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1. The Great Library of Alexandria
　古代史における図書館とし
ては最も有名であり、訪れた
古代世界のすべての学者達
がアイデアを共有できるユニ
バーサルな図書館として、神
話的地位を得ていた。紀元前
295年頃にプトレマイオス1
世によって、9人の女神を祀っ
た寺院との複合施設として北部エジプトの港湾都市、ア
レキサンドリアに建てられた。館内は講義室や天文台、動
物園、居住区などに分かれており、ホメロスやプラトン、
ソクラテスなどの優秀な学者や作家の作品を収蔵してい
たとされる。紀元前48年頃、カエサルの侵攻時に混乱の
中で焼失されたと言われており、現存していればどれほ
どの歴史的意義があったか計り知れない。

2. Royal Library of Ashurbanipal
　文書の保存や収集に熱心だっ
たアッシリアの王、アッシュール
バニパル王によって紀元前668
年から630年頃に建てられたとさ
れる。遺跡から見つかった3万点
以上にのぼる粘土板の文書記録
はイギリスの大英博物館に全て
収蔵されており、今日の古代近東
の研究に役立てられている。

3. Imperial Library of Constantinople
　西暦357年頃、ローマ帝国の共同皇帝、コンスタンティ
ヌス2世によって建立。2世は聖書の保存にのみ熱心で
あったが、現代のギリシャ古典に関する情報はこの図書
館に保存されていた何百年分もの古代ギリシャとローマ

人の記録の複製に
よるものだ。パピル
スの巻物による蔵
書の劣化を解決す
るために、この頃か
ら羊皮紙やベラム
での保存が主流に
なっていった。

4. University of Taxila
　パキスタンにおいて2世紀から5世紀にかけて歴史に
登場し、世界最古の大学と言われている。学びと知識の
レベルにおいて高い評価を得ていたとされ、特にサンス
クリット語やギリ
シア語、中国語な
どの古代言語の研
究には定評を得て
いた。重要な考古
学的文化遺産とし
て管理され、現代
でも研究が進めら
れている。

5. The Celsus Library
　西暦110年頃、トルコの古代都市であったエフェソス
で、父である先の統治者を偲び、霊廟と兼ねる形でジュリ
アス・アクイラが建立。蔵書数は12,000点あまりに及び、
この時代の特徴がよく現れた建築様式も見事だ。発掘さ
れた像やアイテムは現在、イスタンブールの美術館に展
示されている。

5つの著名な図書館を
古代から現代まで、世界中の多くの文化において、図書館はアイデア、
創造性、知識の倉庫として考えられてきた。今回は歴史上、最も著名な5
つの図書館から、その重要性を紐解いていこう。訪れて古代史を知る

12 Pocket Page Weekly 17 November 2017 No. 618
B

香港スクール



香港

香港香港 香港

香港

Blackout Tattoo

　香港在住歴17年。オーストラリア人のオー
ナーであり、タトゥーアーティストであるロブ・
ケリー氏の考えは”全てのタトゥーはアーティ
ストと顧客のコラボレーションであるべき”と
いうもの。オーダーに合わせてカスタムデザ
インを制作してくれて、相談のみでも歓迎。

住所：502, Hing Tai Commercial Bldg., 
  　　114 Wing Lok St., Sheung Wan 
ウェブ：http://blackout-tattoo.com

The Company Tattoo

　ヒップな感性を持つヴィンス氏とマルクス
氏のアーティストデュオが切り盛りする旺角
のタトゥーパーラー。太めの線と鮮やかな色
合いを活かしたフラッシュタトゥーが売りだ。
ロカビリースタイルやモノ・トーンなど、幅広
いデザインセンスも魅力。短髪のヘアカット
も手頃な値段で行っている。

住所：Shop B, 3/F ,581 Nathan Rd, Mong Kok
ウェブ：www.thecompanytattoo.com.hk

Freedom Tattoo
　デビット・ベッカムやNBAのレジェンド、レ
ブロンジェームズなどのセレブリティを顧客
に持つアーティスト、ガビ氏が経営するアジ
ア最大級のタトゥーパーラー。50～60年台に
インスパイアを受け、アジアと西洋のエッ
センスをミックスさせたテイストのタトゥーが
持ち味だ。30年以上のキャリアを持つ彼は、
巧みな針とインク使いに定評があるオールラ
ウンダーのアーティスト。価格はHKD1000～。

住所: 11A, Tung Nam Factory Bldg.,
  　　40 Ma Tau Kok Rd., To Kwa Wan
ウェブ： www.freedomtattoo.hk

Star Crossed Tattoo
　居心地良いソファーと音楽のある空間
は、友人の家を訪ねているかのようなリラッ
クスした雰囲気。迎えてくれるのは、タトゥー
スタジオの経営という夢を追い、南アフリカ
から2010年に香港にやってきたアーティス
ト、リッチ氏とロス氏の2人だ。日本式のデザ
インが得意だが、顧客の好みを十分に考慮
するスタイルをとっている。価格は小さいも
のならHKD500から、2時間以上かかるもの
は1時間HKD1,000から。

住所: 2/F., 57 Granville Rd., TST
ウェブ： www.starcrossedtattoo.com

香港のタトゥースタジオ4選
新たな個性やカラーを加えたい貴方に、スタイリッシュ
なタトゥーはいかがだろうか。今回は香港にあるお勧め
タトゥーパーラーをご紹介しよう。 タトゥー
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マリリンのぶらグル巡り

　イギリス出身のセレブシェフで世界的にも有名なジェイ
ミー・オリバー氏。自身のテレビ番組を持つ他、レシピ本の出
版やレストラン経営、近年では社会活動家としても活躍してい
る。そんな彼のイタリアンレストランが香港でも数年前にオー
プンして、話題になったのは記憶に新しい。今回、アジア初の
「Grab & Go」コンセプトで新鮮な食材を使用した身体に優し
いヘルシーメニューを取り揃えたカジュアルなデリレスト
ラン「Jamie’s Italian」を尖沙咀（チムサーチョイ）のハーバー
シティーにオープンした。近年、日本でも話題を集めているデ
リレストランは、野菜たっぷりのヘルシーメニューが多く、健康
維持に気を遣う人たちから支持を受けている。
　香港では、外食文化なのでどうしても食事の栄養バランス

が偏り気味、かといってヘルシーな食事を摂ってばかりいる
と食費がかさばってしまうことも多い。そこで同氏は、もっと
気軽にヘルシーな食事を楽しんでほしいという想いで同店
をオープンした。ただヘルシーだけでなく見た目の色合いや
食感などにもこだわっていて、美味しくしっかり栄養バランス
を考慮したメニュー作りに注力している。
　早朝8時から営業していて、毎日、焼きたてのクロワッサン
やデニッシュなどのパンの数々やトッピングを選んで、自分
好みにできるヨーグルトやフレッシュジュース、コーヒーな
ど、忙しい朝でも快適にスタートすることができるメニューが
揃っている。ランチにはデリスタイルのサンドイッチの
「Italian Job」や「Focaccia Pizza」、「Mix Grains with Caram-
eralized Onion and Feta」、「Kale Ceaser」などの週替わりの
健康的で栄養豊富なスーパーフードを取り入れた種類豊富
なサラダもある。単品でも良いが、スープと合わせてセットに
して食べるのもおススメ。しっかり食べたいという人には、サ
ラダと一緒に「ローストチキン」や「ベイクドサーモン」をオー
ダーすることも可能。

　朝食とランチメニュー以外に
はフレッシュフルーツジュースや
スムージー、コールドプレス
ジュースなどのへルシードリンク
もあり、スムージーはお腹にも溜まるのでランチ代わりに
飲んでみると良い。忙しい毎日でも気軽に立ち寄れてヘル
シーな毎日をサポートしてくれる力強い味方。
　さっそくハーバーシティーに立ち寄る際に足を運んでみて
はいかがでしょうか。

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！

Jamie’s Italian
住所：Shop 412, Level 4, Ocean Centre, Harbour City, TST
電話：(852)3758-3333
時間：月～金 8:00 ～18：00、土日 11:00 ～23：00
ウェブ：jamieoliver.com/italian/hongkong/restaurants/tsim-sha-tsui

美味しくて身体に優しいヘルシーメニュー満載の
デリレストランが尖沙咀にオープン「Jamie’s Italian」

週替わりのサラダ

焼きたてのパンの数々ローストチキン

トッピングが選べるヨーグルト

ローストチキン
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　ラウンジ・バー、"リリア・
モロッコ"では、活気溢れる
エキゾチックな美しさを
感じ、伝統的なモロッカン・
カクテルを味わいながら、

その文化に触れることができる。
　ダイニング・コンセプトのデザイン・ディレクターであるアニタ・ロペス氏は総支配
人であるモロッコ出身のトム・ブルッセ氏とともに、本物のデザインと内装を作り上げ、
実に見事なラウンジを作り出すことに成功した。モロッコの遺産とスークや市場をい
かに上手く導入するか慎重に研究し、内装やタイルや扉、照明などの細部にまでこだ
わり抜いた結果、香港のナイトライフでも最も際立つカラフルでエレガントなラウン
ジが生まれた。
　エントランスにはマラケシュから取り寄せた400以上におよぶ伝統的な色とりどり
のバブーシュ・スリッパが掛けられている壁と、天上から吊り下げられた70を超える
ランプが漂うオレンジ、ムスク、琥珀の香りで客を中へと誘う。
　90席のラウンジは赤やオレンジを基調としたデザインでエキゾチックな都市であ
るマラケシュをイメージ。壁に描かれたアラビア語のアルファベット、居心地の良い素
朴なソファ、プーフ、華やかなクッションはエレガントかつリラックスできる空間を
演出する。
　15席の個室は、モロッコ製の2つの大きなキャビネット、華麗な木彫りの大鏡など
が配置され、よりラグジュアリーな雰囲気。モロッコランプの温かみある光で香港の
夜景に溶け込むテラスも印象的だ。
　カクテル作りの名手、ユネス・アテイア氏がモロッコの食材で作るドリンクや自家製
シロップは、特注の彫刻入りグラスや伝統的なティーポットでサーブされる。リリア・
モロッコで、エキゾチックでラグジュアリーな夜を過ごしてみては。

LILYA Moroccan Lounge and Bar
住所: 2/F., 77 Wyndham St., Central
電話: (852)2526-2578
ウェブ: www.diningconcepts.com/restaurants/LILYA

ラウンジ・バー、リリア・モロッコで
北アフリカ民族の美を感じるひとときを
ラウンジ・バー、リリア・モロッコで
北アフリカ民族の美を感じるひとときを
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1.十分な睡眠をとる
　疲れた肌を改善させた
いなら、まずは疲れをとる
ことが最善策だ。医師達も
勧めているように、6～8時
間十分眠り、体を回復させ
るよう努めよう。睡眠不足は皮膚細胞の回復を鈍らせ、小じわ
やちりめんジワ、クマなどをできやすくしてしまう。

2.体を動かす
　身体に備わっている力を
活性化し、美しくなるために
日常的に運動することを心が
けよう。運動することで身体
の巡りが促進され、酸素やそ

の他の重要な栄養素が肌へ行き渡るとともに、デトックス効果
も期待できる。

3.コンシーラーで気になる部分をカバー
　肌色の暗さがなかなか改善しない時、特に頑固なクマには
コンシーラーが便利。ストリベクチンクリニカルコレクターアン
チエイジングアイイルミネーターは
クマをうまくカバーし、顔色を明る
く見せてくれる。アルメイのウェイク
アップアンダーアイ・コンシーラー
も手頃でお勧めだ。

4.くすみに効くスペシャルケアを
　肌のくすみを
ターゲットにした
スキンケア製品
はたくさんある。
たとえば資生堂
のホワイトルー
セントパワーブ
ライトニングマス
クなどのリッチな美白パックを一週間に2回程行い、朝と夜に
はドクター・デニスグロスクリニカルコンセントレートラディ
エンスブースターなどのスペシャルケア製品を贅沢に使う。こ
うした美容液は、単独で使用しても、その他の保湿化粧品と一
緒に使用しても、肌の調子を整えるのに非常に有効だ。

5.ハイライトを使う
　主に輪郭線に沿っ
て使われるハイライ
トだが、顔色を明るく
するのにも効果を発
揮する。BBクリームな
どでベースを整えた
ら、ブラシにとったハ

イライトを頬骨付近に乗せ、肌に輝きをプラスしよう。ナチュラ
ルに見せるコツは、少しずつ乗せること。NARSハイライティン
グブラッシュのアルバトロスは、リキッドでなくパウダーなの
で、付け過ぎが心配な人にも使いやすい。

冬の到来と共に、お肌のくすみや肌荒れ、乾燥などの肌トラブルが気になる方は多いのではないでしょう。
ストレスや冷え、睡眠不足などと、肌のコンディションを弱らせる要因は尽きない。しかし肌は全身で1番大きい
器官であり、あなたの幸福の度合いまで映し出してしまう。今回は、肌本来の持つ力と優秀なコスメ両方を
駆使して、疲れた肌を蘇らせ、肌をベストな状態に向けて前進させる5つのメソッドをご紹介しよう。

冬の到来と共に、お肌のくすみや肌荒れ、乾燥などの肌トラブルが気になる方は多いのではないでしょう。
ストレスや冷え、睡眠不足などと、肌のコンディションを弱らせる要因は尽きない。しかし肌は全身で1番大きい
器官であり、あなたの幸福の度合いまで映し出してしまう。今回は、肌本来の持つ力と優秀なコスメ両方を
駆使して、疲れた肌を蘇らせ、肌をベストな状態に向けて前進させる5つのメソッドをご紹介しよう。

冬
の
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も、美
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！
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港稲門会クリスマス会のお知らせ
香港で最も大きいといわれてる自然木
のツリー点灯式を体験できる「香港
カントリークラブ」にて、クリスマス会を
開催します。当日は、大人も子供も楽し
めるアトラクションや、様々な豪華景品
を多数ご用意しております。一足早いク
リスマスを楽しみましょう！ぜひお気軽
にご参加ください。
■日時 : 12月2日 (土) 17時開場、
　　　  17時30分開宴
■場所 : 香港郷村倶楽部
　　　   (The Hong Kong Country Club)
※岐路は主要エリアへのバスをご用意
いたします。
■会費 : 大人(中学生以上) 600ドル、
　　　  子供(4才以上)200ドル
　　　  ※3才以下無料
■申込み締め切り日 : 11月17日(金)

■申込み・連絡先 : 清水 
(メール：hktomonkai@yahoo.co.jp)
稲門会会員の方は、お送りしているご
案内メール内のリンク先サイトより
お申込みください
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インテリジェンス香港・ランチ会
弊社コンサルタントと一緒にランチを
しませんか？人材会社に登録に来るに
は緊張するな・・と思っていた方、まず
は気軽に香港の生活や悩みについて
相談しに来ませんか？食事を囲んで楽
しくお話ししましょう！
このような方大歓迎
◎香港についたばかりで、生活や仕事
環境について知りたい方
◎子育てが一区切りついたけど、ブ
ランクで悩む主婦の方
◎しばらく連絡を取っていなかったけど、
どんなお仕事があるのか聞いてみたい方
第1回日程:11月29日(水）12:30
集合場所:セントラル・ハチソンハウス
4F弊社オフィス
参加申し込み：asiadesk@inte.com.hk
または(852)2971-2554まで
毎月最終水曜日開催！
昼食は持参、もしくは上記アドレスに前
日17時までにご連絡いただきました方
は、お弁当を手配します。メニュー番号を
お聞かせください→（①唐揚げ弁当②生
姜焼き弁当③鶏照り焼き弁当）各HKD55
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 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。）
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　2017年2月8日、私は再び
香港の地へ降り立った。今回
の目的は、本格的な香港野
球代表強化及び監督就任
だった。香港政府にとって、
今年は中国本土（江蘇・無
錫）で4年に1度行われる「全
国運動会（全運会）」がある
年である。本大会は日本で言
う国体に位置付けられるが、
香港政府にとっては香港を
あげて中国本土の大会へ出
場する重要な大会であり、野

球関係者によれば野球のアジア選手権よりも位置付けが
高いと言う。今回、この中国本土の大会を当面の目標として
私は香港野球協会より招聘された。
　その本大会に向けて、昨年度末より私をゲストコーチと
して迎え、下準備をしていたということなのだ。これまで私
が経験してきたイラン・パキスタンで行われた国内強化
合宿とはシステムが違い、香港野球代表は日常の練習に
加え、政府に定められた予算の元、海外強化合宿等も含
めてチーム強化を図ることができる。また、本来であれ
ば、この時期に東アジアカップへ出場予定ではあったが、

この大会が開催されず、私の故郷・仙台で行われる「深松
インターナショナルカップ2017」へ出場することが決まっ
た。さらに、中国大会を前に、グアム・フィリピンにて強化
合宿を行う計画を立てている。
　国が違えば強化方法も違うものであるが、さすがは世
界有数の大都市・香港といったところであろうか。他のア
ジア各国、野球の発展途上にある国々の様に、「時間は
あっても、野球をする環境が手に入れられない」状況とは
完全に真逆である。
　以前にもお伝えしたように、香港の野球代表選手は大
都市に生きる若者であるが故、忙しいのだ。仕事、学校、
バイト、プライベート等々、余暇だったり、義務だったりと、
生きる上での選択肢が非常に多い。その中でも、代表選
手は一切お金にはならない野球のために、時間を割いて
グランドへやってくる。
　これまで週3回行われていた練習は、私が到着してから

週5回へと増えた。
また、選手からの希
望もあり、平日は毎
朝8～10時までバッ
ティングケージにて
自由参加の練習を
行っている。さら

に、香港野球協会はストレングス＆コンディショニングト
レーニングが実施できるジムとトレーニングコーチとも
契約をし、週2回、選手達はジムへと通っている。
　世界どこへ行っても、野球が大好きな野球少年の目の
輝きは変わらない。これだけの施設と環境がありながら、
思う様な結果を出せずに進んできた香港野球の想いを
受け止め、彼らの真の目標へ導くのが私の仕事だ。私は、
指導の傍ら香港野球代表団が私の故郷で行われる「深松
インターナショナルカップ2017」へ参加することが決まり、
香港代表団の日程調整等の仕事も担っていた。そして、香
港渡航から1ヶ月がたった3月
8日、3月末に行われる仙台遠
征に向けて正式なメンバー
が発表され、同時に私も香港
野球代表監督へ就任した。

（次号12月1日は「深松インターナショナルカップ2017へ
向けて」）

香港野球代表監督就任へ

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.9

photo by ©松橋 隆樹

お母さんからの相談でよくあるのが、「明らかに向いて
ない習い事なんですが、子供が辞めたくないというん
です。」
というもの。
 
これは、長男長女によく見られます。
お父さんやお母さんの表情や反応にとても敏感で、
ご両親に好かれたくて、
常に言葉の裏側にある気持ちを読み取ろうとしている
のです。
 
前回もお話しましたが、
言っていること、やっていることと、
心で感じている感情が違っていて、無意識に相手に圧
力をかけることをダブルバインド(2重拘束)といいます。
 
実は子育てではよく行われています。
 

先の、「嫌だったらやめてもいいよ」といいながら、や
めてほしくない感情を子供が感じて、やめられない場
合や、
早く独り立ちしてほしい、結婚してほしいと言いなが
ら、親の寂しい気持ちが伝わりなかなか
独り立ちできなかったり、
「お前のためだ」といいながら、
実は親の見栄や体裁のためで、
無言の圧力で、子供を服従させたりする場合です。
 
ダブルバインド(2重拘束)を頻繁に受けて育つと、人が
信じられなくなり、精神を病む人も少なくありません。
 
親子でよく話し合い、お互いの心がみえるとダブルバ
インドは起こりにくくなります。
 
いいことも、悪いことも感情に蓋をせず、相手に伝える
ことが必要です。
「お母さんはこういう理由で、こう感じた。」
理由と感情を丁寧に伝えることができると、子供の情
緒が豊かになります。
 
私はとても感情的な人間なので、時に激しく感情だけ
をぶつけます。
でもそんな時でも、気持ちが落ち着いてから必ず、理由
を言うようにしています。
そして、感情的になったことを謝ります。
お母さんのいいところを聞くと、子供たちは口を揃えて

「素直に謝るところ」
と言います笑
 
お母さんだって人間です。
その時々の気持ちの変化を包み隠さず伝えていると、
それが子供の心を強くしなやかにするのです。
そして、様々な価値観がぶつかる社会に出たときに適
応能力のある人に育つのです。

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53回 習い事を辞めたくないという子供

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

香港の意味ない
4つのこと【MTR編】

第15回

「やらないよりはマシだよね」と言う人もいるかもしれません。
でも、香港には「やっぱりやらなくてもいいんじゃない？」という出来事が日常に溢れ
ています。
今回は特に駅や電車内で見られる意味のないものに疑問を呈するとともに、
どうしたらもう少し意味のあるものに変えられるかを考えてみます。

①電車が急停止してから案内される「しっかりバーにつかまってください」の｠
　車内アナウンス
そもそもアクシデントに対して自動音声で警告するのはどうでしょうか。
交通アクシデントを防ぐことはAIにもできるとは思いますが、
アクシデントが起きた後の瞬時の判断、対応はやはり人間の手で行われるべきです。
日本の都バスでは「左に曲がります」と運転手自らアナウンスしてくれます。
MTRもせめて急停止するときくらいは「しっかりつかまってください」
(1秒あれば言えます)と一言車掌からアナウンスするべきです。

②プラットホームのドアとドアの間に立っているSTOPの看板を持った
　駅スタッフの多さ
二重扉をほぼ全ての駅で設置しているにもかかわらず、
さらにこれだけのスタッフを配置するとは二重扉を信用していないのか、
はたまたMTRを利用する香港市民を信用していないのか…。
百歩譲ってスタッフを置くのは良しとして、
もうちょっと人選をしっかりしてほしいものです。
特にラッシュアワー時の電車の乗り降りはガチンコです。
時には乗り降りのルールを守らない荒くれ香港人も出現します。
そんな戦場に明らかにガチンコではないスタッフが対応できるのでしょうか。
現場では特にパワーと威勢が求められています。
例えば、モンコックの街を歩けばタンクトップの
マッチョたちがチラシを持って暇そうにしているので、
MTRはせめてラッシュ時くらいはかれらにお金を
払ってプラットホームの秩序を守ることも検討してみるべきです。

③電車に乗ってすぐ設置してあるバー(手すり)
香港では見せかけの満員電車はよくあることです。
その原因は電車の「中の方」に詰めない香港人たちに理由がありますが、
実はそうさせてしまっているのは電車に乗ってすぐ目の前に
設置されている手すりなんです。
入口付近に設置するものですから、
みんなそこで立ち止止まって奥に詰めなくなるのです。
手すりの位置を変えたり、つり革を増やすことで自然と人々が
電車の中の方へ進む仕組みを作るべきです。

④英語に全く興味のない3歳の息子に「うちでは英語で教育しているのよ」と
　周りに言いたいがために駅のホームで英語で一生懸命電車のルールを
　教えている香港人の母
結局、英語に全く反応しない我が子に嫌気がさし、
決まって最後は広東語で教えています。
まずは広東語を使って知識と教養をつけてから
第二言語を学ばせた方が健康的です、間違いなく。

「やってみなければ分からない」という考え方は
私は好きです。ただ、やってみた上で
継続的に効果測定を入れていくとより
良いものができると思います。

「継続は力なり」
嘉納治五郎、よろしくお願いします。

ではでは。 この手すりが満員電車の原因だ

香港

香港

　こんにちは！皆さまご存知、毎年12月に開催される香港国際競馬!香港競馬
最大のイベントで、最も規模の大きい国際競馬デーです！日本の競馬は1日1
レースが基本ですが、なんと香港国際競馬は1日に4レースも行われます！しか
もその全てが競馬の最高峰と言われているG1!！全ての競走馬とそれに関わる
人が目指す、各部門のチャンピオン決定戦です！例えるならば競走馬界の甲子
園と言って良い程、G1レースに出ることは凄いことです!！香港競馬はイギリス統
治下の影響で盛んであったと言われており、イギリス政府に対する不満や鬱憤を

競馬にて晴らしていたようです。そんなことがあり、競馬
は香港人にとってとても馴染みがあり、若い人達の間で
も競馬を嗜む人が多いです。そんな香港国際競馬に輸
送時間・距離が少なくて済む地理面での有
利さから、日本馬も毎年多数参加、大活
躍しています！2015年には、4つの主
要レースのうち2レースも日本馬が
優勝しました。昨年は最多の13頭が
参加、再び2レース優勝。日本から競
馬好きの方がこのレースを見る為だ
けに香港に訪れるほどの人気ぶりです!

 パンダバスでは毎年国際競馬ツアーを企画しています。尖沙咀のカオルーン
ホテル(九龍酒店)集合で、競馬場までバスで楽々移動♪競馬に精通した日本語
ガイドが皆様をサポート、賭け方をご説明!ツアー参加の皆さんで毎年大盛況
です！パドックやゴール地点での観戦も可能で、オフィシャルプログラムを配
布、日本語で馬券購入案内も致します。
　豪華インターナショナルビュッフェが堪能できるレジェンド席、しかもアフ
ターヌーンティーの食事付き!
香港在住の方限定、特別ご奉仕価格にてご案内！
大人お1人様HKD1,400(18歳以上の方のみ)
☆詳しい詳細はWEBよりご確認ください☆

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
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 御河堤　Royal City Center

（所在地） 南山区蛇口金世紀南路＆望海路
（間取り） 3LDK
（室　内） 家電家具が新しい、冷蔵庫が大きい、
 オープン式のキッチン
（環　境）  深圳湾口岸（香港へのイミグレーション）景観、
  華润万家スーパー 
（備　考） 地下鉄2号線（東角頭駅より徒步10分圏内）
（月　額） 17,500元

（所在地） 紅嶺南路与東園路交匯処

（間取り） 2LDK

（室　内） 全室フローリング、リビング冷暖房付き

（環　境） 万象城、JUSCO、歳宝百貨、Citic City Plaza 

（備　考） 地下鉄1＆2号線（大劇院駅より徒歩10分圏内）

（月　額） 10,000元

宝能太古城

深圳

エイブルネットワーク深圳店エイブルネットワーク深圳店エイブルネットワーク深圳店
深圳市羅湖区深南東路5002号

地王大厦主楼40-10単元
(86)755-8219-5546/

 (86)136-3285-3590 (代表 本間)

深圳市羅湖区深南東路5002号
地王大厦主楼40-10単元
(86)755-8219-5546/

 (86)136-3285-3590 (代表 本間)

（所在地） 深圳市南山区中心路2233号宝能太古城

（間取り） 3LDK

（室　内） 内装綺麗、家電家具も新品

（環　境） All city Shoppingmall、庭園、

 後海の海岸cityに近い、ジム無料

（備　考） 地下鉄2号線（海月駅より徒步2分圏内）

（月　額） 25,000元～

 半島城邦　Peninsula Residences
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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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