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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！

　ニューヨーク発の有名ステーキ
ハウス「ウルフギャング」は中環
（セントラル）のダドルストリートに
香港初の1号店をオープンした。同
店は40年以上、有名ステーキハウス
で活躍したウルフギャング・ズウィ
ナー氏が独立して2004年、マンハッ

タンに創立したニューヨーク発の名門ステーキハウス。現在で
はニューヨークをはじめ、ハワイ、ビバリーヒルズ以外に日本で
は六本木や丸の内、大阪、福岡にも店舗を構えている。香港店
舗はテーブルクロスと革張りのソファが配置された、重厚で落
ち着いた雰囲気になっている。約1,000本以上のワインをストッ
クするウォークイン・ワインセラーなどもあり、こだわりのインテ

リアがスペシャリティで優雅な世
界観を演出。少しお洒落していき
たいレストランだ。
　同店の牛肉は、アメリカ農務省
（USDA）の各付けで最上級の品
質と認定された「プライムグレー
ド」を専用熟成庫で28日間を目
安にゆっくりとドライエイジン
グ。牛肉は熟成がすすむと、牛肉本来の酵素の働きで肉質が
柔らかく変化するのと同時に、たんぱく質が分解されて、うま

味成分であるアミノ酸が
増す。この長期乾燥熟成
によって柔らかい食感と
うま味が増した肉を厚切
りにして900℃のオーブン
で焼き上げる。表面はカ
リッと香ばしく、肉汁は
ジューシー。ボリューム感

たっぷりのステーキはまさに圧巻。ステーキは、サーロインと
フィレを一度に楽しめる看板メニューの「ポーターハウス（2人
用、3人用、4人用）」以外にサーロイン、フィレ、リブアイをライン
アップ。日本の霜降り肉とは違う、肉そのものの芳醇な香りが引
き立ち、噛めば噛むほどうま味が出る「これぞステーキだ」と言
いたくなる食べごたえのあるステーキだ。そのまま、または塩で

お肉オリジナルの味を味わおう。その後は、同
店オリジナルのステーキソース、または日本人
にはうれしいわさび醤油でも食べてみよう。
　ステーキだけではなく脇役となるサイドメ
ニューも充実。ステーキとの相性が抜群で人
気の高い「クリームスピナッチ」はクリームを
使用していないのに口当たりがとてもクリー
ミー、「マッシュポテト」は口当たりまろやか、適
度に脂ののった厚切りの「シズリングベーコン」はまさに絶品。
ステーキとの相性抜群の赤ワインをはじめ、オイスターやロブ

スターにぴったりの白ワイン、ま
たはお好みのワインや食事に合
うワインをソムリエに聞いてみ
るのもいいかも。
　さあ、さっそく極上のプレミア
ムステーキを贅沢な空間で味
わいに出かけてみませんか？

Wolfgang’s Steakhouse
住所：1/F., 6 Duddell St., Central
電話：（852）3990-1646
時間：11:00～22:00
フェイスブック：Wolfgangshk

「品質、熟成、焼き」にこだわったNY発の極上ステーキを堪能！
「ウルフギャング」待望の香港店オープン

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。

お店の看板メニューの「ポーターハウス　ステーキ2人用」

クラシックで格式高さが
表れているインテリア シェアしていただきたい前菜の

「シーフードタワー」

前菜で人気メニューの
「ウルフギャングスタイル クラブケーキ」

ボリュームたっぷりの
「ウルフギャングチーズケーキ」
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香港グルメ

お店オリジナルの
ステーキソース
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Pavilia  Hill

香港

（所在地） MTR北角（ノースポイント）駅

（間取り） 3LDK　 1120 sq ft.

（室　内） 家具付き、新しいエアコン

（環　境） 海景、駅まで徒歩3分

（月　額） HKD47,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR佐敦（ジョーダン）駅

（間取り） 2DK　779 sq ft.

（室　内） 家具付き

（環　境） プール、ジム付

（月　額） HKD23,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR天后（ティンハウ）駅

（間取り） ３LDK　 Net 1035 sq ft.

（室　内） 家具・家電付き、駐車場含む

（環　境） 日本庭園有り

（月　額） HKD73,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR西湾河（サイワンホー）駅

（間取り） 3LDK　 983 sq ft.

（室　内） 家具・家電付き

（環　境） 海景、駅まで徒歩7分

（月　額） HKD45,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR九龍（カウルーン）駅

（間取り） 3LDK　1320 sq ft.

（室　内） 家具・家電付き

（月　額） HKD55,000　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
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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 

エイブルネットワーク広州 TEL (86)133-1089-1352

広州市天河区天河北路183-187号大都会広場712室

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)136-3285-3590

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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　2016年12月24日～27日までの3日間、私は台湾の高雄
市にて行われる香港代表チーム強化合宿を率いる事が
決まった。

　先進国同様に豊かな経済発展を遂げておりながら、野
球自体はアジアBグループに属する香港野球代表チー
ム。また、私がこれまで見てきたイランやパキスタンの代
表チームと違い、香港代表選手の年齢は若く、25歳以下
の学生を中心に代表チームが形成されている。これは経
済が発展しているが故の悩みでもあり、大学や大学院を
卒業し就職すると、会社への労働時間が長く、野球に従事
する時間が減ってしまうそうだ。イランやパキスタンで
は、アルバイトの様な安定した収入のない職業でも、大
家族の選手達は意外と生活が成り立っていた。また、大人
になってから野球に出会い、野球を学んでいくイランや
パキスタンと違い、経済が豊かであるが故、香港では裾野

（若年層）へも野球が広まっており、技術が洗練されてい
る選手が多い。また、英語ができる選手が多く、ほとんど
の選手が普通にインターネット等を介して野球の情報を
入手できる事も強みである。
　香港野球は今、第一線で国を背負い戦う選手達を、い
かにして野球発展のために野球現場に繋ぎとめていくの
か。そして国内の野球に対する理解を拡げ、政府管理下
の唯一の球場を有効に活用し国内の野球を充実させて
いくのかが今後の課題であるだろう。2020年の東京オ
リンピックへ野球が復活した事で、香港国内における野
球への理解、認知度、そして予算が増えてくればよりトッ
プチームが強化されていくだろう。

　個人的には、2020年までにアジアBグループの国がア
ジア4強の壁を破らなければ、アジア野球は今後、より衰
退していくのではないかと懸念している。香港野球は、
そんな可能性を秘めた国の一つとして高い目標を掲げ、
野球だけではなくアジア4強に食い込むに相応しいチー
ムへ成長して欲しいと私は願っている。

（次号9月1日は「香港代表強化合宿一日目」）

香港野球代表のこれから

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.3

photo by ©松橋 隆樹

人は皆いつも大好きな自分でいたい。
でも1番身近な人たちの前では、大好きな自分になれ
ないことがよくあります。
友人や、会社では演じていられる自分も、自宅の中で
は、自分の嫌な面を見せつけられる。
「旦那様に偉そうに言う自分」
「子供にヒステリックに怒る自分」
「家事をイヤイヤやって手抜きしてしまう自分」

周りのお母さんはいつも子供に優しくて、旦那様とも上
手くいっていて、手作りのお菓子やパンも焼いて、家も
素敵に片付いている。

そうなりたくて、一生懸命頑張ってみるけれど、上手く
できない。
ますます疲れてしまう。
自分はダメな人間だと落ち込む。
そんなことはないですか？

上手くいっている人がいるとすればそれはその人が得
意なことをしているから。ワクワクしながらやっている
から楽しそうに見えるのです。
そして、そういう方は合った場所、「ホーム」にいます。

あなたのワクワクと、その人のワクワクは違う。

お母さん業が向いてる人もいれば向いてない人もいる。
今が辛いな、苦しいな、と日々感じているのなら、もし
かしたらあなたのいる場所は「ホーム」ではなく「アウェ
イ」なのかもしれない。

私自身、専業主婦がとても苦しくて、ある友人の「あな
たが輝く場所はここではないんじゃない？」にハッとし
ました。

「仕事がしたい。仕事をするにはどうしたらいいのか？」

まずは自分の気持ちに気づいてあげる。そしてそれを
実現するにはどうしたらいいか？を考える。

「欲求」が先にきたほうがいい。
「思考」はあとからです。

「子供が生まれたから好きなことはできない。」
「お母さんは自分を犠牲にして家族を支えるべき。」
思考でがんじがらめになっていませんか？

今日はご飯つくりたくない！と思ったら、出前をとって
みる。
映画を観にいきたい！と思ったら子供を預けて出か
ける方法を考える。

あなたの欲求を叶えるのは誰でもない。あなた自身で
なのです。

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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連載 第40回 自分の欲求を叶えてあげる

ライフ（香港・広東共通）
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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。

僕
の
僕
の

交
際
日
記

交
際
日
記

妻と一緒に
見たくないもの

第9回

笑いのセンスもそれぞれの
文化で異なります

今さら気がついたことが、
夫婦間で国籍が違うとジョークが通じないことが多々あるということです。
特に日本人のジョークは外国人には理解しがたいらしく、
先日も日本の芸人厚切りジェイソンの「Why Japanese People?」ネタを
妻に見てもらったのですが、日本では結構流行ったにも関わらずその
面白さを理解するのが難しかったようです。
妻にジョークを言ったり、芸人のネタを見せたりして何が厄介かと言うと、
スベるより何よりそのジョークの由来と使い方を説明しなければならないことです。
説明が終わると決まって「あ、そう」とか「なるほど」と納得されてしまいます。
納得されるのはスベるのより後味悪いです(汗)
日本人のジョークは比較的、勢いやサウンドで訴えるものが多いので、
この感覚を外国人に伝えるのは至難の技です。
ですから、妻と一緒に日本のバラエティ番組を見ると
「どうしてみんな笑っているのか？」を説明するので精一杯で
笑いの本質まで伝えることはできません。
特に妻と一緒に漫才なんかは絶対見られません(私個人的には好きなんですが…)
一方で、妻が見ても楽しめる番組としては旅番組、料理番組が挙げられます。
普通の旅番組であれば日本のことを知るきっかけにもなりますし、
いってQみたいな番組であれば出演者の行動やアクシデントで笑いも出ます。
あと妻が好きなのはマツコの番組です。
彼が出ている番組は身近なテーマに対して
マツコがツッコむスタイルのものが多いので、
私としては説明もしやすく妻にとっては分かりやすい内容となっています。
ちなみに、私が最近使う外国人にも通用するフレーズを紹介します。

・100%の大丈夫、安心してを表現したいとき
「Apes…together…strong」(映画War for the planet of Apeより) 

・待ち合わせ時間を決めたとき
「じゃあ、7時にTSTで…不見不散(バッキンバッサン)！」 

この言葉は「僕と会うまでどっか行っちゃダメだよ」という意味を
表す広東語の四字熟語です。香港人相手にウケます。

これらのフレーズは多分日本人が言うから面白いのだと思います。 
使用する場面や言い方、タイミングなどには個人差があるので、
いろいろ試してみながら自分のスタイルを見つけてください。

笑いは万国共通と言いますが、笑いのツボはその国の文化に基づいています。
私もTVBやPearl TVを見ながら、
香港人と世界の笑いのツボを研究していきます。

妻に「星…3つです！」と言わせるのが今の目標です。 

ではでは。

ライフ（香港・広東共通）



　こんにちは！パンダバスは7月22日に西貢で潮干狩りツアー
を催行しました！バスに揺られること約40分、西貢に到着。街と
はまた違った自然のある風景に皆様驚かれていました！快晴
で、水面がキラキラと光っていて、水も澄んでいる、海と山の
コントラストがなんとも美しい！本当に西貢には自然が残っています！そして船
乗り場からスピードボートで移動！思いのほか速いスピードに子ども達は大は
しゃぎ！14時ごろに到着した潮干狩りポイントは既に良い感じに潮が引いていま
した。現地の方が潮干狩りをしていてそのバケツには大量の貝が！期待が高まり
ます！そして潮干狩りスタート！潮干狩りといえば熊手で海辺を掘っていきます
が、既に目で見えるほど貝がゴロゴロ♪スタートして熊手でひと堀、
すぐにあちらこちらから「貝が採れた！」という声が！また、子ども
達は砂遊びに夢中！スコップで砂山を築いていました！貝はア

サリ、赤貝等がいて、大きさも立派！
日本でも潮干狩りをしたことはありま
すがそれと比べても一回りほど大きい
サイズにビックリ！最終的には殆どの
グループがバケツいっぱいに貝を採ること

が出来ました♪その貝はガイドに選別をしてもらい、食べられるものだけお持ち
帰り♪自分で採った貝を食べられるなんて、子ども達には良い経験ですよね♪

パンダバスでは毎年潮干狩りや海釣りを企画しています。
夏休みで家族で何処かへ出かけたい、また、お子様の夏休みの宿題等にもオ
ススメ♪
日記や自由研究の幅が広がるかも♪来年も企画予定なので興味のある方は是非
ご参加お待ちしております！
また、仲の良いグループでチャーターも可能なのでご興味のある方は是非お問
い合わせ下さい！

Panda Travel Agency Limited.
電話：(852)2724-4440 (9:00-18:00) 日本語でどうぞ
ウェブ：www.pandabus.com/hkg　メール：hkg@pandabus.com
住所：Rm. 507-508, 5/F., East Ocean Ctr., 98 Granville Rd., TST
LINEで気軽にお問い合わせください。（ID：@wcd7181u）
FACEBOOK、インスタグラムもチェック！！
フェイスブック：@PandabusHongkong　インスタグラム：pandabus_hongkong

週末パンダ散歩♪週末パンダ散歩♪

LINE

　「徹子の部屋スペシャル」をはじめ数多くのテレビ番組
に出演や2008年の上海での展示会を皮切りにミラノ・ベ
ルギー・トルコ・韓国・台湾・シンガポールなど海外各地で
の出展でその活躍に注目が集まっている日本人アーティ
ストの渡辺おさむ氏。渡辺氏のスイーツデコレーション
アート作品35点を集めた展示会「Sweet Summer」が8月4
日に中環（セントラル）の画廊 「Whitestone」でスタートし
た。7年前に開催し好評を博したAPMでの展覧会に続き香
港では今回2回目。スイーツデコレーションアート制作を
手掛けるきっかけについて渡辺氏は「私の母親が製菓学
校講師だったので、幼少のころからケーキに囲まれて育ち
ました。そのため様々なケーキの形状や色の記憶が自分
には強く残っていたため、それをアートとして昇華し表現
することで自分のオリジナリティや起源、そして自分らしさ
が表現出来るのではないか。と思い至り、作品制作に取り
掛かり始めました。」と語る。このスイーツのデコレー
ションアートは、日本独自の文化である食品サンプルの技
術を融合したものだが、その作成技法などは過去には全
く存在していなかったため、渡辺氏が全て独学・独自で作
り上げたもの。
　渡辺氏の作品はFRP(繊維強化プラスチック)の筐体に樹
脂でできた生クリームに見立てたフェイククリームや樹脂
製手作りのマカロンやゼリー、様々なフルーツ等様々な素
材を使って、思い浮かんだインスピレーションにしたがっ

て配置など決めていく
そうで、事前にデッサン
を全く用意していないと
いう。「作品を作ってい
る時は本当に楽しいで
すよ。というか、楽しくな
かったら作品は創り上
げられませんから」と渡
辺氏はにこやかに語っ
ていたが、これがいわ
ば”渡辺ワールド”ともい
うべき独自の夢と喜び
に満ち溢れた作品が完成するゆえんかもしれない。
　「高さが150cm以上するキリンを題材とした作品を海
外で買っていただいたのですが、このキリンの作品のイ
メージに合うように、自宅の内装をこれから変えるそうで
す。日本だったら自分の家の内装にあった装飾品を買う
ことが多いかと思いますから、これには驚かされました
ね。」と、海外出展の際のエピソードを紹介いただいた。 
　今後世界中の作品を集めた香港アートフェア(来春3
月)やシンガポールの展示会などに渡辺氏の作品出品予
定など、渡辺氏の作品が世界中から更に注目されること
であろう。

渡辺おさむ氏
スイーツデコレーションアート展示会
「Sweet Summer」 in Whitestone

photo by ©Whitestone

photo by ©Whitestone

photo by ©Whitestonephoto by ©Whitestone

photo by ©Whitestone

ライフ（香港・広東共通）
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Guru日本語教室、日本語教師募集
銅鑼灣・油麻地にてパートタイムの日本
語教師を募集しています。経験や日本語
以外の語学力は不要。未経験者の方も大
歓迎、応募希望の方は、履歴書をEメール
でお送り下さい。 
電話：（852）2702-6678 
メール：info@gurujpkr.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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
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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。）

サンダース

ツナーズ

ドリームス

パイレーツ

ブレーブス

ベアーズ

ロイヤルズ

チーム名 コメント 監督

浜中 歴

松倉 良介

岡本 裕介

青 耕平

多島 利幸

北浦 真樹

木俣 達也

AAリーグ創設時に電機・光学業界関係者によって立ち上げられたサンダース。現在では業種
も製造業・商社・金融業界と多種多様！ 選手20名、年齢層20～50代、98年度からは勝利と勇
気のレッドカラーを身に纏い、直近10年で5度の優勝を誇るリーグ屈指の強豪チームです。

ツナーズは年齢、職業、経験に関係なく、全員参加でソフトボールを楽しむがモットーで
す。時には勝利にこだわり、時には家族も参加してのBBQや飲み会も行う和気あいあいと
したチームです。

ドリームス、通称【夢軍団】はAAリーグ内でも随一の宴会が多いお祭り好きのチームです！
その甲斐あってチーム力も随一！（多分・・笑）メンバーの年齢も20代～50代までと幅広
く、ソフトボールも遊びも全力プレーが売りの夢が溢れる軍団です！

20代から60代まで「ソフトを楽しむ」ことをモットーとした和気藹々のチーム。数々の名
（迷）選手を輩出し今もなお逸材？ を輩出中。全員参加、打席に立ったらいつも満振り！
日本に帰国した選手の集まりもある楽しいチームです（試合の後はビールでDim Sum！）

平均年齢はいささか高いですが、仲間の絆、フレンドリーな関係は非常に強いチームで
す。キャプテンを中心に「試合の流れを大切にする」粘りを身上とするチームカラーに最終
的には到達できたらと考えております。

創部30年に迫る歴史を誇る古豪ベアーズ、チーム名は設立当初の母体であった熊谷組に
由来しますが、今は多種多様なメンバーが集っています。今期もチーム一丸となり、AA
リーグでの上位進出を目指して毎週奮闘しています。

ロイヤルズはAAリーグ設立初期から所属し、過去には全勝含む２回の優勝を誇るなど
歴史ある古豪チームです。モットーは明るく、楽しく、真剣に。試合の時は一致団結して勝
負にこだわり、終わった後も語り合える、心の拠り所のようなチームを目指しています。

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には大きく分けて、Men's A、B、C（Bは２部制、
Cは３部制）とWomen A、B（Bは３部制）、それに日本
人リーグのAA、AAAリーグがあり、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2弾となる今回は前週に続き、7チームを
紹介。
　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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