
広・北・英語生徒大募集中
プライベートレッスンで、経験豊かな教
師が丁寧に教えます。生徒様のご要望
にあわせ日本語で教える事ができます。
まず無料体験をしてみませんか。詳細は
ホームページをご覧ください。又は日本
語でお気軽にお問い合わせください。
電話：8100-0514
  　　（電話のみです、SMSができません）
メール：info@wdllanguage.com
ウェブ：www.wdllanguage.com　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語教師募集
日本語教師を募集しています。教授経験
のある方。契約教師・常勤教師はビザサ
ポートがあります。詳細は面接にて。
担当：パソナエデュケーション岩波
電話：2577-8002　
メール：recruit@pasona.edu.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

健診結果作成事務
弊社は主に邦人を対象とした健康診断を
おこなっております。このたび医師コメン
トの翻訳作業（英語から日本語）を中心と
した結果作成をお手伝いしていただける
方を募集いたします。最低週2日勤務です
が、柔軟に対応できる方を希望いたしま
す。翻訳といっても高度な英語力を必要
とするわけではありませんが、データ入力
など関連する事務作業も行っていただき
ます。勤務時間は9時から18時を基本とし
ています。詳細はメディポートの堀までお
気軽にお問い合わせください。
電話：(852)2577-1568
メール：hori@mediport.com.hk
上記とは別に英語、広東語ができる看
護師も常時募集していますので是非お
問い合わせください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 子供向けサッカーイベントのお知らせ
子どもたちにサッカーの楽しさを知って
もらうためのイベント、「日本サッカー グ
ラスルーツフェスティバル(Grassroots 
Festival)」を開催します。サッカーに興味
のあるお子様や運動が好きなお子様の

参加を心よりお待ちしています。
日時：2017年11月12日（日）午前8時15
分～10時15分（集合8時）
場所：日本人中学校グラウンド（人工芝）
住所：No.9 Hau Yuen Path, North Point, 
Hong Kong
対象：幼稚園～小学6年生の男女（サッ
カー経験有無は問いません）
参加費：無料
持ち物・服装：飲み物、運動ができる服
装・靴（サッカー用スパイクでなくても可）
参加登録：11月5日までに参加されるお
子様の名前（フリガナ）と学年をメール
でfcvandorehk＠yahoo.co.jpまでお送
りください。
主催：FCヴァンドール（代表 鶴田 壮一郎）
電話：(852)6976-6192
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
ソフトボールU19男子アジアカップ

開催 in 香港
ソフトボールU19男子アジアカップが
下記の通り香港で開催されます。
日時：2017年11月1日-5日
場所：香港天光道グラウンド（T i n 
Kwong Road, Ma Tau Wai）
参加国：香港、日本、インド、インドネシ
ア、シンガポール、タイ、フィリピン
入場料：無料
お問い合わせ
HKSA AA League 広報担当 深田まで
masami.fukada@colt.net
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新築マンション入居者募集！

西湾河(サイワンホー)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。）

1.乾燥し、シワの出来た唇のケアに
　使い終わったティーバッグをそのまま唇に押
し当てて30秒。紅茶の抗酸化ポリフェノール
が、ダメージを受けた皮膚細胞を修復し、細胞
の再生を促進するのに役立つ。週に3～5回必
要に応じて使うと効果的。

2.荒れた肌のお手入れに
　冷たく湿ったティーバッグは皮膚の荒れ
をナチュラルにケアするのにピッタリ。目が
疲れた時は瞼を覆うように置けば不快感を
取り除いてくれるし、日焼けをした肌に乗せ
てマッサージすれば、炎症を鎮める効果が
期待できる。打撲や虫刺されにも効果的。

3.疲れ目のクイックケアに
　起きたら目が真っ赤！でも慌てない
で。目の上に冷たい水に浸しておいた
ティーバッグを載せてケアすれば、腫れ
を取り除いて顔全体の印象を若返らせ
てくれる。

4.ヘアケアに
　使用済みティーバッグをいくつか
使って薄めのお茶を作り、シャンプーの
後に使おう。髪と頭皮に効果を発揮して
くれる。

5.手に付いた匂いに
　ニンニク、タマネギ、魚などの調理で手に匂
いがついたら、使用済みのティーバッグを使っ
て手洗いを。不快な匂いと簡単にさよならでき
るはず。

6.フェイシャルトナーとして
　ティーバッグに含まれる渋みの成分はフェ
イシャルトナーに向いている。ティーバッグで
気になる箇所を拭き、タオルで拭き取るだけで
OK。うっかり切らしてしまったり、自作してみた
いと思う方はお試しあれ。

美味しいだけじゃない？
ティーバッグの賢い利用法
美味しいだけじゃない？
ティーバッグの賢い利用法
お茶を淹れた後のティーバッグをそのまま捨てるつもりなら、ちょっと待って。
実はティーバッグにはあなたが思いもよらないような使い道がある。
今回はそのいくつかをご紹介しよう。

お茶を淹れた後のティーバッグをそのまま捨てるつもりなら、ちょっと待って。
実はティーバッグにはあなたが思いもよらないような使い道がある。
今回はそのいくつかをご紹介しよう。
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マリリンのぶらグル巡り

　尖沙咀（チムサーチョイ）のショッピングモール「ハーバー
シティー」といえば香港でも人気のショッピング、グルメス
ポットの一つ。話題のレストランをはじめ人気のショップや
高級ブランドまで揃い、使い勝手の良いモールだ。そんな
ハーバーシティーにオーシャンターミナルが増設され、お洒
落で話題のレストランが次々にオープンし、新たなグルメス
ポットとして今注目を集めている。同エリアの一角に9月末に
オープンした、ミラノのファッション地区にある人気のイタリ
アンレストラン「Paper Moon」の香港店がオープン。

　同店は1977年にイタリア・
ミラノでオープンした老舗の
レストラン。王道でファミリー
スタイルのイタリアン料理を
提供している。現在では、ミラ
ノ以外にドバイ、イスタン
ブール、マニラ、ドーハなどに
も展開していて、中国圏では
初出店。本場ミラノと同じ味
を味わえるよう、ミラノ店から
シェフとレストランマネー
ジャーを派遣し、香港でも本
店と変わらない味と高いサー
ビスを提供している。
　開放感のある広々としたエ
レガントなレストランからは、

香港の美しい270度のパノラマビュー
を眺めることができ、昼間、夕暮れ時、
そして夜と香港の移り行く景色を美味
しいイタリアン料理と共に楽しむことが
できる。テラス席はドリンクのみの利用
も可能で、照明が灯るディナーはムード
感も倍増。インテリアは有名インテリア
デザイナー、Steve Lenug氏とライト
ニングコンサルタンツのTino氏が手掛
けたものでシンプルでコンテンポラリーなデザインにインダ
ストリアルなタッチを加えて細部までこだわったエレガント
な空間になっている。
　キッチンを仕切るのは、世界中の数々のミシュランレスト
ランで20年の経験をもつGiuliano氏。“情熱”、“新鮮”、“技術”、
“色彩”の4つがガストロノミーの美しさを生み出すことに重
要だと語る同氏の創り出す料理はシンプルでありながらも
厳選食材にこだわった上質の味。同店の鉄板メニューを紹
介しよう。まずは、自家製のブラタチーズにイタリア産トマトと

バジルを添えた「Handmade 
Burrata Cheese with Heiroom 
Tomato and Basil」。まろやか
なクリーミーさが魅力。草のみ
で飼育したアンガス牛を使用
した「Grass-Fed Angus Beef 
Carpaccio」はシンプルにオ

リーブオイルとルッコラ、パルメザンチー
ズ、塩コショウで味付けしており、肉本来
の旨味を味わうことが出来る。
　こだわりのピザは、ポルチーニキノコ、黒
トリュフ、トマトソースでシンプルながらも
贅沢な味わいの「Pizza Porcini e Tartufo」。
薄焼きのピザでも生地はしっとりしていて
ナポリピザとはまた違った味を味わえる。
パスタには自家製のパスタ、パッパルデッレにスモークパン
チェッタをピンクソースで和えた「Pappardelle with Smoked 
Pancetta Pink Sauce」。パンチェッタの塩加減とクリーミー
ソースが絶妙のバランス。メインには、ボリュームたっぷりの7
週間エイジングアンガスポーターハウスステーキ「Fiorentina 
Alla Griglia Con Verdure」。フィレ肉とテンダーロインが同時に
楽しめるのが魅力。お肉好きなら満足できる一品。
　さあ、さっそく美しい香港ビューとおいしいイタリアン料理
を楽しみに出かけよう。

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！

Paper Moon 
住所：Shop OTE 301, Ocean Terminal, 
  　　Harbour City, TST
電話：(852)2156-2256
時間：日～木（11:30～26:30）、
　　  金・土・祝日前日(11:30～27：00)
フェイスブック：Paper Moon Hong Kong

ミラノ発の人気イタリアンレストラン「Paper Moon」が香港上陸！！
100万ドルの夜景とともに優雅に楽しむイタリアン！

自家製の新鮮ブラタチーズ
「Burrata Alla Caprese」

Paper Moon 全店で人気のパスタ
「Pappardelle Paper Moon」

自慢のオーブンで焼いたピザ
「Pizza Porcini E Tartufo」

甘さ控えめな大人な
甘さの「Tiramisu 」

肉好きにおススメの
「Fiorentina Alla 
Griglia Con Veredure」
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美味しくてヘルシー！
香港の伝統的スイーツの世界
美味しくてヘルシー！
香港の伝統的スイーツの世界
香港には実に健康的で魅力的なスイーツが多数存在するが、あなたはいくつ試したことがあるだろうか。
魅惑の香港スイーツの世界をご案内しよう。

Pocket Page Weekly 03 November 2017 No. 61616B

香港グルメ

Tofu pudding(豆腐花)
料理で使う豆腐とはひと味違うのがこちらのス
イーツ。食感は繊細で柔らかく、透明なシロップ、
ココナッツミルクまたは甘い生姜シロップなどと
合わせて頂く。黒豆ペーストとミックスされたも
のも一般的。

Sang ji sheung sweet soup
(桑寄生蓮子蛋茶)
香港のローカルスイーツを語る上で外すことが
できないのがこちら。桑の葉茶にゆで卵と蓮の実
が入っており、独特の優しい味がする。東洋医学
では健康への効能が高いとされており、身体に
優しいスイーツだ。

Milk pudding（雙皮奶）
クリーミーで素朴な味わいが人気のミルクプリン。材料
はシンプルに卵白と牛乳、砂糖のみ。商品名にもなって
いるが、表面に膜が貼っているのがこだわりの証だ。派
手さはないが、温かくて滑らかなプリンを口に運べば、
ほっこりお腹が温まる。

Sweet red bean soup (紅豆沙)
じっくり時間をかけて作られた香港の”お汁粉”は、濃
厚でクリーミーな味わい。街角のデザートショップで
広く提供されており、冬の間の定番スイーツとなって
いる。豆は鉄分が豊富で、東洋医学の見地からすると
陽の食べ物。美味しく食べて、身体を中から温めよう。

Tong yuen(湯圓) 
中秋節や旧正月には伝統的に食べられていたも
ので、少量のもち米粉を水と混ぜ、中に黒ごまや
ピーナッツ、あんこ、フルーツペーストなどの、バ
リエーション豊かな甘いあんを詰めて丸い団子
状にしたもの。温かいお湯や生姜のシロップに
浮かべて召し上がれ。

Black sesame sweet soup（芝麻糊）
黒胡麻を使ったお汁粉で、中国全土やシンガポー
ルでも人気の一品。炭を溶かしたような色合いに
最初驚くかもしれないが、黒ゴマの美味しさを余
すこと無く堪能できる。一部レストランではTong 
yuen(湯圓)と合わせた形でメニューになっている。
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ネクタイとは揃えない
　ネクタイと同じ柄をチョイ
スするのが正しいと思って
いる人も多いようだが、これ
は大きな間違いで、ポケット
チーフはネクタイのテイスト
を補完する存在であるべき
だ。厳密なルールは無いの
で、ブルーとグレイなど似た
色で組み合わせたり、格子
のシャツに格子のポケットチーフを合わせたりしてもいい。自信がな
ければ、ソリッドな色で、あまり派手でないプリントのものを選ぼう。

素材
　ほとんどのお店は、シルクで出来たフォー
マル向けのポケットチーフを扱っているが、実
際にはやり過ぎに見えてしまうので着けるに
もTPOを選ぶ。綿のほか、夏には麻、冬には
ウールなどがお勧めだ。ものによっては、き
ちんとしたコーディネイトのアクセントとして、
裏返して使うなどしてもいいだろう。

色と模様
　前述したように、色とパ
ターンに関して真のルールは
ないので、水玉やペイズリー、
フラワープリント、チェックな
どの柄にも挑戦しよう。もしそ
れが難しければ、ソリッドのホ
ワイトカラーは失敗がない。

最初の、もしくは２枚めのポケットチーフを買うべきか？
　恐らく全ての男性はシンプルな白いポ
ケットチーフを持っていると思うが、絹の
ものは自身の結婚式や黒いネクタイをす
るようなフォーマルな場でのみふさわし
く、そうでなければ綿素材のものがいい
だろう。
もし既に白いポケットチーフを持ってい
るのなら、誰もが持っている、グレーやブ
ルー系のブレザーのどちらにも合う青の
ポケットチーフを選ぶのがいいかもしれ
ない。

ポケットチーフは、男性のワードローブの中でも選ぶのが難しいアイテム。理想的なポケットチーフを選
ぶことができれば、アンサンブルを追加したり除いたりすることもなく、他のものと調和して目立ちすぎる
こともない。有害ではないが、そのような選択は実際には良いことである。良いコーディネイトは、全てが
揃っていなくても、互いに補完し合い、さりげなくそれを取り入れたかのように見えるものだ。ある意味こ
れは芸術の類と言えるかもしれないが、会心のコーディネイト、とまでならなくても、上手なポケットチー
フの選び方をご紹介しよう。
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 ショッピング（香港・広東共通）





　今回の香港代表合宿は、「楊清瓏（Charles Yang英語
名）」氏の多大なお力添えにより、貴重な体験を得ること
が出来た。楊清瓏氏とは、台湾国内の野球関係者で彼を
知らない人はいないと言うくらい有名な方である。現在
は、最終日に試合をさせてもらった社会人野球チーム「綺
麗珊瑚成棒隊」のGMを務め、台湾野球連盟の台湾代表
選手選考委員、そしてアジア野球連盟の技術委員を務め
ている。
　14歳の頃から台湾代表入りを果たし、選手としてだけ
ではなく、指導者としても台湾代表を長年牽引してきた。
1979年、シカゴ・ホワイトソックスが興味を示したが、徴兵

義務により幻になった。引退後はテレビのコメンテーター
を務めるなど、選手としてだけではない多彩な才能を発
揮し、台湾野球界を牽引してきた。そんな楊清瓏氏と私の
出会いは2015年に行われた第27回アジア選手権だった。
私はパキスタン代表監督として、楊清瓏氏はアジア野球
連盟の技術委員として会議に参加しており、パキスタン野
球の不測の事態を度々救ってくれた。大らかなで気さくな
楊清瓏氏は、香港野球協会への理解も深く、選手達があら
ゆる経験を得られるよう務めてくれた。
　最終日の夜、最後のミーティングにて、私は「これからも
新たな香港野球の歴史を作っていこう」と伝え、これまでの
私の経験を通して、新しいことへ取り組むために必要な「勇
気と覚悟」について話をした。まずは現状を打破するため
に自分と向き合い、何を、なぜしたいのか会話を繰り返し、
覚悟を磨く。覚悟が決まれば、勇気を出して挑戦あるのみ
である。当然、失敗を繰り返すだろうが、それでも続けるだ
けの覚悟は、この合宿を通して磨かれたと信じている。

　その後、キャプテン及び香港代表を長年牽引している選
手たちから、選手、そして私へ向けたメッセージがあった。
皆、口々に「出来る気がする。私も新たな目標ができた。信
じて挑戦しよう。」という前向きな言葉が多かった。最終日
のミーティング、選手の顔つきは初日とは明らかに違い、私
の目には頼もしく映った。これからの課題は山ほどあるが、
次にアジアベスト4の一角である中国を倒す可能性がある
とすれば、それは香港だと私は夢を見てしまう。

（次号11月17日は「香港野球代表監督就任へ」）

香港野球強化総括

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.8

photo by ©松橋 隆樹

「夫婦は着物の裏表」といいます。「似た者同士」または
生活をするうちに「だんだん似てくる」という意味と「足
りないところを補い合う」という意味があると思います。

子育て講座をしていて、夫婦の悩みというのはとても
大きなウェイトを占めていると感じます。

ジェンダーフリー、男女平等が浸透してきた昨今です
が、私は子供を育てる上での男女の役割は全く違うと
考えています。

お父さんは社会と家族を繋げるパイプ。社会の秩序や
情報を家族に送る「社会的責任の愛」。
その愛で満たされたお母さんが、溢れた「無償の愛」を
家族に注ぐ。
バランスのよい双方の愛情を注がれた子供たちは立
派に育って社会に還元される。

「社会的責任の愛」と「無償の愛」子育てにおいてどち
らもなくてはならないものです。

お母さんの不満に、
「手伝ってくれない」
「話を聞いてくれない」
「分かってくれない」というものがあります。
世に言う「くれない族」です笑
確かに子育ては大変な仕事で1人ではできないことも
たくさんあります。
旦那様にオムツを替えてもらう、料理を作ってもらう、ゴ
ミを出してもらう。
けれど全く満たされず、また次の「～してくれない」が
出てきて情緒が不安定なお母さんが多いのは何故で
しょう？

お母さんが一番ほしいのは「旦那様の愛」。
家事役割を完全に分担し、同化し合うのでなく、男女の
違いを認め合え尊重し合えたなら、心からいたわりあ
える関係が築けるのだと思います。

理想はお互いが得意とする分野で子育てを助け合え
ること。
例えば、習い事の指導は「社会的責任の愛」を教えるお
父さん。
やめたくなったとき、くじけそうなときには、ありのまま
を包み込むお母さんの「無償の愛」

お父さんもお母さんも一緒に子供を攻撃したり、反対

に両方で子供の気持ちに寄り添うことは、偏った子供
を育てます。

足りない部分を補い合う夫婦は豊かな土壌となり未来
を担う素晴らしい子供を育むことでしょう。

「夫婦は着物の裏表」すべてはバランス。この世の中に
必要ないものは何もないのです。

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5１回 夫婦は着物の裏表

ライフ（香港・広東共通）
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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

香港人妻と一緒に
見てはいけない3つのもの

第14回

子どものころ、よく親や学校の先生に
「良い子は見てはいけません！」なんて言われましたが、
大人にだって見てはいけないものがあります。
特にこれから挙げるものは見ない方がいいです、ましてや香港人の妻とは…

① ゴキブリ
大きかろうが、小さかろうが関係ありません。
もはや黒くて動くものならゴキブリだろうがなかろうがそれすら関係ありません。
とにかくそんなようなものが目に入った瞬間に、
妻はまるでアスリートが膝の靭帯を切ってしまった時のような、
そんな声を出すのです。
そんなに叫ばなくてもいいのでは？…
うるさいというかこちらもすごいドキッとするんですね。
ですから、なるべく彼女の目に入らないように、
彼女のいないところで見つけた場合も静かに
始末し何もなかったかのように振る舞うのが賢明です。

② 恋愛映画
「隣の家の芝生は青く見える」とはよく言ったものですが、
私の妻も例外ではありません。
ラブストーリーの映画やドラマで見た演出やセリフにもろ影響を受けます。
そして、私にもそれらの演出を期待します。
そもそも、日本人のモテ男像は不器用で
自己表現が苦手で自分勝手なんだけど実は仲間思いで
正義感が強いロンバケの瀬名みたいな男だと思うんです。
それが香港だと車のトランクにバラと風船を詰め込んで
彼女の会社の前でプロポーズするような男が素敵なんですね。
… Why Hong Kong people!
「妻の大好きなキムタクだったらここでどうする？」
これが私の行動基準になっているのですが、
現実の世界ではそううまくはいきません。

③ 日本のバラエティ番組
日本の笑いは独特で香港のそれとはツボがだいぶ異なります。
言うなれば、香港のバラエティ番組は、
高校生でもできることをタレントがカメラの前で一生懸命やっているだけなので、
やっていること自体は面白くありません。
一方、日本のバラエティ番組は高校生が考えそうなことをタレントが
一生懸命カメラの前でやっているので、内容はくだらないのですが笑えます。
日本の笑いにはその言葉、仕草の一つ一つに日本の文化に基づいた背景があり、
日本人はそれを知っているからこそ笑えるのです。
この感覚を妻に説明するのには時間がかかりますし、
ましてテレビを見ながらだと次から次へと笑いが
生まれるので説明が追いつかなくなり、
結果的に説明している私も説明されている妻もシラケます…

香港人女性は日本人よりも表現力が豊かで、喜怒哀楽がはっきりしています。
彼女の感情モードが喜と楽の時は
本当に一緒にいて幸せですが、
怒と哀の時はリカバリーにiPhone並の
時間と忍耐が必要です。

それでは今日の一曲。
「多的是你不知道的事」
(多くのことを君は知らない)

王力宏(ワンリーホー)、よろしくお願いします。

ではでは。 「愛されるよりも愛したいマジで」
なんて言えませんマジで

香港

香港

香港

ライフ（香港・広東共通）
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ラ・プレイス・デ・ビクトリア　慧雲峰　(高層階)

香港

グランドプロムナード　嘉亨灣　(Tower 2  低層階)

（所在地） 北角（ノースポイント）

（間取り） 3LDK  979s.f （実用752sqf) 　 　 　 

（室　内） 家具・家電付き、海景、バルコニー有り

（環　境） MTR北角及び鰂魚涌駅より徒歩約5分、
 大型クラブハウス完備
（備　考） ペット可、部屋の鍵有り、即内覧可

（月　額） HKD38,000 (管理費、税金込み) 

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

（所在地） 西湾河（サイワンホー）
（間取り） 3LDK  911s.f （実用658sqf)
 バルコニー付き
（室　内） 新内装、一部家電付き、家具相談
（環　境） MTR西湾河駅より徒歩約５分、
 日系スーパーAPITAへ徒歩約10分、
 大型クラブハウス完備
（備　考） 割安家賃物件！
 ペット可、部屋の鍵有り、即内覧可
（月　額） HKD29,000 (管理費、税金込み) 　　

（所在地） 西湾河（サイワンホー）
（間取り） Studio 実用209s.f
 バルコニー付き
（室　内） 一部家電付き、家具相談
（環　境） MTR西湾河駅より徒歩2分、
 地元マーケット通り沿い
（備　考） 単身者向け新築マンション
（月　額） HKD13,500 （管理費、税金込み） 

パーカー33　柏匯33　(中層階)
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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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