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　人気のトレイルコース、ドラゴンズバックの
終わりに位置するこの店は、実は石澳ビーチ
からも数百メートルの距離。石澳のバックビー
チを眺めながら、ビール(HKD25)やカクテル、
ワインを楽しむことができ、ハイキングや海遊びを楽しんだ後、立ち寄るのに絶好
の場所だ。食べ物は提供していないので、近くにあるレストラン、BYOも活用して。

Ben’s Back Beach Bar
住所：273 Shek O Village, Shek O Back Beach
時間：木～金 19:00～24:00、土日 14:00~24:00 
電話：(852)2809-2268

香港のような魅力ある都市で生活していても、ときにはのんびりした空間で過ごす時間が恋しくなるもの。
今回は、騒 し々い街を離れ、気の利いた食事や飲み物を楽しみながら、
ゆったりくつろぐことができるビーチサイドのお店をご紹介しよう。

香港のような魅力ある都市で生活していても、ときにはのんびりした空間で過ごす時間が恋しくなるもの。
今回は、騒 し々い街を離れ、気の利いた食事や飲み物を楽しみながら、
ゆったりくつろぐことができるビーチサイドのお店をご紹介しよう。

リゾート気分を満喫！ Ben’s Back Beach BarBen’s Back Beach Bar

　周囲のレストランに即席麺のみの提供が多い中、き
ちんとした中華のシーフード料理を提供しているのがこ
ちら。薄い衣ののカラマリ、蒸したホタテ貝や魚、チャー

シューとエビの入った炒飯など、料理
はどれも美味しく、お店から見える景
色は一見の価値有り。

明記海鮮酒家 Ming Kee Restaurant
住所：Tai Wan, Po Toi Island, Po Toi Island
電話：(852)2849-7038 

明記海鮮酒家 Ming Kee Restaurant明記海鮮酒家 Ming Kee Restaurant
　モヒートを飲みながら爽やかな夏の空気を楽しみたいのな
ら、こちらのお店は是非チェックしてほしい。広 と々したスペース
とデザインには爽やかな日差しが映え、トロピカルな雰囲気が
都会の喧騒を忘れさせてくれる。看板料理のBBQを初め、東南

アジア、メキシコ、ハワイ、カリブ海のテイストを取り
入れた本格的な料理は食欲を満たしてくれること間
違い無し。人気店なので、予約するのが確実。

Limewood
住所：103/104, The Pulse, 28 Beach Rd., Repulse Bay
時間：月～水 12:00~14:30、18:00~22:30
　　   木～日～ 12:00~16:00、18:00~22:30

LimewoodLimewood

Amalfitana Artisan Pizza BarAmalfitana Artisan Pizza Bar
　無性に美味しいピザが食べたくなった経験がお有りの方、それ
に美味しいカクテルやデザート、壮大なオーシャンビューがプラス
されたらいかがだろうか？これら全てを提供しているのがこちらの
お店。カラフルなイタリアの壁画やオープンキッチンの配された開
放的な空間では、美味しいイタリアンと、ネグロニス、マリーナ、ベルルスキスなどの絶妙な味わいの
カクテルを楽しむことができる。ピザが必食なのはもちろんだが、ケールを使ったシーザー・サラダや、
ヌテラのデザートピザも美味。テイクアウトも可能なので、満席の場合はピザを持ってビーチへGo！

Amalfitana Artisan Pizza Bar
住所：Shop 105, The Pulse, 28 Beach Rd., Repulse Bay
時間：12:00～22:30
電話： (852)2388-7787

　The Pulseのルーフトップ上にある快適なラウン
ジチェアから、波を眺めつつシャンパンを飲んでリ
ラックスしたり、、日本式のお風呂に浸かったり、夜
はパーティを楽しむこともできる、リパルスベイの贅沢な雰囲気を満喫できるお店。ビーチ
チェア席や温浴付きなど、様々なパッケージプランが用意されている。

Cabana
住所：Lobby A Rooftop, The Pulse, Beach Rd., Repulse Bay
時間：水～日 10:00～19:00
電話：(852)2889-5939
ウェブ：www.cabana.hk

CabanaCabana

香港のお勧め
ビーチサイドレストランとバー　

第一回
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マリリンのぶらグル巡り
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。

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

　昔と今が混在する街、上環
(シェンワン)。ノスタルジックな
雰囲気の中、オシャレなカフェ
やレストランが増え、今では香
港でも人気のグルメスポット
の一つ。そんな上環の駅から
ほど近いところにオープンして
20年以上になる3階建ての

ウェルネスセンター「Kinnet」。同センターは健康づくりのため
のフィットネスプール、マシンジム、スタジオを完備し、年齢を
問わず、様々なエクササイズやダンスクラスがある。3階にはレ
ストランカフェ「The Restaurant by Kinnet」が併設されていて、
オーガニック食材を使用し、ベジタリアンやビーガン、グル
テンフリーをはじめとする、美味しくて体に良いヘルシー料理
やドリンクを楽しむことができる。外の喧騒を忘れてゆっくりと
食事やドリンクを楽しめることでも人気だ。
　そんな同店が、身体に良いだけではなく満足感もあって美
味しい3コースの低カロリーと低炭水化物の新しいディナー
セットメニューを2コース（HKD238）、3コース（HKD268）を紹
介する。メニューは、「Kinnet」所属の専用栄養士で香港大学、
香港理工大学、そして香港中文大学の栄養学教授でもある
Gordon Cheung氏が担当。低カロリーメニューには140カロ
リーから高いものでも350カロリー。メニューにカロリーも記
載されている。同店おすすめは白身魚のヒラメの炙りに水菜
のサラダを添えた“Seared Halibut (285kcal)”。お腹にたまるも

のが良いならズッキーニ、なすび、トマトペストの全麦パスタ
“Vegetarian Whole Weat Pasta(350kcal)”。罪悪感なしのデ
ザートでフルーツたっぷりの“Vanilla Souffle(130Kcal)”は軽い
口当たりとまろやかな甘さが魅力。低炭水化物メニューには、
タラの炙りにトムヤムクンソースを合えたピリ辛さとタラの淡
泊な味が絶妙な“Sraed Cod with Tom Yam Salad”。野菜たっ
ぷりの“Green vegetable Curry”はカリフラワーをお米に仕立
てものと一緒に。デザートには、バラのほのかな香りとフルー
ツが女心をくすぐる“Rose Crème Brulee”。
　気軽に栄養を摂取できることでも注目が集まっているコー
ルドプレスジュースやスーパーフードスムージーにもトライ
してみよう。忙しい毎日で、栄養のバランスが偏りがち、また

は野菜不足・・・とい
う人には野菜や果物
の栄養素をすばやく
摂取できるのでオス
スメ。食は身体を作
るともいう。どうせ食
べるなら身体に良い
ものを。食生活を見
直したい方や、暖か
い身体に優しい食事
でほっこりしたい方
は一度足を運んで
みては。

The Restaurant by The Kinnet
住所：3/F., 33 Hillier St., Sheung Wan
電話：（852)3968-7623
時間：8:00～22:00
フェイスブック:  RestaurantbyTheKinnet

オシャレなオーガニックレストラン「The Restaurant by Kinnet」でいただく
おいしくてお腹も満足なヘルシーな低カロリー、低炭水化物メニュー！

軽やかな食感が魅力の「Vanilla Souffle」

シンプルでシックな店内

ピリ辛さが決め手の「Sraed Cod with Tom Yam Salad」

ピリ辛さが決め手の
「Sraed Cod with Tom Yam Salad」

罪悪感なしで食べれる
「Rose Crème Brulee」
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こんにちは。編集部のYです。
北京料理の老舗「鹿鳴春」に行ってきました！
ロッメンチョンと読むようです。場所はチム東駅側。
日曜日のランチタイムに5人で出かけたのですが、満腹にたべ
て一人HKD180くらい。
ランチタイム最高です。念願の北京ダックです。
外はパリパリ、お肉はジューシーでした！
こちらの北京ダックは肉が厚めのようで食べ応えばっちり。
スープも店員さんが丁寧にとりわけてくれて、サービスも◎
最後のシメのデザートもふわふわで最高でした！
皆さんも人数がそろう時にはぜひ行ってみてください！

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

鹿鳴春飯店
住所：1/F., 42 Mody Rd., TST
電話：(852)2366-4012、(852)2366-5839
時間：12:00～15:00、18:00～23:00

スタッフ
編集部Y

Pocket Page Weekly 06 October 2017 No. 61216B

香港グルメ



　合宿三日目、私たち
の対戦相手は初戦の
チーム同様に台湾高
校野球界にてトップ4
に入る三民高だった。
　相手の先発投手は
高校生ながら最高145キロを投げる超高校級の投手。香
港野球代表は、いわゆる打高投低のチームで、投手陣が
安定しないのが苦しい。飛び抜けて速い球を投げたり、鋭
い変化球を投げ込めたりという、強い武器を持った選手
が少ない。また、私自身も投手は本職ではないため、今後
の香港野球強化における難題になると思われる。この日
の試合結果も7対15で敗退、打って点数をとる理想な攻撃
を展開できても、失点を減らせなかった。
　初回に先発投手がいきなり崩壊し、四球を重ねて6失点
を喫した。その後も、毎回失点を許し、止めきることが出
来ず最終的には15失点を喫した。身体も大きく、鋭いス

イングをしていたが、高校
生を相手に15失点は大き
な課題となった。
　そうとは言え、それを
一番よくわかっているの
は選手達であり、私が重
ねて良くないとこや課題

を指摘し続けてもチームの士気は下がる。試合結果のみ
を見れば、初戦よりも酷い試合をしたように見えるかも
しれないが、私は初日よりも良い試合だと試合中も選手
を鼓舞し続けた。こんな苦しい状況にこそチームの本質
が見える。連日のミーティングを通して、今の香港代表は

現状を受け入れ、次に
繋げるメンタリティを持
ち合わせている。心の持
ち方をそこへ転換させ、
導いていくのが私の仕
事である。

　前回のGood Loserの話と繋がり、今すぐにコントロール
できない事を悲観しても前へは進めない。現状を受け入
れ、向き合う事にこそ成長のチャンスがある。こんな状況
であるからこそ、ある意味開き直り、より積極的に攻めて、
成功体験を積む機会に
しようと選手を鼓舞し
続けた。
　一方で、負けている
事に何も感じていな
かったり、慣れてしまっ
ていたりする選手へは、徹底して厳しく指摘した。試合を
決めるのは私たち挑戦者ではない。たとえ最終的な結果
がそうであっても、この経験を通して自分やチームと向き

合い「気付き」を一つでも多く発見することで、次に繋が
る。また、たとえワンサイドゲームであったとしても、尚も
攻め続ける姿勢こそが、相手や審判への最大のリスペク
トだと私は信じている。
　この試合を通して、私自身も確信を得たことが幾つか
あった。先ほども述べたように、香港代表は適材適所に必
要なレベルの攻撃陣を揃えている。これがどれくらいのレ
ベルかと言うと、現状だけでも1～5番打者であれば十分
にアジア選手権でも戦えるレベルである。超高校級投手
を相手にしても、屈することなくバットを振り、長打を重ね
た。また、走塁の技術は別として、足の速い選手も多く、試
合を通して積極的に次の塁を狙う姿勢と、それに伴う成
功体験を積み重ねていけば確実にレベルアップしていく
と確信できた。
　結果のみを見れば、一歩進んで二歩下がっているかも
しれないが、香港野球代表は着実に成長している。

（次号10月20日は「香港代表強化合宿四日目」）

香港代表強化合宿三日目

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.6

photo by ©松橋 隆樹

　例えば乾癬のような慢性疾患を長きに渡って患うことは、肉体
的にも負担であることはもちろん、あなたの精神力も試される。な
ぜなら、痛みや痒みの継続、治療の不確実さといったネガティブ
な要素はうつ病、不安感、無力感といったものをもたらす可能性
があるからだ。
　こういったストレスはあなたの生活に割って入り、家族や友人
との関係に悪影響をもたらすことがある。だが、そのストレスに
積極的に取り組むことで、自らの気分を安定させ、周囲との関係
性を健やかにすることに役立つ。まずは以下の方法を試してみ
てほしい。

1.自らの対処スタイルを知る
　“対処する”とは、その稀有なシチュエーションで求められる要
求を達成するための方法を述懐することだ。私達の多くは積極的

に、もしくは受動的に対処
をする。前者は挑戦に立ち
向かい、問題を解決するた
めに、自分のおかれた状況
を公然と明かし、ストレスに
柔軟に対応する。情報や社
会的支援、専門的な助けを
求めることにも躊躇せず、

良いアイデアだと思ったらすぐに試し、フィジカルな活動も熱心に
行う。一方受動的に対処する人は病気と戦うこと避けるために知
恵を絞るので、病気への適切な管理や、必要な治療を受けること
が困難になる。

2.支えとなる存在を得る
　闘病中、特に再発した時などに、家族や友人たちの存在は感情
的、肉体的にもあなたを支えてくれることだろう。ただし長期的な

目で見た時、そのことが関係に負担が生じさせることもあるので、
病気があなたの肉体にどのように影響しているのか、感情的、社
会的に起きていることを検証する、かかりつけ医などの知識豊富
な第三者の手を借りることが大切だ。専門家は、あなたとあなた
の愛する人に、必要なときに重要な情報を提供してくれる。また、
同じような経験を持つ人々と交流を持つことも有効だ。担当医や
地元の病院、友人などから、そういったグループの提案を受けると
よい。

3.前向きになるよう努める
　慢性的な疾患に対処する最もよい最後の方法は、病気そのも
のに関するあなたの否定的な考え方を変えることだ。そのために
は認知行動カウンセラーの助けを借りるのも効果的であり、この
種の療法では一般的に、心と身体の関係、そしてその関係が自分
の健康についての感じ方にどう影響を与えるかを、患者に教育す
ることから始まる。瞑想やその他のリラクゼーションテクニック、気
分転換の方法や、問題解決、目標設定などのスキルを新たに学ぶ
ことができる。

を
情
感
の
分
自

法
方
の
つ
３
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【Dreams 夢軍団】ソフトボールメンバー募集！
こんにちわ！私達、「Dreams」は男女
合わせて約20人で活動しています！
メンバーは経験者から初心者が集まっ
ていますが、全員野球をモットーに毎
試合を楽しくやっています！香港ソフ
トボールルールでメンバー全員が打
撃に参加できるので、試合にも必ず参
加できます！まずは、練習でもしま
しょう！女子マネージャーも大募集！女
性の参加者もおられるのでお気軽に
ご連絡下さい！ご質問等も随時承っ
ております！
メール：k.akaogi@koyamas.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サッカーチーム【SHOOTERS】メンバー募集
創立22年！香港一アットホームなサッ
カーチームです！活動内容は、毎週末
の試合、練習、海外遠征、飲み会、レクリ
エーションと幅広く年間通じて活動して
います！サッカー経験問わず、チーム
の一員となり一緒に楽しく盛り上げてく
れる方大募集です！
メール: Shooters.fc.rep@gmail.com
Facebook:
https://m.facebook.com/shootersfc1995
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
専修大学  OB会  香港、華南支部
開催日時：2017年11月24日（金）
場所：香港　
専修大学、石巻専修大学、専修大学付
属高等学校、専修大学松戸、北上、玉名
高等学校をご卒業の方または関係者

の皆様でご興味のある方はお気軽にご
連絡下さい。
メール：nishi0205@gmail.com(担当：西)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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にご連絡ください。
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホリスティック オラール&歯科医療センター
セントラルにいる歯科病院は日本人の
カスタマーサービスアシスタントのアル
バイトを募集中。毎日4時間か5時間で、
週月、水、金又は火、木、土3日間勤務。堪
能な英語と日本語が必要。
月～金：一時間100ドル
土　　：一時間150ドル
連絡先：3100-7068
メールアドレス：
recruitment@drgordonchiu.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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 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

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。）

最近つくづく思うことがあります。
それは「気づき」の大切さです。
今回、次男、三男と参加した、セブ留学ですが、長男は
参加しませんでした。
大学生で有り余る時間があるにも関わらず全く興味を
示さなかったので、無理強いはしませんでした。
これからの時代、多分英語はやっていた方がいい。
けれどそれが、「心の底からやりたい」に変わらなけれ
ば、成果は上がらないのです。

その子、その子でベストなタイミングがある。

お母さんが先回りして、「やった方がいいこと」をいくら
与えてみたところで、成果が出なければ意味がありま
せん。

我が家の次男は、「多動症の疑いあり」と診断されたほ
ど、落ち着きがなく、目を離すといつもいなくなり、駐車
場で幾度も車の前に飛び出してはヒヤヒヤしておりま
した。
言い聞かせても、叱っても、彼にとって経験していない
ことは、「机上の空論」でしかなく、頭に入ってこないの
です。

あるとき、事件は起こりました。
長男を追いかけ、衝動的に走り出した次男。
そこに発車したばかりの軽トラ。
バーーーンッ！！！
頭の中が真っ白になりました。
人間、極度の恐怖を感じると脳が誤作動を起こし、ス
ローモーションに感じるといいますが、正に、瞬間的な
その音を長い間聞いていたような気がします。
そのあと、「わーーーっ！！！」と泣く子供の声に安堵した
のですが( ◠‿◠ )

それ以降、次男は車を怖がるようになりました笑
正に、百聞は一見にしかず。
経験しないとわからない。
「気づく」と人は行動を変えることができるのです。

アメリカでは、子供にぴったりくっついて子供の行動を
監視するヘリコプターペアレント、

子供の前に立ち、障害物を取り除くカーリングペアレン
トが増えているといいます。

「気づく」体験を奪われた子供たちは、選択することを
恐れるようになります。

親にできることは見守ること。
気づく体験を多くさせてあげること。
子供が自分で選択した結果をフォローしていくことだ
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。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47回 気づきの大切さ

ライフ（香港・広東共通）

18 Pocket Page Weekly 06 October 2017 No. 612
B



19Pocket Page Weekly 06 October 2017 No. 612
B

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

香港人とすぐに
仲良くなれる3つのフレーズ

第12回

外国人と仲良くなる、または付き
合うためにまず大事なことは受
付突破です。
異性、特に男性が女性と話すと
きには彼女たちの心の扉の前に
立ちはだかる受付を突破しなけ
ればその後の商談(デート)に臨
むことはできません。
そこで、今日は日本人だからできる、香港人の心の受付突破をするための3つ
のフレーズを紹介します。

1.「そういえば、ワッツアップ持ってる？」
ワッツアップといえば香港ではLINEよりもユーザー数が多いコミュニケー
ションアプリとして有名です。
初対面のときに必ずやっておきたいのが電話番号交換ですが、香港の場合
はワッツアップの話題を出すのが効果的です。
いきなり交換するのではなく「ワッツアップ持ってる？」と聞くことがポイントです。
なぜなら、ワッツアップを利用していない香港人などほぼいないからです。
ですから、絶対「持ってるよ」と言ってくれます。また、相手の電話番号を電話帳
に登録することで自動的にアプリ内に相手の名前が追加されるのも特徴です。
ですから、結局、相手は電話番号を教えてくれるわけです。

2.「基本的にJALにしか乗らない」
ここ数年、香港からの日本訪問客は年間で100万人を超え日本ブームはまだ
まだ旬です。
そんな香港人観光客の多くはLCC便を利用して日本へ行くことが多いよう
です。
JALやANAを利用しない主な理由はチケットが高いから。
逆をとればJALやANAを利用するというのは1つのステータスになるわけです。
ただし、見栄を張って彼女や彼氏を連れて一一度JALを使って日本旅行をし
てしまうと、JALのサービスが基準になってしまい、その後にLCC便を利用す
るのが難しくなるので気をつけましょう。
ちなみに、私は”Standard Chartered”のアジアンマイルを利用してJALチケット
を取るようにしています。

3.「日本の実家はマンション」
日本では、エレベーターの付いているアパートは全てマンションと呼ぶことがで
きます。しかし、香港や他の国ではマンションと言うと大邸宅を指すようです。
最近聞いた話ですが、私が初めて妻を日本の実家に連れて行ったとき、妻は
かなり期待していたようです。
なぜなら、私の実家はマンションだと聞いていたからです。とは言え、日本の
マンションですから、クラブハウスもなければセキュリティガードもいません。当
時のことを思い出しては「騙された！」と妻は今でもよく言います。

香港では仕事でも、プライベートでもワッツアップが便利なので、こちらをインス
トールしておくことをお勧めします。相手との連絡手段があればあとは遠慮な
く連絡してみましょう。

香港人を知ることは、香港を知ることに繋がります。

ではでは。

香港だと...何だかいけそうな気がするんですよね

コラボ企画

日清食品コラボイベント
　親子で作るマイラーメン

　9月23日(土)、香港国際空港第二ターミナル「Dream Come True Education Park」内
日清食品パビリオンにて、PPW×日清食品コラボ企画「『出前一丁』と、香港でひとつだ
けのオリジナル『マイカップヌードル』を自分で作っちゃおう!」が行われた。当日は9組
の親子が参加。実際の出前一丁づくりは、小麦粉をこねるところから。小麦粉を伸ばし
たり、袋を自分でデザインする場面では、親子で協力して出前一丁を作る姿を見ること
ができた。
　出前一丁を作った後は、おなじみのカップヌードル作り。ここでは自分で容器をデザ
インし、好きなスープの味と具を5,460通りの中から選ぶことが出来る。マイデザインの
カップに具が入り、立派なカップヌードルとなる様子に子供達も興味津々のようだった。
　日清食品パビリオンでは、予約をすれば誰でもこの出前一丁やカップヌードル作り
体験を行うことが出来る。ホームページから予約できるので、皆さんお試しあれ。

日清食品ホームページ www.mycupnoodles.com.hk

参加者の集合写真

　Sawaの香港初心者日記第6弾！ 行って来ましたゴン
ピン(昂坪)！ランタオ島に位置している観光客に大人気の
スポットです！今回はその序長編、最近営業を再開した
ゴンピン360(ロープウェイ)に乗り山頂へ行きました！なん
とこのロープウェイ、全長5.7キロ、25分の空の旅を楽しむことが出来ます！種類
もスタンダードのものと床が透明なクリスタルキャビンタイプが！私は迷わずク
リスタルを選択！列に並ぶこと15分、ついに乗車です！ロープウェイに乗り込ん
だら、スタッフの方が写真を撮ってくれます。そちらは山頂にて購入可能でした。
さて、肝心のクリスタルキャビンですが、もうスリル満点！下を見下ろすと今にも
落ちそうな恐怖に...そしてよく見てみると山には遊歩道が。なんと
ハイキングで山頂まで行く強者がいるそうです。その時間約3

時間半...眩暈がしそうですね...前後
左右の窓からは山、海、飛行場、街
が見ることができ、素晴らしい見晴
らしでした！凄く自然が残っていて、建
物が並ぶ街中とは正反対！香港でこん

なに美しい自然を見たのは初めてでした！今建設中のマカオまでの橋も見るこ
とが出来ました。所々に小さな滝もあります。7月のかなり天候の良い日に乗った
ので、車内は暑いのかなと想像していましたが、窓から良い感じに風が入ってき
て涼しく心地よい空中散歩でした。山頂近くは寒いくらいだったので冬は大量に
着こまないとかなり寒いかも...

アジアで最長の5.7キロ、25分間のロープウェイ♪
自然を満喫しつつリフレッシュ出来るのでお勧めです！
次回はゴンピンの観光場所をご紹介します！

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
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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　 1,120 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　779sq 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 1,035 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堅尼地城（ケネディタウン）駅

（間取り） 1LDK　 699 sq ft.

（室　内） 家具・家電付き

（環　境） 海景、駅まで徒歩8分

（月　額） HKD35,000　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） 2LDK　966 sq ft.

（室　内） 家具・家電付き

（月　額） HKD47,000　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

Manhattan Heights

The Gloucester

Victoria Tower 

Island Lodge
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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

ライフ（香港・広東共通）
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香港 香港

香港

Q.コンタクトを買うには検査が必要ですか？
　結論からいうと必要。コンタクトレンズは不快感を引き起こすこともあり、正
しく装用しないと目全体の健康を損なう可能性がある。コンタクトレンズの検
査には、処方箋が目や視力のニーズときちんと合っていることを確認する意味
がある。すでに長くコンタクトレンズを装用している人も、目に悪影響を受けて
いる兆候がないかどうか、年1回の検査を受けるのが望ましい。
　また、コンタクトレンズの処方箋の代わりに眼鏡の処方箋を使用しないこ

と。眼鏡の処方箋には、コンタクトレンズの
処方箋に必要な、適切なレンズの直径、およ
びベースカーブの項目を含んでいないから
だ。あなたが既に経験豊富なコンタクトレン
ズ使用者であれ、ビギナーであれ、眼科医に
よるコンタクトレンズ検査を受けよう。

Q.スポーツする時にコンタクトを装用してもOK?
　コンタクトレンズはスポーツをしている時も鮮明でクリアな視野を与えてく
れ、眼鏡のように、曇りや傷、落とすことに気を散らすこともない。さらに、眼鏡

のように側方の視力が喪失することもない。
コンタクトレンズなら保護ゴーグルを簡単に着
用することもできる。但し水泳などのウォーター
スポーツの場合、コンタクトレンズを装用して
いることを眼科医に相談することを忘れずに。
*コンタクトレンズを水にさらすと、微生物による眼の
感染性リスクが高くなる可能性がある。

Q.コンタクトをつけたまま眠っても大丈夫？
　場合によりけり。一部のコンタクトレンズはつけ
たまま就寝が可能だが、その一晩で目のトラブル
のリスクが高まるのも事実。眼科医に相談するの
がベスト。

Q.乱視用のコンタクトもありますか？
　従来、非点収差はコンタクトを使う際の
障壁となることもあったが、技術の進歩に
より、現在は非点収差がある人もコンタクト
レンズを使うメリットを享受できるように
なっている。

Q.使い捨てコンタクトレンズのメリットは何ですか？
　1日使用して廃棄する使い捨てコンタクトレンズは、大
部分の眼科医が勧める健康的な選択肢だ。臨床実験で
は、2週間以上の間隔で交換されたレンズと比較して、
コンタクトレンズを毎日交換することにより、軽い不快感
およびアレルギーに伴うかゆみを患う人々の快適性が
改善したことが分かっている。コンタクトレンズのケース
やケア用品を使用う必要がないのも大きなメリット。

コンタクトを買う前に
知っておくべきポイント
眼鏡からコンタクトへの切り替えを検討している人のなかには、まだ疑問に思う方も多いのではないだろうか。
聞かれることの多い質問と回答をご紹介する。
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