
香港 香港

　19世紀のドイツで国際的な機械工学者として活躍し、「運
動学の父」と称されたフランツ・ルーロー。彼の功績として最
も有名なのが、「ルーローの三角形」じゃ。正三角形の各頂点
を中心に、半径がその正三角形の1辺となる弧を結んで作図
することができる図形なのだ。最近では部屋のスミまでキレ
イにしてくれるロボット掃除機や、一部の自動車に使われて
いるロータリーエンジンにも利用されておる。また、ルーロー
の三角形と同じ作図方法で、図形が正七角形であれば、
「ルーローの七角形」が作図でき、これはイギリスの50ペンス
硬貨などに利用されているぞ。

　今回の挑戦状は、ルーローの三角形の周りを
円が1周したときの通過部分の面積を求める問
題でござる。与えられた図形だけでは問題を解
くことはできないので、小学生の知識で面積を
求めることができるように、図形を分割してみよ
う。図にあるように、6つの部分に分割するとそ
れぞれの面積を求めることができるぞ。さらに、
6つの部分を計算するだけではなく、うまく6つ
の部分を切り貼りしてつなぎ合わせると、あっと
いう間に答えが求められるぞ。実際に図形を紙
に書いて切りはりしても面白いかもしれないぞ。
さあ、やってみよう。

【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

〈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。

オヌシなら、まず何をする？　健闘を祈る！

１辺が８cmの正三角形の各頂点を中心に、半径が１辺の長さである円を３つかきま
す。その３つの円で囲まれた図形をアとします。この図形アの外側を半径４cmの円イ
がすべることなく１周するとき、円が通過する右図の斜線部分の面積を求めなさい。

2010年度 駒場東邦中学　入試問題
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香港スクール香港スクール
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香港

マリリンのぶらグル巡り

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

　ここ数年で香港では、数多くのス
ピークイージー（隠れ家バー）のオー
プンラッシュが続いている。そんな中、
Tales of the Cocktail主催の「World’s 
Best Cocktail Bar」で3年連続受賞、昨
年は7位と数々の賞を受賞した元祖
ニューヨーク発のオーセンティックな
レストランバー「Employees Only」が
中環（セントラル）のランカイフォンに
オープン。多くの若者が行き交い、賑わっている同エリアに同
店を構えているが、知らない人は通り過ぎてしまうかも。
ニューヨークやマイアミにも店舗があり、昨年、アジアの一号
店としてシンガポールでのオープンを皮切りに、香港で4店舗
目をオープン。オープン前から話題を集めていたお店。
　元々は通常の就業時間と大きく異なる飲食業界で勤務す
る人たちが仕事終わりに立ち寄れる場所としてオープンして

以来、落ち着いた雰囲気の中
で、美味しいカクテルと食事が
楽しめるオトナの社交場となっ
ている。ビジネスアワーが終了
する夕方以降より夜中の4時ま
で営業。香港店は若者の集まる
ランカイフォンの中心地にある
ので、飲食業界の人だけではな

く、遅い時間まで働いてちょっと一杯
なんてときにも利用できるのが魅力
の一つだ。
　同店ではスピード感を大切にして
おり、ニューヨークとシンガポールで
ジェネラルマネージャーを務めたレ
イチェル・トウ氏をはじめ、経験豊富
な凄腕バーテンダーが揃う。彼らの作
るカクテルは、クラシックなカクテル
から香港にインスパイアされた香港
店オリジナルのカクテルまで上質の
カクテルと優れたコミュニケーションスキルで店を訪れる人

たちを楽しませてくれ
る。オススメはジンと自
家製ライムコーディアル
をミックスした少し強め
のカクテルだが爽やか
な口当たりの看板メ
ニューの「EQ Signature 

Gimlet」。その他、メキシコの伝統的な酒のメスカルとライム
ジュース、ハチミツ、パイナップル、ビターをミックスしたフ
ローズンカクテルの「Ready Fire Aim」。
　バーにある奥のテーブル席ではビストロスタイルで北欧
にインスパイアされた料理を提供。キッチンを仕切るのは香

港のミシュラン3つ星レストラン「Bo Innovation」やロンドン
の「White Belvedere」などで経験を持つジェイムス氏。ディ
ナーは24時、ミッドナイトメニューは朝の3時まで提供してい
る。フードメニューのオススメは「ステーキタルタル
（Hand-Cut Steak Tartar with Crostini & Mixed Greens Salad）」
「ボーンマロー（Bonemarrow）」、そしてボリュームたっぷりの
「リブアイステーキ（Seared Rib 
Eye with Horseradish Potato 
Gratin）」。ミッドナイトメニュー
で酒にも合う「トリュフフライ
ズ」はトリュフの香りが食欲
をそそる。その他にも「焼
チーズサンド（Truffle Cheese 
Sandwich）」や「ハンバーガー（Balkan Burger）」もオススメ。
　さあ、さっそく今話題の隠れ家バーで美味しいカクテルを
楽しみに出かけてみては。

Employees Only
住所：19 Lan Kwai Fong, Central
電話：(852)2468-2755
ウェブ：www.employeesonlyhk.com
フェイスブック： EmployeesOnlyHKG

ニューヨーク発の隠れ家バー
「Employees Only」の香港店が待望のオープン！ 話題のお店を中心にローカル店など数多くのお

店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴8年の日本人女性ライター。

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴8年の日本人女性ライター。
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Employees Only創業者の
Hadzismajlovic氏

お店の定番カクテルの「EQギムレット」

フルーティーな味わいの
「Thunder Paradise」

シックな落ち着いた雰囲気の店内

スパイスの効いた「ステーキタルタル」



香港

　「旬」の表面には、美しい波紋のよう
なダマスカス模様のClassicシリーズ、エッ
チングによる繊細な模様を施したPro匠シリーズ
など、様々な意匠を凝らしています。貝印独自の技術
により、デザイン性と高品質を実現する美しい包丁に仕上がりました。 

　コバルトを配合したVG材やスーパーゴールド2を芯材にした積層鍛
造による多層鋼など、家庭用の中でも最高峰の高硬度、高靱性、耐摩耗
性の素材を採用。鋭い切れ味を長く保つことができます。 
　ハンドルは耐久性に優れた、手になじみやすい素材、形状を採用し
ています。 

　100年を超える歴史の中で培われた独自の刃付け技術により、滑ら
かで鋭い切れ味を実現し、食材本来の旨味を生かします。 
　また、刃物の街岐阜県関市に息づく使い手の使いやすさを追求する
「野鍛冶の精神」を受け継ぎ、職人の手作業より細部にまでこだわる高
い品質を維持しています。

　「旬」はナイフ業界最高峰のアワードといわれる
「Knife of the Year」の“Kitchen Knife of the Year”部
門を過去10回受賞するなど、世界的にもその品質
とデザインは高く評価されています。ミシュランレ
ストランシェフなど国内外のプロにも認められて
いる品質で、世界中に愛用者を広げています。 

　海外での事業展開も加速する貝印。
　そのものづくりの源は、「野鍛冶の精神」にありました。
　刀づくりに欠かせない松炭、水、土に恵まれ、さまざまな刀匠が技を
競った関の刃物。その長い歴史の中で、関の刃物は「折れず、曲がらず、よ
く切れる」と評価を得てきました。使う人の用途や癖までを理解し、もの
づくりに活かす「野鍛冶の精神」が
関の刃物ならではの特長となって
います。貝印は、そうした信頼を集
めるものづくりや、お客さまの求
めに柔軟に対応する姿勢を受け
継ぐことで、いまもなお成長を遂
げているのです。

旬のこだわり
デザイン

素材

技術・ものづくり

品質

貝印の包丁
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。 Shun Premier 5.5” 菜切り包丁Shun Premier 5” ステーキナイフ

フルセット特別価格：HK2,180 (通常価格：HKD2,800)、全ての旬ブランドアイテムが12％オフ
住所：APITA, 18 Tai Koo Shing Rd., Quarry Bay

太古 APITA新しい『旬』ナイフキャビネットオープン   8月10日～13日の期間限定プロモーション
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香港 香港

　こんばんは～!  編集部Xです。
　さて今回は、香港ではあまりお目にかかれない、
日本の手巻き寿司専門店を紹介します。
　尖沙咀の東側、尖東にある「SUSHI ROLL Nomura」
です。
　お店は昨年の11月にオープンしたまだまだ新
しいお店です。注目すべきは、具材を始め、海苔や
大葉に至るまで、全て日本から取り寄せていると
の事で、オーナーの強いこだわりが感じられます。
定番のマグロ、鮭、甘エビ、ネギトロをはじめ、う
に、いくら、ハマチ、大トロ、中トロメニューも豊富
にあります。太巻きもあります。気になる値段は一
本HKD15～。気軽に食べられますね。
　今回、私は初めてのオーダーでしたので、無難
に「ネギトロ」と「鮭」をオーダーしました。一つあ
たりがそれほど大きくないので3～4つは食べられ
るかもしれませんね。

　テイクアウトが基本ですが、お店の外にも食べ
るスペースがあり、スタンドを立てて食べる事も出
来ます。
　尖東にお立ち寄り
の際は、ぜひお店に
行ってみて下さい！

週刊PPWの編集部スタッフがプライベートで行った店や、
スポットを日記形態でお送りする編集部だよりです。
スタッフの何気ない普段の顔をお届けします。

グルメ編

編集部だより

SUSHI ROLL Nomura
住所：Shop 57, G/F., New Mandarin Plaza, 
  　　14 Science Museum Rd., TST
電話：(852) 2388-1808

スタッフ
編集部X
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香港

香港

耐え抜くために生まれた
最強の耐久ウォッチ

Victorinox I.N.O.X. Carbon HKD 7,900
　スイス・ビクトリノックスのブランド精神と価値を具現
化する「I.N.O.X.（イノックス）」は、さまざまな過酷な使用
条件にも耐えうる、並外れた耐久性を誇る。130種にも及
ぶ徹底的なストレス耐久テストを経て完成している。
I.N.O.X.の優れた防水性能は雨や嵐の中、さらには川や
海などでも安心して使うことができる。これぞタフネス
ウォッチの最上級クラスだ。デザインは、男性的で重厚な
スタイルで、身に着けたときもしっかりとした装着感が味
わえる。値段は安いとはいえないが、この機能を考えると
納得の一品だ。

あなたは秘密を守れますか？ 
「着こなしにもっと自信を持ちたい、魅力的な自分になりたい」という貴方のために。
人には教えたくない、厳選した４つの良質なブティックをご紹介しよう。

秘密にしたい！
オススメのブティック４選

住所：3/F., 30 Granville Rd., TST
電話：(852)2771-7333
フェイスブック：reachk

　シンプルな白いドアを開けると、スニーカー愛好家のケビン
氏がマネージャーを務めるメンズウェアコレクションがあなた
を待っている。週に2足の靴を買うこともあった同氏は、靴にか
ける情熱を仕事に変えて、アメリカンスニーカー販売店をオー
プン。現在はアメリカンストリートスタイルを取り入れ、スナッ
プバッグ、リュックサック、Tシャツも取り揃えている。リアルスト
リートスタイルに憧れる人におすすめ。

Reach

住所：1/F., 16A Aberdeen St., SoHo, Central
電話：(852)6461-7448
フェイスブック：bangbang70s

　世界中で60年代から80年代にかけて生産された
希少で個性的な衣類、シューズやアクセサリーを扱う
ヴィンテージストア。ほとんどの作品はラグジュアリー
ブランドのもので、それぞれのアイテムが持つ逸話を
尋ねれば、オーナーのパーカー氏とマイケル氏は
喜んで教えてくれるだろう。もしネコ好きなら、バス
ルームで寛ぐ彼らの小さな猫を見せてくれるかも。

Bang Bang 70s

住所：Shop 101, 1/F., K11 Select, K11 Art Mall, 18 Hanoi Rd., TST
電話：(852)2893-9116
フェイスブック：wowwalkonwater

　衣類からアクセサリーまで、世界各地からスタイリッ
シュでオリジナリティ溢れるメンズ、ウィメンズアイテムを
セレクトしたショップ。オーナーの選美眼が光るライン
ナップから、自分の個性に合ったものを選んでみて。

WOW

住所：1/F., 17 Cameron Rd., TST
電話：(852)2375-5731
ウェブ：www.take5jeans.com

　テイク5はアメリカンテイストのデニムとレ
ザーアクセサリーを販売する日本のメンズウエ
アストア。壁一面にハイクオリティのジーンズ、
シャツ、シューズ、雑誌、お香、シルバージュエ
リー、レザーアクセサリーなどがディスプレイさ
れている。落ち着いた雰囲気と、スタイリッシュ
な空間、フレンドリーなスタッフも魅力。

Take 5
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 ショッピング（香港・広東共通）





香港 香港

AAリーグ発足時に創設された老舗のチームです。過去にはトーナメント戦で優勝し
た経験もありますが、最近は野球未経験者も多く、試合に勝つことよりも元気に楽し
くをモットーに頑張っています。

リーグ創設時の70年代に球団結成。リーグ優勝3回。勝利至上主義よりも20～60代
の選手全員で、怪我なく仲良く楽しくプレーし勝利を目指す。毎試合後の飲茶で充実
反省会！ ユニフォームは球場別に2種類を使用。

ヤング・ミドル・シニア、みんなそれぞれ好き勝手やっているアットホームなチームで
す。経験有無、年齢、国籍、すべて不問です。夏のBBQ、試合後の飲茶等ソフトボール以
外の活動もちょろちょろやってます。兎に角、上下関係の無い気持ちいい～チームです。

AAリーグ発足時から加盟している古豪チーム。チーム名の由来は･･･竹村健一様出
資の香港居酒屋『大関』（既に閉店）チーム平均年齢は20代と若い選手が多いチーム
です。豪爆打線がチームの特徴！！ 女性マネージャーも多数在籍！

リーグ初期から参戦の自称古豪のカイザース。今となっては結成秘話も知る人ぞ知
る。優勝の美酒はもう50期も前。それでも20名の仲間の目標は常に優勝。試合の90
分は真剣に、あとはまったり楽しんでいます！

現在メンバーは香港人3名含む計16名。チーム名は初期メンバーの多くが「廣播道」
に住んでいたことに由来。昨シーズンはリーグ戦2位、トーナメント戦優勝と今最も波
に乗っているチームです！

古豪と言われる櫻。57、58期、2期連続での優勝。2009年トーナメント優勝それ以降
咲くことのない櫻。今期は、チーム一丸になりAAリーグに満開の櫻を咲かせてみせ
ます。

アタッカーズ

イーグルス

エンジェルス

オオゼキ

カイザース

コンポードー

サクラ

チーム名 コメント 監督

小澤 篤

富安 元

中込 直樹

正木 謙三

箕野 哲哉

河邊 格郎

小山 剛世

出身地別対抗戦

入団に関するお問い合わせはHKSA Men’s AA League広報
深田まで(masami.fukada.j@gmail.com)

　HKSA Men’s AA Leagueは、4つのリーグで構成さ
れる香港ソフトボール協会に属しており、30年以上も
前から活動。現在は計14チームで構成されており、香
港で生活する日本人のうち約300名が、毎週日曜日の
朝に2カ所のグランドで元気はつらつとプレー。

　AAリーグでは「チーム
メンバー全員が打撃に参加
する」というルールの下、野
球やソフトボール経験に関

係なく楽しむことができ、年間を通しても、総当たり
リーグ戦、トーナメント戦、出身地別対抗戦、稀に体重
別対抗戦？！など様々な形式で試合を行っている。
　年末には、家族やメンバーの慰労会も兼ねたクリ
スマスパーティーを毎年盛大に開催しており、リーグ
戦、トーナメント戦、個人成績の表彰や、ゲーム、子供
向けラッキードローなどで家族の交流を深める場に
もなっている。
　そこで第1弾となる今回、次週の第2弾では、各チー
ムの紹介を7チームずつ公開。
　運動不足の解消や、赴任間もなくコミニティーを探
されている方は、是非ソフトボールを通じてたくさん
の仲間を作ってみては。

盛大に開催される
クリスマスパーティー 年間表彰式

未経験者も大歓迎！
毎週日曜の朝は
ソフトボールでつながろう

白熱したゲーム

ライフ（香港・広東共通）
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15フィートエルモの大型模型、Cookie Monsterの
ボールプールと滑り台を楽しめる

　夏休みがやって来た。九龍湾（カウルーンベイ）のショッ
ピングモールMegaBoxでは、夏休みに子供たちが楽しめ
るセサミストリートのイベントを9月3日まで開催中。15
フィートエルモの大型模型をはじめ、クッキーモンスター、
ビックバード、オスカー・ザ・グラッチの5フィートの模型、
七色のガチャポン、写真撮りエリアやセサミストリートの
期間限定グッズショップなど大人や子供が一緒に楽しめるイベント内容になっている。8月
12日からはクッキーモンスターのボールプールと滑り台が登場。当日、MegaBoxにあるお
店でHKD300以上のお買い物でMega Clubポイントに参加した方、または20ドル以上募金
した方はボールプールと滑り台を無料で楽しむことができる。

住所：九龍湾ショッピングモールMegaBox
期間：～9月3日
電話：（852）2989-3000
ウェブ：www.megabox.com.hk

MegaBox x Sesame Street
夏の楽しい遊園地

毎週バドミントン終了後は飲茶しながらお酒飲んでます。
他、飲み会・イベント盛りだくさん
経験者の方々が優しくレッスンしてくれますのでご安心を。

連絡先：kowloon_bado@yahoo.co.jp

未経験者大歓迎

毎週土曜日　朝8：00位～

ぜんじろうさんの
Stand up comedy＠上海♪
第2弾はなんと80人！！
みんなが応援したくなるのは彼にstoryがあるから。
「元気が出るTV」「TVのツボ」
などレギュラー27本から一気に0へ。
そこからアメリカに渡り、
stand up comedyを確立し、
でもなかなかうまくいかず、
世界に打って出て、
タイの大会で見事優勝～～！！！
壁にぶち当たれば当たるほど、
人間は「不完全」を自覚する。
自覚するほど人は「謙虚」になる。
どんなに成功しても、自分は「最高だ」「完璧だ」と思っ
た時点で引きずり降ろされるものです。
人間はもともと「不完全」であるのに、「神」のごとく振る
舞うことに人々は違和感を感じる。
応援されないのです。

ぜんじろうさんはそれを知っている。一度きらびやか
な世界を覗いたけれど、ほんの少しのほころびで、築き
あげたものが一瞬でなくなるという経験をされている。
だから、何もなくなった自分を応援してくださる人々へ
の感謝の気持ちに満ちている。

「もうメディアには出ないと思います。こうして皆さんコ
メディをお届けできることが幸せです。」とおっしゃい
ます。

「不完全」を知っていらっしゃることがぜんじろうさんの
強みです。「不完全」を認識している謙虚さとそこから
生まれる感謝の気持ちが人の心を動かすんだなー。

3枚しかないサインをゲットした
「持ってる男」三男 笑
書かれていた言葉は
「失敗は最大の笑いのネタ」
「俺、ネタにしてるわ。」三男。
「俺もやってる～。」と次男。

中学受験のとき、
面談で全ての質問に0.1秒で答えた三男。
「毎日何時間勉強してますか？」
「はい。１時間ですっ。」

「好きな本はありますか？」
「はい。特にありませんっ。」

「小学校時代、頑張った思い出はありますか？」
「運動会で選手宣誓しました。」
「では、人気者なんですね？」
「いえ。人気はないと思いますっ。(キッパリ)」

おかしくて、ずっと笑っていた私。
「お母さん笑いすぎ」と怒られました。

不合格はやはり残念で悲しくて、三男も涙しましたが、
このエピソードは親子でネタにしております笑

そういう私も、絶対に合格していると思った大学。
母と胴上げしてもらってTVに映ろう！！と片道2時間の

道のりを合格発表を見にいきましたが、「不合格」。
母に「めでたい子や～～」
と言われたのを思い出します笑

関西人の血かもしれません笑
 
「生きてるだけで丸儲け」by明石家さんま

これから大きく失敗して大きな人間になることを母は
願ってます( ◠‿◠ )

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。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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◆美しい山の景色◆ 
　「立山黒部（らっぷさんはっぽう）。」
　巷で立山黒部アルペンルートに行った香港人の話を最近よく
耳にします。室堂の雪の大谷や雪山の絶景など、他のエリアに
はない自然の様子が人々の心に刻まれるのでしょう。
　孟意堂もこの夏立山アルペンルートを訪れました。その際、
ロープウエイからとても大きな虹が見え、一瞬しか見られない
大自然の美しい姿を垣間見ることができ、「ここに来て本当に良
かった。」と実感しました。
　SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）時代にもマッチ
して、日本の美しい山々が日本以外の各地の人にも知られ、より
多くの方がそれを見に訪れてくれるのはとても嬉しいことです。

◆背後にある山が人の質を決める？◆　　 　　　 　　 
　香港にいる私たちもたくさんの山に囲まれて暮らしています。
香港の素晴らしいところは海と共に山が近くにあること、そして
山のエネルギーの恩恵を受ける生活ができることです。
　風水では「山管人丁（山は人を制する）」と言われます。山はそ
のエリアの人たちの性格や性質に影響を及ぼし、さらには健康
状態や財政状況まで影響するため、どのエリアに住居を構える
かは実はとても大事な問題なのです。
　基本的には、1）貪狼山、2）巨門山、3）禄存山、4）文曲山、5）廉貞
山、6）武曲山、7）破軍山、8）左輔山、9）右弼山という、五行の意味
を持つ９つのタイプに分かれ、それぞれの特徴がそのエリアの
人々にじっくりと影響を及ぼします。元々は陰宅と呼ばれる墓など
あの世の方々のお住いにこの手法は効果を発揮していましたが、
我々が活動する陽宅にも同じことが言えます。
　たとえば、銅鑼湾（コーズウェイベイ）や太古城（タイクーシン）
の背後にある山は、丸い形を帯びており、陰陽五行の「金エネル
ギーの左輔山」で、このエリアに住む人々は健康と品格に恵まれ、
安定した生活を送ることができます。西貢（サイクン）の一部など
にある、高くそびえつつも頂に丸みを帯びた山は「木エネルギー
の貪狼山」で、秀才や奇才が生まれると言われています。

◆孟意堂風水的山の法則を生かす奥義◆ 
　ところが、風水で山のエネルギーを活用するのはそんなに簡
単なことではありません。
　前述の山の形を理解するだけではなく、若々しい山なのかど
うか老いているのか、緑を多く育む山なのか石の多い山なのか
を分析する必要があります。そのエネルギーがその時代にマッ
チし、その山がどの方位にあるかも影響します。さらには、山の
尾根を流れる「龍脈」がどうであり、そのエネルギーがどこに集

まるかを見抜く力が必要になってきます。何度も山を歩き、山と
友達になれるほど山のことを理解できて初めてそうした力が生
まれてくるのだと思います。デスクの上だけでは風水はできま
せん。
　パワースポットは神社仏閣を取り上げていることが多いです
が、その神社仏閣が修行のための霊場なのか、その地域の人々
の拠り所となって住民に慕われるのかは、背後にある山が決め
手となります。
　ところで、誰がそのビジネスをするかでその結果は大きく変わ
ります。その人の質や力量は付近の山によって影響されますか
ら、室内を見ているだけでは風水の効果は望めません。付近の山
が力になってくれるかどうかをまず見極める必要があるのです。
　素晴らしい山に恵まれて働いたり生活することは、それだけ
で一つの財産です。

風水の奥義を行く！ 第66回  人は財産、山も大事な財産、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

　"Tsat Tsz Mui"とは7姉妹という意味であ
る。それはどんな7姉妹を指しているのか。
純血さと集団自殺、神秘の岩...そこにまつわ
る悲しきストーリーをご紹介しよう。
　現在のTsat Tsz Mui Roadには集合住宅や
ショッピングモール、レストランなどが軒を
連ねている。しかしかつて静かなビーチで
あったこの場所には、神秘的な過去がある。
　地域にまつわる言い伝えによれば、昔そ
こには7人の姉妹が暮らしていた。彼女達は
髪を結い上げ、生涯結婚をせず永遠に姉妹
でいることに誓いを立てていた。
　しかし間もなく、3番目の娘は婚約するこ
とになってしまった。誓いを破りたくない彼
女は自らの命を絶とうと決めたが、彼女の思

いを知った残りの姉妹も
運命を共にすることを決
め、7姉妹は手に手を
取って婚礼の前日に海に
身を投げてしまった。
　彼女達の遺体が見つ
かったかについては諸
説あり、はっきりしたこと

は分かっていな
い。しかし彼女た
ちが命を絶った次
の日、海岸線沿い
には女性のような
形をした岩が7つ現れたのだという。古くか
らその地に暮らす人によると、一帯が再開
発される前までその7の岩は確かに存在し、
干潮時に見ることができたと言う。こうして
北角の東のこの地区は7姉妹のエリアとし
て知られるようになった。
　このストーリーには続きがある。1911年
に一帯には遊泳に来る人々のために桟橋
や着替えのための小屋などが作られ人気の
スポットとなったが、7姉妹の霊に捕らわれ
て男性が溺れるという話が絶えなかった。
一帯には1934年頃から公共住宅や工業用
の建物が建てられ、この都市伝説を連想さ
せる建築物で残っているのは"Tsat Tsz Mui
郵便局"のみだ。よって、私たちはもはや"７
姉妹の岩"を確認したり、彼女たちの霊がい
ると言われるビーチを訪れることはできな
いのである。

通
り
の
名
前
に
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今週の
あるある
香港

名付けて！ 【太極飯】!
ドラゴンボールのキャラ名っぽい！
クリーム系と、ケチャップ系の２つの
味が楽しめる香港らしい欲張りな一皿。
最後、味はミックスになっちゃってましたが。

ライフ（香港・広東共通）
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香港

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州（香港）龍飛会
プロ野球チーム「中日ドラゴンズ」を応
援する会です。シーズン中は、深圳・広
州・香港で、定期的にテレビ中継観戦
会を開催しております。シーズンオフ
は、普通の飲み会!? ドラゴンズに詳しく
なくても大丈夫！ 気軽にご連絡ください。
楽しく飲んで交流しましょう。
メール：dragons@japanbaseball.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香港ソフィア会（上智大学）

香港ソフィア会（上智大学）、上智大
学、上智大学短期大学部、上智社会福
祉専門学校、聖母看護学校にゆかり
のある方はお気軽にご連絡ください。
深セン、広州など広東省在住の方や出
張などで香港お立ち寄りの方も大歓
迎です。
メール：sophiakaihk@yahoo.co.jp
　　　 （松島・福島）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
当センターでは、日本人の受付事務ス
タッフを募集しています。勤務内容は生
徒さん対応、電話やメールのやり取りな
ど。PCできれば尚可、長期勤務可能な方。
勤務時間：月、火 18：00～22：00 
ご興味があればお気軽にご連絡下さい。
委細面談。
電話：(852)3520-2329　林まで
メール：swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。まず履歴書をファックス
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(モンコック)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
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