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マリリンのぶらグル巡り

　湾仔（ワンチャイ）と言えば西洋と東
洋、そして新旧が混じり合うノスタル
ジックな雰囲気漂うエリア。近年では
落ち着いた雰囲気の中、お洒落なレ
ストランやカフェなどが次々とオー
プンし、人気のグルメスポットとして注
目を浴びている。ぶらぶらと街歩きが
楽しいエリアでもある。そんなエリアに昨年オープンしたハン
バーガー店「Honbo」がある。元医者という興味深い経歴を持
つ香港人オーナーがオープンしたアメリカンスタイルの同店
の店名は「Honbo」は広東語でハンバーガーを意味する。
　香港にはハンバーガーショップが数多くあるが、同店で使

用する食材のほとんど
は外界エリアの契約農
家から仕入れ、使用す
る牛肉は米国産と香港
産をミックスし、地元の
食材にもこだわってい
る。パンは同店から15
分の距離にあるベーカ
リーから特別レシピの
焼きたてパンを毎日仕
入れている。
　地元へのこだわりは
食材だけでなく、同店で

取り扱っているビールにまで現れている。ドラフトビールと
瓶ビールをそろえた「MOONZEN」ビール、「BARISTA　BEER」
そして「HYGGE　BROS」。こだわりのクラフトビールとハンバー
ガーを合わせればさらに味わい深く楽しめること間違いなし。
　同店の看板メニューは2ozの肉のパテを2枚、自家製ピク
ルスに玉ねぎやチーズを挟み、自家製ソースを加えた
「HONBO」。がっつりと肉の
ボリュームを感じながら味わ
えるバーガー。ボリュームが
あるが、意外にペロッと食べ
ることができる。豪快に揚げ
たソフトシェルクラブを丸一
匹挟みコールスローと自家
製マヨネーズを加えた「Soft Shell Club Burger」はサクサク感
とソフトシェルクラブの甘味、そしてコールスローの酸味が見

事にマリアージュした写真映えす
るバーガー。その他、北海道産の大
振りのホタテをソテーし、メキシコ
料理で使用されるトマト、玉ねぎ、
唐辛子で作るピコ・デ・ガロソース
と水菜を挟んだ「Scallop　On　the 
Bun」はちょっと変わったハンバー
ガーを試したい人にはぜひ試して
欲しい一品。
　ハンバーガーのお供には愛称

抜群のクラフトビールを。5種類の
クラフトビールとドラフトビール
を用意している。おススメは断然、
苦味と甘さが口の中で交差する
テイストのドラフトビール。ビー
ルの他にも白・赤ワインを5種類
取り揃えている。しっかりした味の
ハンバーガーに赤ワインを合わせ
てみるのもおススメ。
　ランチタイムにはサイドメ
ニューのフレンチフライまたはス
イートポテト、ソフトドリンクがついたセットメニューがお
得。追加料金でビール、ワイン、レモネードにアップグレーす
ることも可能。
　さあ、さっそく、お洒落で落ち着いた空間でこだわりのグル
メバーガーを味わいに出かけてみては。

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

HONBO
住所：Shop B, G/F., New Sun House, 
  　　6-7 Sun St., Wan Chai
電話：(852)2567-8970
フェイスブック：honbo.hk

湾仔のお洒落グルメスポットで味わうグルメバーガー店
「Honbo」

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9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9年の日本人女性ライター。

水色と白を基調にした
シンプルでお洒落な外観

味よし写真映え良しの「Soft Club Shell Burger」

味よし写真映え良しの
「Soft Club Shell Burger」

大振りのホタテを挟んだ
「Scallop on the Bun」

香港の地元クラフトビールの
「MOONZEN」
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午年
出生：1917、1929、
　　  1941、1953、
　　  1965、1977、
　　  1989、2001、
　　  2013

出生：1917、1929、
　　  1941、1953、
　　  1965、1977、
　　  1989、2001、
　　  2013

出生：1918、1930、
　　  1942、1954、
　　  1966、1978、
　　  1990、2002、
　　  2014

出生：1918、1930、
　　  1942、1954、
　　  1966、1978、
　　  1990、2002、
　　  2014

出生：1919、1931、
　　  1943、1955、
　　  1967、1979、
　　  1991、2003、
　　  2015

出生：1919、1931、
　　  1943、1955、
　　  1967、1979、
　　  1991、2003、
　　  2015

未年蛇年
（たつ） （うま） （ひつじ）

辰年
出生：1916、1928、
　　  1940、1952、
　　  1964、1976、
　　  1988、2000、
　　  2012

出生：1916、1928、
　　  1940、1952、
　　  1964、1976、
　　  1988、2000、
　　  2012

幸運度：☆☆☆☆☆/10
幸運の鍵：慎重さ
全体運：人に謙虚でフレンドリーに接すること
が大切。人望と信頼は将来の豊かさに繋がる。
仕事：ツイていないという意味ではないが、
キャリアの発展に頑張りすぎる必要は今は無
さそう。戌年の人は、あなたの仕事を手分けし
てくれたりプレッシャーを弱めてくれたり、仕
事を探していれば紹介してくれたりと、サポー
トをしてくれる。事業主の場合、戌年のライバ
ルには敵対しないほうが良い。
財運：がむしゃらに働いても入ってくるお金が
増える時期ではなく、思いがけぬタイミングで
収入があるかも。家族や親戚、同僚、同級生な
ど身近にいる、ビジネスパートナーやファイ
ナンシャルアドバイザーの存在は吉。事業主
の場合、事業提携も○。
愛情：兎または酉年の人との縁、その人達を
通じて知り合った縁は吉。恋人との喧嘩は避
けて、辛抱強く。既婚者はお互いを尊重して愛
情深く接し、家事分担なども積極的に。
ソーシャル：辰と戌は、考え方こそ似ていない
が兄弟のように親しい関係性。悪評が立つの
で、辰は戌を下に見るべきでない。社交関係
は活発になるが、同性間の集まりが多そう。
健康：胃と消化器系、腎臓、膀胱および泌尿器系
に注意をし、糖分の摂り過ぎには注意。外に出
て芝生、公園、森林などで新鮮な空気を吸おう。
腕、脚、肝臓、神経系のトラブルにも気を配って。

幸運度：☆☆☆☆☆☆/10
幸運の鍵：クリーンアップ
全体運：力を示すチャンスが訪れる年。1つの
仕事を終えたら、次の仕事まで休息をとって次
の仕事のための力を養って。
仕事：チャンスのある1年だが、蛇が上に向
かって登るのは容易ではない。昇進の機会な
どは受け入れる前に2度考えること。手強いラ
イバルが現れる可能性もあるので一旦待つの
も手だ。好機が訪れたら完全に準備を整え、新
しい地位に対する情熱を持って挑んで。
財運：堅調。お金を増やす機会がそれとなく訪
れる兆候。良い投資に恵まれれば、年末にリ
ターンを得ることがあるかも。
愛情：関係の進展はゆっくり、時間をかけて。
シングルは、想いを成就させるためには少し
努力が必要かも。独身男性は友達の女友達に
良縁が隠れている可能性がある。既婚者は、
愛は無限のケアと犠牲の上に成り立つと理解
する時。
ソーシャル：自分の意見に対して周りから思う
ような反応が得られないかもしれない。言葉
や行為に慎重にしていれば、評価は上がる。
健康：胃や消化器系、腎臓、泌尿器系に注意。
公園や森林など自然の中で過ごしたり運動し
たりすると、木のエネルギーを養える。

幸運度：☆☆☆☆☆☆/10
幸運の鍵：献身
全体運：ちょっとした窮屈さを感じたり過去に
チャンスを逃したと感じたりしてもめげること
はない。休息を取ってエネルギーを充電して
良いタイミングを待ってみて。
仕事：今の仕事を維持するのが良い方向にい
きそう。冬になると仕事運は上昇。ひたむきな
努力で、年末に報酬を得ることも。
財運：今年前半に創造力、意欲とリーダーシッ
プスキルを発揮してお金を増やすための努力
をしておくと、後半は実り多き収穫期に。
愛情：シングルはチャンスが多いので色々な
集まりに参加してみて。女性なら、年下の男性
も視野に入れて。恋人関係、夫婦関係は良好。
ソーシャル：競争好きな馬にとって充実の運
勢。グループの中で光り輝く存在になれるだ
ろう。
健康：胃や消化器系、腎臓、泌尿器系に注意。
公園や森林、ビーチ、川沿いでの活動は吉。

幸運度：☆☆☆☆☆☆/10
幸運の鍵：再評価
全体運：訪れたチャンスを無駄にしないで。目
標達成のための自身を深めるのが大切。たゆ
まぬ努力が次の幸運を呼ぶ。
仕事：キャリアの発展等には向かない１年か
もしれないが、仕事運は悪くない。戌年の人の
助け、助言は受け入れて。
財運：好調だが、驕って無駄遣いをするとトラ
ブルに見舞われるので注意。
愛情：シングルなら人付き合いを大切に。新し
い出会いの中に運命の人が現れるかも。片思
い中の人は辛抱の時。既婚者の人はキャリア
の向上や兄弟姉妹の事情、財政投資などで忙
しく、夫婦で過ごす時間が減るかもしれない。
ソーシャル：思いやりを持ち、謙虚で理解ある
態度を示せば、グループ内での人間関係は良
好なはず。
健康：他の干支同様、胃や消化器系、腎臓、泌
尿器系に注意するほか、肝臓や神経系にも注
意を。新鮮な空気を吸いに、公園や緑地、湖畔
やビーチを訪れる時間を。

もうすぐ旧正月！
干支で占う今年の運勢は？

今年の旧正月の元旦は2月16日。今年で中国歴は4715年を迎える。2018年の干支は犬であり、
不動産や農業、環境、領地の完全性、宗教的や精神的な分野に注目が集まるとされている。
旧暦の新年を迎えるにあたり、今回は干支ごとの今年の運勢をお届けする。自分の生まれた干支
の運勢をチェックしてみて！

先日TVで、みやぞんの特集を組んでいて面白く拝見し
ました。
今やTVに引っ張りだこのみやぞん。
一度聴いたら即興でギターやピアノで演奏できてしま
うのですが、独学だというから驚きです。
テニス部で高校からスカウトされる腕前だったみや
ぞん。飛んできた野球のボールを座ったまま8Mの距
離を投げ返し、たまたまスカウトに来ていた監督から
熱烈コールで野球部に。ルールも知らず4番エースに。
甲子園出場！！
天才か！？とも思う輝かしい経歴の裏には偉大なお母
様がいました。

「生まれてきてくれただけで有難いのに、子供にあれこ
れ指図するのは違うと思っていました。」
「勉強が向いてないなら違う世界があるじゃない。」

彼のやりたいことを邪魔せずサポートしてこられたお
母様。

彼が興味を持つ全てのことを応援してこられました。
みやぞんが問題を起こしても一方的に責めず、
「あなたのことだから理由があったはず」と、一緒に謝り
に行ってくれる。
そこには、みやぞんのありのままを100%信じている母
の愛がありました。
信じられた子供は、悪いことはできないものです。
真っ直ぐに伸びていきます。

みやぞん自身も母親の大きな愛に感謝していて、母を
超えることはできない。
と言っています。

エジソンが電球を発明したときも、
アインシュタインが学校で変人扱いされたときも、
坂本龍馬がなかなか自立できず長い間オネショしてい
ても、
彼らのお母さんだけは、信じていた。
この子は素晴らしい。この子には力があると信じていた。
お母さんの愛って偉大ですね。

逆に言うと、母の愛さえあれば子供は勝手に成長する
ということ。
親の価値観に当てはめて厳しい躾をするとか、子供の
考えを正しい方向に教え導く必要もないのです。

大切なのは、
何かができるから褒めるのではなく、その子のありのま
まを認め、信じ、励まし続けること。

これができない、
あれができない、とお尻を叩くのでなく、

お母さんだけはできてる部分、
いいところを見てあげること。

そうして育った子供は、自分の足で立つことができます。
しっかりと大地に根を張り、踏まれても折れても、また
花を咲かせることができるのです。

どんなに転んでも、失敗しても、
「この子は大丈夫。この子は幸せになれる。」と思えるこ
とが、
お母さんとしての一番の幸せだと思います。

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第64回 世界中が敵に回ってもお母さんだけは味方

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

「普通じゃないのは私か？ あなたか？」
第20回

　友人とスポーツ鑑賞なんかをしていると「いやいや、そこは普通シュートでしょ！」という
ようなセリフを時折耳にします。またスポーツに限らず私たちの生活には「いやいや、そ
こは普通…」と言いたくなることが実は結構あります。香港は日本人にとって非常に住
みやすい場所だと思いますが、それでもやはり激しくツッコミたくなる場面に日常的に出
くわしますよね。そこで今回はその中でも日本と180度考え方が異なってしまっている香
港の流儀を紹介いたします。

① 赤いContinueボタン
HSBCのATMで小切手を入金しようとすると、手続きを進めるうちに緑のReferenceボ
タンまたは赤のContinueボタンかを選択しなければならない画面に遭遇します。ここは
挿入した小切手の小切手番号を参考(Reference)として入力しておくか否かという確
認画面なのですが、多くのケースではcontinueを選択します。（私の場合）
しかし、日本人の感覚では緑ボタンと言えば「先に進む」で、赤は「取消」という認識を
無意識にしてしまうので、どうしてもこの画面で緑のReferenceを押したくなるのです。
そして毎回「いや違う、俺は先に進みたいんだ」と思いとどまるわけです。（ついつい
Referenceを押しちゃうこともあります。）ですから赤いcontinueを見るたびに思うんです。
「いやいや、そこは普通緑でしょ！」

② 増えていくランプ
日本の電車の場合、車内の路線図電光掲示板のランプは駅を通過していくごとにその
駅のランプが消えていきます。一方香港（東涌ライン）の場合はその駅を通過するごと
に駅のランプが点灯していきます。日本の場合は「通過した駅はもう用済み」ということ
で、あまり目立たないようにランプが消えていくのか。かたや香港の場合は通過した駅は
「通過したぞ！」という喜びを表現するためにランプを点灯させていくのか。それぞれの
鉄道会社の意図は定かではありませんが、急いで香港の電車に乗った日本人にとって
は迷惑な話です。
何度「乗り間違えた！･･･かも？」と思ったことか…
「いやいや、そこは普通ランプ消えていくでしょ！」

③ 9割引！？
ショッピングモールに行けば至る所で目につく「○折」の表示。ちなみにご存知かと思い
ますが、9折は1割引の意味です。日本は割り引かれる方を強調しますが、香港では割り
引かれて残った方に注目しています。
まだ香港に来て間もない頃は「9割引き！？」と勘違いすることもよくあったものです。(逆に
怪しすぎて買おうとは思いませんでしたが)
「いやいや、そこは普通1折でしょ！」

勝手に香港に居座らさせてもらっている日本人のくせに香港のやり方に文句ばかり言って
いますが、これらのことは香港人が日本に行ったときにも同じような違和感を感じるので
はないでしょうか。
同じものを見ていても、それぞれの人でそのものの見ている部分や感じ方は異なります。
「普通」という言葉もあくまで自分自身の基準であって、場所や時間、人が違えば昨日の
普通は今日の普通じゃなくなることもあるわけです。

「普通普通って、普通がそんなに偉いのかよ！」

木更津キャッツアイ、よろしくお願いします。

ではでは。

次は茘景…じゃなくて青衣ですよ!

　こんにちは!　日本ではあまり馴染みがあ
りませんが、そろそろアジア圏で1大イ
ベント、旧正月(春節)が近づいてきました
ね。香港でもこちらがメインのお正月とい
うことで毎年かなりの賑わいがあります。
今年2018年の旧正月は2月16日～19日、
その期間を含めた前後は完全に休日・お
祭りモードとなります!　特に盛り上がるの
は初日の「インターナショナル・ナイト・パ
レード」と何といっても2日目(17日)に上が
る花火！　伝統行事となると
特に妥協をしない香港。
香港では花火イベント

が多いですが、旧正月ということもあり更に気合が入ります！
　パンダバスでは2018年2月17日、「旧正月花火観賞ディ
ナークルーズ」のクーポンを取り扱っています。100万ドルの
夜景と花火を一度に見ることができ、船内ディナービュッフェ付

き、生のライブ演奏をお楽しみ頂けます。船上にはデッキがありますので、そち
らから夜風を楽しみながら花火を見るのもまた一興ですよね！　乗船場は北角埠
頭出発(18:45)と紅磡埠頭出発(19:35)の2か所があり、ご都合の良い方から乗船
可能です。香港で今年2回目のお正月を皆でお祝いしましょう！

香港在住の方限定、特別ご奉仕価格にてご案内！
・旧正月花火観賞ディナークルーズ　大人子供同額　HKD680
香港ご在住クラブパンダ会員様はHKD20引き!
☆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

香港

きらりのプロフィール
香港訪問7度目にして、初めての香港在住、1年目。好奇心旺盛でアクティブ
派。家でゴロゴロより外に出て、いろいろな出会い、発見をしていたい。グー
グルマップを見て、未知の世界を見る、行けるところをみつけて、いつか行
きたいと想い巡らす、近くなら計画立てて実行するのが好き！　インスタ
「hananapple」でゆるゆる日々の写真をアップしています。

　みなさま、初めまして。今回よりエッセイを担当するきらりです。

　昨年、日本から香港に来て環境、生活の変化に慣れ
るまで、数ヶ月要しました。一番苦労したのは、日々 の食
材の買出しでした。日本では重い食材を宅配注文し、
生鮮食品の買出しは駅近くのスーパーやモール内の
食材屋などで行い、自転車を生活の足にしていました。
しかし、ここでは自転車で買い物をすることが一般的で
はないため、全て手で持ち運ぶしかなくて、日々 うんざり
しました。週末には、家族全員で買い物袋を持って日系
スーパーに繰り出し、食材を爆買い！　し、重さを均等にし
てそれぞれ持ち帰ってきました。今は背負って、持ち歩く
ことに慣れ、広範囲にある複数のスーパー、八百屋、魚
屋などを時と場所に応じて利用し、だいぶ効率的に買い物ができるようになり、楽しめるよう
になりました。
　香港に来る前は、環境、食生活が変わるので、太るのではと気にしましたが、住み始めると
日々 よく歩いていると思います。普段使いの靴も革靴よりもスニーカーになりました。あっ、でも
体重計には乗りません。数値に一喜一憂したくないですし、日々 変動するはずで、増えたから
といって飲みたいもの、食べたいものを我慢するのは、楽しくないです。日本にいた頃と変わっ
てないと信じています（汗・笑）

　もちろん太らないようにジムに通い（重いものをサクッと持てるように
鍛え！？）、日々 歩数を測って気にかけています。歩数が少ない日は遠
回りして歩きます。そして普段通っていなかった通りに気になるお店を
発見するのです。「１万歩まであと少し！」といったポジティブなコメン
ト付きで通知してくれると、今日も達成！とプチ自己満足しています。

　MTRで移動していると、移動途中のおもしろい景色に出会えま
せん。バスで移動していると、移動中の景色がスクロールされ、何とな
く街の風景を見ることができます。気になるお店を車窓に見つけたとき
は、メモって次回歩きます！トラムは、もう少し景色のディテールを見る
ことができます。そして歩くと、ひとつひとつのディテールが見え、気が
つくと立ち止まってさらに見入っているか、食べ物屋なら何か手にし
ているかも知れません！ひとつの通りにあらゆるジャンルのお店が
並んでいると、ひとつひとつ気になってしまいます。このように練り歩い
て、お気に入りのローカルの生鮮食品屋、ビールの種類が豊富な店、
エッグタルト屋、甜品屋、坦々麺屋などを見つけています☆

　今後、街歩き、山歩き、食べ歩き、飲み歩きといった「歩き」を切り口
に、何かしらを楽しむために歩く話をゆるり書いていきます。

Vol. 92ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

日
々
の
生
活
で
歩
く

香港を歩いて、プチ幸福感に浸る
新しい発見、出会いは楽しい！Vol.1

果物屋には、日本では見慣れない
果物がたくさん並んでいて、色々試
しています！
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深圳
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天河新作

星匯雲錦

住
ま
い
探
し
の
お
手
伝
い

今
週
の
お
ス
ス
メ
物
件
セ
レ
ク
ト

（間取り） 4LDK 227㎡

（環　境） 地下鉄3号線、1号線

（備　考） 数の少ない新築の4LDK

（月　額） 25,000元～ （管理費3.5元/㎡）

（間取り） 1LDK 22㎡～35㎡

（環　境） 地下鉄5号線、6号線

（備　考） 新築、冷暖房完備

（月　額） 3,500元～5,500元

（間取り） 1LDK 86㎡

（環　境） 地下鉄3号線、5号線

（備　考） 人気の高層階

（月　額） 12,000元～（管理費4.5元/㎡）

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

恵庭マンション

H
o
n
g
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

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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第73期・順位表

チーム名
オオゼキ

サンダース

カイザース

ベアーズ

ドリームス

サクラ

ツナーズ

パイレーツ

コンポードー

ブレーブス

ロイヤルズ

アタッカーズ

エンジェルス

イーグルス

勝率
1.000

1.000

0.857

0.625

0.600

0.500

0.500

0.500

0.500

0.375

0.286

0.286

0.167

0.125

差
0.0

1.0

0.5

2.0

2.5

3.0

3.0

3.0

3.0

4.0

4.5

4.5

5.0

6.0

第73期　第15節　1月21日

     勝ち組コメント
　主砲三澤の3安打3打点の活躍に加え、北浦、岡田潤、丹藤、岡田
順の2塁打に荒武、熊谷、鈴木、阿部、角田と、上位から下位まで切
れ目のない打線爆発で14得点。投げてはエース北浦が今季好調
のブレーブス打線を4失点に抑える快勝で見事2連勝！　これで今期
の貯金を2とし、単独4位に浮上です！まだまだこれから上位進出を
目指して、頑張れベアーズ！！！

     負け組コメント
　2018年初戦、なんとか勝利でスタートしたいところが、僅か9名の
み。初回表に3点先取するもその後打線が振るわず完敗。なかなか4
勝目が遠いですが、頑張りましょう。今年もよろしくです。

ブレーブス
ベアーズ

勝利投手：北浦
敗戦投手：野田

HR：

HR：

3
7
0
0
0
5
0
2
1
0

4
14

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　2018年初の試合ということで総勢17名で参加のツナメン。強豪カイ
ザースを相手に松倉、富山の2本塁打、杉山の好投、斉藤の守備が試
合を牽引し、勝利をおさめる。

     負け組コメント
　リーグ戦7連勝を賭け、強豪ツナーズと対戦！　強打者揃いのツナーズ
打線に開幕から連打を浴び、8点を失う。4回にカイザースへの追い風の
中、点を取りきれず連勝ストップ。ここから全勝で優勝を目指しましょう！

ツナーズ
カイザース

勝利投手：杉山
敗戦投手：川満

HR：

HR：

8
1
2
2
2
0
0
4
0
0

12
7

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　73期リーグ第6戦はここ数年勝った記憶のない強豪エンジェルス
戦。古川さんの送別試合でもあり勝利で送り出したいパイレーツは12
名で挑んだ。初回裏2番志賀がレフト越え2塁打で出塁すると3番青監
督がきっちりセンター前のタイムリーで1点先制。2回裏1アウト満塁か
らワイルドピッチで1点追加。その後2アウト2，3塁から最終打者菅Gの
打球はサードゴロを相手がエラーで3点目。その後上位打線に繋がり
青監督の久しぶりの特大スリーラン本塁打も含めこの回7得点。エー
ス吉富は絶好調で5回を打者23人3失点に抑える好投。5回裏にも青監
督の2点タイムリーもあり結果10対3と久しぶりの2ケタ得点で勝利！

     負け組コメント
　2018年初戦を飾りたいところだが、序盤から大量得点を喫し劣勢。石
川の三塁打、川村の適時打で3点は返すものの、打線はつながらず、反
撃もそこまで。リリーフした崎川の好投は収穫であるものの、勝利には
打線の奮起が必須か。

エンジェルス
パイレーツ

勝利投手：吉冨
敗戦投手：木原

HR：

HR：青

0
1
0
7
2
0
1
0
0
2 X

3
10

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　今期待望の初勝利！！　Happy！！　開心！！　狂喜乱舞！！　いつも勝って
いるチームの皆様には、この嬉しさ、この喜びは分からないでしょ
う。とすると、AAリーグ14チームの中で一番幸せなのは、我らがイー
グルスかも(笑)。負けても明るく試合後の飲茶で盛り上がる和気藹々
としたチームイーグルスでは、メンバーを緊急募集しています。野球
経験など無くても、軽く体を動かしたい方は、是非、吉冨(電話番号：
5371-5264)までご連絡下さい。

     負け組コメント
　香港マラソン出席者多数のため、9人対9人の戦いとなったイー
グルス戦。矢部、鈴木のスリーランで効率よく得点するも、イーグル
スの巧打の前に大量失点一歩及ばず敗戦となりました。全員安打
と打線が若干上向きなのは好材料？

アタッカーズ
イーグルス

勝利投手：吉冨
敗戦投手：鎌澤

HR：鈴木 矢部

HR：冨安

3
5
3
1
3
8
2
4

11
18

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

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。

香港&広東

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。

ライフ（香港・広東共通）
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1.言葉の壁
　当たり前だが、パートナーの言葉を理解することは非常
に大切なこと。恋愛に夢中になっている間は言葉なんて関
係ないと思うかもしれないが、それは大きな間違いだ。
　言語の壁が与えるストレスは本当に大きい。一方が、
母国語でない言葉で話さなければならない場合は特に
それが顕著になる。生活における様々なトラブルに対処
する時など、母国語以外の言語で良い関係を構築するのは非常に難しい。
　さらに、コミュニケーションスタイルの文化的な違いを忘れてはならない。例えば異なる文
化の人達が同じ言葉と単語を使っても、まるで違う意味に伝わってしまうことがある。
　ただ、それによって関係を諦める必要はない。例えば相手の母国語を学ぶのは1つの手段
であり、遠距離恋愛などの場合は特に、パートナーを気にかけていることを示すアピールにも
なる。そして言語と文化は密接に結びついているので、相手の母国語を学ぶことは相手の国
の文化を知り、理解することへと繋がっていく。

2.お互いへの期待の相違
　これは互いに対する要求について話していない
カップルについても言えることだが、文化の異なる
関係上ではより顕著になることがある。ある国では
女性は結婚すると主婦になることが一般的でも、
別の国では結婚してもキャリアを高めていくこと
が一般的であり、主夫も珍しくなかったりするよう
に、老家族のケア方法、子供を持つかどうか、子供

の育て方など、国によって常識は大きく異なる。ある人が結婚を真剣に考えている一方、相手
は休暇中の火遊び程度にしか考えていない、というようなことも起こりうるのだ。
　こうしたトラブルを避けるためには、お互いが期待したり望んでいるものや、自分が与える
ことができるものについて、率直に話し合うことが重要だろう。

3.過度な不安
　時に結婚生活に疑念を抱くのは誰にでもあることだ。でも移住先が、知っている人が1人
もいないような外国だった場合はどうだろう。そしてまだあまり良く知らない、意志の疎通

もうまくできない人
達の家族の一員にな
るという状況だった
なら。しかもキャリア
の向上も見込めないような環境だったら...。
　実際、そこまで悪いものではないかもしれないが、多くのカップルがつまづきやすいポ
イントであることは確かだ。ここでも大切なのは、コミュニケーションとお互への深い理解。
（また？　と思うかもしれないが。）まだ思いつかない不安を解消することは出来ないので、不

安に思うことをとりあえず話し、相手の不安を理解でき
る、できないに関わらず、互いに支え合うための方法を
模索することが必要になる。
　あっという間に恋に落ちて移住を決めてしまったよう
な場合は、より独立したライフスタイルを見つけるのも
手だ。キャリアと社会生活を順調に営むことが出来れ
ば、恐れや不安はおのずと薄らいでいく。

4.物理的な距離
　遠距離恋愛になった場合、相手と人生を共有できていな
いように感じることもあるだろう。特に時差があると、あらゆ
る種類のコミュニケーションはより困難になる。
　遠距離恋愛を永久に続けることはできないが、再び一緒
にいられるようになるまで二人の関係性を助けてくれる方法
はいくつか存在する。幸いなことに現代にはインターネット
があり、Skypeでデートをしたり、メールを送り合ったりと、様々な連絡方法がある。一緒に外
出することはできなくても、海外ドラマを一緒に観たり、オンラインゲームをプレイしたりし
て、同じ時間を共有することは可能なのだ。それで物理的な繋がりを補完することができない
と思うかもしれないが、そんな時は少々柔軟に考えてみてほしい。カップルによって関係性の
考え方は異なるが、例えばそれを正直に話し合うことで、お互いの内面をより深く知ることが
できるかもしれない。
　何事も前向きに考える事は非常に大切だ。たとえ地球の裏側に住んでいても、世界の終わ
りのように絶望する必要はない。

国際恋愛にチャレンジする際のポイント
他国の人とデートすることは、国境を越えて他者と繋がり、彼らの多様な経験を聞くことにより、
世界についての自らの見識を深めることができるという点で素晴らしい体験だ。
しかし、文化の隙間を埋めるのは容易ではなく、ライフスタイルを完璧に合わせるのも難しいという一面もある。
以下に国際恋愛カップル共通の課題と、困難を乗り越えるためのポイントを挙げてみよう。

　2017年4月、香
港野球代表の長身
サブマリン、ケネ
ス・チウがチェコの
1部リーグに所属
するオリンピア・ブ
ランスコと契約し

た。香港野球界にとっては歴史的な出来事となり「初のプ
ロ野球選手誕生」という記事が、各メディアで紹介され
た。野球が発展途上にある国において、野球における目
標を持つことは難しい。今回の新たな挑戦は、次世代の香
港野球へ「夢と希望」を与える大きな意味合いがあった。

　私が初めて香港野球を見学させてもらった時、最初に
感じた違和感は、「夢や目標のない」選手達の姿だった。
そして、私の彼らへの最初の質問は「あなたの夢や目標は
なんですか？」だった。私は、質問に対する反応の薄い選
手達を前に「出来ないと言う決めつけは、人生の損でしか

ない。本気で野球を
続けたければ、世界
に目を向けよう。あ
なたが思う以上に
チャンスはある」と伝
え、それからも言い
続けていた。それが、

こんなにも早く形になるとは思わなかったが、本人の努
力と強い覚悟があったからこそ実現したのだろう。
　彼の挑戦は、他の選手達にも影響し、選手達は「おれも
野球を続ける道があるのか」と聞いてくる事が増えた。こ
の先、第2、第3の香港人プロ野球選手誕生も夢ではない。
　また、誰が初のプロ野球選手として香港野球の歴史を
次の世代へ繋いでいくのかも私は大事だと思っている。
野球選手としてのパフォーマンスはもちろんであるが、彼
の野球に向き合う姿勢や態度、そして振る舞いの全てが、
今後の香港野球のイメージへと変わっていく。そう言った
意味においても、彼は適任だった。
　2016年12月、台湾で行われた台湾プロ野球のトライア

ウトにも、彼は自ら参加していた。アメリカの大学を卒業
し、アメリカンドリームを知ってしまった彼らしい挑戦だな
あと私は思っていた。それと同時に、どこか一昔前の自分
と重なり合うモノを勝手に感じていたのかも知れない。
　ケネスがチェコへ渡航してから2週間が経ったある日、
遂に待ちかねた朗報が届いた。ケネスは2度目の登板に
て、プロ初勝利をあげたのだ。チェコリーグの試合は毎週
末に行われているため、投手にとっては週に1回投げるの
が精一杯。その少ない機会の中で、自ら勝ち取った勝利
は、彼の大きな自信となったことだろう。彼は4月28日から
行われる香港代表団のグアム合宿への参加が決まってい
る。新たなキャリアを歩み始めたケネスが、香港野球代表
チームへどんな影響を与えてくれるのか楽しみである。
　チェコで野球をする香港人がいること、日本でも、どこ
の国の選手でも、ケネス同様に世界中で「野球をする選
択肢」があることを広く知っていただけたらと思う。

（次号２月16日は「香港野球代表団、グアム強化合宿へ」）

香港野球、初のプロ野球選手誕生へ

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.15

photo by ©松橋 隆樹
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　めでたいから鯛。賽銭には五
円（御縁）。縁起の良いことには
ダジャレがつきもの。こういう語
呂合わせが概して後付けで、い
かに新しいものであるかは、
ちょっと考えてみればすぐにわ
かることです。
　日本が通貨を「円」と定めて
五円金貨を初めて作ったのは
明治4年、だから賽銭の五円は

絶対に江戸時代やそれ以前ではありえません。明治初期の5
円は1年分以上の米の価格になるので、そんな高額を投げ入
れるやからはいませんから、物価から考えて、やはり戦後に広
まった風習とみるべきです。日本語の形容詞の歴史で、終止
形「めでたし」連体形「めでたき」が音便によって「めでたい」
のような形に変化するのは平安時代。鯛はもっと昔、万葉集
の時代、いやいやもしかしたら縄文時代からすでに日本人に
とってめでたい魚だったので、めでタイから鯛、というのも後
付けです。そもそも鯛は旧仮名では「たひ」、この発音は万葉
以前の時代には「タピ」ですから、タピは、めでタシ、では文字
通りシャレにもなりません。タピ→タフィ→タウィ→タイと変
わったあと、つまり中世以降に、言葉の上でも鯛はメデタイに
なったのです。中世京都の「カリ活用」から発展したのが九州
の「めでたか」。めでたくあり→めでたかり→めでたか。これも
「シャレ」にはなりませんが、名古屋弁なら、テァ（鯛）は、めで
テァ。ちゃんと語呂が合います。めでたしめでたし。
　恵方巻を切らずに丸かじりするのは「縁が切れないよう
に」。具に、かんぴょう、キュウリ、しいたけ、伊達巻など７種類
を使うのは七福神にちなんで「福を巻き込む」。巻かれて食べ
られる七福神はたまったものではありませんが、七福神もま

た、7人セットで人気者になったのはそんなに古い時代では
ありません。富士フイルムのCMが広めた、などと極論を展開
する人もいます。♪お正月を、写そう。ポン！（確かにあのCM
は恵方巻よりは古い。）サンタクロースの服が赤いのはコカ・
コーラの宣伝のせい。この手の都市伝説は「コークロア」と呼
ばれます。
　日本では、七不思議とか七つの呪い、七人みさき、七つ道
具、のような「7」は「一揃い」を表し、八百万（やおよろず）、千
代に八千代に、ヤマタノオロチ（八岐大蛇）のような「8」は「数
が多い」ことを表します。後者のほうが古いのですが、「７」で
も特に古い「七草」はおそらく中国のある古い習慣が伝わっ
たもの。「七宝」は仏教。地域によっては「八福神」もあり、ま
た、七福神の由来を中国の「八仙」に求める考えもあります。
「8」は中華圏ではめでたい数。また「9」も「九龍壁」などがあ
り、「久」に通じる幸運の数字です。中華圏では「9」が「苦」を表
すということはありません。広東語圏では「狗」（イヌ）も「久」と
同音になるのでイヌ年の結婚は吉とされます。夫婦仲が久し
く続きますように。2013年1月4日は「1314」で「一生一世」、こ
れは香港だけでなく中華圏全体に、結婚式はぜひこの日にと
話題が広まったのですが、あまり発音が似てないという苦情
も多かったのです。地域による発音の違いが大いに影響しま
すが、そのわりにはよく広まったものでした。人は、めでたい
ものを求めるのです。
　七草といえば春と秋ですが、冬の七草というのもあって、こ
れが冬至のカボチャに大いに関係してきます。大阪では冬至
に「ん」の付くものを食べるので、ナンキン（カボチャ）。これは
「冬の七草」が冬至に適用された「運盛り」に由来して、ひな祭
りの菱餅やお月見のダンゴなどに相当する、お供えです。この
ように小道具や調度で生活や儀式の場を作るのが「室礼」（し
つらい）。「ん」＝「運」と語呂合わせして、さらに「ん」（運）が二

つ重なるということで、次のものが冬至の七種（ななくさ）と
されたのです。なんきん、れんこん、にんじん、かんてん、ぎん
なん、きんかん、うんどん（うどん）。漢字で書くと、南瓜（南
京）、蓮根、人参、寒天、銀杏、金柑、饂飩。すべて漢語であり
（「ん」が二つもあるような語は概して和語ではありません）、
野菜など食べ物は舶来品がもてはやされたことがうかがい
知れます。寒天は日本でできた食材です。また大根も本来「お
おね」という和語だったのですがダイコンと音読して、外来食
品のごとく粉飾しています。現代でも、さくらんぼをわざわざ
チェリーとしたり、ご飯を状況によって「ライス」と言ったり。外
来語の食材には食指が動く、という考えがなんとなく日本に
はあった（ある）のではないでしょうか。ともかく、冬至には「と
の字」の付く、とうなす（カボチャ）に豆腐、という江戸の単純
な語呂合わせよりは奥があります。
　恵方巻には、恵方「ロール（巻）ケーキ」などの便乗商品が
あります。あんなものを切らずに丸ごと恵方を向いて黙々と
一本たいらげたら、コレステ「ロール」による動脈硬化と高血
糖で、正月の餅による窒息死以上の犠牲者を出すことになり
ます。節分の巻（まき）物なら、すでに定番のものがあるじゃな
いですか。豆まき。

大沢ぴかぴ

花 

樣 

語 

言

言
葉
の
世
界

漫
遊
記 Vol. 134＜めでたい話＞

20 Pocket Page Weekly 02 February 2018 No. 629
B

香港スクール



香港

　デジタル機器でのコミュニケーションに慣れた私達現代人だが、昔ながらの手
書き、特に筆記体の良さを見直し、習慣づけることの利点はたしかにあるという。今
回はポイントを4つご紹介しよう。

1.手書きは頭脳を賢くする
　いくつかの研究結果によれば、手で書く
ことは学習に良い影響をもたらすという。例
えばインディアナ大学の研究では、スキャン
により脳の神経活動性がほぼ同程度と判明
した4～5歳の子供達を2つのグループに分
け、グループ1には表示された文字を視覚
的に認識するよう指示し、グループ２には見た文字を書くよう指示した。研究者達
がその時の脳の状態を再度スキャンしたところ、グループ1の子供は神経活動に変
化が現れなかったのに対し、グループ2の子供達は、脳の読解を司るネットワーク
にまるで大人のような活動反応があった。同様の実験を成人に行ったところ、やは
り似たような結果が得られたという。
　研究者達は、二次元の図形（例えば手紙のような）を手作業で書くことに、学習の
理解に役立つ何かがあると推測している。

　また別の研究結果によれば、、特に筆記体にはブロッ
ク体では得られない、読書やスペルクイズを解くような認
知的利点があることが示されている。

2.ペンと紙で書くことの便利さ
　スマートフォンのメモ機能も確かに便利だが、メモ帳
とペンのシンプルな使いやすさはそれに引けを取らな
い。
　スマートフォンでメモをとる際はパスコードを入力し
てメモ帳アプリを起動させ、小さなキーを使って入力す

る必要があり、お節介な自動修正機能に苦しめられることすらある。手書きなら、た
だメモ帳とペンを用意すれば済む。

3.手書きで書くことで、メッセージはより個人的なものになる
　筆記体にも模範となる筆跡は存在するが、実際あなたが書いた文字は、唯一無
二の個性と特徴を備えたものになる。よって誰かに手書きで手紙を書けば、受け
取った相手は文字を通してあなたを感じることができる。それはメールやテキスト
メッセージには無いものだ。
　さらに手書きは、コンピューターのテキストでは伝えられない感情を伝えること
ができる。例えば怒っている時、人は強めの筆圧で、速く書くことが多い。そうすると
文字は暗い雰囲気でゴチャゴチャとした見た目
になり、挑戦的な雰囲気になる。また、”愛してい
ます”というような感情的なフレーズは、コン
ピューターでタイプするよりも手書きのほうが圧
倒的に言葉に真実味が出て、気持ちを伝えるよ
う努力したことが相手は分かるはずだ。

4.字によって、あなたの考えの質を判断される
　前項にも関連することだが、例えばあなたが何かの
意見を書いて出したとして、人々は字の見た目は関係な
く、意見の詳細によってその良し悪しを判断をすると思
うかもしれないが、実はそれは間違いである。1クラス分
の被験者で実験を行った研究によれば、上手な字で書
いたものは50％～84％の同意を得られたというのだ。
　もしあなたが今、テーマに関して理解を深めること
無しに論文試験のスコアを上げる方法をお探しなら、
字の練習をし、より美しい筆記体を習得して試験に挑
むといいかもしれない。

デジタル社会だからこそ？
手描きや筆記体に立ち返るべきいくつかの理由
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【定義】
　低炭水化物ダイエットは、穀類、デンプン質の野菜や果実など
の炭水化物摂取を制限する一方、タンパク質や脂肪が多い食品
を摂る。様々な種類が存在し、食べられる炭水化物の種類と量
に制限がある。

【目的】
　一般的には体重を減らすために行うが、ある種の方法は2型
糖尿病やメタボリックシンドロームなどの健康上の利点もある
といわれる。例えば以下のような人にはお勧めできる。
1.特定の炭水化物を制限して減量したい
2.食生活を全体的に変えたい
3.低炭水化物ダイエットに特化した食品の種類と量を楽しみたい
　但し、糖尿病や心臓病などの持病がある場合は、始める前に
医師に確認を取ること。

【詳細】
　天然に存在する炭水化物の一般的な供給源には、穀類、果
物、野菜、牛乳、ナッツ、種子類、豆類等がある。一方人工的なも
のとしては食品製造業者が生産した白パンやパスタ、クッキー、
ケーキ、飴、加糖のソーダや飲み物等の加工食品がある。
　炭水化物には単純炭水化物と複合炭水化物がある。人間の
体は主なエネルギー源として炭水化物を使い、どちらも消化中

に糖分に分解されて
血流に吸収される。
これがいわゆる血糖
である。一般的に、天
然の複合炭水化物
はゆっくりと消化さ
れ、血糖にあまり影
響しない。

血糖値が上昇すると体内のインスリンが放
出される。インスリンはグルコースが体内の
細胞に入るのを助けてエネルギーとして使
用され、人間の全ての活動に使われる。余っ
たブドウ糖は通常、肝臓、筋肉や他の細胞に
貯蔵されるか、脂肪に変換される。
　このダイエットの狙いは、炭水化物の摂取減がインシュリンレ
ベルを低下させ、体が蓄積脂肪をエネルギーとして燃焼させる
ことにより体重の減少を目指すというものだ。

【食事】
　様々な種類のメ
ソッドが広まっている
が、大抵は肉や魚、
卵、非デンプン質の野
菜を含むタンパク質
を中心にした食事を
摂り、ほとんどの穀
類、マメ科植物、果物、パン、菓子、パスタおよびデンプン質の野
菜、場合によってはナッツおよび種子類も除外又は制限する。1
日の炭水化物摂取量はおよそ20～60g/80～240カロリー程度
にとどめる。

【減量】
　低炭水化物ダイエット、特に非常に低炭水化物ダイエットは、
低脂肪ダイエットよりも短期間で体重減少の効果があるとされ
ているが、ほとんどの研究では、1～2年間の低炭水化物ダイ
エットのメリットはあまり大きくないことが分かっている。カロ
リーや炭水化物のカットが、体重減少の絶対的要因なわけでは
なく、タンパク質と脂肪を多く摂ることで満腹感が持続し、食事
量が減って体重減に繋がっているという研究結果もある。

【健康上のメリット】
　食事制限により、メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧お
よび心臓血管疾患などの重篤な健康状態を予防または改善す
るのに寄与する可能性がある。また食べ物のチョイスにもよる
が低炭水化物ダイエットは、中程度に炭水化物を摂るダイエッ
トよりも高比重リポたんぱく質（HDLコレステロール）およびトリ
グリセリド値をわずかに上昇させる可能性がある。

【リスク】
　必要な栄養素を十分に摂れない可能性があることから、ダイ
エット初心者や思春期の人の減量法としては勧められない。ま
た、炭水化物を過度に(1日20g以下)に制限するとエネルギーの
ために十分な糖分（グルコース）が無くなり、蓄積された脂肪を
分解して体内にケトンが発生する。これをケトーシスといい、吐
き気、頭痛、精神的および肉体的疲労、口臭などの副作用が報
告されている。
　またこのダイエットに関する研究はどれも開始されておよそ1
年足らずなので、長期的な健康リスクの可能性は明らかになっ
ていない。動物由来の大量の脂肪やタンパク質を摂ることで、心
臓病や特定の癌のリスクが増加する可能性があると警鐘を鳴ら
す専門家もいる。
　脂肪分とタンパク質をバランス良く含んだ低炭水化物の食事
をしたいなら、健康的な不飽和脂肪とタンパク質を含む食品を
選ぶことが重要だ。肉、高脂肪乳製品、加工クラッカー、ペスト
リーなどの飽和脂肪酸、トランス脂肪を含むものは控えよう。

あなたは正しく理解してる？
低炭水化物ダイエット
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パーソル香港・ランチ会　（旧インテリジェンス）
インテリジェンス香港は、『PERSOL パー
ソル』に商標を変更いたしました。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２回日程:2月21日(水）12:00
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@persolhk.com
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香港三田会  新年会兼総会

来港したばかりの方や、日本で参加した
ことがない方も、香港で知り合いを増や
すチャンスです。香港三田会の新年会兼
総会を3月2日（金）に開催します。みなさ
まお誘い合わせのうえ是非ご参加くだ
さい。申込締切は2月9日（金）です。
●日時：3月2日（金）午後7時～
※午後6時30分受付開始
●場所：Novotel Century Hong Kong 
※会場はB1/Fのファンクションルーム  
238 Jaffe Road, Wan Chai, Hong Kong  
●会費：HKD550（現役学生HKD200）
●年会費：HKD150（現役学生免除）会費
と年会費の合計HKD700は当日会場にて
申し受けます。ご不明な点、ご質問等ござ
いましたら、お気軽にご連絡ください。
連絡先 事務局 山本
メール:hk.mitakai@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
富山県人会メンバー募集！

定期的に交流会があります。富山県生
まれ、富山県に住んだことがある、富山
県に親戚がいる、今度富山に行こうと
思っている等、富山に関係ある方はど
なたでもウェルカムです。お気軽にお
申し付けください。
連絡先：松原
メール：toyama.yoshimoto@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Let's Play Monopoly Together
不朽の名作ボードゲーム、モノポリー
をやりましょう！ 香港の知られざる魅力
的なカフェ＆レストランを開拓しなが
ら、親睦を深めていきます。モノポリー
に興味があれば老若男女＆国籍不問
です。ご連絡をお待ちしています！
メール：
satoshi.hopes.for.world.peace@gmail.com
 WhatsApp: 5134-1714 (田中)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
香港和僑会は、海外で組織のリーダーを
目指す人達の交流を促進し、成功を応援
するNPO法人です。毎月開催の定例会、
業種別の分科会、起業＆経営相談会、商
談会や展示会のアレンジ、貸会議室な
ど、様々なサービスを提供しております。
経営者や起業家に限らず、駐在員や学

生、主婦の方も、お気軽にご参ください！
香港和僑会HP↓
https://www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

VoiVoiRakkaus 美容室受付募集！
VOI VOI RAKKAUS HAIR SALON銅鑼湾
店では、レセプショニストを募集してい
ます。空いたお時間に美容室で働いてみ
ませんか？日本語、英語、中国語できれ
ば尚可。経理経験も活かせます。応募は
info@rakkaus.bizか、91235621までメッ
セージで。あなたの髪の施術も超特別料
金になりますよ！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
香港日本人倶楽部事務局スタッフ募集。
日本語／英語ビジネスレベル、中国語で
きれば尚可。勤務時間など応相談。
メール：office@jpclub.com.hk
電話2577-3669（杉村）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
看護師、臨床検査技師募集

セントラルのクリニックにて通訳ができ
る医療スタッフ(パート)を募集していま
す。臨床検査技師は採血業務ができる
方を希望。私達と一緒に海外で活躍す
る邦人の皆さんの健康をサポートしま
せんか？詳細に関しましては、メール
または電話でメディポートの堀までご
連絡ください。
メディポート電話：25771568　　 
メール：hori@mediport.com.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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

日本人入居者募集！
銅鑼湾のElizabeth House
超便利な立地のマンションです。
春には大規模修繕工事も完了！
2LDK 実用面積 540sqf
家賃 HKD19,500（管・税込み）
ウォシュレット設置済み、家具・家電応
談。弊社管理物件の為、入居中のトラ
ブルも迅速対応！不動産仲介料も不
要です！
お問合せは三宝不動産まで。
電話：2566-0155
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

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
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