを乗せたデザートは
軽い口当たりで食事の締めくくりにもぴったり。
　お買い物や観光で歩き回った後は、贅沢にシーフードやステーキを楽
しんではいかが？

新しく生まれ変わった老舗シーフードレストラン
贅沢な時間を楽しもう！
新しく生まれ変わった老舗シーフードレストラン
贅沢な時間を楽しもう！

Bostonian Seafood and Grill
住所：The Langham, 8 Peking Rd., TST
電話：(852)2375-1133
営業時間：セミビュッフェ　  月～土　12:00～15:00
　　　　  ディナー　　　　月～日　18:30～23:00
　　　　  ブランチ　　　　日　　    11:00～15:00
　　　　  ハッピーアワー　月～日　17:00～20:00
メール：tlhkg.bostonian@langhamhotels.com
ウェブ：www.langhamhotels.com

Bostonian Seafood and GrillBostonian Seafood and Grill

見た目も綺麗な Raw Oyster

新鮮さが自慢のLobster Thermidor
ボリューム満点のハンガーステーキ

ラスティックで
インダストリアルデザインの店内

サ
ル
サ
ベ
ル
デ
ソ
ー
ス
が
決
め
手
の

Black cod fish and clam
s in

salsa verde sauce
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　タイの庶民の胃袋を支え、世界中のグルメたちを虜にするスープヌードルなどのタイ
の屋台料理をメインにした、カジュアルな店「SAMSEN」が湾仔（ワンチャイ）にオープン
した。ノスタルジックなタイ・ビンテージなインテリアの35席からなる同店は、タイの街
中に溢れる屋台の雰囲気を再現したカジュアルなスタイル。

　同店オーナーシェフは、上環（ションワン）に店を構える人気タイレ
ストランの元エグゼクティブシェフを務めたアダムさん。自ら大の屋
台料理のファンだという彼は、「タイ料理の味付けはシンプルであれ

ばあるほどより美味しい。タイの街中で食べる屋台料理である伝統的なスープヌードル
はその良い例で、シンプルだけど一度食べると虜になる味」と話す。そんなタイのスープ
ヌードルの中でも特に人気がありアダム氏も大好きなのが「ボートヌードル」。ボート
ヌードルとは、タイの水上マーケットで働く人たちが日常的にボートの上で食べていた、
小さなスープヌードルの事だ。香港にはローカルなお店から高級レストランまでタイ料
理レストランの数は多いが、屋台料理をメインにボートヌードルを提供しているお店は
少ない。あってもやはり本場の味より劣る。そこでアダム氏はタイ料理のシェフとしての
長年の経験と情熱で、自身も大好きなボートヌードル等のスープヌードルをメインとす
る屋台スタイルのレストランをオープンしたのだという。
　同店一押しのメニューの和牛を使用した「Wagyu Beef Boat Noodle」は必食だ。新鮮
なライスヌードル（お米で出来た麺）に長時間煮込んだ黒い濃厚スープを注ぎ入れ、和
牛、クレソン、豚の皮を油で揚げたポークラインズをトッピング。シンプルだけども口に
入れると独自の世界が広がり、癖になる味だ。タイ北部のチェンマイの名物郷土料理の
「カオソーイ」をアレンジした「Chiang Mai Curried Chicken noodle soup」もオススメ。
ココナッツ風味のカレーに新鮮な卵麺を合わせてチキンをトッピングし、ライムと揚げ
唐辛子を合わせた、辛味・酸味・甘味のバランスが抜群のスープヌードルだ。汁なし麺で
は、万人に愛されているタイ風焼きそばの「パッタイ」を、そしてつけ麺には、同じくタイ
で定番の屋台メニューの1つである「バミー・ナーム」がオススメ。黄色の小麦粉麺に自
家製の焼き豚と半熟卵をトッピングしたものだが、唐辛子、砂糖、酢、ナンプラーを加え
るとさらに味わい深く。麺の歯ごたえ、焼き豚の香ばしさ、そして半熟卵のまろやかさが
見事にマッチして美味しい。
　さあ、カジュアルなタイの屋台料理を味わいに、さっそく出かけてみては。

 

香港初！ タイの屋台料理が自慢の
カジュアル・タイ・レストラン
香港初！ タイの屋台料理が自慢の
カジュアル・タイ・レストラン

SAMSEN
住所：68 Stone Nullah Lane, Wan Chai
電話：(852)2234-0001
フェイスブック：Samsenhk

SAMSENSAMSEN

オ
ー
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ー
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フ
の

ア
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タイ風チキン焼きそば 「PAD SEE EW」
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ッ
ク
な
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観
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