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（所在地） 珠江新城

（間取り） 2LDK　90m²

（環　境） 地下鉄３号線

（備　考） 全部屋内装、家具付き

 スーパーマーケット徒歩4分圏内

（月　額） 8,500元

君 玥 公 馆 エ ン ペ ラ ー

（所在地） 天河区

（間取り） 2LDK　94m²

（環　境） 地下鉄5号線

（備　考） 全部屋内装、家具付き、公園に近い

（月　額） 1２,000元

瑞 安 创 逸 ツ イ ア ン

凱 旋 新 世 界

（所在地） 越秀区

（間取り） 2LDK　96m²

（環　境） 地下鉄3号線

（備　考） 全部屋新内装、家具付き

（月　額） 10,000元

ラクラシ不動産ラクラシ不動産ラクラシ不動産 広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146
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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）
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香港 香港深圳

香港

　2016年9月末日、私のFacebookに香港棒球総会の方
からメッセージが届いた。連絡を下さったのは、現地在住
の日本人で、長年にわたり香港野球を影で支える三好正
記氏だった。三好氏とは、私がイラン代表監督に就任した
際、世界の野球情報を網羅している通称「世界の野球」
さんよりFacebookを通してご紹介して頂いていた。三好
氏から相談があるとの連絡を頂いてからほどなく、すぐに
LINEグループを介し、香港棒球総会にて現在、強化担当
の副主席を務めるショーン氏を紹介された。そして、三好
氏より今回の経緯を以下のように説明された。

　「私たちは今、香港野球代表チームを次のレベルに押し
上げる為、今ある障壁を突破した
いと考えております。そこで、香港
棒球総会から日本人指導者がいな
いかと相談を受け、一番最初に私
の心に浮かんだのが外国の野球
チームにおいて豊富な経験のある
色川氏でした。」（三好氏）

　このメッセージを受けた私は
「指導者冥利に尽きる」本当に有
難いお言葉と深く感謝した。そし

て、これまでの活動
が報われ、新たな扉
を開くチャンスを頂
けたことに改めて感
謝を申し上げた。
　こうした実に現代
的なツールを介して

香港野球に関わる機会を頂き、現在、私は香港にいる。
　今回、私が香港へ来た趣旨は「香港野球代表強化練習
会」を行う為であるが、現実的には代表選手や野球協会
関係者とFace to Faceでのコミュニケーションを図り、信
頼関係を構築することがファーストステップである。
　今回は、お互いの事情を考慮し、2部構成での合宿を計
画、第1弾の2016年12月4～7日は香港にて強化練習会を
行った。限られた時間ではあるが、現場の空気を吸って、
見て、感じて、国民性も含めて現地をよく知って欲しいと
ショーン氏から頼まれている。第2弾の2016年12月24～
27日は台湾の高雄市にて強化合宿を行った。香港国内で
は積むことのできない実践（親善試合等含む）を通して、
経験を積んでいくことが目的である。
　今回、私に与えられた使命は、これまで香港野球が築
き上げてきた歴史に、色川冬馬がいることで生まれる価
値を提供し、香港野球発展の起爆剤となる事だと思う。野

球の技術、戦術、そして知識だけではなく、私にしか伝え
られない「野球で生きていく（生き様）」を通して「野球＝
自分」と向き合い、人間として成長し、生きる力を磨いて
欲しいと願っている。また、これからの香港野球を支える
コーチや選手にとって、現状を打破し、挑戦し続ける勇気
と覚悟を残していきたい。
　始まったばかりの新たな旅ではあるが、早速香港野球
のポテンシャルの高さに私の血は騒いでいる。現地レ
ポートを通して、これまでの香港野球の歴史と共に、これ
からの香港野球の展望について紹介していきたい。

（次号8月4日は「世界ランキング26位 香港野球の実力」）

香港野球発展の起爆剤に

著者プロフィール

 
2015年2月にイスラマバード（パキスタン）で行
われた西アジア野球選手権にイラン野球代表
監督として、チームを2位へと導く。同大会後、パ
キスタン代表監督に就任。2015年9月に台湾で
行われた「第27回 BFA アジア選手権」では、監
督としてパキスタン代表を率いた。
2017年2月、香港野球代表監督に就任。色川冬
馬をもっと知りたい方は「色川冬馬」で検索、講
演依頼はtoma@hotmail.co.jpまで。

  侍ジャパンオフィシャルサイトニュース・コラム
  → www.japan-baseball.jp/jp/newsVol.1

photo by ©松橋 隆樹

ライフ（香港・広東共通）



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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港モクモク会
月一回木曜日を目安にパイプ好きで集
まってモクモクしながら四方山話や情
報交換などしようという会です。禁煙
ブームで日頃肩身が狭いパイプ愛煙家
の加入お待ちしています。
メール：seesaw5@Hotmail.com（松浦）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
メール：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！

ウェブ：http://jleaguers.exblog.jp
メール：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。
メール：aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
ウェブ：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
メール：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。
メール：hkdimanche@gmail.com
ウェブ：http://hkdimanche.weebly.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務・電話対応スタッフ募集
日本や中国・香港のクライアント様の
WEB制作・運用代行、カスタマーサポー
トをご提供しています。新規事業スタート
にともない、上海及び香港エリアにて、事

務や電話対応、リサーチ業務を担当して
いただくスタッフを募集しております。日
本語ネイティブの方であれば他言語能
力は問いません。勤務時間や休暇等はご
希望をお伺いしながら柔軟に対応させ
ていただきます。（パート、アルバイトも
可）ぜひお気軽にご応募くださいませ。
募集職種：事務・電話対応スタッフ
勤務地：上海or香港
勤務時間：実働8時間程度（応相談）
給与：10,000元～（応相談・パート、ア
ルバイト除く）
必要言語：日本語ネイティブ
応募条件：年齢・性別・職務経験等は
問いません。<次のような方からのご
応募歓迎です。>
上海または香港に在住の方・好奇心の
ある未経験の方
ご興味のある方は、メールにて簡単な
履歴書をお送りくださいませ。
悠傑（上海）網絡科技有限公司
担当者：内山
電話：(86)136-8179-7318
メール：uchiyama@abcrowd.com.cn
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

輸入コスメ販売員募集
仕事終わりや週末など、すきま時間に輸
入コスメの販売をしてくれる女性を募
集します。深圳のOfficeに商材と資料を
用意しており、最初と不定期に研修に来
ていただける方。ご自身で試して、お客
様にプレゼン・販売していただきます。
詳細は土井までお問合せください。
電話：(86)139-2280-9717
メール：kazuki_0425@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クリニック通訳さん募集
英語または広東語で通訳できる日本人
の方を募集しています。看護師など医
療資格をお持ちの方はもちろんのこと、
資格はなくても医療通訳に興味がある
方の応募をお待ちしております。勤務は
セントラルにある総合クリニックです。
健康診断に関連する事務作業なども
行っていただきます。
詳細につきましては、メディポートの堀
までお問い合わせください。
電話：2577-1568
メール：hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

主婦パートさん募集中！
香港で29年の実績がある当社では、
たくさんの日系企業様ともお取引をさ
せて頂いております。そんな当社では、
一日の限られた時間でもハッピーバ
レーのオフィスに出社してくださる主
婦パートさんを募集中です。英語・広
東語・北京語が話せる方で、日本語が
ネイティブな方であれば、未経験者も
大歓迎です。時給+歩合給もあります。
お気軽にお問合せください。
電話：2982-1138 or 9460-4892
メール：nanyang2@netvigator.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。
メール：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。
電話：(852)2375-1342  林まで
メール：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. Eva
　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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 新築マンション入居者募集！
旺角(Mong Kok)の駅近に完成した新築
マンションSkypark
単身者向きスタジオタイプ315sqf
（日本で言うワンルーム）
家賃HKD19,500（管・税込み）
マンションの最上階には、充実したクラ
ブハウスもあります。部屋の鍵あります
ので、いつでも内覧案内可。
お問合せは三宝不動産まで。
電話：2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：http://www.san-pou.co.jp/hk
 三宝不動産　茂木
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

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。）

次男、三男は、漢字や、アルファベットをそのまま覚える
のが苦手。
こういうお子さんは意外に多い。

意味を考えたり、体験したりして、脳の回路と回路を繋
げないとなかなか覚えられません。

いわゆる発達障害の特長です。
とはいっても軽度から重度、
アスペルガーやADHD、自閉症など複数の症状を併せ
持つ子供もいたりでなかなか判断が難しい。

次男は3歳児検診で「多動症の疑い」と診断されました
が、その当時の知識もなかった私は認めたくなくて、自
力で育てました。

まずね、「障害」という言葉が良くない。
アメリカでは「スターチルドレン」といわれ、一つまたは
複数のこに秀でた「天才」だと認識されています。
スティーブンスピルバーグや、スティーブ・ジョブズ、ト
ムクルーズなどが有名です。

日本では、長嶋監督やイチロー、黒柳徹子がそうですね。

スターチルドレンは、一般的に楽観的で立ち直りが早
いと言われています。
「障害」ではなく、今の混沌とした時代を生き抜くため
の「進化」なのだと思うのです。

その当時の市町村が運営していた「療育」は、「できな
いことをできるようにする」教育でした。
遺伝子の問題で、いくら練習してもできないこともある
ので、
それは母子ともに苦痛でしかありません。
独自に子育てしてみて思うのは「できないことの代わり
を見つける。できることを突き抜けさせる。」が正解だと
感じています。

今の次男をみて、多動症だと思う人はいないと思います。
それくらい落ち着いてます。

育て方次第で、変人にもなるし、天才にもなるのが発達
障害だと思います。
大切なのは、「自己肯定感」それだけ。

苦手なことはとにかく脳のシナプスが繋がりにくいの
で、ひとまず置いておいて、得意で好きなことだけを徹
底的にさせる。
どんな入り口でも極めると国語力も必要だし、数字や
外国語も必要になります。 全ては繋がっているのです。
次男は大好きなロボット教室で、どんどん進級し、自信
を持ったことがよかった。自信がでると経験も増え、脳
のシナプスが繋がりやすくなります。

不思議ですが、いつの間にか漢字がスラスラ書けるよ
うになっていました。

大切なのは障害があるなしに関わらず自分の資質を
知って得意なことを伸ばすこと。
「自己肯定感」を身につけること。
自分を信じることができたなら、大きく羽ばたける！！

お母さんはうちの子専門家。
お母さんだけは応援してあげたい。

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。現在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」展開中。香港
にて講座開催中♪

zets_PPW@pocketpage.com.hkまでお問い合わせください。

ラジオ、コラム、無料動画公開中～♪
ままサプリ公式HP：https://mama-supple.com/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「
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連載 第36回 お母さんはうちの子専門家

ライフ（香港・広東共通）
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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

ルーシー龍（りゅう）
香港人妻との結婚歴3年目の日本人。沢木耕太郎の「深夜特急」を読んでチョンキンマン
ションに憧れて香港にやって来る。趣味は早く家に帰って妻と一緒にTVBのドラマを見る
こと。

の
僕
の
僕

記
日
際
交

記
日
際
交

他人の靴を履いてみる
第7回

日本人が外国人と態度や行動が異なる一つの理由として、
日本人には「ウチとソト」の考え方が
根付いていることが大きいと言われています。
身近な例としては、日本では家に帰ってくると靴を脱ぎますが、
欧米諸国では習慣として靴を脱ぎません。
このように日本人にはウチとソトの空間を分別する意識が身についています。
さらに、この靴に関して、
崖の上や高いところに靴が置いてあるのを見かけると、
外国人はなんとも思わないのに
日本人は「自殺」を思い浮かべてしまうというのです。
「ウチ(＝あの世)に帰る」という意味で靴を脱ぐようになったらしいのですが、
このことからも場所だけではなく精神的なウチとソトの
分別もつけていることが分かります。
そんな日本人の中でも私は
「一度会った～ら友達で、毎日会っ～たら兄弟だ」で
おなじみの教育テレビ3チャンネルに影響を受けて育ってきた世代なので、
自分の中では国籍、性別、世代の隔てなくいろんな
人と交流をしてきたつもりでしたが、
それでも香港人妻からするとまだ私にもウチ向きな一面が見られるようです。
妻が私に対してよく言うのは
「他人の靴に自分の足を入れながら考えてみなさい」
と、これまた靴を例にした教訓です。
つまり相手の立場に立ちなさいということなのですが、
日本人は自己中心的な面が多いと妻は指摘します。
さて、ここで一つの疑問が出てきます。
「相手の立場に立つ」ということに関して、
日本は世界でも高い水準の思いやりを持っていると思いますし、
そう言われているのをよく耳にします。
つまり相手の靴に足を入れながら便利な商品を開発したり、
サービスを提供したりという能力にたけているのです。
でも妻からするとそれでも日本人は自己中だと…？？
事実、妻も日本の商品やサービスが好きで、
香港人も見習うべき部分がたくさんあると言っています。
しかし、それらの高い水準での商品やサービスを生み出し、
そして提供するために「日本人は自分自身を犠牲にしすぎている」と
いうのが彼女の主張でした。
時に家族や自分の健康を顧みず、
会社の指令や顧客のために身体を張る姿がどうも理解できない、
というより受け入れがたいとのことなのです。
つまり妻の言う「他人の靴」と言うのは決してお客さんのことだけではなく、
家族や身近な人のことも考えなさいということだったというわけです。
妻はたまにいいこと言います。
何事もバランスが大事ですね。
では、私も自己中になりすぎないように
今日も早く家に帰ることとします。

香港人はウチもソトも気にしない？
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苺を使った
絶品メニュー４選

夏に
ぴったり？

Greyhound Café
住所：Shop 301-302, 3/F., Moko, 
  　　193 Prince Edward West, Mong Kok
電話：(852)2394-6000 

　フレッシュなストロベリーと苺ソース、フ
レンチトーストにフォアグラを添えた驚き
のメニュー。黒胡椒で味付けされたフォア
グラは、柔らかな風味で甘くクリーミーで、
ほんの少しピリリとした刺激を感じる。特
別な日のブランチに最適な一品だ。

Greyhound Café の
"Foie Gras Strawberry toast"(草莓鵝肝多士)

　リブの外側はクリスピーだが中は非常に柔らか
くジューシーで、ストロベリージャムとスパイスの
コンビネーションが絶妙。意外かもしれないが、
ジャムの糖分はソースに素晴らしい風味を与え、リ
ブを美しくキャラメライズする役割を果たしてい
る。誰もが美味しい、と感じる味わいだ。

Imperial御膳の
"Strawberry Glazed Pork Ribs"(士多　梨骨)

Imperial 御膳
住所：Flat F, 12/F., King Win fty. Bldg., 65-67 King Yip St., Kwun Tong 
電話：(852)3575-9567, (852)9029-1530

Kum Tao Heen 金陶軒
住所：8/F., Hong Kong Scout Centre, 8 Austin Rd., Jordan
電話：(852)2730-8668

みんなが大好きで、甘酸っぱさがたまらない一
品。野菜と果物、肉が一皿になっているこの種の
料理は特に子どもに人気のようだ。苺とパイナッ
プルを使ったこの店の"Sweet and Sour Pork with 
Pineapple and Strawberries"(咕嚕士多啤梨黑豚
肉)は味付けが抜群の人気メニューだ。

Kum Tao Heen金陶軒の
"Sweet and Sour Pork with Pineapple and Strawberries"(　嚕士多　梨黑豚肉)

　リブにはうるさい私だが、この料
理の味は認めざるを得ない。ストロ
ベリーソースの味は豚肉に本当に
ピッタリで、たっぷりと絡めて頂くと
最高だ。まさに夏にうってつけの料
理といえよう。

Cornucopia Fine Dining慶有餘の
"Boneless Pork Belly Ribs in Strawberry sauce"(去骨士多　梨　　排)

Cornucopia Fine Dining 慶有餘
住所：7/F., Cubus, 1 Hoi Ping Rd., CWB
電話：(852)2323-7280

いよいよ日差しも強くなり、夏本番の香港。
そんな季節に、ビタミンCたっぷりの苺を使ったメニューはいかがだろうか。
甘いものが好きでなくても大丈夫！
限られた期間のみ楽しむことができる、魅惑の味をご紹介しよう。
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　旺角西側に位置する昔ながらの住宅地である大
角咀（タイコックツイ）にあるBROWNY No.45は、おい
しいフードやコーヒーを提供するお店。
　油麻地駅から徒歩約12分。（途中地図を何度も見
直したりしなければ、もう少し早く着いたかもしれな
い）ビューティサロンの隣にあるこじんまりしたかわ
いらしいお店に着いた私たちは、“BROWNY Home 
Roasted Coffee(HKD32)”と、あたたかい“Hazelnut 
Latte(HKD38)”をオーダー。
　BROWNY Home Roasted Coffeeは冷たく新鮮なミ
ルクの上にエスプレッソを注いであるのだが、ほろ苦
いブラウニーのような後味に驚いた。Hazelnut Latte
は友人達とのアフタヌーンティーや軽い夕食の飲み
物としてはぴったりだろう。
　フードメニューからオーダーしたのは、“Linguine 

with Tempura Shrimp in a Tomato Cream Sauce
(HKD65)”。パスタの茹で加減はアルデンテで申し分
ない。2尾の海老も大きく新鮮で甘味があり、ソース
の味付けも自然で、美味しく頂くことが出来た。一方
ソーセージとスクランブルエッグ、ミニ・クロワッ
サン、チェリートマ
ト、ベイクドビーン
ズ、ベーコンのスラ
イス が 含 ま れ る
“The all-day mini 
breakfast(HKD58)”
はダイエッット中の
方やランチ前に軽く
済ませたい方には良
いかもしれない。

潜
入
食
レ
ポ
、

大
角
咀
の
カ
フ
ェ

BROWNY No.45
住所：Shop 45, Charming Garden, 
  　　8 Hoi Ting Rd., Tai Kok Tsui
電話：(852)6897-1179
時間：月～金 11:00～20:00、
　　  土日 10:00～20:00

BROWNY No.45
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