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　「火星に生命体か、探査機キュリオシティがホウ素発見！」
　ホウ素とは植物の成長に関係する栄養素。火星に生き物がいたかもしれないとい
う、夢のあるニュースがNASAから発表されたのは、つい先日のことじゃ。火星人なんて
本当にいるのかな？そんなことを考えながら、挑戦状にチャレンジしてみよう。
うそつきと正直者の火星人と金星人の会話から、頭の中を整理して考える問題でござ
る。表にして考えると、条件がわかりやすくなるぞ。
  

　例えば（ア）では、表１のようにそれぞれの質問の答えを調べてみよう。正直者は正直
に答え、うそつきはうそを答えている質問の答えを表に埋めたら、Aが実際に答えたこ
とと一致する場合を探せば正解がわかるはず！（イ）では、表２の１行目だけヒントをあ
げよう。「Bが火星人男性」だった場合、Bは正直に話しているのでCは金星人男性にな
る。Cはうそつきなので「Bは金星人の男性」になるが、「Bが火星人男性」だった場合を
考えていたので、この場合はマチガイ。このように調べれば正解までたどり着けるぞ。必
要な能力は、ものごとを筋道立てて考える力、「論理的思考力」。中学受験生が大好きな
「論理」の問題に、キミも挑戦してみよう！

【挑戦状】
拙者は忍者エピス丸。 オヌシはこの問題を解けるかな。

e

e

難攻不落の
算数城攻略！

忍者エピス丸

e

〈九龍教室〉
住所：Shop 143-145, Level 1, The Laguna Mall,
　　  8 Laguna Verde Ave., Hung Hom, KLN
電話：(852)2362-0221
ファクス：(852)2362-1181

〈香港教室〉
住所：1/F., Redana Ctr., 25 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2838-7177
ファクス：(852)2838-1027

〈圷 加寿男（あくつ かずお）先生 プロフィール〉
神奈川県大和市出身。高校時代はサッカー部のキーパーとして活躍。香港でも日
曜日はサッカーで汗を流す。エピスでは教務部長として、受験算数・数学のエキ
スパートとして大活躍の日々。長期休暇はバックパックひとつで、ふらっと旅に出
る。これまでに訪れた国は、インド、バングラディシュ、スリランカ、タイ、ベトナム、
ラオスなどなどアジア中心だが、時にはジャマイカ、パラグアイなど南米まで足を
伸ばすこともあるという、陽気なラテン系。最近のマイブームはダイビング。

【攻略キーポイント】

〈わかば深圳教室〉
住所：中国深圳市南山区南海大道1113-1115号
　　  花様年美年広場3棟2階
電話：(86)755-2162-1702
ファクス：(86)755-2667-8117

解答はコチラから！

epis　学習塾
episのHPからもご覧いただけます。

下の（ア）,（イ）に登場するA,B,Cは火星人か金星人のどちらかです。火星人の男性は常に本
当のことを言い、女性は常にうそをつきます。金星人の女性は常に本当のことを言い、男性は常
にうそをつきます。次の　　　にあてはまる語句を答えなさい。　

（ア） Aに「あなたは金星人ですか」とたずねたところ、「いいえ」と答え、
 「あなたは女性ですか」とたずねたところ、「はい」と答えました。
 Aは　　　星人で、性別は　　　性です。

（イ） Bは「Cは金星人です」と言い、Cは「Bは火星人です」と言いました。
 また、Bは「Cは男性です」と言い、Cは「Bは女性です」と言いました。
 Bは　　　星人で、性別は　　　性です。
 Cは　　　星人で、性別は　　　性です。

オヌシなら、まず何をする？　健闘を祈る！

【表１】
 A 金星人ですか 女性ですか
 火星人男性 いいえ いいえ
 火星人女性 はい いいえ
 金星人男性 いいえ はい
 金星人女性 はい はい

【表２】
  金星人男性 金星人女性 火星人男性 火星人女性
 火星人男性   ★
 火星人女性
 金星人男性
 金星人女性

CB

２０12年度　四天王寺中学　入試問題
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「ハイキング特集」
週刊PPW「ハイキング」特集の連動動画。
香港で唯一、連なる4つの滝を巡ることが
できるハイキングコース「梧桐寨瀑布」を
紹介する。それぞれ特徴の違う4つの滝は
見ごたえあり。

「Aqua Plaza」
「可愛い・楽しい・新発見がココにはある」
がコンセプトのAqua Plazaが開催したミ
ニファッションショーを取材。冬の新作
ファッションや小物、最新トレンドのギフト
アイテムがわかる。

「Xmasイルミネーション」
2016年のXmasイルミネーション特集。尖
東（チムトン）エリア、スターフェリー船上
から見る香港島、金鐘（アドミラルティ）で
開催中の冬の遊園地（期間限定）を撮影。
見逃した人は必見！

「冬のアテンドツアー」
週刊PPW「香港冬のアテンドツアー」特集
の連動動画。女子会やデートで使えるお洒
落で人気の飲茶から本誌には掲載してい
ない老舗のローカル喫茶・飲茶、最新の
アートスイーツを紹介。

「電気道」
ローカルグルメ店も多く連なる、下町風景
が残る天后（ティンハウ）駅前の「電気道」
を散策。レトロな文房具店や地元の人が
集まる老舗スイーツ店、ローストグースの
お店を紹介する。

「明太子専門店【鱈卵屋】」
銅鑼湾（コーズウェイベイ）にある明太子
料理専門店「鱈卵屋」。明太子たっぷりの
稲庭うどんや、フライドポテト明太子ソー
ス掛け、ガーリックトーストなど人気メ
ニューを紹介。

「Yoga BamBam」
中環(セントラル)にある、エアリアル（空
中）ヨガも出来るヨガスタジオを紹介。開
放的なスタジオの雰囲気や講師の丁寧な
レクチャーを見れば、きっとあなたも行き
たくなるはず。

「ペット通り」
旺角(モンコック)駅からすぐのペット通り
を紹介。ペット購入ができるだけでなく、
ペット専用の美容院や病院、おもちゃ屋な
どペット関連ショップが多く集まるエリアと
なる。

「香港歴史博物館」
1998年に尖東（チムトン）に開館した香港
歴史博物館を紹介。同館では、有史以前か
ら1997年の中国返還までの歴史を、模型
や写真、当時の衣装などをつかってわかり
やすく展示している。

「香港大学特集」
週刊PPW「香港の最高学府を巡る」特集の
連動動画。香港で最も歴史ある「香港大
学」を散策。キャンパス内の公園や売店、
歴史的建造物、カフェテリアは学生でなく
ても楽しめる場所だ。

週刊PPWに動画があるのを
ご存知ですか？ 実は週刊PPWでは、香港、深圳、広州エリアの最新グルメやイベント、

おすすめのサービス・アパートメントまで様々なジャンルの動画をユー
チューブや微信（We Chat）などに毎週アップロードしている。今まで
アップロードしてきた236件の中から厳選した31件の動画を紹介。
ぜひ見てみよう。

香港のオススメ動画を紹介！

ぽけっとページウィークリーの編集部
では、動画以外にも配信しているコン
テンツがたくさん♪
動画告知だけでなく、グルメ情報や、イ
ベント情報をほぼ毎日更新しているか
ら、気になる人はチェックしてみよう。

まだある、週刊PPWのオススメコンテンツ
Facebook アメーバブログ Twitter

サイト内検索ワード「ぽけっとページ」
URL：https://www.facebook.com/

サイト内検索ワード「PPW編集部」
URL: http://ameblo.jp/

サイト内検索ワード「香港週刊新聞PPW」
URL：https://twitter.com/

HP（www.pocketpageweekly.com)
からアクセスしよう！

ココを
クリック
香港動画一覧、
広東・深圳動画はココをクリック
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広州のオススメ動画を紹介

「烤匠·成吉思汗烤肉」
多くの料理店がひしめく広州市の東都大
世界国際美食街に佇む烤肉店を紹介。炭
火で焼くラムは臭みがなくジューシーで美
味しい。広州唯一の日本式ジンギスカンの
魅力を動画で伝える。

「西村 日本料理」
広州市天河区林和西路沿いにある「西村 
日本料理」を紹介。創業32年の同店は、店
内の雰囲気は日本そのもので、新鮮な刺
身の盛り合わせをはじめ、本格的な日本料
理を提供する。

「桜の舞　ヨガ・ダンススクール」
広州市天河北の街中にあるヨガ・ダンスス
クールのオープン初日を取材。日本語が得
意な先生たちの丁寧・的確な指導でリラッ
クスしてヨガを習得でき、日本人女性が多
く通うスクール。

「ワインバー W神之水滴酒窖餐吧」
広州市天河南一路にあるワインバー「W神
之水滴酒窖餐吧」を紹介。落ち着いた雰囲
気の店内には豊富なワインが揃う。ワイン
ショップも併設されており、ワイン好きに
はたまらない店。

「来回珈琲」
広州市天河南のショッピング街の一角に
建つ、コーヒー専門店を紹介。買い物客が
帰り際に立ち寄る人気店。お洒落な空間
に、本格的なハンドドリップ珈琲がリピー
ターを生んでいる。

「Califorlia Roll」
広州市天河区の体育東路通りに建つロー
ル寿司専門店を紹介。イチオシのカルフォ
ルニア・ロールは、外はバーナーで炙り、中
の海鮮は冷たいままという、新感覚ロール
寿司は必見！

「Newman Coffee」
広州市内のひときわ高いショッピングセン
ター、中心広場1階に入る「Newman 
Coffee」を紹介。コーヒーだけでなく、一つ
一つ丁寧に淹れられたアートラテは目で
も楽しむことができる。

「TomYork Coffee」
広州市天河南一路沿いにある、スイーツ
に力を入れるカフェ「TomYork Coffee」。豊
富な種類の彩り豊かなオリジナルドリン
ク、こだわりの手作りスイーツ、ピザの中か
ら人気メニューを紹介。

「三人行フランスレストラン」
広州市天河地区にある、三人兄弟が営む、
有名フランス料理店を紹介。明るく落ち着
く店内とフルコース料理を紹介。鶏ももの
コンフィーは外の皮はパリッと中の身は
ジューシーで大人気。

「Oakwood Residence」
二沙島で17か国の人々が住む、常に居住
率80％越えの高級サービスアパートメン
トを紹介。テニスコートやジムはもちろん、
コンビニでは日本の調味料までそろう、充
実の設備が人気。

深圳のオススメ動画を紹介！

「深圳蛇口泰格公寓」
深圳蛇口にあるサービス・アパートメント
「蛇口フレイザー」を紹介。日本人学校へ
の通学も便利な立地。付帯設備にはジム
やサウナはもちろん、館内には西洋レスト
ランも併設する。

「Coffee」
深圳の羅湖のKKモール隣に昨年オープン
したカフェを紹介。世界に一つだけのオリ
ジナルクッキーがつくれ、子供から大人ま
で楽しむことができる。完成までの工程を
動画に納めた。

「SAVLLS（Mansion One）」
地下鉄2号線「湾厦」駅から徒歩3分のサー
ビス・アパートメントを紹介。敷地内には
木々が生い茂り、プライバシー重視の設計
がされているので、落ち着いた暮らしがで
きる。

「米蘭意大利餐廳」
地下鉄1号線「车公庙」駅、深南路沿いの
「米蘭意大利餐廳」は、150種類のイタリア
ワインを揃え、本格的なイタリアン料理を
食べることができる。一番人気の肉料理を
紹介する。

「Ling Spanish Kitchen」
深圳市福田区にある「1979文化生活新領
域」内のスペインレストランを取材。有名
レストランで長年経験してきたシェフが振
るうスペイン料理は絶品。シェフ一押しメ
ニューを紹介。

「候斯顿主题餐吧」
沿河南路にあるウエスタンがテーマのレ
ストラン「候斯顿主题餐吧」を紹介。店内の
雰囲気はウエスタンそのもの。食事以外に
もパブリックビューイングやダーツを楽し
むことができる。

「Bollywood Cafe」
羅湖区の人民南路沿いにあるインド料理
店を紹介。料理人歴20年のシェフがつくる
本格インドカレーは、本場インド人にも大
人気。人気のインドカレーやナンができる
までを動画に納めた。

「伏墨珈琲」
羅湖区翠竹路にある、カフェ「伏墨珈琲」。
ドイツの有名デザイナーが手掛けた店内
は、お洒落で居心地のよい空間。淹れたて
のホットコーヒーとホットサンド、ワッフル
を紹介する。

「TLI語学学校」
今年で創立62年の「TLI(Taipei Language 
Institute)」は台北、上海、アメリカ、日本等を
拠点とするビジネス特化型の中国語専門
学校。授業やイベント風景、生徒にTLIにつ
いてインタビューした。

「海老江ラーメン」
福田区の福華三路沿いにある皇帝広場内
に店舗を構える「海老江ラーメン」を紹介。
特別に厨房に入らせてもらい、コシの強い
自家製麺と特製魚介豚骨スープのつけ麺
完成までを納めた。

　当時「niji bistro」の営業担当者
が、「写真だけでは伝わらない、熟
練のシェフがつくる、ジャパンクオ
リティーのオムライスの美味しさ
を、読者に伝えたい」という思い
から動画導入が決まった。店内だ
けでなく特別に厨房に入らせて
もらい、オムライスが完成するまでを撮影。さらに店のこだわりポイントを追
加し完成した。そんな第一号動画の見どころは、熟練シェフならではの、特製
チキンライスをふわとろ卵で包むシーンだ。ぜひチェックしてみよう。

黄色が目印！ 最新動画の内容をPPWの紙面内で紹介しているので、ぜひチェックしよう！

QRコードから
すぐにアクセス
できる！

動画第1号「niji bistro オムライス」ができるまで
週刊PPW動画誕生秘話

「週刊PPW動画」その他のアクセス方法
香港でアクセスするなら
You Tube 微信（we chat)

You Tubeでは、香港編と深圳・広
州編、どちらも視聴することができ
る。人気順や最新アップロード順な
ど検索も変更できるのが便利。

サイト内検索ワード「週刊PPW編集部」
URL：https://www.youtube.com

深圳・広州でアクセスするなら

微信（we chat）では、深圳・広州編の
予告編を配信している。予告編をク
リックし、リンクを選択すると、本編
がアップロードしてあるyoukuの
ページにとぶようにつくられている。

サイト内検索ワード「週刊PPW編集部」
URL：https://www.youtube.com

中国で動画をみるなら「youku」。
動画は微信（we chat）と同じく、
深圳・広州編を配信している。

サイト内検索ワード「週刊PPW編集部」
URL：http://www.youku.com/i/

スマフォ Youku PCスマフォ PC

③Youkuに飛びます①気になる記事の
「Read All」をクリック

②左下の「Read 
More」をクリック

◀今週の動画内容
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　中環（セントラル）の中心に位置し、広さ7,500sf
の店内に5つのプライベートルームを完備する
「Mott32」は現代的な調理法と伝統的な中華料理
のレシピ、旬の食材を組み合わせた心も体も温ま
るメニューを提供している。ディレクターの

Malcolm Wood氏、エグゼク
ティブ・シェフ Lee Man Sing 氏らが、良質な素材を使ってクリエ
イトする料理はどれも美しい。

　シーズナルメニューには2種類の前菜が用意されている。「和牛頬肉四川風チリソー
ス」は甘く味わい豊かなソースと柔らかなビーフのバランスが抜群。「冷製チキンのブ
ラックトリュフ添え」はLeeシェフが伝統的な中華を香り高いトリュフとコラボレートさせ
て生み出した、お店イチオシの一品だ。
　スペシャルメニューの「鶏と栗の蒸し煮 花椒風味」は鶏と花椒を効かせた酔っぱら
い鶏のソースにフランス産のクリーミーな栗との組み合わせが新鮮。「鮑とイベリコ豚
の中華風茶碗蒸し」は新鮮さにこだわった食材を使用しており、伝統的家庭なメニュー
ながら、洗練された味わいが魅力的だ。その他にも「紫と黄色のカリフラワーと四川
ソーセージの炒め物」、「アラスカ産クラブと帆立、黒にんにくの炒飯」など魅力的なメ

　また今年1月に海外初の店舗としてカナダのバンクーバーに出店を予定しており、そ
れに合わせてカナダの食材を使用したメニューも提供している。「スロークックドサー
モンピリ辛ビーンズのソース」など、バンクーバー店で出される予定のメニューをいち
早く香港で味わうことができる。
　デザートもペストリーチームが腕を奮ったメニューが充実。 伝統的な中華のスイーツ
を現代風にアレンジした「黒ゴマのスフレ 金柑と豆腐アイス添え」は金柑と豆腐アイス
の存在がスフレと溶け合って生み出すユニークなハーモニーが特徴。安吉省の竹林を

イメージした「Bamboo Green Forest」は、重ねた抹茶の
スポンジ、ゆずクリーム、ヨーグルト、ライムソルベが爽や
かな味わいをもたらしてくれる。
　季節限定メニューは1月末までの提供予定だ。

季節のメニュー、カナダの食材を
セントラルで贅沢に
季節のメニュー、カナダの食材を
セントラルで贅沢に

Mott32Mott32

Mott32 
住所：Basement, Standard Chartered Bldg., 4-4a Des Voeux Rd. Central 
電話：(852)2885-8688 
メール：reservations@mott32.com 
ウェブ：www.mott32.com 
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香港＆広東香港

深圳香港&広東

深圳

住
ま
い
探
し
の
お
手
伝
い

今
週
の
お
ス
ス
メ
物
件
セ
レ
ク
ト

The Floridian　ザ・フロリディアン　(Tower 2)

香港

MOUNT PARKER RESIDENCES　マウントパーカーレジデンス 

（所在地） 太古（タイクー）
（間取り） 広々2LDK   実用731sqf 
（室　内） リビング・主寝室・キッチン全て広々タイプ
 家具・家電付き、オープンビュー
（環　境） MTR太古駅、日系スーパーAEON/APITAに
 近接した便利な立地
（備　考） いつでも内覧可能
（月　額） HKD30,000 (管理費、税金込) 

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

（所在地） 太古（タイクー）
（間取り） 3LDK+S  実用1,242sqf　バルコニー付き
（室　内） 家具・家電交渉可、オープンビュー
（環　境） MTR太古駅、日系スーパーAEON/APITAに
 近接した便利な立地
（備　考） 太古エリアの超ハイグレードマンション
（月　額） HKD60,000 (管理費、税金込) 

（所在地） 紅磡（ホンハム）
（間取り） 3LDK   実用872sqf　バルコニー付き
（室　内） 家具・家電交渉可、海景
（環　境） MTR黄埔駅、AEON、
 フェリー乗り場（香港島北角行き）近く、
 クラブハウス完備
（備　考） 今年完成した新築ハイグレードマンション
 ペット可マンション
（月　額） HKD42,000（管理費、税金込）

Stars By The Harbour 　維港 ・ 星岸　(Tower 1  高層階)
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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5002号地王大厦主楼40-10単元
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）

20 Pocket Page Weekly 13 January 2017 No. 574
B



◆財神を迎える方法教えます◆ 
　新年あけましておめでとうございます。この一年が皆様に
とって健やかで明るい一年となりますよう、心よりお祈り申し上
げます。
　物事は最初の滑り出しが肝心。

握ります。これまで金運の悪かった人も好調な人も必見！「迎財
神（財神を迎える方法）」つまり、とっておきの金運開運法が今回
のテーマです。
　香港では、毎年旧正月の元旦（新暦2017年1月28日）に様々な
神様がやってくると言われています。2017（丁酉）年の暦による
と、北西からは喜神が、西南からは貴神が、東南からは財神が
やってきます。財神は、旧正月になると街角によく貼られている
ポスターに見られる、じゃらじゃらの金銀財宝を嫌味なく見事に
着こなしている、福 し々い神様ですね。
　旧正月の元旦に財神は東南の方位からやってきます。東南に
玄関や窓がある方はそこを開けて財神を迎えると良いでしょう。
吉とされる時間を選び、お住まいから東南の方位に向かって歩
き、自分の名前・住所を名乗り、なんとなく財神を迎えた感触を
得たら家に戻ってくるのです。　 
　また、毎年旧正月の五日（新暦2017年2月1日）は財神の誕生
日で、その日に財神を迎える方法も信仰されています。この日

は南の方位に財神がいらっしゃる
ので、南に向かって財神を迎えま
す。その際には、ローソクとお線香、
りんごやオレンジなどの果物、お
茶、お花、お菓子、紙で作られたお
札・元宝、と言った財神へのお供え
物を用います。

◆風水で金運を引き寄せる方法 ◆
　風水で金運を引き寄せる方法は1つだけではありません。
　たとえば「福星貴人」というのもあります。

　福星貴人というのは、長寿にも衣食住にも恵まれ、生活する
のに十分な金運に恵まれるエネルギーです。以下の表をご覧く
ださい。生まれた日が丁酉の方や戊申の人はもともと生まれ
持って福星貴人に恵まれている人です。今年は「丁（ひのと）の
人」が福星貴人に恵まれることでしょう。

　福星貴人の宿る方位、というのもあります。
　福星貴人の方位は、それぞれの日干の人にとって大事な金運
の場所です。
　一番良いのはそこに座り、その場所を活用することです。たと
えば、丁の人は酉（真西）の方位がそれにあたります。そこに貔
貅（ひきゅう）や象の置物などの金運を吸収する物を置く、ある
いは大黒様などの縁起の良い神様にいてもらうのも金運を招く
には有効です。

◆孟意堂的金運を引き寄せる風水の奥義◆ 
　結婚した相手の家族の財産を自分の財産であるかのように
奪ってしまったり、オレオレ詐欺のように長い年月をかけて人が
蓄えてきた財産を汗もかかずに奪ってしまったり、人の誠意を

題は実際のところたくさんあります。許しがたい案件も多々あり
ます。しかし、オカネの力に目がくらみオカネの奴隷になってし
まった人には財神も風水も味方してくれません。
　そもそも風水の金運とは、自分が苦労したり汗をかいて得る
「正財」と、世の中のおカネを使ってそれを増やしていく「偏財」
とがありますが、偏財と前述の方法とは意味が全く違うのです。
「点石成金（その石に触れると金に変わる）」の言葉のようにオ
カネに誠実である人に財神は味方し、使って意味のある金運を
与えてくれるのだと信じています。
　迎財神の方法は民間信仰の色彩が強いものの、やっていて顔
がほころび楽しくなります。この一年のふところがなんとなく豊
かになるような気がします。風水は何はともあれ、目に見えない
エネルギーが相手です。目には見えないけれど生き生きとした
良いエネルギーを新年にしっかり取り入れること、これが前向き
な香港の人たちが行なっている「迎財神」の本当の意味なのだ
と思っています。　

風水の奥義を行く！ 第59回  2017年も金運を引き寄せる！孟意堂風水、の巻
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは香港の伝統的な風水をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、著名ブ
ランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常派風水
に師事。易経を含めた玄学に長年携わり、漢五派第七十三代嫡系・
孟意堂として住宅、事務所、店舗等の風水、開業や引越し、結婚等の
日取りの選定、四柱推命で人生の様々な問題やニーズに対応してい
る。著書に「金運を引き寄せる孟意堂風水（廣済堂出版）」がある。

孟意堂
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2201, Tower 2, Times Square, 
  　　1 Matheson St., CWB
電話：(852)9841-6366　
ファックス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com
ホームページ：http://mannidou.com
フェイスブック: mannidou

福星貴人

寅（とら）    　 

亥（いのしし）    　 、丑（うし）    　 

子（ねずみ）    　 、戌（うし）    　 

酉（とり）    　 

申（さる）    　 

未（ひつじ）    　 

午（うま）    　 

巳（へび）    　 

辰（たつ）    　 

卯（うさぎ）    　 

       日　　干

甲（きのえ）の人

乙（きのと）の人

丙（ひのえ）の人

丁（ひのと）の人

戊（つちのえ）の人

己（つちのと）の人

庚（かのえ）の人

辛（かのと）の人

壬（みずのえ）の人

癸（みずのと）の人

21Pocket Page Weekly 13 January 2017 No. 574
B

ライフ（香港・広東共通）

香港



香港

我が家は、男ばかり３人で全員思春期。
めっきり無口になりました。 笑
そんな彼らが気持ちを話してくれるのは決まって台所。
不思議ですが、3人とも夕食を作っていると、必ず見に
きます。
「今日ね、転校生が来てねー」「来週◯◯があるんだよ」
と近況を話してくれます。
昔のお母さんはそうでしたよね。
いつも忙しくて、私が子供の頃も台所で国語の本読み
をやっていました。
今はお母さんに暇ができて、
宿題してる間中隣にいたり、明日持って行くものの準備
も一緒にできるようになりました。
お互いが見えすぎて、余計なことを口にするようにもな
りました。

「先にこれからやりなさい。」
「こうすればうまくいくでしょ」
子供の問題を自分の問題に置き換えて、イチイチ指示
をする。

「なんで早くできないの？」
「なんでいつも同じところで間違うの？」
子供を追い詰める尋問を繰り返す。

自分がされたらたまったもんじゃありません。 笑

こんなふうに育った子供は、
自分の選択に自信がもてなくなる。
人に従っていると楽だと思うようになる。
無気力になる。
一番怖いのは「お母さんには分かってもらえない。言っ
ても無駄だ」と思うようになることです。

親子の「信頼貯蓄」がなくなる瞬間です。それが続くと
思春期には、本当に一言も話さなくなる。

友人のお子さんは、思春期になって、「はい」「いいえ」
しか言わなくなり進路が決められないー涙 と嘆いてま
した。

日本のお母さんは暇な時間を自分のために使おうとし
ない。
小さなお子さんがいるご家庭は、お昼寝してるときに
掃除したり、お料理作ったり、家事をしちゃう。
そうではなくて、TVを見たり、本を読んだり自分のため
に使ってください。
子供が起きたら、子供も巻き込んで掃除機かけたり、お

料理作ったりすればいいんです。

にお水を入れて粘土にして遊ばせたりしていました。
お母さんがつきっきりで側にいるより、グズグズ言わな
いものですよ。

恋愛と同じで相手が見えすぎるのも考えものです。

お母さんは、子供のペースに合わせない。
お母さんのペースに、子供を合わせる。
そして～しながら話を聞くのが丁度いい。

ながらのススメ。

連載 第11回 ながらのススメ

Kyou氏 プロフィール
海外で3兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。1998年に「社会福祉士」を取
得し、現在は上海ママたちに心理学、統計学、コーチングなど
を基にした「ままサプリ」を展開中。

ブログ：上海で子育てコーチング～きょうのあしあと～
http://s.ameblo.jp/kyon3boys
ネットラジオ：子育て相談「ままサプリ」：
http://livaia.com/ja/category/mama_supplement/
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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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。

香港

香港

香港
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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:九龍チムーサチョイ加拿分道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。）

　香港中文大学図書館は2月28日まで、中国武芸の蟷螂拳（とうろう
けん）の師範、WONG Hon Fan氏をフィーチャーした展示会を開催し
ている。会場では家族の提供により、カンフーと蟷螂拳の振興に人生
を捧げた先駆者であるWONG Hon Fan氏の貴重な資料が展示され
ている。
　20世紀初頭、中国は西の大国達の翻弄に遭い、国家と人々のプラ
イドは、傷ついた状態にあった。不遇の時代のなか、中国コミュニ
ティの中では武芸の習得によって身体をより強化する動きが広まっ
ていき、1909年初め、中国武芸のマスターであるHUO Yuanjia氏、 
CHEN Gongzhe氏, LU Weichang氏などの尽力によって武芸の振興
と、身体と精神両方の鍛錬を目的としたChin Woo Athletic Associa-

tion (Chin Woo)が設立された。
　WONG Hon Fan氏はそこで著名な武芸家であ
るLUO Guangyu師範に学び、自らも蟷螂拳の師
範となって40年の長きにわたり同団体で武芸の
指導に従事することになる。蟷螂拳とはその名の
通り獲物を狩るカマキリの動きにヒントを得た
中国武術の一派であり、彼はその指導に携わる
間、蟷螂拳を通して中国文化の再活性化運動の
中心人物として活動し、中国武芸の健全な発展
に寄与した。蟷螂拳の実技、理論に関する30以上
もの著書を執筆し、香港で蟷螂拳を学ぶ学校を
設立することにも関わるなど、彼がその振興に果
たした役目は非常に大きいものだ。
　今回の展示では、当時の写真と共に、WONG 
Hon Fan氏がどう学び、どう教え、どういった著書

を出版したのか展示しており、彼の功績と中国武芸の概況を知るこ
とができるのに加え、激動の時代の中、中国武芸の行者達がどのよう
に鍛錬を受け継ぎ、ゆるぎない系統を築いてきたのかを学ぶことが
できる。
　なお展示会と共に、中国武芸に関するワークショップも同時に開
催され、誰にでも参加可能だ。格闘ゲームのキャラクター、ブルース・
リーやジャッキー・チェンのカンフー映画でもお馴染みの蟷螂拳。興
味のある方はぜひ会場を訪れてみて。
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Wong Hon Fan師範による２本のサーベルを使った”six harmonies”の
デモンストレーション

Praying Mantis School Master WONG Hon Fan 
and the Martial Arts Revitalisation Movement
会場：Exhibition Area, University Library, CUHK
開催期間：～2月28日まで
入場無料
ウェブ：www.lib.cuhk.edu.hk/ 
問い合わせ：(852)3943-8740、(852)3943-7305

“hill-climbing stance”の姿勢で右手の突きを行う
Wong Hon Fan師範

ブルース・リーの著書「The  
Tao of Gung Fu」にもWong 
Hon Fan師範の蟷螂拳が
登場する

Wong Hon Fan師範と弟子に
よる剣を使った実技の様子

ライフ（香港・広東共通）
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