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　2017年11月、なお膳（銅鑼湾）にて、からく（東京江戸前寿司）とのコラボ
イベントが同店で行われた。総勢50人以上が集まり、豪華なお寿司をはじ
めとした和食を目の前に親交を深める会となった。
　この企画の発起人となったSimply社の水島社長はからくの戸川氏と30
年の付き合いがあり江戸前寿司を香港の現地スタッフにという、水島氏
の願いをなお膳の佐藤氏協力の下、実現した。「本物の和食」をテーマに
したこのイベントでは、長年香港の和文化を支え続ける、なお膳佐藤氏と
本場、江戸前鮨を東京で提供し続け
る、からくの戸川氏が目の前で握る鮨
に参加者達は目を細めていた。
　からく戸川氏は本場東京で本格
江戸前鮨のペアリングを楽しむ魅力を伝える第一人者。お寿司のお供と
いえば、温かいお茶や日本酒をイメージしがちだが、実はワインとも相性
抜群。熟成した魚の旨味が引き出される江戸前鮨はワインとよく合い、マ

リアージュと呼ばれる。参加者達は初め
ての江戸前寿司とワインに酔いしれた。
なお膳の佐藤氏は「日本食を通じて人と
の繋がりを感じ、本物の和食を提供でき
たことに喜びを感じた」と語った。
　日本人が自らの食文化である和食に
対し誇りをもち、その価値を多国籍の方
に伝える強い意志を持つ両氏の活躍に
期待したい。香港で本格日本食を堪能し
たい方はなお膳へ。東京へ行った際に
は、からくで江戸前鮨を是非。

鮨 からく
住所：東京都中央区銀座5-6-16 西五番館ビルB1
電話：03-3571-2250
時間：月～金 12:00～14:00、17:30～22:00
  　　土 12:00～15:00、17:30～21:30

大戸屋　なお膳
住所：5/F., Soundwill Plaza 2  Midtown, 
  　　1-29 Tang Lung St., CWB
電話：(852)2573-8333
時間：11:30～23:00（日・祝日11:30～22:30）
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香港

マリリンのぶらグル巡り

　香港国際空港はベストエアポート賞でも上位にランクイン
し、世界でも有数のハブ空港として知られる空港の一つ。1日
の乗客者数は世界3位の規模を誇る。そんな同空港で、フライ
トまでの時間をゆっくり過ごすことができる各航空会社のラ
ウンジは、旅行者にとってはうれしい空間だ。しかしラウンジ
は、ビジネスクラス以上の乗客やマイレージのプレミアム会員
メンバーでなければ利用することができない。出発までの間、
快適に過ごせればその後の旅も良いものになることだろう。し
かし、エコノミー客や、近年多くの人が利用するLCC利用者が
ゆっくりくつろげる場所を探すのは困難。
　そこでおススメしたいのが、搭乗クラスに関係なく空港を利
用する人ではあれば誰でも利用できるラウンジ「プラザ・プレ
ミアム・ラウンジ」。ターミナル1のイーストホール、ウエスト
ホール、ターミナル２の到着階にある。24時間営業で3時間単
位の利用が可能。同ラウンジは2016年にはワールド・インディ
ペンデント・エアポート・ラウンジ賞を受賞しており、そのサー
ビスとクオリティには定評がある。

　そんなラウンジでは、シャワーや無料Wi-Fiをはじめドリン
ク、フードも楽しむことができる。香港のフィッシュボール麺、
ワンタン麺など旅の最後に、または帰国後に香港のフードを
楽しめるとだけあって人気が高い。そんなラウンジから新たに
より健康的な食生活を求める現代人のために地元の旬な食
材を使用した欧米スタイルのヘルシーなフードやドリンクを
提供する「Flight Club Grab n'Go」がオープン。
　フードは常に忙しいビジネスマンや旅行者にぴったりのカ
ジュアルコンセプト。メニューには新鮮で栄養たっぷりの食材
を取り入れた種類豊富なサラダからスープ、サンドイッチ、ヘ
ルシージュースには、フライト後の疲れた身体にエネルギーを
補給してくれる「Charge me up」。グレープフルーツ、パイナッ

プル、レモン、ライム、そしてレモングラスとビタミンCたっぷり
で早朝フライトにもぴったりな「The C Booster」。長時間のフラ
イト後の時差ぼけ防止には免疫力を高めてくれるリンゴ、オ
レンジ、ウコン、しょうがをミックスした「Timeless」。その他バリ
スタが淹れるおいしいコーヒーやティーも用意。
　ラウンジでくつろぎながら楽しむのも良し、テイクアウトし
て機内で食べるのも良し。機内食や空港内のレストランでは
なくても健康的なヘルシーンなフードを楽しみたいという人
にはうれしい。頻繁
な出張の際、これか
らのホリデーシー
ズンの際にぜひ利
用してみよう。空港
での過ごし方が変
わり、さらに快適な
時間を過ごせるこ
と間違いなし。

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！

Flight Club Grab n'Go
住所：Level 5, Arrival Hall B, Terminal 1, 
　　  Hong Kong International Airport
電話：(852)2127-4536
時間：7:00～23:00

空港での時間を快適にする「プラザ・プレミアム・ラウンジ」
カジュアルでヘルシーなコンセプトのダイニングが仲間入り！
Flight Club Grab n'Go

モロッコス風チキンサンドイッチ ブロッコリーサラダ

日替わりのカレー

ヘルシージュースの数々
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ゼロからスタート 第85回広東語♪
　　香港は長い間イギリスの植民地であった為、クリスマス「聖誕節(sing3 daan3 zhit3)」

を盛大に祝う習慣があります。毎年12月24日夕方から尖沙咀一帯のネイザンロードでは

道路を封鎖して、クリスマスキャロル「聖詩(sing3 si1)」を歌う人々、演奏をする人々がそ

れぞれ街に繰り出して大いに賑わいます。また教会ではクリスマス礼拝「子夜崇拜(zhi2 

ye6 sung4 baai3)」が行われます。

本当のクリスマスとは、何でしょうか？
　　クリスマスとはイエスキリスト「耶　基督(Ye4 sou1 gei1 duk1)」の誕
生をお祝いする祭りの事で、「クリスマス」にはラテン語で「キリストを送る」

または「キリストが送られた」という意味があります。ではキリストはどなたで

しょうか？クリスマスのはじまりは、約二千年前までにさかのぼります。宇宙

万物を造られた神さまはその日、この世に赤ちゃんという最高にすばらしい

プレゼントを与えてくださいました。世界中の人々に愛と希望と救いのメッ

セージを運んできてくれたその赤ちゃんこそ、イエスキリストです。

　　神様は奇跡により直接赤ちゃんを処女マリアに授け、イエスは馬小屋で生まれました。

そして、私たちの罪を赦し救うために十字架につけられ、死なれ、三日目によみがえられま

した。

　　さて、一緒に聖書の御ことばを見てみましょう。

　　聖書のルカ2：8～にはイエスの誕生時期の記述があります。「この土地に羊飼いたちが

野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。」「今、私はこの民全体のためのすばらし

い喜びを知らせに来たのです。きょうダビデの町で、あなたがたのために、救い主がお生ま

れになりました。この方こそ主キリストです。」定説によるとイエスは12月25日に馬小屋

で生まれたとされていますが、冬のイスラエルは雪が降るほど寒く、この時期に牧羊をして

いるとは考えにくいです。イエスは本当に冬の寒い時期に生まれたのでしょうか？

　　もし冬でないとすると一体いつでしょうか？イスラエルの歴史をみるとイエスが生まれた

のは仮庵の祭り(スコット祭り)の頃と考えられます。仮庵の祭りとは、神が人間の肉体とい

う「仮庵」を持って、地上に来られた事をお祝いする祭りです。

　　神は救い主であるイエスを地上に送ることにより、神と人との和解

をもたらされました。仮庵の祭りは平和・和解の祭りでもあり、全世界

の人々が祝う祭りであることを示しています。

　　それゆえ、クリスマスは平和、和解を象徴するお祭りでもあります。

　　今年のクリスマスは、夫婦、親子にとって、友達、恋人にとって、また社会全体にとって、

愛であふれるクリスマスになりますように。素晴らしいクリスマスをお過ごしください！

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所:  5/F., Breakthrough Centre, 
 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 09:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

クリスマスの主人公であるイエスキリストについて、どれだけ知っていますか。
下記9つの絵からこの救い主の生涯の出来事をみてみましょう。

出生 [ chöt1 saang1 ]  /  誕生 
受洗 [ sau6 sai2 ]  /  洗礼を受ける
受試探 [ sau6 si3 taam3 ]  /  試みに会う
神蹟: 五餅二魚 [ san4 zhik1: ng5 beng2 yi6 yü4  /
 しるし：五つのパンと二匹の魚
神蹟: 叫死人復活 [san4 zhik1 : giu3 sei2 yan4 fuk6 wut6 ]  /
 しるし：死人を復活させる
受難 [ sau6 naan6 ]  /  受難
被釘十字架 [ bei6 deng1 sap6 zhi6 ga5 ]  /  十字架につけられる
復活 [ fuk6 wut6 ]  /  復活
升天 [ sing1 tin1 ]  /  天に昇る

※イエスキリストについてもっと知りたければ、ぜひ聖書の「ルカによる福音書」をお読みください。
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　2017年に発表されたFinancial Timesの世界の著名大学
ランキングによれば、香港には世界で最も優れたビジネスス
クールプログラムが2つ存在している。
　Financial Times誌の「エグゼクティブMBAプログラムラン
キングトップ100」は2001年に始まり、参加した学校と同窓生、
2種類のオンライン調査に基づいて算出される。
　最新の調査によれば、香港科技大学（HKUST）は、昨年獲得
した一流の地位を維持。香港大学は、初めて世界のエグゼク
ティブMBAプログラム・トップ100において第2位を獲得し、総
括すると、香港と中国本土の大学からトップ10中5校がランク
インした。
　香港大学のビジネス＆エコノミックの学部長、サイ・ホン
ビン氏は、「我々のプログラムが世界で最高の評価を受けてい
ることを嬉しく思う。今後は私の研究組織が運営する他のプロ
グラムの成長にも期待をしている。」と語った。
　香港大学のEMBA-Global Asiaプログラムは、英国のロン
ドンビジネススクールと米国のコロンビアビジネススクールと
の提携を2009年から行っている。
　「我々は学生にアジアの視点を取り入れたグローバルな視
点を与え、強力な卒業生ネットワークを共有するとともに、世
界で最も急速に成長する地域や新興市場への準備を促してい

く。」と同氏は述べた。このプログラムの学生の約80％は香港
外の国や地域から来ており、過去３年間の博士課程卒業生
140名のうち27％が、世界のMBAランキングトップ50に入る学
校で教鞭をとっているという。
　HKUSTが運営するエグゼクティブMBAプログラムは、イリノ
イ州ノースウェスタン大学のケロッグスクールオブマネジメン
トよって共同開催されている。
　2007年以降、首位を獲得したのは実に７回。卒業生の平均年
収はおよそ370万香港ドルだという。香港大学は、北京の清華大
学が運営するプログラムと、フランス、シンガポール、アブダビ
にキャンパスを持ち、国際的に著名な大学院ビジネススクール
であるINSEADを抜いて2位となった。上海交通大学のAntai 
College of Economics and Managementは、1つ順位を上げて
６位に、上海の復旦大学と米国のワシントン大学が共同で提供
するエグゼクティブMBAコースは7位にランクインした。
　現在の給与実績および過去3年間の給与の増加比率は最も
重要なランキング基準であり、それぞれが全体20％を占めて
いる。先に述べた上海交通大学のプログラム修了生は、給与の
伸びが107%と最も大きく、HKUSTのエグゼクティブMBAプロ
グラム卒業生よりも、平均30％も高い給与を得ているという。
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広州 深圳

香港＆広東

香港 香港＆広州
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（所在地） 越秀区流花路122号
（間取り） 1LDK
（環　境） 越秀公園、流花公園、各種商業施設
（室　内） 全家具家電備え付き、
 リニューアルオープン、サービスアパート
（備　考） 地下鉄2号線越秀公園駅真上物件
（月　額） 9,900元

（所在地） 天河区天河東路77～83号
（間取り） 4LDK
（環　境） 太古匯、体育中心、ワンリンク
（室　内） 使い勝手の良い間取り、
 フルファニチャ、空きが滅多に無い
（備　考） 地下鉄3号線石牌橋、駅徒歩5分
（月　額） 23,000元

（所在地） 匯景南路257号
（間取り） 4LDK
（環　境） ゴルフクラブ、山頂公園、華潤万家
（室　内） 広々した空中ハウス、絶好な見晴らし、
 全家具家電備え付き
（備　考） 華南快線、広園快速を利用しやすい
（月　額） 16,000元

中国大酒店嶺居

匯景新城

ラクラシ不動産ラクラシ不動産ラクラシ不動産 広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州

天河新作
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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
深圳市羅湖区深南東路2017号华乐大厦506室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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　2017年11月21日(火) ハーバープラザ8ディグリーズにて
“かごしまの青少年×香港で働くビジネスマン”による意見
交換会が開催された。本会は、【かごしま青少年海外研修
事業】というプロジェクトのコンテンツの1つとして用意さ
れたもので、総勢60名程が参加した。

　【かごしま青少年海外研修事業】は、今後経済発展が一層期待されるアジア経
済圏の活力を、鹿児島県の成長に取り込むことを目的にソウル・上海・香港・台北
という4拠点に鹿児島県の青少年約100名を派遣し、国際的な視野を持つリー
ダーの育成を目指している。今回の香港コースの参加者は大学生から20代の若
手社会人が中心で、バックグラウンドも全く異なる個性豊かな32名が、それぞれ
目標を掲げ参加していた。
　この日の意見交換会では、広東料理や鹿児島産の焼酎を味わいながら、終始和
やかな雰囲気で香港のことや、鹿児島のことについての情報交換が行われた。鹿児
島の若い人材と、エネルギッシュな現地の日本人
ビジネスマンとの話も盛り上がり、時間を忘れる
ほど会場は盛り上がりをみせた。
　鹿児島と香港、日本と世界を繋ぐ未来の若い
力。今後【かごしま青少年海外研修事業】の参加
者がどのような道を進み、鹿児島県がどのように
発展していくのか注目である。

～かごしまの未来を担う青少年による意見交換会～
かごしまから香港へ！

広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

旦那様が手伝ってくれない。
話す時間もない。
最近喧嘩ばかりです。

幼い子供を持つ時期は、特に夫婦がすれ違いがちに
なります。

狩りの時代から「手柄を取って褒められたい」男性は、
奥様を子供に取られてしまったような気がして楽しくあ
りません。
そこへ、「何もしない！」と叱られるのですからたまった
ものじゃありません。

一方、「火を守り情報を共有して子育てしていた」女性
は、ただ、聞いてほしいだけなのに、育児の悩みを共有
したいだけなのに、それをしてくれない旦那様にイラ
イラします。

この状態が子供の手が離れるまで続くと、もう2人だけ
でいることは難しくなります。
熟年離婚ですね笑

私は夫婦の関係に悩んでいるママさんにいつもお伝
えすることがあります。

「ママだって愛されたいだけだよねー」

そうすると怒り顔だったママの顔が緩み、涙する方も
いらっしゃいます。

そう。みんな愛されたい。
愛されるために生まれてきた。

子供に毎日愛を注ぐママのタンクは空っぽだったりし
ます。

だから一番身近な旦那様から愛をもらいたくて
「～してくれない」の
くれない族になるのです。

ではどうしたらいいでしょうか？

「旦那様を愛してください」

そういうと、「ええっ！？無理ー」となります笑

多くは「愛」は感情や気持ちだと理解されてますが、
「愛」とは動詞です。

例えば、雨の中で泣いてる猫を拾ってきました。この猫
に愛情はないけれど一生懸命お世話しているうちに、
自分の家族になる。なくてはならない存在になる。

猫のために時間を使い、犠牲を払い、寄り添ってあげ

ることで「愛情」が生まれます。

だから、今日帰ってきた旦那様の話を聞いてあげてく
ださい。
旦那様の感情を理解しようとしてみてください。
旦那様がほしい言葉を言ってあげてください。
そうするとあなたの中に「愛」が生まれます。
本当は「優しくできない自分」が嫌だった。
「イライラしている自分」が許せなかった。

まずは自分が愛することから。
そうすれば必ず「愛」は返ってきます。

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

読
む
だ
け
で

マ
マ
が
笑
顔
に

連載 第57回 まずは愛することから
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     勝ち組コメント
　今季5戦目は市川助監督の最終戦。気合十分でアタッカーズさん
に挑む。打線は岡本、中村（朋）のHR含む全員安打で久々の大量24
得点。投げては、3回までノーヒットのエース藤原ナイスピッチング。
助監督最終戦は見事完勝です。市川さん、本当にありがとうござい
ました！！

     負け組コメント
　強豪ドリームスさんとの対戦は2回に大量16点を奪われてジ・エン
ド。終盤の反撃で完封は逃れたのがせめてもの救い。引退試合の高
安さん、広州・深圳から度 ご々参加くださりありがとうございました！

香
港
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
速
報
！

第73期・順位表

チーム名
オオゼキ

サンダース

カイザース

ドリームス

ベアーズ

コンポードー

ブレーブス

サクラ

ツナーズ

ロイヤルズ

アタッカーズ

パイレーツ

エンジェルス

イーグルス

勝率
1.000

1.000

1.000

0.600

0.500

0.500

0.500

0.500

0.400

0.400

0.333

0.333

0.200

0.000

差
0.0

0.0

0.0

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

2.5

2.5

3.0

2.5

3.5

4.5

第73期　第11節　12月3日

アタッカーズ
ドリームス

勝利投手：藤原
敗戦投手：

HR：

HR：中村   岡本

0
1
0
16

0
5
3
2
2
X

5
24

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　副主将兼守りの要・浜田不在の中、前期MVP投手・金塚は新女房・土肥
と組んで強打のエンジェルスを3点に抑えると、打っては3番吉田、4番吉
原のアベックHR含む計7打点で試合を優位に進め終わってみれば13得
点で快勝！新人丸山選手も2安打2盗塁と走攻守で存在感を見せ新たな
スター誕生の予感♪

     負け組コメント
　先発石本は好投も中盤に守備が乱れ、点差が開いてしまう。本日
のチームハイライトは石本の帰任前最終打席、レフトスタンドに突
き刺す狙い通りの本塁打！逆転へ向けチームも盛り上がる！が、最
終的には力負け。なんとか石本に勝ちをつけたかった。

エンジェルス
サンダース

勝利投手：金塚
敗戦投手：石本

HR：石本

HR：吉田  吉原

0
0
1
0
0
6
1
1
1
6

3
13

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　1回、ヒットと四球で塁を埋め赤石の2点タイムリー、丸山の3塁打
で幸先よく3点奪取。2回は、野嵜の今シーズン2本目のヒットが3塁
打となり山中の遊ゴロで追加点。3回、2つの死球を絡め丸山、中島
のタイムリー。新人村山の捕前初ヒット。4回は木俣、野嵜のこの日2
本目のヒットで駄目押し。投げては、中島と道宗の100歳超え黄金
バッテリーで相手打線を4点に抑え完投で前期に続き連勝。

     負け組コメント
　貧しさに負けた～、いいえ、世間に負けた～。試合終了後から、往
年のヒット曲、「昭和枯れすすき」のフレーズが頭から離れません。
ついに開幕5連敗。AAリーグで未勝利のチームは、我がイーグルス
だけとなってしまいました・・・。がしかし、4番丸山に待望の一発が出
るなど、厚く垂れこめた雲の隙間から、わずかに光が差してきたよう
に思います。長いトンネル脱出に向け、皆さん、頑張りましょう！！

イーグルス
ロイヤルズ

勝利投手：中島
敗戦投手：吉冨

HR：丸山

HR：

1
3
0
1
3
4
0
4

4
12

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　ツナーズさんの強力打線に初回7失点はとられたものの、投手広
瀬は四死球をほとんど与えずテンポ良く投げ込む。このテンポのよ
さに、ここ3試合不振だった打撃陣が奮起。2回と3回はどちらも打者
一巡の攻撃となり計20得点。粘り強い広瀬の投球と”繋ぎ”を意識し
た打撃陣が融合。最後まで全員が声を出し、良い雰囲気を保ち久々
の勝利。広瀬は初勝利！この勢いで次戦サンダース戦に挑みます！

     負け組コメント
　2017年最後の試合。手に汗握る打撃戦を展開したツナメンだが、
最後にいま一歩及ばず悔しい連敗。また2018年も頑張りましょう！

ツナーズ
コンポードー

勝利投手：
敗戦投手：松倉

HR：

HR：

7
3
3
7
3
10

1
X

14
20

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)

香港 香港
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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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Looking for language exchange 
friend

I'm looking for my friend who can do 

language exchange while having 

coffee on every Saturday. 

Pls e-mail or WhatsApp me anytime.

5331-0472

hongo@pocketpage.com.hk

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新春コンサート2018
香港日本人合唱団新春コンサート

2018を開催いたします。ご来場をお待

ちしております。

日時: 2018年2月4日(日)15時開演

場所: 香港日本人学校小学部香港校

入場料: 無料

今年は「愛」をテーマに歌います。

ゲストは日本人小学校音楽隊。

連絡先: 香港日本人合唱団事務局

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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.

Responsibilities: 

•Participate sales & marketing activities 

to promote and increase company 

exposure in Japan market

•Handling customers' inquiries                                                                                                       

•Prepare sales and statistics analysis 

reports  

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. 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.  

Please quote the ref:

Business 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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）

　2017年3月24日、香港野球代表団が仙台空港に降り
立った。3月末にも関わらず、この日の仙台は雪が散らつ
いていた。香港野球代表団が仙台へ渡航した目的は「深
松インターナショナルカップ」への出場だった。深松イン
ターナショナルカップとは、香港野球代表団の国際大会出
場機会を創出するために設立された国際大会である。
   初開催となった今年は、七十七銀行、東北大学、石巻専
修大学、そして青葉クラブの合計4チームが参加し、香港
代表団との試合を予定していた。一方、初めて海外の代表

団を受け入れる主催者
側は、野球だけではなく、
仙台の街も堪能して頂こ
うと企業や自治体からも
協力を募り、代表団を出
迎えてくた。
  仙台空港へ到着後、東日
本大震災からの復興の
象徴として再開した「漁
亭 浜や」にて、名取市閖
上の海の幸「ほっき飯」を
頂いた。昼食後は、隣に
あるスポーツショップに
て、代表団は買い物をし

た。香港では、なかなか
野球道具が手に入らな
いため、選手達は目を輝
かせながら品定めをして
いた。その間、地元のラ
ジオ局「エフエムたいは
く」の生放送に出くわし、私は緊急出演をした。生まれ故
郷である地元だからこそ得られた機会だったのかもしれ
ない。
　その後、代表団は仙台市民球場へ移動し、大会に向け
て練習を行った。しかし、飛行機にて一夜を過ごす過酷な
移動による疲労や寒暖の差から、集中力が散漫になって

いた。本番に疲れを残
さないため、練習を予
定よりも早く切り上げる
ことにした。また、地元
の少年野球チームの選
手が手伝いに訪れ、子
ども達と交流することが出来た。これから戦いに向かう選
手にとって、つかの間の息抜きになったに違いない。
　その晩、仙台市内にてウェルカムパーティが開かれた。
企業や行政の皆様、そして大会関係者含め約60名の方
が、香港野球代表団の激励へ足を運んだ。会場では、この
日が初お披露目となった「仙台舞妓」が会場を彩り、主催
者である（株）深松組の深松社長より仙台の伝統工芸品
「玉虫塗」のボールペンが香港代表団へ記念品として贈呈
された。
　私は、こうした機会を提供してくれた香港野球協会、宮
城県内の企業や行政の皆様へ深く御礼を申し上げた。一
国の代表団を率いる機会もそうであるが、その代表団と
共に自分が生まれ育った街で試合ができるのは、最初で
最期かもしれない。この感慨深い想いを、感謝の想いとし
て、これから始まる試合へぶつけていこうと誓った。

（次号1月5日は「0-29、香港野球の厳しい現実」）

香港野球代表団、仙台へ

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.11

photo by ©松橋 隆樹

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

香港人が嫌いな6人の香港人
第17回

「文化が違うから…」なんてよく言いますが、
同じ文化の下で生きてきた人間同士でも理解し合えないことはたくさんありますよね。
私の妻も香港人に対してよく腹を立てています。
ある少数派の香港人たちの行動によって
「香港はそういう文化なんだね」と言う誤解を生ませないためにも、
今回は香港人も嫌いな香港人たちを紹介させてください。

①電車で奥まで詰めない香港人
この人たちは自分が降りるときに早く降りたいのと満員電車の奥深くから
「ムゴイ、ムゴイ(すみません、すみません)」と言いながら降りるのが嫌なんです、きっと。
満員でもう乗れないと思って電車の中の方を見たら
全然人がいなかったときほどこの人たちを恨むことはありません。

②電車のドア付近で降りる人をブロックする香港人
この人たちがいるから奥まで詰めない人(①の人)が出てくるんです。

③食器を片付けるのが早い香港人
「早く帰ってください」というレストラン側の意図が見え見えで、
逆に長く居座りたくなります。
特にまだ食べかけの皿を片付けようとしたときには、
私の妻は激おこぷんぷん丸なり！･･･からのとばっちりを受ける私。
本当、店員の皆さんには空気を読んでほしいところです。

④ 口を抑えないで咳をする香港人
こういう人が多いから地下鉄でもわざわざ「咳やくしゃみの際は手で口を
抑えるかマスクをしましょうね」なんて日本の小学校の廊下に貼ってあるような
掲示を出さなきゃならないんです。

⑤子を叱れない香港人
親が子を叱らないので、その子たちが親になったときも同じことが繰り返されます。

⑥自宅のトイレの調子が悪いので呼んだのに、
　うちに到着した時点ですでに手もティシャツも汚い香港人
逆にトイレのことがもっと心配になります。

これらの人たちは決して香港を代表する人たちではないので、
「香港人ってみんなこういう感じなんだ」と勘違いしないでほしいと妻は言います。
香港人だってこんな人たちのことを好んでいませんから！
その人の性格や行動というのは、国籍というよりも、
その人のこれまでの育ってきた環境によるところが大きいと思います。
例えば、私はバスタオルやパジャマを一週間取り換えなくたって平気ですが、
日本人みんながそういうわけじゃないですよね。
とは言え、その国の文化を知るということは、
「こんな人もいるんだ」という日々 の気付きの積み
重ねにより養われていくので、これからも香港の街角で
人知れず人間観察を続けていきたいと思います。

「育ってきた環境が違うから、好き嫌いは否めない」

SMAP、よろしくお願いします。
(あ、もういないか)

ではでは。 左の男の人は他の広告でも
ヘッドホンを首にかけています。
トレードマーク！

香港

香港

香港

ライフ（香港・広東共通）



香港

　色鉛筆を手に入れようと思うと、
ついついたくさんの色が入った大
きなセットを選びがちで、実際
のニーズに合ったものを選ぶ
のは案外難しいかもしれない。

どれを選んだらいいのか迷った時
には、とりあえず一般的な使用目的

を満たしてくれる、有名ブランド製で小さめのセットを選ぶの
がいいだろう。
　さらに多くのコレクションを揃えたいなら次は、他のブラン
ドのバラ売りのものからいくつかの色を入手し、描く紙の種
類、手に感じる重さや使い勝手、単色で描いた時、重ねた時の
発色具合などによって好みのものを探すとよい。選び方のス
テップを簡単にご紹介しよう。

①まずは画材屋さんに行き、ゆった
りとした気持ちで滞在しながら、
様々な試し書き用の色鉛筆を使っ
て自由に落書きしたり、絵を描いて
みよう。気になるブランドがあるな
ら、1～2本購入し、力強く鮮やかで、
明るい色彩を描き出せるかどうか
実際持ち帰って使ってみてもよい。
ざらついたタッチや使いづらさを
を感じたならその製品は避けよう。

色鉛筆には水溶性、ワックスコーティングなど油性のものがあ
り、水溶性色鉛筆は乾いた色味が持ち味で、水彩画のように
色を重ねていけるところや、鉛筆の先端を濡らして独特な色
合いを表現できるのが利点。油性色鉛筆は紙の表面に定着し
やすく落ちにくいので、用途によって選ぼう。

②ほとんどの色鉛筆は
3/8インチの太さを揃え
ており、細かい作画に
も理想的。一部、より太
い5/32インチの製品も
ある。単独でもセットで
も購入でき、単色買い
は欲しい色をピンポイントで入手できること、セットは総合的
に色彩を考えられるのがメリットと言えよう。主なブランドに
Prismacolor、Faber Castell、Caron D'Ache、Lyra、Bruynzeel、
Coloursoft、Derwentなどがあり、老舗で機能性に優れる
Prismacolor、パステル風の画風ならColoursoft、滑らかな
油性がお好みならDerwentなど、メーカーによって特徴が異
なる。
　鉛筆の形状は丸いものや六角形などがあるが、自分の手で
握りやすいほうを選んでよい。ワックス含有量が高い鉛筆を
使うことで顔料の滲みが気になる場合は、定着スプレーを使
うのがおすすめだ。

選
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 ショッピング（香港・広東共通）
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