


香港

マリリンのぶらグル巡り

　湾仔（ワンチャイ）
といえば新旧が混ざ
り合うノスタルジッ
ク感が漂うエリア。近
年では、お洒落なお
店やレストランが
続々とオープンし、
新たなグルメエリア
としても注目を集める。そんなエリアに南イタリア地方の郷
土料理をメインにしたイタリアンレストラン「Oste r i a 
Marzia」がリノベーションしてお洒落なブティッックホテル
として生まれ変わった「The Fleming」内にオープンした。同
店はピザレストランの「Motorino」、フレンチレストラン
「Bleon」など数多くの定評のある人気レストランを展開す
る「Black Sheep Restaurants」の新店。
　南イタリアとはナポリ、シチリア、そして断崖絶壁のアマ
ルフィなどの地方が有名で三方を海に囲まれているので、

料理には多くの魚介類が使
用され、オリーブやトマトを
多用しており、北イタリアよ
りも比較的あっさりしている
のが特徴。同店では新鮮な
魚介類やイタリア産の調味
料などの厳選素材を使用し、
自家製にこだわった丁寧に

調理された地方料理を味わうことが
できる。食事とともに旅行気分も味
わせてくれる。大きな窓から日が差
し込む開放感のある店内は、アクア
ブルーと木を基調にした温かみを感
じる落ち着いたマリンスタイルの
インテリアで海沿いのリゾート地を
感じさせてくれる。
　そんな同店のキッチンを仕切るの
は若いながらも数々のレストランで
腕を振るってきたイタリア人シェフのLucas氏。イタリアの厳
選した新鮮食材を使用しており、素材本来の味を引き出して
味わい深い料理の数々を用意。新鮮なハマチにイタリア産の

チェリートマトを合わせ、シン
プルにオリーブオイルとバジ
ルで味付けした「Hamach i 
with cherry tomato, olive and 
basi l」。脂の乗ったハマチを
あっさりと味わうことができる。
イタリアのエミリア・ロマーニャ
州で採れる新鮮な生牡蠣に天
然弱発泡性の赤ワインビネ
ガーと一緒に味わうオイスター
で新鮮な海の香りを味わおう。
　一押しメニューのパスタに
は、ナポリ地方のトレードマークのオイルベースのパスタに
イタリア産ウニを加え、海の香りとクリーミーな甘みをプラ
スした「Spaghetti Ricci」。カンパーニュとカラブリア地方で
発祥した、筒状の形をしたパッケリーニパスタに海ザリガ
ニと旬の貝類を合わせた「Pacchero di Gragnano」は海鮮の
エキスがたっぷり詰まった味わい深いパスタ。
　さあ、さっそく仲の良い友人や家族でおいしい食事とワ
インを楽しみにでかけよう。

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！

Osteria Marzia
住所：The Fleming, 41 Fleming Rd., Wan Chai
電話：(852)3607-2253
時間：毎日（18:00～24:00）
ウェブ：www.osteriamarzia.com.hk

南イタリアの海の街の空気感漂う空間で新鮮な魚介類とワインを満喫！！
「Osteria Marzia」

エグゼクティブシェフのLucas氏 カンパニア州の郷土料理「Branzino Acqua Pazza」

新鮮なハマチを使用した
「「Hamachi with cherry tomato, 
olive and basil 」

マリンスタイルンのインテリア

ウニのクリーミーさが
魅力の「Spaghetti Ricci」
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　湾仔（ワンチャイ）のレストラン「G. Eyre Organic Fusion Bar」では、
フレッシュで味わい豊かなオーガニック料理を手頃な価格で提供し
ている。店内の壁には繊細なボタニカルデコレーションや蝶や花の
モチーフが彩りを添え、明るく居心地の良い雰囲気。エキゾチックな
森の動物がデザインされたカラフルなレザーチェアも印象的だ。
　単品メニューにはカロリ－表記、ドリンクメニューには成分表と健
康効果が表記されていて、食にこだわりを持っている人にも嬉しい配

慮がされている。セットランチの「Organic 
beetroot noodle with baby squid and 
prawns in light cream sauce(HKD88)」は、
風味豊かなヌードルがシーフードとビーツ
の風味と絶妙な組み合わせ。軽めのクリー
ムソースが、サクサクした海老を包み込んで
いて美味しい。同じくセットランチの
「Chicken breast fettuccine with asparagus 
in fresh basil sauce(HKD88)」も、しっかりし
た歯ごたえのあるチキンとアルデンテのパ
スタ、アスパラとバジルソースの爽やかな
組み合わせが食欲をそそる、気温が高い日

にもお勧めの一品だ。ライトミールメニューの中で人気なのが、
「King prawns with black sesame and roasted vegetables(HKD98)」。
大きめの海老と胡麻の香りは、付け合せの野菜と引き立て合ってバ
ランスの良い一品に仕上がっている。付け合せの玄米も、ふっくらと
炊きあがっていて食べやすい。
　スタッフは熱心かつ、洗練された態度のサービスが身上。家族や
気の置けない友人と過ごすひと時にもぴったりのレストランだ。
　「G Eyre Organic Fusion Bar」で心と身体、両方に美味しい食事を楽
しんでみては。

G Eyre Organic Fusion Bar
住所：Floral House, 69 Hennessy Rd., Wan Chai
電話：(852)2818-6992
時間：12:00～21:30、土日 12:00～20:00

G Eyre Organic Fusion Barで
身体に優しく、お手頃なオーガニック料理を
G Eyre Organic Fusion Barで
身体に優しく、お手頃なオーガニック料理を
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　時に親たちは子供の機嫌をとったり落ち着かせたりする
ために食べ物を与えたりするが、最近の研究結果によると
それは、長期的な悪影響をもたらす可能性もある、その場し
のぎの解決法になりえるのだという。
　たとえばストレスによる暴飲暴食などのように、衝動のま
まに食べることと糖尿病や心臓病などとの関連性は様々な
研究結果が示しており、それにファーストフードや怠惰なラ
イフスタイルが加わると、さらに状況を悪化させてしまうこ
とになりかねない。
　子供の肥満は、香港や中国でますます社会問題化してい
る。香港の保健当局者によると、市内の肥満の子供の割合
は、2012年時点で20.9％と、15年前の16.4％よりも上昇して
いる。また香港のある学校の小学4～5年生2600人を対象
にした調査では、親たちの75.4％が朝食を準備する際に重
視すべきは栄養バランスであると回答しながらも、実情とし
ては彼らの半数が、ソーセージや魚肉シウマイなど、子供の

好みにメニューの内容を合わせて
いることを認めたという。
　　私たちには感情があり、脳は
食事に応じて快楽ホルモンを
分泌するので、感情のままに
食べることはある種、生理
学的な事象である。それ
は母親からミルクや母
乳を与えられるときに
始まり、栄養を得ると

いうことだけでなく、安全
や喜び、愛情や思いやり等、食べ

物を結びつける。しかし成長してから気分を整えたり、コント
ロールするためにとるべき適切な方法（休息や家族や友人と
の関わり合い、サポートを求めることなど）ではなく、食べるこ
とで対処しようとすると、その機能に混乱をきたしてしまう。
　801人の子供を対象に、ノルウェー科学技術大学がロン
ドン大学と共同で行った研究によると、両親から4歳から6
歳までの間に、慰めのために食べ物を与えられていた子供
達は、成長して8歳～10歳になると、より衝動的に食べる傾

向が見受けられた。
さらに、食べ物によっ
て機嫌を良くする子
供の親たちは、問題
解決の手段として食
べ物を使う傾向が高
いことが分かった。

　ここで分かることは、親が感情のままに子供に食べ物を
与えることは子供が衝動に任せて食べることへ繋がり、この
2つは連鎖していくということだ。またこの研究では、4歳時
点で怒りや不機嫌といった高いレベルのネガティブな感情
や自己調整の欠落があると、6歳になった時に、より食事や、
食べ物を与えることに衝動的な反応をすること、動揺しやす
い子供は感情のままに食べる傾向が強いことも明らかに
なった。研究者たちは、そういった行動は太り過ぎや摂食障
害のリスクを高める可能性があり、なぜそれが引き起こさ
れたかを知ることができれば、両親はトラブルを防ぐ手立
てについて子供にアドバイスできるはず、と語る。
　栄養士のクリスティーナ・タホス氏は、「問題なのは間食
に与える食品が主に砂糖と精製された炭水化物であり、子

供達はそういったものを与えられ過ぎていることです。それ
らはもはや特別な時の何かではなく子供の食生活の大部
分を占めており、アレルギー、喘息、湿疹、乾癬、2型糖尿病、
肥満や免疫力の低下等、子供の健康問題を引き起こしま
す。」と、彼女は現状に対しての危惧を語った。
　「そういった食べ物の与え方をやめ、代わりに寝る前にお
子さんと過ごしてみて下さい。感情的なつながりを欲してい
ると、人は時に衝動に任せた食事を摂ってしまうのです。交
流することで子供の心を満たし、食欲と承認や愛情に対す
る欲求を区別できるようにしましょう。」
　もし間食を与える必要がある時は、フルーツサラダやチ
アプディングなどの全食物を取り入れるのがお勧め。お菓
子ほど子供は喜ばないかもしれないが、そうしたホール
フードを食べることで、健康なレプチン（満腹ホルモン）の
反応が促進されるため、子供は、自分の身体の出す”満腹”
というサインに気づきやすくなる。また、画面を見ていると
食事の楽しみに集中することはできなくなり、サインを見逃
す原因になるため、携帯電話やその他スクリーンの使用に
は注意してほしい。
　子供に必要なのは、なんといってもタンパク質や健康的
な脂肪と野菜、全粒粉等から構成された1日3回の健康的な
食事だ。栄養豊富な食事を食べている子供は渇望感が少な
く、問題行動を起こしたり、低血糖になる確率が低いという。
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香港ヘルス＆ビューティー

静かにさせたい時やご褒美に、
子供にお菓子や軽食を与えるべきではないのか

なぜ、ヘ
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ト
ピ
ッ
ク



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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Business Development Executive 
(Japanese speaker)

Korchina TNC Limited (www.korchinaTNC.com.hk) 
is one of subsidiaries of Korchina Group, 
we’re the leading Business Consultancy 
Company in Hong Kong for Business 
Advisory; Company formation, Corporate 
Administration & Secretarial; Accounting 
& Auditing Services.
Business Development Executive 
(Japanese speaker)

Responsibilities: 
•Participate sales & marketing activities 
to promote and increase company exposure 
in the market
•Handling customers' inquiries and 
prepare quotations
•Prepare sales and statistics analysis 
reports
•Outgoing work 

Job Requirements:
• Degree or above
• 3 years or above relevant experience 
in Marketing / business development; 
or Equivalent;
• With excellent business negotiation 
and communication skills
• Good team player who is at ease in a 
multi-cultural environment
• Good communication in English or 
Mandarin is a must
We offer attractive salary package, 
year-end bonus and medical fringe 
benefit to the right candidates. 
Applicants should send their full 
resume to
korchinatnc@korchina.com or fax to 
3914-6582.  
P lease  quote  the  re f :  Bus iness  
Development Executive (Japanese 
speaker) on your application.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）

香港

19Pocket Page Weekly 01 December 2017 No. 620
B



香港 香港

1.親子の関係を変えてしまう
　スマートフォンは便利だが、親と子の間に存
在すると考えられる絆を変質させる。スマート
フォンの使用に付随する繋がりは、親子が持
つべき本当の繋がりとは言えない。子供たち
が成長期の間に、親は子供との関係性を確立
する必要がある。スマートフォンを使えば子供
からの質問に関してスピーディーに回答が得
られるが、そうすることで子供達が長きに渡っ
て悪い選択をすることに繋がるかもしれない。

2.クリエイティビティを制限する
　スマートフォンで多くの遊びに簡単に
アクセスできるようになり、子供たちは多
種多様のエキサイティングなゲームで刺
激を受けるようになった。こういったゲー
ムは、創造性や想像力を制限し、頭の中
のモーター部分や視覚的センサー機能
の発達を遅らせてしまう。

3.子供達が自らの行動を省みたり、学ぶ時間を得られない
　子供達がチャットサイトでコミュニケーションをとっていて、良くない方向に
向かっている場面を想像してみてほしい。こういう状況では相手から"死ねばい
いのに"などという言葉を言われると、普段は完璧ないい子でも、反射的に"お

前こそ死ねばいいのに"というような返答を
してしまったりする。これは、彼らが自分の行
動の影響と悪い点、または彼らの言いたい
ことを考える時間を与えられていないため
だ。スマートフォン上では、物事は常に瞬時
に起こってしまう。

4.中毒の危険性
　スマートフォン上の多くのアクティビティ
に参加することで、スマホ中毒を引き起こす
可能性があり、それは子供の全体的な発育
を危うくする。こういった類の中毒は、子供の
メンタルを長きに渡って虜にし、成長して大
人になってからもなお、彼らを惹きつける。

5.問題行動を引き起こす
　1日2時間以上スマートフォンを使うだけでも、
感情的、社会的な問題を引き起こすのには十分
な時間だ。スマートフォンアプリでゲームをでき
る環境にさらされた子供は、注意力に問題を抱え
るリスクが高くなる。

テクノロジーは私達の生活をより快適に、効率的にするために大きく寄与してくれているが、もし貴方に子
供がいるのなら、スマートフォンなどのデバイスが子供に与えうる影響について考慮しなければならない。
子供たちが自分用の携帯端末を持つのが普通になりつつある今こそ、それが子供の成長にとってどのよう
なリスクをもたらすのか考える必要がある。以下に5つのポイントを挙げよう。

テクノロジーは私達の生活をより快適に、効率的にするために大きく寄与してくれているが、もし貴方に子
供がいるのなら、スマートフォンなどのデバイスが子供に与えうる影響について考慮しなければならない。
子供たちが自分用の携帯端末を持つのが普通になりつつある今こそ、それが子供の成長にとってどのよう
なリスクをもたらすのか考える必要がある。以下に5つのポイントを挙げよう。

スマートフォンを子供に
与えるべきでない５つの理由
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香港

香港

香港

グローバルな環境でビジネスを体感、将来に繋げる
― Food Expo 2017
　就職活動を控えた大学生も、自らを成長させるために香港を
訪れる。今夏は、明治学院大学、神奈川大学、近畿大学、関西大
学、中京大学から総勢28名の学生が来港した。インターンシップ
を目的とした学生はFood Expo 2017の福岡、熊本、鹿児島、沖縄

の各県ブースに運営補助とし
て参加。呼び込み、試飲・試食、
販売など様々な業務を担い、
ビジネスの現場を体感した。こ
うした香港での実体験を糧
に、帰国後は将来の夢に向
かって、自分の能力に磨きを
かける。卒業後、第一志望の企
業に就職する学生も多い。

企業での実務体験から、海外で働くことを知る
― 企業でのOJT
　また、近畿大学の学生は、パソナエデュケーションでのOJT
以外に、香港ヤクルト、759阿信屋、三菱電機（香港）の三社に
て、マーケットリサーチや現場実習などを体験。香港人スタッ
フや顧客と英語でコミュニケーションしたり、日本と香港での
商習慣の違いを学んだりしたことで、海外で働くとはどのよう

なことなのか、身をもって学んだ。この経験で学生たちは、自
身の課題や、就職活動を行う際の企業選びの軸を見つけるこ
とができた。

自社の実績を知り、海外キャリア形成のきっかけに
― ストレンジャーチャレンジ
　日本国内だけでなく、世界各国でも様々なプロジェクトを手
掛ける前田建設工業株式会社は、毎年3年次（土木）研修を香
港にて実施。国内志向の強い若手社員にも、海外での自社の
仕事を認知してもらい、海外キャリアへの興味を喚起すること
がねらいだ。
　通りすがりの知らない人に声を掛ける「ストレンジャーチャ
レンジ」では、自社の手掛けた施設（駅、高速道路、橋など）を利

用しているか質問。人々の反応か
ら、日本だけでなく香港でも生活
に欠かせない存在となっている
自社の事業に対する誇りが芽生
える。また、現地の人々と話す中で
コミュニケーション力、チャレンジ
精神、サバイバル力を培う。研修
がきっかけとなり、これまで関心
のなかった海外勤務に目を向け
る社員が増えたという。

　どのプログラムにおいても参加者から「香港での経験が人
生のターニングポイント」という声が聞けるのは、様々な国籍・
バックグランドが入り乱れる香港が持つ特有の魅力が、日本の
若者に大きな刺激を与えているからこそ。香港での人材育成
を通して、1人でも多くのグローバルリーダーが世界に輩出さ
れることを期待したい。

語学レッスンや社員研修を提供しているパソナエデュケーションでは、国際競争力、コミュニケーション力、異文化適応能力を養い、
グローバルリーダーを育てるための香港滞在型グローバル人材育成研修『Pasona Global Edge』を実施している。
対象は高校生、大学生、企業の若手社員と幅広い。それぞれの目的に応じたプログラムをテーラーメイドで提供しているのも特長だ。
今回は、大学生及び若手社員向けに実施されたプログラムの一部をご紹介しよう。

語学レッスンや社員研修を提供しているパソナエデュケーションでは、国際競争力、コミュニケーション力、異文化適応能力を養い、
グローバルリーダーを育てるための香港滞在型グローバル人材育成研修『Pasona Global Edge』を実施している。
対象は高校生、大学生、企業の若手社員と幅広い。それぞれの目的に応じたプログラムをテーラーメイドで提供しているのも特長だ。
今回は、大学生及び若手社員向けに実施されたプログラムの一部をご紹介しよう。

Pasona Global Edge

日本の若者が、香港で変わる！
香港滞在型グローバル人材育成研修
日本の若者が、香港で変わる！
香港滞在型グローバル人材育成研修

どの学生も担当企業の社員に
なりきって懸命に商品をアピール

企業でのOJTの様子。異文化に身を置いたからこそ得られる発見も多い 言葉だけでなくジェスチャーも
交えながら、相手と意思疎通を
図る研修生たち

Pasona Education Co. Ltd
住所：2/F., Vulcan House, 21-23 Leighton Rd., CWB
電話：(852)2577-8002（代表番号）、(852)2577-8384（日本語ライン）
メール：conslt@pasona.edu.hk　　ウェブ：www.pasona.edu.hk
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　香港へ来て数週間、私も部屋を借り、少しずつ香港生活
にも慣れ始めていた。選手も同様、私が来た事で変わっ
た新たな環境に慣れ、練習もスムーズに行えるように
なってきていた。
　代表チームを強化していく上で、まずはチームとしての
守備や走塁における共通認識を明確にする必要がある。
ここで、よそ様のチームを指導する際に私が気を付けて
いるのは、チーム内で既に取り組んでいる連携プレイや
走塁に対する認識を大切にし、そこに私の考えを慎重に
擦り合わせていく。ここを間違うと、現地の指導者との関
係がスムーズにいかなくなり、選手に戸惑いが生まれて

しまう。また新しいことへチームとしてチャレンジする場
合も「なぜ」これをするのかを選手自身が説明できるよう
になるまで慎重に指導していく。
　香港野球にある既存の認識や表現を用いながら、「な
ぜ」そうするのかを選手と共に追求していくことで、選手も
理解が出来れば自信に繋がる。自信があれば、チーム内
のコミュニケーションも自ずと増えていくものだ。こうして
最初の月は、自分の野球を浸透させる作業を慎重に行い
ながら、選手やコーチ、そして協会との関係性を正確に認
識するための観察を繰り返していった。
　3月の2週目に入った頃だった。選手の個人練習へも付
き合う余裕もでき、個人の課題とチームとしての練習を明
確に分けられるようになり、順調に思えた。しかし、仙台遠
征まで2週間をきったある日、これまで凄い勢いで進んで
いた選手たちが自らブレーキを踏み始めたのだ。それに
気付いた私は、不思議に思い選手に話しを聞いた。選手
は「状態が良いので、現状を維持したい」と言うのだ。
　私はパキスタンで指導していた時を思い出していた。

香港代表とパキスタン代表では選手の違和感に対する表
現方法が違ったが、選手たちは初めての経験と先の見え
ない不安と戦っているように私は感じた。最初の1ヶ月は
新たなチャレンジに勢い良くスタートする一方、慣れ始め
た頃に日々の蓄積した疲労が選手の思考を苦しめる。初め
ての長期に渡る集中的な練習、新たな技術や知識の習得
の裏で、選手たちは先の見えない不安と常に戦っていた。
　そう思った私は、選手
たちを集めてミーティン
グを行った。これから5
月までに私達が向かう
方向性を再確認し、仙台
で戦う相手のレベルを
説明した。その上で、改
めて香港野球の立ち位
置を確認し、私達が出来
ることを前向きに提示し
た。個人のスキルアップ
についても「現状維持は
衰退と同じである」とした上で、積極的な失敗とチャン
レンジを増やしていこうと仙台遠征へ向けて気持ちを新
たにした。

（次号12月15日は「香港野球代表団、仙台へ」）

深松インターナショナルカップ2017へ向けて

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.10

photo by ©松橋 隆樹

勉強ができる子供は、
あきらめない、自制心がある、
人の話がきける、柔軟に思考できる、正確さを追求す
る、チャレンジを恐れない子供。

要は、真面目で素直な子供。

我が家の3兄弟は特に褒められるところもありません
が笑、
塾の先生から3人とも言われたことがあります。
「真面目で素直だから伸びますよ。」
日本の塾も上海の塾も、みているところは同じ。
どの先生もそこが一番大切だとおっしゃいます。
逆にどんなに天性に勉強ができても、「真面目さ」と「素
直さ」がないと身を結ばないことがあるそうです。

現在成績が低迷中の三男ですが笑、補講に呼び出さ
れると嫌がらず参加しますし、
先生から言われた宿題を黙 と々こなす勤勉さがあります。

そういう彼なので、
最後まで頑張るだろうと信じていて、結果に一喜一憂

することもなく、見守ることができています。

今「やり抜く力」がベストセラーになっています。
成功者に秘訣を尋ねると、多くの方が「諦めなかった
からです」
と答えます。

では、この「真面目さ」「素直さ」はどうすれば養えるの
でしょうか？

真面目さを培うためには、
・ルールを決めて守らせる
・よい習慣を身につける
・できないときには言って聞かせる、話し合う
などが一般的なように思います。

我が家はこのどれも実行していません。
ゲームの時間も決めてませんし、土日なんて起きてくる
のがお昼だったりします笑
躾という側面からみると、全くお恥ずかしい限りの家庭
です(◞‸◟)

けれど朝は何も言わなくても用意して出かけて行きま
すし、
「勉強しなさい」と言ったこともありません。
塾には自習を含め、自分で決めた時間に出かけていき
ます。

全て自主的に淡 と々こなしているのです。

何が良かったのか。
親がしたい放題で、あまり構う時間もないものですから笑

きっと「信じて任せる」が自然とできていたんだと思い
ます。

信じてもらった子供は、自分を信じることができるよう
になります。
大切な人から信じてもらっている自分を、自分の可能性を
信じているので道を踏み外すことはできないものです。
そしてそれは人の意見を偏見なしに聞ける「素直さ」に
も繋がります。

「真面目さ」と「素直さ」
生きていく上でとてもとても大切な親が贈れるプレ
ゼントだと思うのです。

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55回 真面目さと素直さ

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

香港でその気まずさを回避するための
6つのテクニック【オフィス編】

第16回

会社にいるそこまで接点がない、
微妙な距離感の社員とエレベーターで2人きりになったらちょっと緊張しませんか？
日本人同士ならまだ日本語という共通の言語でたわいもない話もできますが、
香港人の同僚や上司が相手だとそうもいきません。
そこで今回は、香港企業に就職、転職しても安心、
香港のオフィスでの気まずい状況を限りなく回避するための方法をお伝えいたします。

①出社時間より5分早くオフィスに着く
日本で働いていた時は1分でも出社時間に
遅れれば何だか上司に怒られていた記憶があるのですが、香港は違います。
「あれっ？みんな出社時間何時なの？」と思わせるくらいバラバラです。
80%のスタッフが出社時間の9時を過ぎてから、9時から9時半の間にワサーと入って来ます。
そんなわけで9時前にオフィスに行けば「エレベーターで二人きり」という私が
最も苦手とする気まずい状況を自然と回避することができます。

②退社時間から15分経ってからオフィスを出る
私の同僚たちは出社時間にはルーズなんですが、退社時間には忠実です。
18時になると次 と々タイムカードを押してオフィスを後にします。
その結果18時10分までで最初の退社ラッシュが終わるので私はだいたい18時15分
にすーっとオフィスを出ます。帰り道がスムーズだと実に気持ちのいいものです。

③挨拶は笑顔で
香港企業に勤めると、やはり1日の発言量（特に雑談の量）が日系企業に勤めていた
時よりも愕然と減少します。
とりわけ私の同僚は女性ばかりなので余計に共通の話題がありません。
この状況で終日無口のまま働いていると「この日本人愛想ないな～」と思われるので、
その誤解だけは避けたい。そこで、挨拶だけはしっかりしておきましょう。
朝と帰りの挨拶、この瞬間だけは笑顔で、すれ違う全てのスタッフ（守衛さん含）に。
挨拶を怠る香港人も多い中で、やたら笑顔で挨拶する日本人は一目置かれるはずです。

④それでもエレベーターで二人きりになったら…
こんな状況の打開策を妻に相談したところ、
「携帯でもいじって忙しいフリでもしておきなさい。」と一蹴されました。

⑤二人きりのエレベーター…からの帰り道まで重なってしまったら…
こんな状況の打開策を妻に相談したところ、
「お先に(我行先  ンゴハンシン)と言ってさっさと歩いて帰ってきなさい」
とまた一蹴されました。

⑥早く帰りたいけど、
　帰り道にふと前を歩いている人（たち）が同僚だと気づいてしまったら…
こんな状況の打開策を妻に相談したところ、
「その時間はもう暗いんだから気がつかなかったフリをするか、
ダッシュで彼らの横を駆け抜けて早く帰ってきなさい。」
とまたまた一蹴されました。

最後に妻に「そんなこと気にしていないでしっかり働きなさい」
と激励を受けました。

普段使っているバスタオルに何億個の細菌が
付着しているかは気にしないくせに、
こういうちょっとした人間関係作りが気になる私でした。

「その体は、そのためにあるんだっ！」
魚住純（陵南高校バスケ部主将）、よろしくお願いします。

ではでは。

追伸)たまに同僚と一緒に帰るとオフィスでは話さないことも話せて実はいいかも。

そうかもしれない

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

香港

香港

ライフ（香港・広東共通）



     勝ち組コメント
　1回、相手投手の立ち上がりが安定しない中、5つの四球を選ぶも4
番赤石の中犠牲フライの1点にとどまる。2回、核弾頭向井のソロで1
点追加。圧巻は3回の攻撃。畦地の1塁強襲ヒットから四球を挟み道宗
の中前ヒット、木俣の左前ヒット、更には青木のスリーラン等一挙9
点。4回は向井のこの日2本目のホームランでダメ押し。投げてはエー
ス丸山の緩急自在の投球で強力Braves打線を抑え込み完投で快勝。

     負け組コメント
　再整備された天光道グラウンドで久々の試合でしたが、打線が振る
わず敗戦で2連敗。次戦26日は何とか勝利出来る様頑張りましょう。

香
港
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
速
報
！

第73期・順位表

チーム名
サンダース

カイザース

オオゼキ

ベアーズ

ブレーブス

ツナーズ

アタッカーズ

ドリームス

コンポードー

サクラ

エンジェルス

ロイヤルズ

イーグルス

パイレーツ

勝率
1.000

1.000

1.000

0.600

0.600

0.500

0.500

0.500

0.500

0.333

0.250

0.250

0.000

0.000

差
0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

1.5

2.0

2.5

2.5

3.5

2.5

第73期　第9節　11月19日

ロイヤルズ
ブレーブス

勝利投手：丸山
敗戦投手：迎

HR：向井(2本)  青木

HR：

1
1
1
0
9
2
2
0
0
1

13
4

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　強打のツナーズ戦を前に7点に抑えると公約した前期MVPの金塚
投手の力投と打っては4番吉原選手の豪快な2ランHRなど含め16安
打16得点と立派！ 4番が打ってエースが抑えるとサンダースは強い！

     負け組コメント
　前期王者に挑み幸先良く先制するツナメン。後半に粘り負けして惜
しい1敗となりましたが引き続き頑張りましょう！

ツナーズ
サンダース

勝利投手：金塚
敗戦投手：杉山

HR：砂永

HR：吉原

3
0
0
1
0
6
4
9
0
X

7
16

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　大黒柱片倉の最終試合ということ必勝を誓う。前日の壮行会の勢い
そのままに、初回から川村のランニング本塁打などで効果的に加点。
投げては崎川、石本の盤石継投。木原のシーズン第2号はダメ押し。片
倉も2安打で、今シーズン初勝利に貢献。

     負け組コメント
　強打のエンジェルスさん相手に初回から失点するも、市助(市川)の
豪快な満塁HRで同点に！！しかしその後は守備のミスが連発。課題の
攻撃面も沈黙し、ずるずると引き離される展開に。最後まで打線繋が
らず、奮闘むなしく敗戦です。次の試合は、助監督帰任前最終戦！！絶
対勝ちましょう！！

エンジェルス
ドリームス

勝利投手：崎川
敗戦投手：岡本

HR：木原

HR：市川

4
4
0
0
1
0
4
0
2
2
0
1

11
7

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　新加入の荒武選手、とも選手を迎え連勝を目指したベアーズ。初回
の相手攻撃をセンター川島の見事な守備などで2失点に抑えると、北
浦の3塁打、橳島、岡田潤のタイムリー、最後は主砲三澤のダメ押し二
塁打で合計9得点。コンパクトなスイングで重ねた9安打に主軸が長打
で返す理想的な攻撃で見事イーグルスを撃破！ 2連勝で貯金1です！

     負け組コメント
　開幕以来3連敗の我らがイーグルス。これまでの平均得点はリーグ
最下位の4.3。好投手を擁するベアーズさん相手では、試合前から劣勢
が予想された。しかしながら、ふたをあければ、放った安打数11、四死
球も４つ稼ぎ、６得点の大健闘。チャンスに１本出ていれば、形勢逆
転も可能であった。上位に当たりが戻ってきたイーグルス打線、今後
に明るい光が見えて来た。特に、ライトオーバーフェンス直撃の大飛球
を含む２安打を放った３番中原の好打が光る一戦となった。

イーグルス
ベアーズ

勝利投手：北浦
敗戦投手：吉冨

HR：

HR：

2
2
0
0
2
5
1
2
1
X

6
9

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

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)

　私達は外国の人々とより良いコミュニケーションを取るの
に、辞書や書籍を利用したりするが、聴覚に障害を持つ人は
読唇術や手話を使うほかない。時に健常者も彼らとコミュニ
ケーションをとる必要があるが、彼らの使う”言語”を理解で
きる人がどれだけいるだろうか。
　今年のHong Kong Student Science projectで、ある学生
チームが手がけた手話翻訳グローブが1位を獲得した。手の
ジェスチャーを話し言葉に変換するデバイスとは一体どんな
ものか。手話ユーザーのコミュニケーションに革命を起こし
た3人の学生に話を聞いた。
　基督教宣道會宣基中學に通う生徒が発明したこのアイテ
ムは、手話をスマートフォンアプリを通じてテキストやス
ピーチに翻訳し、手話と口頭間のコミュニケーションをサ
ポートする。開発チームのメンバーは、ノディー・ホーファイ・
チョン、ジャッキー・カロング・チャン、マイケル・チャクラムの

3名。同チームは香港学生科学プロ
ジェクトコンクールのシニア部門で
トップを獲得した後、グローバルな
課題に取り組む学生達のコンペ
ティション、I-SWEEEP 2017でも銅
賞を受賞した。
　チームの一員、ジャッキーはプデ
モンストレーション用のグローブを
着用し、5本の指それぞれに付いたセンサーを指差した。セン
サーが曲げられると抵抗が感知され、データが収集される一
方、手の裏側ではジャイロスコープが手の加速度と角度を検
出。同じく手の裏側に付いたBluetoothチップを介して送信さ
れたそれらのデータは、ブレッドボードによって数字から言語
に翻訳され、テキストや音声としてアプリケーションに表示さ
れる仕組みになっている。
　この発明に使われた知識は、平均的なセカンダリースクー
ルで教えられる物理のレベルを上回っているが、少年達はそ
の知識を人からの助言とインターネットから得た。開発への
道は決して平坦ではなく、彼らは3ヶ月間ノンストップでプロ
ジェクトに取り組み、放課後、毎晩午後10時まで作業に没頭
したという。
　「少なくともサーキットボードを10回は作り直しました。」と、
ノディーは語る。度重なる改良の末、アプリのアップグレード
は既に50回を越え、コンペティションの締め切り前日は徹夜
作業に。朝6時半、学校に行く前にシャワーを浴びに家に
戻ったのだそうだ。そのひたむきな努力は、最初のデモンス
トレーション器を完成させたことで報われた。

　現在もユーザーにとってより
使いやすいツールにするための
努力は続いている。彼ら自身は
手話を使えないため、香港で使
われる一般的な手話の数千語を
カバーしている香港中文大学の
手話ブラウザを利用した。最初
はデータを手入力していたそう
だが、あまりの量に作業用アプリ
を開発し、入力作業を進行。未だ
にデータベース上に収容された単語数は不足気味で、翻訳
性能向上のために、手話ユーザーが自身のボキャブラリー
使用に合うよう単語を入力できる機能も付けた。マイケル
は、「今のところアプリへの翻訳出力は英語のみになってい
るので、一般的な使い方のほか、海外旅行の際などにも役立
つでしょう。将来的には、フランス語など他の言語にデータ
ベースを拡げていくことを考えています。対応する単語を
もっと増やして、より多くの手話ユーザーに試してもらいたい
ですね。」と語ってくれた。

手話を音声やテキストに自動翻訳？手話を音声やテキストに自動翻訳？
学生チームの情熱が生んだ画期的アイテム学生チームの情熱が生んだ画期的アイテム

ライフ（香港・広東共通）
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