


香港日本人倶楽部合唱団主催香港日本人倶楽部合唱団主催

生命の息吹、季節の移ろい、生きる喜びと悲しみ、そして祈りをテーマにした「New Year 
Concert 2017 Life～いのちを紡ぐ～」が香港日本人学校で開催される。美しい歌声と
ピアノの音色が奏でる優雅なひと時を過ごしてみてはいかがだろうか。

日時 2017年2月12日（日） 14:30開場 / 15:00開演
会場 香港日本人学校小学部 香港校 体育館

）yellaV yppaH,.dR looP eulB 751（ 　　
入場料 無料（チケット不要・自由席）
協力 香港日本人合唱団
ゲスト 香港日本人小学校 和太鼓クラブ
お問い合わせは hkjc_choir@yahoo.co.jpまで
ウェブ https://hkjcchoir.wordpress.com

を2月12日（日）に開催！

ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは

HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402
EMAIL: zets_ppw@pocketpage.com.hk

　香港大学美術博物館ではEddie Luiの40年に渡る芸術活動の軌跡を
追った個展を開催する。
　銀行家として成功していたLuiは、兼業という形で芸術家としての活動
を始めたが、次第に制作活動に没頭し、キャリアを捨ててアーティストと
して独立。今回の展示と配布されるカタログでは、厳しい状況もあった
なか香港随一のコンテンポラリーアーティストの1人として活動してきた
彼の功績を知ることができる。
　Luiは製図者、画家、彫刻家として香港における現代美術の礎を築い
た1人だ。その作品は美しくエキセントリックで、その形式や色彩は年間
を通じて連動していく。彼が絵によって語りかけるメッセージには文化
に囚われない、香港のインターナショナルな多様性が現れている。イン
クや水彩絵具、日本の和紙を貼ったカンヴァスや粘土など、画材に関す
る深い知識は、ヴィジュアル表現上の主題とアートフォームを繋ぐことで
ユニークな形で使用される。このテクニックは彼の作品に共通しており、
‘art totems'と呼ばれている。

　長い年月を経て作品の色調は明るいものからモノ・トーン調に変化し
てきているが、作品の大小に関わらずそのタッチと完成度は変わらず素
晴らしい。若い世代のニューインク・ペインティングの発達に貢献するな
ど、指導者としての功績も大きいEddie Lui。その柔軟な発想力と表現の
世界を体感してみては。

Art Totems Bridging East & West:
Eddie Lui's Four Decades of Artistic Pursuit 
住所：1/F. & 2/F., Fung Ping Shan Bldg., UMAG, 
　　  90 Bonham Rd., Pokfulam
日時：～3月26日 09:30～18:00 (月～土)、13:00～18:00(日)
　　  大学内の休日と祝日は閉館
料金：無料
電話：(852)2241-5500
メール：museum@hku.hk 
ウェブ：www.umag.hku.hk/en

アメリカ初の有人宇宙飛行計画を陰で支えた
NASAで活躍した黒人女性たちの実話を描く

　舞台は1960年代のアメリカ合衆国。人種差別法であるジム・クロウ法
がまだ存在していた時代に、NASAで活躍したアフリカ系アメリカ人の3
名の女性たちを描いた映画「Hidden Figures」が2月2日に公開される。
　「Hidden Figures」とは、直訳すると「隠れていた人物たち」。米ソによ
る宇宙競争が激化していた当時、アメリカ初の有人宇宙飛行計画となる
マーキュリー計画や、史上初の有人月面着陸に成功したアポロ11号に
おける軌道計算を行い、数々の業績を残したにもかかわらず、この映画
が公開されるまで、この3名の存在は隠されたままだったのである。他の
白人男性が苦労している数式を、すらすら解いてしまうほどの才能を持
ちながらも、職場での露骨な人種差別で邪魔をされていた模様などが
リアルに描かれている。
　主役である3名の女性は、タラジ・P・ヘンソン（「トップファイブ」「魔法
の恋愛書」）、オクタヴィア・スペンサー（「ダイバージェントNEO」「ヘルプ 

～心がつなぐストーリー～」）、歌手のジャネール・モネイが演じる。ケ
ヴィン・コスナーは打ち上げ計画の主任を演じている。劇中歌は、2014
年に「Happy」が世界的にヒットしてオスカー候補にもなったシンガー
のファレル・ウィリアムスが担当したことで話題になっている。
　たぐいまれな才能に恵まれ、差別にも負けないガッツある女性たち
の生き方は、見る者に勇気を与えるであろう。ぜひ劇場へ足を運んでい
ただきたい。

Hidden Figures
2月2日公開
監督：セオドア・メルフィ
出演：タラジ・P・ヘンソン、オクタヴィア・スペンサー、
　　 ケヴィン・コスナー、キルスティン・ダンスト

香港トピックス
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香港大学美術博物館で現代アーティスト
Eddie Luiの個展を開催
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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

今週の香港ピックアップ The 45th Hong Kong Arts Festival
Super Pool

2月17日～3月18日

芸術作品の一部になってみよう
　第45回目の「香港藝術節（香港アートフェスティバル）」による、アメリカの芸術家

ジェーン・ルインの大型インタラクティブ・アート作品「Super Pool」が香港にやってくる。

インタラクティブというのは「相互に作用する」という意味で、観客の操作や動きに応じ

て変化する機能をもっている作品はインタラクティブ・アートと呼ばれる。作品と観客の

間の相互作用によって、作品自体が変化していく故に、このジャンルの作品を鑑賞するに

は「見る」だけじゃ足りない。「Super Pool」は、百枚以上の円形LEDライトが地面で同心円

状に並び、観客達が光る円形LEDライトの上に立つと、光の色は違う色に変わる。観客達

の動き、光に対する反応など、自分や他の観客達の「体験」そのものが作品を織り成し、

同時に鑑賞の対象となる。この面白い仕組みを体験してみよう。

小さなカタツムリの冒険
　Kids Festは2012年に香港とシンガポールの子供たちのためにス

タートしたフェスティバル。毎年絵本を元にしたミュージカルが開催さ

れるが、今年は世界的に読み親

しまれているJulia Donaldson & 

Axelの作品（主人公の小さなカ

タツムリが世界を旅する話）が

テーマ。子供だけでなく大人も

一緒に楽しめる人気のショーに

足を運んでみては。

Kids Fest 2017 
The Snail and the Whale

～2月5日

Chater Garden(2月17日～19日)、Tsuen Wan Park(2月23日～26日)
Hong Kong Maritime Museum(3月3日～5日)、Piazza, Hong Kong Cultural Centre(3月9日～18日)
10:00～21:00
www.superpoolhkaf.org/schedule-en
無料(予約必須)

Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hall 3 BCDE, Wan Chai
2月10～11日 12：00～21：00、12日 12：00～19：00
（852）2378-9988
www.c3hk.com.hk/revamp/2017/index.php
前売り HKD30、当日券 HKD35

Music Zone @ E-Max
2月11日 14:00、18：00
2月12日 13：00、16：00、19：00
www.c3hk.com.hk/revamp/2017/index.php
1DAY VIP[11日]：HKD1,000/2shows [Priority entry + signed poster]　
1DAY VIP[12日]：HKD1,600/3shows[Priority entry + 3team handshake tickets]　
1show  HKD400

The Hong Kong Academy for Performing Arts, Drama Theatre
(852)3128-8288
HKD435、HKD385、HKD335、HKD195

Central Harbourfront Event Space, 
9 Lung Wo Rd., Central
3月16日　　 18：00～22：00
3月17～18日 12：30～16：30
                         18：00～22：00
3月19日　　 12：30～17：30
（852）2378-9988
www.tasteofhongkong.com
www.ticketflap.com

アニメ通なら足を運びたいイベント
　「C3日本アニメ博覧会2017」が湾仔コンベンションセンターで開催され

る。同博覧会ではフィギュア、ゲーム、キャラクターグッズ販売や人気声優

が来港するイベントなども。注目したいのは「コスプレ」大会。本格的な衣

装やアニメの再現

シーンを思い切り

楽しもう。

C3 in Hong Kong 2017
C3日本アニメ博覧会2017

2月10日～12日

食通をうならせる美食が勢ぞろい！
　今年で2回目を迎える大規模なフードフェスティバル「Taste of Hong 

Kong 2017」が中環ハーバーフロントイベントスペースで4日間にわたり

開催される。世界の有名シェフが集結しトップクラスのレストラン料理を

はじめワイン、ウィスキー、日本酒などを楽しむことができる。

Taste of Hong Kong
大規模な美食の祭典

3月16日～19日

@JAM×TALE in Hong Kong 2017
香港最大のアイドルイベント

2月11～12日

＠JAMの海外シリーズ
　日本を代表するポップカルチャーを紹介する音楽イベント「＠JAM」が、
今年は香港最大のアイドルイベント「TALE」とコラボ。「＠JAMの海外シ
リーズ2017」としてMusic Zone
で開催される。第一弾はアリエ
ルプロジェクト、SUP E R☆
GIRLS、そして妄想キャリブレー
ションが出演する。

香港ピックアップ
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香港＆広東 香港＆広東

香港

募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 インテリジェンス

香港20K～40K
国内側と現地顧客の橋渡しと日々のデリバリ
運営、スタッフ指導。★業界経験者で英語コミュ
ニケーションレベル。

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 香港/九龍 インテリジェンス

香港18K～25K
電子部品商社の営業。価格交渉やアフター
サービスの提供。★北京語ビジネスレベル。
関連業務経験者は尚可。

香港/九龍 インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
エステ・美容・理容

20K
日本の化粧品・健康食品などのネット販売に
対するデジタルマーケティング・コーディネート
業務。★業界経験者は尚可、英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 16K～20K

日系保険会社での営業業務。日系法人顧客向
けに損害保険商品の案内。★３年以上の損害
保険業界経験者。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 20K～25K

Payrollの管理ポジション募集。日本・香港に
基づく給与計算と日本語でのシステム入力等。
★5年以上の社会人経験があり、経理経験者
は尚歓迎！ 英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 30K～60K香港

資産運用企業より日本人顧客を対象とした
RM業務（商品：投資信託・債券など）、新規開拓、
金融セミナー実施。★英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港香港/香港島 25K～35K

ITアウトソーシング企業より、システムのモニ
タリングマネジャー募集。お客様のフォロー
アップ。★コミュニケーションスキルが高い方。

サービス系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

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。

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

18K～20K
アウトソーシング企業にて、日本人ユーザー向
けのカスタマーサポート業務（メール・電話・
チャット）。★英語ビジネスレベル。ビザホル
ダー。

インテリジェンス
香港香港/香港島

インテリジェンス
香港香港/香港島営業・コンサルタント/

専門商社・総合商社 20K～30K
既存顧客、新規サプライヤーの発掘業務や、
購買関連業務など。華南工場の生産状況確認
＆日本へ報告。★営業力長けた方（2年以上
歓迎）で、英語日常会話レベル。

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

香港/九龍 18K～23K
債権回収の金融サービス企業よりCSスペシャ
リスト募集。電話対応やオフィスサポート等。
★英語日常会話レベル。CSの経験者は尚可。

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～25K

サプライチェーンマネジメント担当者。納期に
対し、社内の生産調整や部品納期まとめ。★生産
管理・SCM経験の有る方。電子業界経験者歓迎。
英語準ビジネスレベル以上。北京語不問。

インテリジェンス
深圳東莞

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～28K香港/香港島 調達担当（フォローセールス含む）。

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 香港 18K～30K

保険業界より、顧客対応のアシスタントマネ
ジャーと、保険ブローカーバックオフィスの
同時募集。★英語ビジネスレベル、ビザホル
ダーのみ。

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/新界 30K～35K

営業レポート作成、システムの管理など。★2～
5年以上の営業サポート経験、英語・北京語
コミュニケーションレベル。

その他
華南地域

RMB
25K～35K 華南WORKS

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

総経理または副総経理（恵州工場管理）。

華南WORKS営業・販売系/
小売・流通 18K～22K京都の工芸品販売業務のおける通訳兼販売

スタッフ。
香港/香港島

香港WORKS技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連 20K～30K照明デザイナー（顧客対応）。香港/九龍

インテリジェンス
広州

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 広州

［商品開発マネージャー］※北京語不問。★必須
条件：電気回路の設計が分かる方。歓迎条件：
家電業界での設計開発経験をお持ちの方。

RMB20K

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 高級串揚げ専門店での料理長。 30K～35K
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香港＆広東

募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
コンサルタント

香港/香港島 RGF 香港25K～35K

外資系投資・経営コンサルタント会社にて
Associateを募集。投資銀行でのM＆A業務、
バイアウトファンドでの投資業務、メーカーの
経営企画部およびマーケティング部での業務
経験者優遇。

営業・販売系/商社 香港/香港島 RGF 香港20K～25K
日系大手総合商社の電子部品関連の営業職
を募集。既存顧客のフォローと新規顧客開拓、
発送管理などの業務。3年程度の営業経験の
ある方。英語または北京語必須。

香港/香港島 RGF 香港

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
コンサルタント

35K～80K

大手監査法人にて会計士を募集。日系、香港お
よび中国法人の会計監査と決算、財務業務、海外
法人設立支援、M&A交渉アドバイスなどの
業務。公認会計士資格保持者で5年程度の経験
を有する方。中国での税務知識のある方優遇。

RGF 香港
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 18K～21K

外資系ソフトウェア開発会社にて日本語テス
ターを募集。アプリケーションの検証とその結果
の英文レポート作成。リリース商品の市場反応の
監視や複数のソーシャルメディア内でのフィー
ドバックを収集。英語ビジネスレベル以上。

RGF 香港サービス系/
その他サービス 香港/香港島 17K～18K

中環のアートギャラリーにてスペース賃貸事業
のマネジャーを募集。スペース賃貸業務全般と
各種アートイベントやＰＲ活動の誘致。問い合
わせ対応や出入金管理、本社報告（日本語）。
出入金管理経験者優遇。英語ビジネスレベル。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

20K～35K香港/九龍

日系大手メーカーでエグゼクティブ・アシス
タントを募集。業界情報の収集と報告や本社と
の連絡のアシスタント業務。中国やアジア諸国
への出張有り。英語または北京語ビジネスレ
ベル必須。

RGF 香港香港/香港島 25K～30K
高級日本料理店にてHead Chefを募集。品質、
メニュー、サービス全般、スタッフ管理。5年以上
の飲食店での調理経験者。

サービス系/外食・フード

営業・販売系/金融・保険 RGF 香港35K～45K香港/香港島

米系金融データ提供会社の香港支社にて日本人
のSales Marketing Managerを募集。APAC
内で、セミナー企画等のマーケティング活動。金融
業界での営業経験と株式・債券インデックス、
マクロ経済指標に関する知識を有する方。

営業・販売系/
その他・教育・公的機関など 18K～25K

教育機関にて香港と中国の日本人顧客開拓
担当者を募集。新規訴求方法の提案やオンラ
イン・面談などで顧客とコンタクト。イベントや
セミナーの実施とその付随ツール等の作成など。
英語ビジネスレベル必須。

RGF 香港香港/香港島

RGF 香港香港/香港島サービス系/外食・フード 23K～35K
高級寿司店にて接客担当者の募集。欧米人や
香港人の富裕層などに対する接客一般。丁寧に
接客できる方。飲食やホテル業界経験者歓迎。
英語日常会話レベル。

RGF 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

香港/香港島 22K～26K
インターネットソリューション・Ｅコマースを
提供する会社にて経理総務担当者を募集。事業
会社もしくは会計事務所で経理の実務経験が
3年程度ある方。総務人事業務の経験者歓迎。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

18K～21K
日系物流会社にてカスタマーサービスを募集。
日系企業からの問い合わせや各物流会社への
対応など。業界未経験者OK。北京語または
英語日常会話レベル。

RGF 香港香港/九龍

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

28K～35K香港/新界

日系大手製造企業にて日本語Executive 
Assistantを募集。各部のSenior Manager
のサポート、本社との連絡や必要資料の日本語
での作成など。秘書業務経験者優遇。英語、
北京語もしくは広東語の出来る方歓迎。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/九龍 40K～80K

日系金融機関にて日本人の向けプライベート
バンカーを募集。金融機関（銀行、証券会社、
投信会社等）で5年以上の勤務経験があり、
運用会社での投資信託・債権の営業経験が3年
以上ある方。SFC Type1保持者歓迎。

RGF 香港営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) 香港/香港島 22K～25K

日系不動産企業にてSales Manager/ 
Executiveを募集。不動産情報提供、物件
下見・同行、クロージングまでの一連の業務。
土曜出勤有（代休制度有）。英語または広東語
ビジネスレベル。営業経験者優遇。

香港/新界 18K～23K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

日系大手物流会社にてカスタマーサービスを
募集。重要な日系顧客への対応一般と、要望を
社内オペレーションへ伝達、調整業務。物流
業界経験者歓迎。北京語、広東語または英語
ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 30K～35K

日系大手物流企業にて営業担当者を募集。新規
顧客開拓と既存顧客のフォローアップ。５年
程度のフォワーディング業務または輸出入業務
経験のある方。ビジネスレベルの英語もしくは
北京語、広東語が必要。

香港/新界

RGF 香港営業・販売系/商社 18K～20K

日本食材を扱う貿易商社にてS a l e s 
Supervisorを募集。営業チームの管理、既存
顧客のフォローと新規開拓。業界問わず5年
程度の営業経験をお持ちの方、もしくは飲食
業界での営業経験者歓迎。

香港/新界

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/九龍

日系大手物流会社にてカスタマーサービスを
募集。在香港日本人顧客への対応や本社との
連絡をなど。日常会話レベルの英語、北京語も
しくは広東語。物流関係または、カスタマー
サービスの経験者歓迎。

18K～23K

RGF 香港
生産管理・品質管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/新界

大手日系企業にて包装事業部責任者を募集。
食品包装用資材の生産技術に関する研究開発、
もしくは生産管理の実務経験を有する方。中国
での営業経験のある方優遇。北京語または英語
の出来る方歓迎。

50K～75K
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香港深圳

1.女子従業員の結婚、出産などに関する保護 明確な規定なし。
使用者は、労働契約において女子従業員の結婚、出産な
どの適法な権利を制限してはならない。また、これを理
由に昇給、昇格の面で差別的取扱いをしてはならない。

2.休憩 明確な規定なし。
4時間以上立ち仕事をする女子従業員が生理期間にお
いて請求した場合には、使用者は適切な休憩を与えな
ければならない。

10.流産／人工中絶の産休日数 妊娠４ヶ月未満は、医療機関の意見に基づき15～30日。
４ヶ月以上７ヶ月未満は42日。７ヶ月以上は75日。

妊娠４ヶ月未満は15日。４ヶ月以上は42日。

11.産後の適応期
女子従業員が産休期間満了後、使用者は１～２週間の
適応期を与えなければならない（意味が不明確であるが
解雇や職場変更を制限する趣旨であると思われる）。

明確な規定なし。

14.更年期症候群 明確な規定なし。

更年期症候群と診断され、もとの職場での勤務が適さな
くなった場合、本人が請求した場合には、使用者はその
労働量を適度に軽減するか、またはその他の適切な職
場を手配しなければならない。

13.授乳時間
1日の労働時間内に1時間の授乳時間を与えなければな
らない（有給）。多胎の場合は1人増えることに1時間の授
乳時間を追加する。

同様。

15.セクシャルハラスメント 明確な規定なし。
予防措置を講じなければならない。告発のある場合、適
時に女子従業員のプライバシーを保護しなければなら
ない。

12.授乳休暇 明確な規定なし。

産休休暇満了後、確かな困難がある場合、本人が請求し
た場合には、使用者の許可を経て、生児が１歳になるま
で授乳休暇を取得することができる。授乳休暇期間中の
賃金待遇は労使双方が協議により定める。

6.産前検査 同様。検査にかかる時間は勤務時間とみなす（有給）。

5.妊娠７ヶ月以上の待遇

労働時間の延長及び夜勤をさせてはならないほか、毎
日１時間の休憩時間を与えなければならない（有給）。
立ち作業に従事する女子従業員については、休憩用の
座席を設置しなければならない。

労働時間を延長してはならない。夜勤に従事させてはな
らない。労働時間において一定の休憩時間を与えなけれ
ばならない。

4.胎児を守るための休暇
医療機関が胎児を守るために休暇が必要と診断した場
合、その胎児を守るための休憩時間は病気休暇として処
理する（有給）。

明確な規定なし。

7.基本産休日数 同様。98日（産前15日含む）。

9.多胎 同様。1人増えることに15日追加。

8.帝王切開（難産） 30日追加。15日追加。

3.妊婦の職場調整

女子従業員が妊娠期間中に従来の労働に適さなくなっ
た場合、使用者は医療機関の証明に基づき、労働量を軽
減するか又はその他の妊婦に適した労働を手配しなけ
ればならない。

同様。

　2016年12月20日、広東省は《広東省〈女子従業員労働保護特別規定〉実施弁法》を公布しました。この弁法は2017年2
月1日から施行されます。この弁法では、国家の規定である〈女子従業員労働保護特別規定〉の広東省での運用について
詳細な定めがなされています。その主な内容は、〈女子従業員労働保護特別規定〉を基礎として、女子従業員を国家の基
準よりも一層保護するものとなっております。
　今回のコラムでは、この広東省の弁法のポイント及び国家の規定に比してどのようなものであるのかをわかりやすく
するために次の通りの対比表を作成しました。皆様の会社の人事担当の方と共有いただければと思います。

《広東省〈女子従業員労働保護特別規定〉実施弁法》について
中
国
法
律
コ
ラ
ム 14

広東盛唐法律事務所
SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問
大嶽 徳洋 Roy Odake
中国深圳市福田区福華一路一号
大中華国際交易広場15階西区
電話：(86)755-8328-3652  
メール : odake@yamatolaw.com

項目 女子従業員労働保護特別規定 広東省〈女子従業員労働保護特別規定〉実施弁法
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香港香港

深圳 香港＆広東 香港

深圳
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今
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の
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ス
ス
メ
物
件
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レ
ク
ト

The Gloucester

（所在地） MTR太古（タイクー）駅

（間取り） 3LDK　947sq ft.

（室　内） 新改装、海景

（環　境） イオン至近、駅まで徒歩３分

（月　額） HKD46,000　管理費、税金込み

香港

（所在地） MTR佐敦（ジョーダン）駅

（間取り） 2DK　779sq ft.

（室　内） 家具付き

（環　境） プール、ジム付

（月　額） HKD28,000

 管理費、税金込み

（所在地） MTR銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅

（間取り） 1DK  479 sq ft.

（室　内） 家具・家電付き

（環　境） 海景、駅まで徒歩５分

（月　額） HKD25,000　管理費、税金込み

STARTS香港STARTS香港STARTS香港STARTS香港
Company License No. C-023320Company License No. C-023320

香港（852）2836-0760
広州（86）20-3877-0041

Orchards

The Victoria Tower 

H
o
n
g
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

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

香港

中国にいると色んなことが起こります。
冬の風物詩としては
お湯の出が悪くなる。
去年はシャンプー途中にお湯が止まり、頭から冷水か
ぶりました笑

今年も、やはり、
お湯が出ないー。

設備のおじさんが来て問題なし！
給湯器のおじさんが来て没問題！！

え？どーすんのよっ！！
と言ってたら、浴室が水浸しに。

そんな状態なのに、
水修理のおじさんは、
「天井は乾いてるから水漏れじゃない。結露です。」

「結露でこんなに水がたまるかーいっ！！！」
ぶち切れます。

中国は完全分業。
彼らの責任のなさにイライラします。

丸一日放置して、下の韓国人の衣服が
全滅したらしく、
夜中に大慌てでやってきました。

韓国人、、気の毒過ぎですT^T

結局我が家の水道管破裂。
7日間断水しました。

その間、延べ20人の工人が出たり入っ

たり。
それに合わせて、我が家のパグちゃんも外に出て行方
不明になったり、、。
カオスです笑

それでも工人さんたちと7日も生活を一緒にしていたら
色んな話をするようになります。
工事が終わって帰る頃には寂しくなったりね 笑

子供たちも慣れっこなので、「仕方ないねー」という感じ。
工人がいてもいなくても普段と全く変わることもなく、
淡 と々生活しています。
さすが大陸育ち^ - ^

海外から日本を見ると、こんなに便利で優秀な国はな
いなーと思います。
24時間どこでも何でも手に入るし、街は安全だし、食べ
物は美味しい。
なのに自殺者が1位というのは
どういうことでしょうか。

「～でなくてはならない。」
「～がなくてはいけない。」
「～すべきである。」

それが多ければ多いほど、それに執着すればするほど
それが得られなかったときに今より「不幸」を感じるも
のです。

8日目でお水が出るようになりました。
水道をひねるとお水が出ることがしばらく信じられま
せん。
なんて素晴らしいことでしょう！！
せっかくお水が出るのに溜め水で手を洗うことが癖に
なっている私たち  笑

幸せのハードルは低い方がいい。

～すべき。
～でなくてはならない。
 
それは本当に必要ですか？

時代が変わったなら
国が変わったなら
必要なくなるものならそれに執着しない方がいい。

そんなブロックをできるだけ外してあげることが、この
混沌とした時代を生きる子供たちへのプレゼントだと
思います。

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

読
む
だ
け
で

マ
マ
が
笑
顔
に

連載 第14回 幸せのハードル

ライフ（香港・広東共通）
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