
香港

　真珠を買うことは慣れない人にとっては難しい作業
のように思えるが、ポイントをつかめば品質やスタイ
ル、好みの色に基づいて選ぶ行為は、楽しく、喜びに満
ちた経験になる。以下に留意点をご紹介しよう。

1. 養殖真珠とは？
　市場に出回っている真珠は、天然真珠と表記されて
いない限り養殖されたもの
である。また多くの宝飾品店
や消費者は、淡水真珠を養
殖真珠として誤って分類して
いるが、アコヤ、淡水、タヒチ
アン、南洋などの真珠はす
べて養殖真珠である。

2. どんなタイプのものがスタイルや予算に合っているか
　購入にあたっては、自分がどのように真珠を身につけたいかどうかをイ
メージしてほしい。また予算だが、真珠の価格は真珠の糸はUSD35～
USD35,000程度と非常に幅広い。さまざまな種類の真珠アイテムを知り、

購入の選択肢を絞り込んでいこう。
　まずアコヤパールはクラッシック
な白い真珠で、ものによってバラや
シルバー、クリーム色に加え、黒く染
色したものもある。そして南洋パー
ルは絹のような銀色から金色など、
濃い色合いが特徴で、最も価格が高
い。淡水パールは白、ピンク、ラベン
ダー、無数の染色されたものまで、
幅広い色のものが出回っている。タ

ヒチアン・パールは天然のブラックパールが採れる唯一の品種で、ダーク
グリーンから色の薄いシルバーまでさまざまな色がある。

3. 色を選ぶ
　前項でご紹介したように真珠には
様々な色がある。白は最も古典的で使
いやすく、大抵の女性たちが最初に買
う真珠のネックレスは白だ。黒真珠
は、実際には黒ではなく、灰色、緑色、
青色などの濃い色合いであり、暗めの
肌色の人が付けるとエキゾチックな
雰囲気を醸し出す。ピンク、ピーチ、ラベンダーの色合いは、春と夏の服装
に最適で、きちんと服に合わせれば、またとない魅力的なスタイリングに
なること間違い無し。このように真珠をまとうと、あなたのコーディネイト
は一段と洗練されるだろう。

4. 価値を理解する
　養殖真珠の場合、その全体的価値を
決定する要因の1つが形である。丸いも
のは価格が高いが、バロックパールやラ
ウンドパールの自然なフォルムも人気が
高い。また表面の様子も重要な要素で、

よりきれいな表面のものが好まれる。真珠は天然の宝石なので不完全な
ことも多いが、使用に差し支えない程度のものも多い。但し表面の状態は
光沢に影響し、鏡のような高い光沢を持つものは真珠自体の存在感が増
すため、高値で取引されている。
　サイズも非常に重要で、年配の女性は大きなものを付けると映える。大
人の女性なら7mm以上、ティーンエイジャーなどの若い世代なら小さい
ものを選ぶとよい。
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 ショッピング（香港・広東共通）
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グリセミック指数
　グリセミック指数はトロント大学
の教授、Dr.デビットが考案したもの
で、食品ごとの血糖値の上昇度合い
を間接的に表現した数値のことだ。
この指標は、消化後に炭水化物が血
液に吸収される速度を測定でき、指
数が低いほど糖尿病患者に適してい
るとされる。高血圧と糖尿病の合併
症を防ぐのにも有効だ。サツマイモのグリセミック指数は44であ
り、望ましい数値とされる55より低いので、糖尿病が気になる人に
は適した食品と言える。

食物繊維
　サツマイモは食物繊
維を多く含んでいるが、
皮ごと食べるとより多く
の食物繊維を摂取でき
る。食物繊維を摂取す
ると、体内ででんぷん

質の消化速度が遅くなってグリセミック
指数を低下させ、血糖値をコントロール
するのに役立つ。

調理方法について
　調理の方法はサツマイモの血糖指数に影響することを忘れて
はならない。例えば、茹でたり、茹でた後つぶしたサツマイモは
早く消化されるため血糖指数が上昇しやすく、血糖値が急上昇す
る可能性があるため、あまりおすすめできない。意外かもしれな
いが、食物繊維と同様に、脂肪分は消化の速度を遅くして低い血
糖指数を維持するので、皮をむかずにオイルでソテーするなど
の調理方法が向いている。

意外
？

　秋は甘くて美味しいサツマイモが恋しくなる季節。
　食物繊維が豊富で血糖値に作用しにくいサツマイモは、実は糖尿病患者などの血糖値を気にする人にとって適した
食品であることをご存知だろうか。血糖指数が低い食品は、糖尿病患者が血糖をコントロールするのに役立つが、
その健康効果を最大限活用するために、以下のことを知っておいてほしい。

　秋は甘くて美味しいサツマイモが恋しくなる季節。
　食物繊維が豊富で血糖値に作用しにくいサツマイモは、実は糖尿病患者などの血糖値を気にする人にとって適した
食品であることをご存知だろうか。血糖指数が低い食品は、糖尿病患者が血糖をコントロールするのに役立つが、
その健康効果を最大限活用するために、以下のことを知っておいてほしい。

サツマイモに
秘められている健康効果秘められている健康効果
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香港

【南朗山道熟食市場】
こんにちは。営業部のYです。

今回のお目当ては「ビックリ価格！！」の本格タイ料理！
黄竹坑駅（ウォンチョクハン）駅B出口とほぼ直結の、
タイ料理街「南朗山道熟食市場」で楽しめます。
お邪魔したのは「Pattaya」

・フライドポークチョップ
・焼鳥
・エビとグレープフルーツのサラダ
・トムヤムクン
・野菜炒め
・ガパオのレタス巻き
・ビール大瓶10本以上（笑）
5人でこれだけ食べて飲んで1人あたりHKD120！
また1つ香港のおすすめスポットが増えました。
タイ料理が好きな方は南港島線を利用して南朗山道熟
食市場へ！

週刊PPWの編集部スタッフがプライベートで行った店や、
スポットを日記形式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

Pattaya 
住所：Shop 3, 1/F., Nam Long Shan Rd., 
  　　Cooked Food Market, Wong Chuk Hang, Aberdeen
電話：(852)6977-0631
時間：月～日 11:00～23:00

スタッフ
営業部Y
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　ニューヨークの食文化でなくてはなら
ない存在のDELI（デリ）。デリと一口に
言っても様々で、日本でも人気の
「DEAN&DELUCA」のような高級デリ、ボ
デガと呼ばれるラテン系のデリ、そしてユ
ダヤ系のデリがある。日本ではスーパー
やデパ地下のお惣菜コーナーを想像する
が、ニューヨークではサンドイッチ店にサ
ラダやスープなどの軽食をそろえたお
店。テイクアウトがほとんどだがイートインできるお店もある。
同店は香港でもニューヨークスタイルのデリを楽しんでほし
いと昨年、中環（セントラル）のジャーディンハウスに初店舗を
オープン。そして待望の2店舗が今年7月に湾仔（ワンチャイ）

のお洒落エリアで人気の
星街（スターストリート）に
オープンした。同店は本
場ニューヨークのニュー
ヨークタイムズでも紹介
された話題のお店。
　伝統的なデリをコンセ
プトにし、牛肉の品質から
管理までとことんこだわり
抜いたデリの定番メ
ニューの“ビーフパストロ
ノミサンドイッチ”をはじ

めとするサンドイッチからハンバーガー、サラダ、リブステーキ
などを提供する。軽いランチからしっかりしたディナーにも利
用できる使い勝手の良い同店。パンやピクルス、ソース、ドレッ
シングなどはすべて同店の自家製。お肉はすべてアメリカから
輸入した良質の肉。伝統の作り方に基づき、お店で一からゆっ
くりと45日間熟成。アメリカン・ヒッコリーとシェリーウッドで燻
製することで甘くてベーコンのような力強い味の肉に仕上げ
ている。肉汁たっぷりで口の中で溶ろける食感がたまらない。
　そんな手間ひまかけて作った熟成肉を使った同店自慢の
料理を紹介しよう。まずは同店の看板メニューの「REUBEN」。
とろけるチーズとたっぷりのサワークラフト、スパイスをまぶし
た肉を薄くスライスしたものをこれでもかというほど幾重に
重ね、ライ麦のパンに挟んだもの。嚙むたびに芳醇なスモー
キーな香りが口に広がり自家製のピクルスが良いアクセント
に。すべてのサンドイッチにはピクルス、ポテトフライまたは
サラダが付いてくる。オプショナルでチーズやアボカド、ベー
コンなどのトッピングも追加できる。
　その他にも5種のスパイスでマリネしたアジアンテイストの
「BBQ Pork Rib」は食べご
たえばっちりで肉好きに
はたまらない。アメリ
カンスタイルで豪快に手
で食べよう。ビールとの
相性抜群。グルテンフ
リーのケールバーガー

「Kale Burger」やギリシャ風サラダ「Greek Salad」などのベジタ
リアンでも楽しめるメニューもあり、ヘルシーでもおいしくて
満足できる。
　さあ、さっそくアメリカ仕込みの本格パストロノミサンド
イッチを味わいに出かけてみては。

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！

Morty's　
湾仔店　住所：8-10 Wing FUng St., Wan Chai
　　　　電話：(852)3663-0890
　　　　時間：日～木 11:30～22：30、金土 11：30～23：30

中環店　住所：Shop 2-14, LG/F., Connaught Place, Central
　　　　電話：(852)3663-0990
　　　　時間：月～金 8：00～21：00、土 11：00～20：00、日祝 休み

本格ニューヨークデリカテッセン「Morty's」が
待望の2店舗目をオープン！

とろけるチーズとしたたる
肉汁がたまらない
「Double Smoked Meat Burger」

サンドイッチ、ハンバーガーに
ついてくる自家製パン、ピクルス、
サラダサンドイッチ、
ハンバーガーについてくる
自家製パン、ピクルス、サラダ

看板メニューの「REUBEN」 ボリュームたっぷりの「BBQ Pork Rib」 

キッチンで調理する
シェフの様子

Pocket Page Weekly 20 October 2017 No. 614 17B

香港グルメ



香港

　マカオの“サイパンレイク”で11月10日～26
日の期間中開催される同フェスティバルには、
150以上の会社が出店し、マカオのユニーク
な食文化を紹介する。2000年に初めて開催されたこのフェスティバルは、マカオで最
も人気のグルメイベントの一つ。最前線のフレーバーを探求するというテーマに基
づき、今年のフェスティバルでは地元の伝統的なケータリングや調理分野で、新しく、
楽しいアイデアを探求するために、地元住民や観光客を招待する。
　今年、組織委員会は日本の関西より26社の飲食関係者を招待した。日本ブ̶スは
サイ パン スクエアの1階に設置予定である。実際に日本料理を紹介し、住民や観光客
に特別な経験をしてもらう。スポンサーによる様々なショー、日本の伝統的なショーと

ライブパフォーマンスは、フェスティバルを華やかなもの
にするだろう。また夢中になって楽しめる多くのゲーム
ブースが魅力的な賞品とともに用意される。

The Cheesecake Factory
場所：SAL VAN LAKE SQUARE
日時：11月10日～26日 月～木 17:00～23:00、金～日 15:00～24:00
電話：(853)2857-5765
メール：info@uafbmm.org.mo
ウェブ：www.uafbmm.org.mo/en/home

香港

　チーズケーキファクトリーのアジア初の店舗、尖沙咀（チムシャーツ
イ）店には、連日長蛇の列ができ、３時間待ちもザラだという。私達が訪
れた日も２時間ほど入店まで待たねばならなかった。
　メニューは苺やファッジなどのトッピングやソースを加えた“Topped 
Cheesecake”、チョコレートやキーライムなどがベースのチーズケーキ
に加えて味付けした“Flavored Cheesecake”、ムースやタルト、オレオ、
ビスケットやキャラメル等が層に加わった“Layered Cheesecake”、ケー
キの層を組み込んだ“Layered Cake-Cheesecake”というように大まか
にカテゴライズされており、その数は実に33種類。私たちはその全てを
試すことにした。
　例えばチョコレートを使ったチーズケーキ、というだけでもムースを
使ったものやチョコレートラズベリーチーズケーキなど沢山が並んで
いたのだが、ダークガナッシュの入ったゴディバのチーズケーキは甘さ
控えめで、その場の全員が虜になってしまった。

　レモンラズベリー・クリームチーズケーキはラ
ズベリーソースの風味が良く、レモンチーズケー
キ、レモンムースとの相性が爽やかで、あっさりし
たケーキが好みの人向けだった。
　また我々の中で高評価だったのが、チョコレー
トタキシード・クリームチーズケーキ。ファッジ
ケーキ、チョコレートチーズケーキ、クリーミーな
ムース、チョコレートガナッシュが層になった手
の込んだ一品で、モノ・トーンの見た目も美しい。
　キーライムチーズケーキは砕いたバニラウエ
ハースとキーライムチーズケーキの生地、ホイッ

プクリームが層になっており、他
のものより薄めで、キーライムパ
イのようにほどよい甘さが特徴。
案外ペロリと食べられてしまうこ
とだろう。
　コーヒー好きにたまらないの
がティラミス・チーズケーキ。エ
スプレッソとマルサラ酒に浸したビスケット生地に、コーヒー味のチー
ズケーキとマスカルポーネクリームが溶け合う大人の味だ。
　欲張りなあなたにぴったりなのが、リーズ・ピーナッツバターチョコ
レートケーキチーズケーキ 。リーズのキャンディー入りチーズケーキに
チョコレートファッジケーキや塩キャラメルなどが合わさり、１品で数
種のデザートを頂いている気分になれる。その他にもバナナプディング
のような風味のバナナクリームチーズケーキ、昔ながらのサンデーを
彷彿とさせるブラウニーサンデーチーズケーキ、シュトロイゼルとりん
ごたっぷりのアップル・シュトロイゼルチーズケーキなど、個性豊かで
魅力的なチーズケーキ達の饗宴が続いたのだった。
　結論、チーズケーキファクトリーのケーキは時代の最先端をいくス
イーツではないが、どれも美味しく、過度に甘いロウ状のチーズケーキ
を想像していた私達は間違っていた。創作性豊かなチーズケーキ達の
待つお店を、是非訪れてみてほしい。

The Cheesecake Factory
住所：G/F., Harbour City Gateway Arcade, 25 Canton Rd., TST
電話：(852)2791-6628

話題のお店へ潜入食レポ！
チーズケーキファクトリー編
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第二回

Chino
　ケネディタウンのレストランChinoは、上環（シェンワン）にあ
る居酒屋スタイルの焼き鳥の人気店“Yardbird”や“Yardbird”の
プロデュースするフード・コンビニエンスストア“Sunday’s 
Grocery”と食に関する知識やアイディアを共有し、クオリティ
の高いメニューを提供している。
　店内は床から天井までのガラスの窓、背後に描かれたスト
リートアーティスト“Aaron de la Cruz”のエッチングアートが
特徴的でトレンディーカジュアルな雰囲気。メニューは日本
の食材や技術にインスパイアされたメキシカンというユニー
クさが特徴で、中米料理にもかかわらず、テーブルには箸が
用意されている。前菜の“Roasted corn”（HKD78)は香り高い
マヨネーズとクランブリーなコヒータチーズの風味がたまら
ない。また同店でぜひ試してほしいメニューは、個性的なタ
コスとトルティーヤの数々。“Crispy Fish Taco”(HKD58)はサ
クサクの魚フライの味とタコスを、チポトレ（唐辛子を燻製に
した香辛料）の入ったスパイシーなマヨネーズがうまくまとめ

ている。“Scallop and Uni Tostada”(HKD88)は濃厚なうにと生
の帆立に赤味噌とサルサ、海苔が味の決め手。メキシコのスト
リートカジュアルフードを日本の食材を使って表現した、
Chinoを代表する自信作だ。エシャロットの出汁を使ったシン
プルな“Clams”(HKD148)は胡椒の効いたソースが深い味わ
いを引き出している。
　その他にも食欲をそそる一品料理が目白押し。超人気店か
らインスパイアされたスタイルやサービスをさらに進化させ、
さらに魅力的なフュージョンフード体験を与えてくれる店
Chinoへぜひ訪れてみて。

Chino
住所: 1B-1C New Praya ,Kennedy Town
時間：火～日 18:00～23:30、月 休
ウェブ：www.chinohk.com

ジャパニーズ・メキシカンを提供する
ユニークなレストラン
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　ハロウィンやクリスマスなど、これからのシー
ズンはエキサイティングなイベントが目白押し。
　香港での快適な滞在や生活の場をお探しな
ら、バトラーサービス、ライフスタイルを演出す
る施設や空間、観光に便利なサービスを提供す
る、マデラグループの施設を選択肢に入れてみ
てはいかがだろうか。
　マデラブランドのホテルやサービスアパート
メントは良質なサービスとマネジメントにより、
2013年度と2016年度のルイ・ヴィトン香港シ
ティガイドにフューチャーされ、ドイツのエコ・

ホテル認証を受けるなど、多方面から評価されている。
　佐敦（ジョーダン）にホテルマデラ香港と隣り合って位置するマデラレジデンスは、
MTR佐敦駅から徒歩圏、尖沙咀（チムサーチュイ）までは徒歩10分、テンプルストリート
までは徒歩5分と、多くの観光スポットへ徒歩でアクセス可能。湾仔（ワンチャイ）、中環
（セントラル）にもMTRで15分程度、空港からも30分ほどなので、ビジネスでの滞在にも
お勧めだ。主に1ベッドルームスイートとスタジオの2種類の部屋タイプを提供してお
り、シングルまたは２名用の1ベッドルームスイート（37～76㎡）は、プライバシーに配
慮して設計されたおしゃれなガラス張りのバスルームがスタイリッシュ。スタジオ（37～
47㎡）のデザインは1ベッドルームスイートに似ているが、ベッドルームはリビングルー
ムと共有のスタイル。部屋の広さによって、シングルにもファミリーにも対応している。
　各部屋は、赤、オレンジ、黄色、緑、青な
どの明るい色合いに、上品なモノクロア
クセントを取り入れており、明るく活気に
満ちた空間は街のエネルギーにシンクロ
し、アクティブなライフスタイルを盛り上
げてくれるだろう。会議室、24時間営業の
ジム、ビデオルームなど充実の設備もポ
イントだ。
　家賃は1ヵ月あたりHKD21,000～HKD24,000。各部屋からは街の壮大な景色を望み、
ゲストには到着時、ウェルカムキット（ドリンクとスナック）、室内Wi-Fi、無料ブロード
バンド、調理器具、セルフランドリー（室外設置）、セーフティボックス。
　香港島サイドでは、中環にある全38室のブティックホテル、ホテルマデラハリウッドへ。
エレガントなハリウッドリージェンシースタイルが特徴で、歴史的建造物である大館(タイ
クン)、PMQなどの活気に満ちたスポットにも至近。その贅沢なスタイルときめ細やかな
サービスで、近隣のブティックホテルを牽引する存在になっている。

　館内に入れば、ホテルマデラハリウッドの個性的、魅力
的なデザインとアートに驚くはず。チャールズ・チャップ
リン、マリリン・モンロー、オードリー・ヘップバーン、フ
ランク・シナトラなどの伝説的なハリウッドスターをフィー
チャーした象徴的な壁画、開業以来通りのランドマークに
なっている著名アーティスト、ロブ・スケッチャーマンの高
さ10.9mの壁画など、ホテル独自の世界観に浸ってほし
い。38室の豪華なスイートは、54平方メートル～70平方
メートルのゆとりある造り。デラックススイート、グランド
デラックススイート、プレミアスイート、グランドデラック
ススイート、グランドプレミアスイート、そしてモンロース
イートとチャップリンスイートの2つのスペシャルスイート
を含む6種類の部屋タイプがあり、各スイートからはソー
ホー地区とビクトリア・ハーバーの壮大な景色を楽しむこ
とができる。ゲストのプライバシーとセキュリティに配慮
するため、各フロアにあるのは２室のみ。ゲストには無料
ブロードバンド、Wi-Fiインターネットサービスと携帯電
話、無料の飲み物とスナック、室内フレグランスが提供さ
れる。近隣にはアートギャラリー、アンティークショップ、
ローカルマーケット、ランカイフォン、ミシュランの星を獲
得したレストラン、便利なショッピングアーケードがある

ほか、MTR中環駅、IFC、ランドマーク、セントラルのフェリーピアまでも徒歩15分。MTRを
利用すれば、香港コンベンション＆エキシビジョンセンターまでわずか20分、エアポート
エクスプレスを使えば空港まで45分と、各地へのアクセスも良好だ。
　流行とファッションに敏感なゲストや各界のプロフェッショナル、ラグジュアリーな旅
行者などにファンの多いマデラハリウッド。料金は1泊あたりHKD1,700～HKD1,900、
マンスリーでの利用ならHKD45,000。
　その他のマデラブランドとして、筲
箕湾（シャウケイワン）にあるマデラカ
フェは、ヨーロッパスタイルのインテリ
アが映える店内で、高いクオリティの
コーヒーと紅茶、ヘルシーミールを提
供している。毎日、香港内のオーガ
ニックファームから届く新鮮な食材を
使用したメニューはもちろん、シナ
モンと胡麻を使ったデザートやドリンクはお勧めだ。今年11月、黄竹坑（ウォンチュック
ハン）に新たにMADERA CAFEがオープンする。
　マデラグループは、サービスアパートメント、フード＆ビバレッジ、ライフスタイルを
総合的に提供する組織であり、スペイン語で木という意味のあるマデラの名の通り、ナ
チュラルでシンプルなデザインを特徴としている。コミュニティに新しいライフスタイル
を提供し、自宅のようにくつろげる空間を提供することを日々目指しているマデラは、
1948年創業の不動産開発会社として有名な協成行(Hip Shing Hong)のメンバーとし
て、2012年に佐敦でホテル マデラ香港を開業。2016年中環のマデラハリウッドオー
プンを経て、今年グループとしては69周年を迎える。
　マデラグループの施設を頻繁に利用するのなら、マデイラロイヤルティプログラムに
入ってスペシャルで豊富な特典を受けるのがお得だ。会員はホテルへのダイレクト予
約で、HKD1ごとに1ポイントを獲得するシステムとなっている。詳細はマデラのウェブサ
イトを参照のこと。
　またマデラ香港では10月からプロモーションを開催中。すべてのデラックスルームが
1泊につきHKD1,200+10％のサービスチャージで利用することができるこの機会をお
見逃しなく。

Hotel Madera Hong Kong
住所：1 Cheong Lok St., Jordan
電話：(852)2121-9888

Madera Residences
住所：19 Cheong Lok St., Jordan
電話：(852)3190-9888

Hotel Madera Hollywood
住所：53-55 Hollywood Rd., Central
電話：(852)3913-2888

Madera Group
ウェブ：www.maderagroup.com
メール：info@maderagroup.com

Madera Cafe
住所：Shop G/F., Le Riviera, 23 Main St. East, Shau Kei Wan
電話：(852) 3579-4548

❶

マデラグループが
提供する快適な空間
マデラグループが
提供する快適な空間
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香港

Insurance110 (インシュランス ワン・テン)　
住所：Rm. 3902, 39/F., Windsor House, 311 Gloucester Rd., CWB
電話：(852)3182-0110

　いつか来るとは分かっているけど、突然やってくる「辞令」。「やっぱり来たか……」
と寂しがる間もなく訪れる忙しさはまるでカオス。送別会、引越見積もり、学校手続
き、さよなら旅行、エアチケットの手配、引越先の住居確保、仕事の引継ぎ、そして銀
行手続き、保険手続きなど……様々なイベントが嵐のようにやって来る。
　帰任が決まった方からは、「全ての事に十分な時間を割くことが出来なかった」、
「たくさんのお友達を見送ってきたけど、楽しかった香港生活が本当に、ほ・ん・と・
う・に終わる……やり残し無いかな」という心配や後悔の声をよく聞く。お盆と正月
が一気に押し寄せてきたかのような忙しさは、体験してみないとわからないだろう。
　そんな忙しいママさん、パパさんが仕事の引継や送別会を切り上げて、何とか時
間を作って聞きに来るのが、insurance110が主催する帰国後の【後悔】先取り回答
セミナー」だ。人気のあるテーマは、
①「HSBC口座 残す？ 残さない？ どっちがお得？」
②「帰国後も継続できる香港保険の選び方」
　など、海外の大事な資産を、今後どのように運用・管理していくのか？をわかりや
すく説明してくれる。香港を出てから後悔しないための手続きを伝授する同セミ
ナー。多くの方が参加しやすいように、平日・週末どちらも毎月開催中！初めての方
にわかりやすく、週2回、講師近藤氏、稲川氏、深見氏が担当。

  近藤氏にQ&A
①セミナーの参加者の雰囲気を教えて下さい。
　参加者の8割は初参加の方がほとんどです。また年齢層は30代～50代の方。主に火曜日と土曜日の昼夕に分かれていま
すが、昼は女性の方が多く、夕方の部は男性の方が多いです。最初は誰もが保険に対しての知識が少なく、保険による落と
し穴や、香港ならではの保険の旨みをご紹介しています。私自身も最初は、保険に対しての知識はもちろんありませんでし
たのでセミナー参加者の気持ちになって講義を行っています。保険のセミナーと言っても難しい内容ではありませんし、も
ちろん勧誘じみた内容でもありませんので堅苦しい雰囲気はありません。

②insurance110セミナーと他社のセミナーの違いを教えて下さい。
　簡単にいうと110は”お金の学校”。とにかく知識を得ていただくために各種セミナーを開催しています。参加者の皆様が「資
産運用に対して正しい知識を持ってもらう」というところを目指して、基本的な考え方や正しい選び方を学んでいただく場を提
供しています。内容はできる限り専門用語は極力使わずに初心者にもわかりやすくご説明するように心がけています。また、
「質問しやすい雰囲気」との声も多くいただいている通り、たくさんの質問をいただきます。通常1時間30分のセミナーが2時間
程度になることがほとんどです。参加者の方には「あっという間の2時間だった」と言っていただけます。メインの”後悔”先取り
回答セミナーの他にも、年金や学資保険に特化したセミナー、女性向けのセミナーも開催しています。特にお子様向けにお金
の大切さ、親への感謝を学んでいただくキッズマネーセミナーは大変喜んでいただきました。

③今後の展望をお聞かせ下さい。
　お客様の声にもありますが「もっと早く聞きたかった」、「無理やり入らされた保険だけど実は理解していません」など保険
や金融商品はクーリングオフはありますが一度加入するとやめにくい（お試しができない）商品です。知っている者が得を
し、知らない者が損をしてしまう現状に目を向けてたった2時間のセミナーで保険の知識を得て頂ければと思っています。
　まずは、弊社で集めたセミナー参加者様の声を下記のQRコードからご覧いただき、セミナーに足を運んで下さい！
皆様お待ちしています！

  まずは、近藤氏を深堀り！
　福岡県出身、九州男児！大のホークスファン。高校卒業後にアメ
リカに留学し次第に海外に目を向けるようになり、就職後は中国、
シンガポール、マレーシアとアジア各国の生活を経験。海外と日本
を行き来する中、日本の遅れた情報や日本人の保険に対する意識
が低いことを肌で感じた事がきっかけで現在の職についたそう
だ。そして自分がしている仕事の重みを考えた時、たくさんのお客
様に保険の大切さや知っておかなければならないことを伝えるの
が仕事をする上で大切な事だと言う。
　今年で37歳の近藤氏はソ
フトボールチームにも所属
し休日は汗を流す。チームの
盛り上げ役とバッターボック
スに立った姿はホームラン
か三振かと思わせるような
風格をしているとチームメ
イトは言う。

お客様の声でわかる安心感
資産運用で失敗しない方法

（帰国前編）
今回は講

師近藤氏を
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500枚を超えた
『お客様の声』が
私の財産です

500枚を超えた
『お客様の声』が
私の財産です

「写真とはずいぶん違いますね!!」と脂の乗り切ったお腹にお客様
は安心感を感じるようで、ダイエットへの自問自答が続く。FP(ファイ
ナンシャルプランナー)の香港人妻を持ち香港人目線の「お金」の感
覚も磨かれている。

いいとこどりの福助です。
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　合宿三日目の夜、高
校生相手にやりたい事
をさせてもらえず、2連
敗した選手達は多少落
ち込んでいるようにも
見えた。私はその晩の
ミーティングで「勝つた
めにどう戦えばいいの
か？」と選手達へ問いか
けた。ミーティングを通
して、私が選手へ伝えた
いことはシンプルで、弱
みで戦おうとせず「強
みで戦おう」ということ
だった。

　日本の子ども達を指導していると顕著であるが「弱みは
何か」と聞くと幾つも出てくるのだが、「強みは何か」と聞く
と、なかなか出てこないものだ。このミーティングでは、各
選手の強みを選手同士で語らせ、簡単に言えば褒め合う
のだ。褒められて気分の悪い選手はいなく、自然と笑顔が
溢れ、ポジティブな空気感が出来上がるので、より本音で
話しやすくなる。
　本質的には、強みを知る事で、初めて戦う準備が整うと
私は思っている。野球はスポーツの中でも、非常に失敗の

多いスポーツであり、負けが続くと悲観的になってしまう。
負の連鎖に捉われれば、自分の苦手な部分の修正にばか
り意識がいき、自然と失敗しないためにプレイをしてしま
う。本人が思っているほど悪い状況ではなくとも、気付き
を自分で得ることが難しいのが野球でもある。また、敢え
て作られた環境に中であっても、チームメイトが認めてく
れる事で、お互いの存在意義を改めて認識し、それぞれ
の自己肯定感が上がると私は信じている。
　そして翌日、合宿最終日の相手は台湾の社会人野球チー
ム「綺麗珊瑚成棒隊」だった。香港代表の先発は、長年に渡
り香港代表を牽引し、先日行われた台湾プロ野球のトライ
アウトを受験したケネフを指名した。数日前から、彼に「香
港野球の進化を見せよう」と語っていた。アメリカの大学で

のプレイ経験があり、英語も堪能で、私の想いを深く理解し
ている選手の一人である。彼は、私の期待に応える準備と
態度、そして振る舞いで試合に望んでくれた。しかし、現実
は甘くなく、試合は4-7と敗北した。またも、点数は取れた
が、後続の投手陣も安定せず徐々に離されてしまった。
　残念ながら、合宿での試合は全敗に終わってしまった。
しかし、今回の合宿を通して、選手と香港野球協会関係者
との信頼関係を構築することが出来たのは今後の財産に
なった。結果のみを見れば、マイナスからのスタートかも
しれないが、ある意味私の挑戦らしいスタートだと前を向
いて進んでいきたい。

（次号11月3日は「香港野球強化総括」）

香港代表強化合宿四日目

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.7

photo by ©松橋 隆樹
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プレイグループきらきら星 ！
1歳から3歳くらいまでのお子さんを対
象にしたプレイグループです。ママ主
体で行う日本語のサークルです。お友
だちが欲しいけどなかなかきっかけが
ないママさんや、普段は他言語だけど
日本語の歌や絵本に触れさせたいマ
マさん、ぜひ一緒に楽しみましょう。
毎週水曜10時半～11時半
CWB香港図書館近くのスタジオ
kirakirahk@gmail.com 増田まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
津田塾大学同窓会 香港支部

香港、アジア在住の津田塾大学同窓生の
皆様ご連絡ください。アジア、中国の津田
同窓生を繋ぐサイトも続々更新中です。
→【津田アジアネットワーク】で検索！
連絡先tsuda.asia@gmail.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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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！
西湾河(Sai Wan Ho)の駅近に完成した
新築マンションParker33
単身者向きスタジオタイプ211sqf
家賃HKD13,000（管・税込み）
クラブハウスも完備。
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：一発検索「三宝不動産」
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。）

ママたちのお悩みに多いのが、ママ友のお悩み。
「苦手な人とどうしたら上手く付き合えますか？」

ママ友達は子供の年齢が偶然同じ人たちの集まりです。
自分から求めた仲間ではありません。
その中に一生付き合える友人ができれば、ラッキーで
すが、できなくて当たり前と考えましょう。
ママ友達全員の目的は「子供を健やかに育てること」
それさえ共有していればokです。
「自分を分かってもらおう。」
「仲のいい友人が欲しい。」
「嫌われたくない。」
と必要以上に悩まないことです。
2:6:2の法則をご存知ですか？
10人いたら2人は自分のことを好きになってくれる。6
人は普通。2人は嫌い。というもの。

人はそれぞれ固有の価値観を持っていて、考え方は
違っていて当たり前です。あなたの考えに賛同する人
もいれば、違うなと思う人もいる。わかり合うことはでき
なくても「そういう考えもあるんだ」と認め合えればい
いんだと思います。
ラジオのチューニングと同じで、
波長の合う人との話は心地がいいですが、合わない人
との話にはノイズが入って聞き取りにくいもの。チュー
ニングの合わないラジオ番組を聴き続ける人はいな
いですよね。
合わないときは無理に聴かなくてもいい。
またチューニングが合えばお付き合いを再開すればい
いことです。
こちらが正しい、あちらが間違っているということでも
なければ、
「あの人は分かってくれないから、合わない」と決めつ
ける必要もありません。
人は皆それぞれの速度で成長しています。
昔はなんとも思わなかったクラスメイトと何年か後に
再会したら、意気投合した！！なんてことありませんか？
全ては波長です。
「波長が合う」
「気が合う」
そんなことを大切に人間関係を選んで行けたら少しは
楽になるのではないでしょうか？
他人と過去はコントロールできません。
変えられるのは自分と未来だけ。

人の気持ちを変えようとしたり、人に自分を合わせよう
とするより、自分が自分らしく生きること。今の自分をあ
りのまま表現すること。
そんなあなたに共鳴する人がきっと現れます。大丈夫
( ◠‿◠ )

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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ライフ（香港・広東共通）
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