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知られざる、歴史と穴場を訪ねて！

Go East!!
香港島を東へ！

保険活用で
未来に備える

NWB 未来計画、はじめよう！
保険活用セミナー レポート

『ぽけっとページウイークリー』 No.5６7 2016年11月第4号
http://www.pocketpageweekly.com

報
週

週刊PPW（POCKET PAGE WEEKLY）に掲載されている写真・記事などのコンテンツの無断転載を禁止します。また、掲載広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

関連記事は本紙12ページに。

おかげ様で3周年。

この度、「酒の一滴」は
14階に移転します。
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　今年ユンロン（元朗）のタイトン（大棠）地区では「冬季楽園」（Winter 
wonderland）と銘打った大規模なイベントを開催する。期間中、場内
はそびえるクリスマスツリーとイルミネーションの輝きで、冬のヨー
ロッパのような雰囲気に変身する。
　24,900㎡の敷地内には6つのテーマの「Ice hall」があり、氷の世界を体
験できる「Frozen island」、幻想的なオーロラを鑑賞できるシアター、氷の
滑り台のようなアクティビティなど、アトラクションが充実。ユニークな写
真で思い出を残す仕掛けがあるのも嬉しいポイントだ。
　遊び疲れてお腹が空いたら、「The outdoor European town」へ。
「The Winter Market」にはビアガーデンやフードのブースなどが並
び、食事やショッピングを満喫できる。エリア内には、アイスリンクやソ

リのアクティビティ、ゲームブースなども併設されており、ファミリーは
もちろん、恋人や仲間同士で盛り上がれること間違いなし。
　ぜひWinter wonderlandで、香港の街には無い冬の世界を楽しんで！

20世紀初めの香港の情景を捉えた
写真展を香港大学美術博物館で開催中
　香港大学美術博物館では、ハンガリーのブダペスト美術館の協力を
得て20世紀初頭に香港を旅したハンガリー人、Dezső Bozóky氏の写真
展を開催している。
　アジアと中国に興味を持った海軍軍医、Dezső Bozóky氏(1871～1957)
は20世紀の初頭、香港を訪れ、旅の記録を日記と写真に収めた。数百点
に上る作品は、かつてのコロニアル建築の街並みと人々のにぎわい、手
漕ぎのボートが行き交うヴィクトリアハーバーの様子など、旧植民地時
代の香港の様子を知る貴重な資料となっている。
　賑やかな港町、文化の混在、活気に満ちた街、自然の風景など、
Bozóky氏の白黒もしくは手作業で色を塗った作品達は、先人達が出
会ったかつての香港の情景と、この一大都市を作り上げた彼らの功績を

ありのままに伝えてくれる。古き良き香港の姿に興味がある方は、是非
訪れてみてほしい。

PICTURES OF THE PAST: 
HUNGARIAN PHOTOGRAPHER DEZSŐ BOZÓKY IN HONG KONG
場所：香港大学美術博物館
　　  1/F., Fung Ping Shan Bldg., UMAG, 90 Bonham Rd., Pokfulam
日時：～2017年1月8日 09:30～18:00(月曜～土曜)、13:00～18:00(日曜)
　　  ※大学の休校日および祝日は閉館
価格：入場無料
電話：(852)2241-5500
ウェブ：www.umag.hku.hk/en

クリスマスツリーとイルミネーションが輝く！
元朗で冬をテーマにした大規模なイベントを開催

冬季楽園(Winter Wonderland)
住所：Winter Wonderland, Tai Tong, Yuen Long
日時：11月25日～来年2月28日まで
　　  月曜～金曜　10：00～18：00 
　　  土日祝　 　　9：00～22:00
価格：HKD90～HKD900
ウェブ： http://winterwonderland.asia/en

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ Exhibitionインファントマッサージ講師資格取得コースが
来年3月に開催

2017年3月15日～19日

赤ちゃんのためのマッサージを勉強しませんか？
　日本でも近年注目されているインファント(乳幼児)マッサージ。アメリカやヨーロッパ

では広く取り入れられ、40年以上前にインドで看護師をしていたヴィマラ・マクルアーに

よって考案されたものだ。インド古来の赤ちゃんマッサージを元に、スウェーデン式マッ

サージ、リフレクソロジーやヨガを織り交ぜて構成されている。マッサージをすることで

赤ちゃんのお腹の動き、コリックやストレス軽減の効果をもたらすだけでなく、非言語コ

ミュニケーションとして愛情を伝える役割もある。今回、マチルダ国際病院で開催される

コースでは、同病院内で国際インファントマッサージ協会(IAIM)の認可を受けた講師か

ら直接指導を受けることができる。実技と理論をバランスよく学べる内容になっており、

最終日の試験を通過すると、参加者にはIAIMインファントマッサージインストラクター資

格が授与され、IAIM香港支部のメンバーとして1年間登録される。定員に達し次第募集

終了なので、興味のある方は早めに問い合わせよう。

マイク一本で笑わせるコメディの真骨頂
　いまや世界中を飛び回るスタンダップコメディアンのぜんじろうが、パ

ワフルコメディアンの清水宏とタッグを組み｢日本秋祭り｣認定イベントの

一環として香港でライブを行う。初日の1日は｢Take out comedy club｣で

そして2日は英語でのライブを｢Fringe Upstairs｣で開催。

ぜんじろうアジアツアー
スタンダップコメディ！ レボリューション

12月1日（日本語）、2日（英語）

1日：BF, 34 Elgin St., Central
2日：2 Lower Albert Rd., Central
20:00～（19:30開場）
japanstandupcomedy@gmail.com
HKD200（メール予約もしくは当日購入）

16/F., SOGO Causeway Bay, 555 Hennessy Rd., CWB
(852)2592-8833
FurugakiAkihiroinHK

41 Mount Kellett Rd., The Peak
9:30～17:30

(852)2849-1573
Japanese@matilda.org

HKD 7,000/人

Hong Kong Asia World Expo
20：00～
www.puffinent.net、www.hkticketing.com
HKD1,280、HKD880、HKD580

Kai Tak Runway Park, Kowloon Bay
9：00～
www.redbull.hk/flugtag

人力飛行の限界を競うイベント
　1992年にオーストリアで始まり世界各国で100回以上開催されてきた

「RedBull Flugtag」11月27日(日)にの啓徳(カイタック)旧空港跡地で開催

される。自作の飛行機

に乗り、高さ6ｍのデッ

キから空へどれだけ

飛べるかを競う人力

飛行の限界にチャ

レンジするイベント。

RedBull Flugtag 2016
レッドブル・フルータグ

11月27日

繊細さとダイナミズムのコラボレーション
　釉裏銀彩技法を用いる若手陶芸家「古垣彰拡」が香港で初の個展を開

催。繊細に切り抜いた銀箔の上に透明釉薬を塗り焼き上げることで、銀箔

の輝きが永続する作

品が特徴。繊細で華や

かな古垣の作品と、假

屋崎省吾のダイナミッ

クな華の世界のコラボ

レーションは必見。

古垣 彰拡 × 假屋崎 省吾
「薩摩燒 百花盛開」展

11月30日～12月6日

YOSHIKI Classical Special with Orchestra
東京フィルと共演

12月29日

YOSHIKIがクラシック界でも革命を起こす？！
　作曲家、ドラマー、クラシックピアニストであり、日本を代表するミュージ
シャンYOSHIKIが世界でトップ10のに入るという東京フィルハーモニー交

響楽団と共演。香港のアジア
ワールドエキスポでコンサート
を行う。オリジナル曲以外にク
ラシック曲も披露する。

香港ピックアップ
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募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介 

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 25K～30K

機器メーカーより営業マネジャー募集。香港
事務所の経営管理・スタッフ育成と、営業活動・
中国工場との納期確認等。★電子部品業界お
よび経営管理経験と、豊富な営業経験。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
医療関連 香港/九龍 20K～30K

医療機器メーカーからの募集。医療部品などを
医療機関へ販売。海外出張あり。クライアント
同行等。★3年以上の営業経験者（業界不問）で、
マネージメント経験必須。英語/普通語：ビジ
ネスレベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 

香港/香港島 20K～30K
プラスチック・ゴム等を扱う企業より営業募集。
新規開拓など。★プラスチック業界経験者、英語
ビジネスレベル。即勤務可能な方歓迎！

香港/香港島 25K～50K インテリジェンス
香港

顧客対応。英語での提案書作成、プレゼンテー
ション必須（中国語でも対応できれば尚可）。
★PRまたは広告企業にて勤務経験のある方。
英語ビジネスレベル、+普通語または広東語
できれば尚可。

インテリジェンス
香港25K～28K 香港/香港島

アメリカに本社を置く、通信会社でのカスタ
マーサービス。日系企業をメインに問い合わせ
対応や各部署と連携して課題解決など。★英語
ビジネスレベル。シフト勤務可能な方（週休
2日制）。

インテリジェンス
香港16K～20K香港/香港島

電子デバイス企業より、シニアマネジャー募集。
ローカライズされたソフトウェアのテスト等。
★スマートフォンやタブレットに詳しい方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 25K

日系企業向けの監査サービスの営業業務。
ニーズヒアリング、提案営業、会計士とのコー
ディネート。★4年程度の会計監査業務または
監査プロセス経験者。英語ビジネスレベル。

香港/香港島

香港/香港島

25K～27K
経理・総務のスーパーバイザー募集。割合は
7：3くらいで、送金振込手続きやオフィス備品
管理など。★3～5年のオフィスサポート経験。
英語日常会話レベル。ビザホルダー歓迎。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 25K～30K香港/香港島

大手金融企業よりシニアアソシエイト募集。
顧客への様々な金融商品の販売、新規開拓など。
★広東語ビジネスレベル、3～5年の金融営業
経験。

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン 

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

生産管理・品質管理・購買/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・カ
スタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

パートタイム
HKD110/hr香港/香港島

翻訳（日本語⇔英語）、電話応対（英語使用多）、
データベース管理、情報収集など。★勤務時間：
月～金（8：30～17：30）期間：来年1月～3月
（予定）。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
マスコミ・広告・デザイン 

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問 

パートタイム
HKD80/hr香港/香港島 インテリジェンス

香港

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 20K香港/九龍

日系商社にて、基盤の生産の見積もりから納品
まで一連のコーディネーション業務。華南地区
の工場に週1回出張あり。★基盤の営業・生産
管理経験者歓迎！

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 香港/新界 15K～18K

貿易商社より商品管理ポジション募集。社内
システム、商品情報、在庫の管理など。★物流
や商品を管理した経験があり、基本的なエク
セル操作が出来、明るい方。ビザホルダー。

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

15K香港/新界
プロモーションキャンペーンのCSポジション
（デザイン・メールマガジン等）。電話または
メールにて（日本語）。★PC操作とコミュニ
ケーションに優れた方。

インテリジェンス
香港

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他サービス 20K～35K香港/香港島

印刷関連企業より翻訳ポジション募集。金融
に関する内容（日本語⇔英語）、その他オフィ
スサポート。★3年以上の翻訳経験。日本語・
英語ともにネイティブレベル。

16K～28K

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
外食・フード 

香港/新界

日本食展開中の企業より、マーケティング管理者
募集。メディア関連対応、ブランド戦略。★2～3
年の関連経験者（サービス業界経験者は尚可）。
香港市場に詳しい方。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
外食・フード 

20K～40K
香港にて日本食を展開する有名企業より、秘書
ポジションの募集！（秘書・総務業務担当）★英語
ビジネスレベル、広東語日常会話レベル。秘書
経験必須。ビザをお持ちの方。

インテリジェンス
香港香港/新界営業・コンサルタント/

物流・倉庫 30K～40K
主に既存顧客のメンテナンス（トラブルシュー
ティング及び値上げ交渉等）。中国出張あり。
★数年の物流（輸出入）経験者（中国の通関事情
に詳しい方尚可）。英語日常会話レベル以上。

インテリジェンス
香港香港/新界

20K～25K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル） 

食品メーカーより、CS募集。店舗イメージや、
バウチャーの企画・準備、報告書作成など。★3～
5年のマーケティング経験者尚可。

インテリジェンス
香港香港/新界

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
金融・保険・投資顧問 

香港/九龍 18K～23K
会員カードに関する企画・遂行。それにまつわ
る翻訳業務、取引先・広告先とのやりとり等。
★英語日常会話レベル。

時短秘書ポジション。招待顧客の管理（電話、
メールなどにて）。英語日常会話レベル。★勤務
時間：1日5時間8:30～15:30(昼休憩11:30
～13:30）※月によって勤務日数に変更あり。
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