
2003年1月、人生2度目の初海外先の香港へ移住
　当時、日本で取引をしていた大手企業が中国に複数拠点を持っていまし
て、中国でビジネスをする取引が増えている時期でした。その当時、日本で
事務職として関連会社を2社マネージし始めておりました。夫婦の取り決め
で子どもが小学生にあがるまでの6年間は専業主婦をしていました。私は
茶道教授の免許を持っていまして、私の名前は茶道教授名から来ていま
す（本名ではありません）。2002年4月から元々、自宅で茶道教室を開講す
るために色々と道具を揃えていたのですが、香港法人を設立する為行き
来し、5月に則武好雅堂香港有限公司を設立しました。元々は香港担当者が
いたのですが、同年10月に業務ができなくなり、社内人事でも候補者が見
つからず、当初から（私は）株主だったので、任されることになりました。当
時は息子が小学一年生でしたが、息子と一緒に香港へ来ることになったん
です。当時、中継ぎの予定で香港へ来たのですが。2003年7月に則武好雅
堂貿易（深圳）有限公司を設立して社員を雇わなければならない程忙しくし
ていました。でも次第に仕事が解れば解るほど楽しくなり、これからも香港
と中国で仕事を続けてもいいかなと思い、今日に至っています。日本国内で
は関連会社の仕事に携わっていましたので、実は会社本体の業務を見るの
は初めてなので、その点では海外で働けるという意味でも新鮮でした。海
外生活は初めてではなく、20代の頃にスイスとオーストリアで仕事をしてい
ましたので、香港が分からないことと中国語が分からないということに対し
ての不安はありましたが、海外生活に対する不安はありませんでした。

香港から深圳へ苦労した通勤秘話
　現地法人設立当時は、1号線もありま
せんでしたので、深圳へは羅湖（ロー
フー）からタクシーで行く手段しかありま
せんでした。タクシー運転手が違うルート
を走ろうとしたら、ルートが間違っている
言わなければならなかったので、羅湖か
ら事務所へ行くまでのルートはいやでも覚えましたね。当時は暗い路地に
入ったら襲われると日本人駐在員の間では噂になるぐらい、当時の深圳は
物騒でしたから。

子育てする時間もなかった多忙な時期
　当時、平日は朝早くから深圳へ向かい、自宅へは夜遅く帰宅する日々が多
く、本当に色々な面で大変な思いをして、又息子にもさせてきました。知り合
いがいなかったので、ハイキング部に参加して毎週末は息子も一緒に山へ
登りました。大人と一緒に小学生が歩くのですから、運動不足になりがちな
香港で体力がついたのではないかと思います。お陰様で、中学からラグビー
に夢中になり、高校時代にはニュージーランドでスキーインストラクターの
国政免許を取りました。英国の大学に通いながら、会社のホームページなど
の英文が必要とされる部分は全て息子に頼っています。何でも引き受けてく
れる頼もしい存在になっています。これからが楽しみです。

検品ミスが私たちの教訓に
　私たちのお客様は100％日系企業です。高品質を求めているお客様へ
サービスを提供していますので、社内スタッフとは品質で妥協しないよう、意
見をぶつけ合うことも本当に沢山ありますね。中国人は色々な面において、
良い方にも悪い方にも機転が利きますので、品質管理は徹底するようにして
います。以前、日本へ納品する手帳を製作した際、マス目やページ数も入念
に打ち合わせを行い、検品も行ったのですが、実際納品後に「ページ数が多
い」と納品先よりクレームが入りました。原因を追究していくと、印刷業者から

「紙が余ったので、サービスで
つけておきました」という回答
だったんです（笑）。日本人の営
業スタッフが検品作業を行って
いたのですが、全数検品をして
いなかったんですね。日本では
考えられないケースですよね。
これを苦い教訓として、私たち
としては現場担当者とできる限
り価値観を近づけて、品質を高
めていくことが大切だと改めて
実感させられました。日本では
起こりえないことが海外（中国）
では普通に起きるので、中国事
情を理解している日系企業と
お付き合いさせていただいて
います。その背景には現場担当
者の意見を汲み取って、結束力
を高める目的もありましたが、
結果的には作業効率に繋がり
ました。私共にとっての試練
だったと思います。

社員は家族、営業スタッフ募集中
　この15年間に沢山の人に出会い、色々な仕事をさせて頂きました。弊社
は印刷機にセットする印版を作るのがメインの会社ですが、こちらでは、デ
ザインから版下業務、印版作成、印刷物までお客様の要望に応じて対応し
ています。当初の2005年頃には、バックやアクセサリーも作成して、毎日広
州を飛び回っていました。2006年頃には、億単位のDDCP（Direct Digital 
Color Proofダイレクト・デジタル・カラー・プルーフの略でデジタルデータ
をプリンタに直接出力する機械）の導入を検討したり、頑固な中国人相手
に金額が折り合わず決裂したり、ほぼ毎日の様に会っていた中国人サプラ
イヤーと、まるで家族みたいにお互いのことを心配しあったりと大変な中に
も安らぎもありました。社内では、各人の誕生月にプレゼントを渡したり、年
に数回の食事会や誕生日会と称して大きなケーキをみんなで分けて食べ
たりします。やはり仕事だけではなく、人間同士のふれあいも大切だからで
す。これで社内の雰囲気も流れも良くしてくれるのですよね。ほぼ20代の社
員ばかりの中にいると全員が娘や息子に思えてくるんです。今では、方向性
を話すだけで、業務を進めてくれるようになっています。一緒に仕事をする
ことは一緒に生きることですよね。
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働く女性って、
       ス・テ・キ！

則武 恵雪さん（香港在住16年目）
則武好雅堂香港有限公司・
則武好雅堂貿易（深圳）有限公司
総経理
1932年創業の（株）則武好雅堂で関連会社2
社の経営に携わり、香港オフィスを立ち上
げ、2003年1月に香港へ赴任、現在日本国内
の同業他社からの更なる受注業務に対応で
きるよう、深圳に次ぐ第２のオペレーション
センターをベトナムに設立手続き中。同時に
各拠点の営業スタッフも募集中。今年夏、英
国の大学を卒業する息子の卒業式が多分最
後の英国訪問となる、と目を細める。息子の
話になると話が尽きない一児の母親。週末
はハイキングやゴルフで汗を流している。

AM　～午前～ LUNCH　～ランチ～ ＰM　～午後～ NIGHT　～夜～ PRIVATE　～プライベート～

9時半に出社したら、事務作業。
香港オフィスが統括エリアにな
るので、香港から深圳オフィス
へ指示を出したり、取引先と交
渉する際の資料を用意したりし
ています。平日週1回は深圳へ
行って社内ミーティングを行い
ます。

忙しい合間を縫って、オフィス
近くのお気に入りレストランへ！
\ランチやディナー、コースメ
ニューまで取り扱っている多国
籍料理店「C + Bar & Cuisine」。
則武さんのオススメはなんと
いっても、仕事帰りに飲む
シャンパン！

ランチを済ませたらオフィスか
らバスで移動して銀行へ。

仕事後は香
港和僑会主
催のセミナー
に出席。今回
のセミナーの
テーマ は、
「経営者、リーダーのための
アンガーマネジメント」～『上手
なしかり方』しかり方が組織を
変える！ 

週末のAmah 
Rock（望夫石）
へのハイキン
グで、頂上に到
達した記念に
撮影！香港内の
Trai lを数多く歩く。昨年のラ
ウンド数42回のゴルフ好き、80
台を目指している。ランニング
でダイエット中。

リッツカール
トンで、大好き
なシャンペン
ブランチ！

C + Bar & Cuisine
住所：No. 25, G/F., 
  　　Sung Kit St., Hung Hom
時間：11:00～23:00
電話：(852)2330-6160
フェイスブック：C+BAR & CUISINE

則武さんの1日スケジュールに同行、密着取材！



香港へ来た経緯について
　日本では保険業界で13年間働いていましたが、日本にいることが
窮屈に感じるようになった頃があり、たまたま誘いがあって友人の住
むシドニーへ気晴らしに出掛けました。行ってみたところ、シドニーの
気候が気に入ったため、現地の会計専門学校に入学し、2年間在学し
ながら週に3～4日、日本食レストランで会計の仕事を経験しました。
専門学校修了後、英語力が活かせるということでシンガポールの人
材会社からお声がけをいただき、シンガポールにて米国系のIT企業
で働きましたが、現地の気候が自分には合いませんでした。その後、
香港にある保険会社よりオファーをいただき、前職（保険職）の経験
を活かせると思い、2010年に香港へ移ってきました。

なぜ日本ではなく海外で働こうと思ったのか
　小さい頃から英国の文化が好きで、将来は英国に住めればと考
えていましたが、だんだんと日本での仕事が面白くなったこともあ
り、結局、留学する機会はありませんでした。日本から海外へ飛び出
した当時は、英語が使える環境に身を置きたかったということもあ
り、シドニーに2年間滞在し、それからシンガポールへ移りましたが、
日本へ帰国する選択肢はありませんでした。海外で転職活動を続け
ていた所、色々な事情が重なり、香港で働く機会をいただきました。

地方の出身ということもあり、日本に戻ると何かと窮屈に感じること
がありますが、香港は自分の緩い気質に合っています。そして、香港
は日本人にとって海外にいるという感覚をあまり持たずに暮らせる
国だと思っています。

仕事に対する意識
　現在は、売掛金に対するリスクをカバーする損害保険商品（取引
信用保険）を販売するフランスの損害保険会社で法人営業を担当し
ています。日系企業のお客様を担当するため、日本式の営業レベル
を失わないように気を付けています。また、外国企業ということもあ
り、マネージメントレベルには西洋人が多いです。彼らとのコミュニ
ケーションには気を遣うことがありますが、今年はもっと積極的に発
言していきたいと思っています。また今後はさらに会計の専門知識
を高めることにも挑戦していきたいです。

プライベートについて
　生後3か月から飼い始めて、現在3歳になる猫がいます。家に帰ると
いつも仕事の疲れを癒してくれる大切な存在です。それから、体力維
持のために、週に2～3回程度、家の近所を走ったり、香港人の同僚と
一緒に週2 回、エクササイズグループに参加したりしています。

香港へ来た経緯について
　昔から海外で勉強して大学を出たいという気持ちがありましたの
で、アメリカの大学を卒業後、日本帰国後は非常勤講師として短大で
英語を教えていました。英語を教えることがとても楽しくて、初めて
「仕事って面白いな」と感じるようになりました。生徒たちはとても可
愛くて、教えがいもあったのですが、私の中ではもっと広い世界を見
てみたいと感じるようになりました。その後、リクルーティング会社へ
転職してキャリアコンサルタントとして働いた後、すぐに結婚すること
になりました。前夫は東京で働いていたのですが、リーマンショック
の影響を受けて、香港オフィスへ転勤になり、帯同する形で香港へ
移ってきました。その後、私は香港の金融業界で働く機会をいただい
て、現在は外資系資産運用会社に特化したメディアエージェンシ―に
て日本マーケットのメディアストラテジーを担当しています。

日本と香港の仕事環境について
　香港は結果重視の世界ですので、仕事においては日本よりもシビ
アだと思います。ただし、日本よりも自由度は高いので、日本のよう
に決まった時間に仕事をするという概念はありません。平日でも好
きな時間にヨガや買い物に行ったりしています。また香港ではフ
ランクに話せるビジネスリレーションシップも私には合っているの

かなと思います。香港では自分から積極的に発信していかないと相
手に声は届きません。与えられる課題も1つ1つが難しいので、メン
タルブロックに向き合うシーンも多くなりました。怖さと向き合うこ
とは（自己成長という点において）大事な要素なので、自分でマイン
ドコントロールをするようにしています。現在の会社で働き始めて、
価値観はとても変わったと思います。

プライベートについて
　平日はヨガやフィットネス、週末はハイキングに行くようにしてい
ます。カラダを動かすことで感覚が研ぎ澄まされて、色々なアイディ
アも浮かび、仕事の効率化にもつながります。楽天主義なので、家に
帰ったらリセットして、ストレスは考えないようにアロマセラピーや
料理などを通じたマインドフルネスを取り入れています。私は自炊
派なので、1日3食を自分で作るように心がけて健康にも気をつけて
いますが、休日は友人と会って死ぬほど笑ったり、ハイキングやビー
チに出掛けたりしています。仕事が忙しい時は、自分へのご褒美に
雰囲気のいいバーで美味しいカクテルを飲む時間も大切にしてい
ます。仕事柄、英語を使う機会が多いので、ビジネス書を読んで常に
英語のアップデートをしています。成功秘話関連の書籍も愛読して
います。
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自分の肌に合っている香港が一番好き

色 な々人との出会いがある香港が私には合っています

中村 さやかさん（香港在住8年目）
coface日系法人営業マネージャー
日本国内の保険業界で13年間勤務した後、
シドニーの専門学校に通学しながら日本食
レストランで会計職を2年経験。その後、
シンガポールへ移って米国系のIT企業に勤
務。2010年、香港へ移ってフランスの損害保
険会社に入社。現職は日系企業へ損害保険
商品を販売する法人営業マネージャー。
香港香川県人会の事務局長も務めており、
メンバーも随時募集中。県人会メンバーに
興味のある香川県出身又は香川県にゆかり
のある方はshikoku.hongkong@gmail.com
の中村まで。

父親の影響で広東省に親近感。大学卒業後、日本を飛び出した！
　以前、父が広東省の東莞で働いていた事から、中国での生活や仕
事のことについて話を聞くことが、とても多くありました。そのうち、実
際に自分の目で見てみたい気持ちが強くなり、日本で大学を卒業後
に、思い切って広州へ留学しました。留学中には、新しい出会いや、現
地で働く人との交流もあり、様々な考え方に触れながら、此方で働き
たいと思い、就職活動を始めました。華南地域であれば、どこでも行く
つもりで活動をしていたら、たまたま深圳から声がかかりました。面
接を受けさせてもらえるなら是非！　という気持ちで、初めてこの地に
足を踏み入れ、深圳にて初めてのお仕事が決まりました。

外国人にとって優しい地域の深圳
　歴史があって観光地も多い広州と、新しく綺麗な急発展都市である
深圳は、雰囲気が全く異なるため、来た当初は広州がとても恋しかっ
たです。ですが、徐々に知り合いも増え、生活に慣れてくると、深圳はと
ても便利ですし、外国人含め、外から来た人を受けいれる空気感のあ
るとても住みやすい町だと実感しました。タクシーの運転手さんなど
は、気さくな人も多く、よく話しかけられます(笑)地下鉄やバスでも、ご
老人や子供には、当然のようにみんな席を譲りますし、そのような文
化が根付いているんだと思います。この間は、風邪の時にマスクをし
てコンビニに入ったら、レジのおばさまに、風邪なの？ とにかく白湯を
沢山飲みなさいね～！ と会計をしながら、世話を焼かれました（笑）

人材紹介のやりがいのある仕事
　深圳拠点からは、主に深圳市内、市外、東莞、恵州の日系企業のお
客様にご訪問させていただいてます。深圳市内では、既に地下鉄はほ
ぼ通っているので、地下鉄で移動することが多いですね。元々は、営業
として人材ニーズのヒアリングから案件を拾うなど、既存顧客のフォ
ローと新規開拓がメインでしたが、現在は、人材情報のチェック、企業
と人材のマッチングの面接やセッティング、人材さんの日本語チェック
等を行っております。このお仕事をしていると、本当に多くの方々の人
生や考え方に関わることができることができるので、いつも新鮮な気
持ちです。同時に一人ひとりの人生のお手伝いをさせていただいてい
る責任もありますので、とてもやりがいのある仕事だと思っています。

深圳という町をもっと知ってもらいたい！
　深圳に住んでいると、本当に勢いがある町ですね。若者も多いで
すし、活気が違います。新しいシステムやサービス、物に対しての、
順応性はとても高く、便利なら、とりあえず使ってみよう！　というポジ
ティブな考え方ですね。勿論、物により、デメリット要素もあるときも
ありますが、まずは試してみると言う前向きな思考から、試行錯誤を
繰り返し、深圳は発展してきたんだと思いました。今、注目されてい
るIoT含め、今後も深圳から世界に発信するアイディアが次々に形に
なると思うとわくわくしますね！　日本では、まだまだ中国の深センと
いう名前は、知名度は低いと思います。深圳という町を通して、中国
のことを知ってもらいたいという気持ちも大きいです。今後も自分
のできるやり方で、伝えていきたいと思っています。

発展し続ける深圳で、やりがいのある仕事を！

竹下 奈緒子さん（香港在住9年目）
Fundamental Media
アカウントマネージャー
金融会社から金融メディア「ダウ・ジョーン
ズ」へ2013年に転職。その後、外資系資産
運用会社専門のメディアエージェンシー
「Fundamental Media」へ2016年に転職し
て現職はアカウントマネージャー。日本国
内に新しいメディアの風を吹かせるため、
メディアとお客様がワクワクするアイディア
を日々考えている。自炊が大好きで、愛情込
めて作る紀州梅おにぎりは欠かせないアイ
テム。

神田クララさん（深圳在住5年目）
インテリジェンス深圳
コンサルタント
長崎生まれ、横浜育ち。東京で大学を卒業
後、広州へ留学。大学付属の語学学校にて
約1年間中国語を学んだ後、深圳の日系会
社に勤務。その後、営業としてインテリ
ジェンス深圳に入社。現在は、主に人材紹介
コンサルを担当。深圳日本商工会の新年会
では、2年連続で司会と日本舞踊を披露。
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働く女性って、
       ス・テ・キ！
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　香港で盛り上がりを見せている
武道のようなダンス「カポエイラ」。
カポエイラは約500年前に捕虜に
反抗するための手段としてブラジ
ルの奴隷制から生み出され、2008
年にはブラジルの無形文化遺産に
認定された。カポエイラは5つの主
要な要素で構成されており、攻撃
や防衛の武道の要素、動きや驚くべきアクロバットのようなダンスとミックスし
て、カポエイラの音楽スタイルのリズムに合わせて演奏される、物理的なゲー
ムを創り出す。カポエイラグループ「GCBHK」は香港にも支部があるので、カポ
エイラに興味のある方は、ウェブサイトとフェイスブックを要チェック！

ブラジルはサンバだけじゃない！

ブラジル発祥の伝統芸能

GCBHK Capoeira Hong Kong
住所：Rm. A, 7/F., Capri Bldg., 130 Austin Rd., TST
電話：(852)9197-4429、(852)9366-5897　メール：info@capoeira.hk 
ウェブ：www.capoeira.hk 　　　　　　　フェイスブック：Grupo Capoeira Brasil Hong Kong

カポエイラ

　1947年に日本で創始された少林寺拳
法を香港でも楽しむことができる。「香港
少林寺拳法同好会」では10代から50代
まで国籍や性別も年齢も経験も関係な
く、自分のペースに合わせて練習するこ
とができる。未経験者やブランクのある
方でも気軽に楽しめる。少林寺拳法を通
じて心身ともに健康になりましょう！

少林寺拳法で心身ともに健康になろう！

日本で創始された武道

香港少林寺拳法同好会
電話：(852)6417-7747（小林まで）　　メール：shaolinsi_quanfa@yahoo.co.jp

少林寺拳法

　サルサとバチャータは世界で最も急速
に成長しているダンス・フォーム。香港で
はサルサとバチャータを学ぶ、多くの人々
に愛されているダンス。「Dance　With 
Style」のスタジオでは、国際的なインスト
ラクターのDeejay Javed氏が初心者から
上級者まで、毎週水土に英語で楽しく
クールなダンスを教えてくれる。年齢層も大人からカップル、シングル、子ども
やティーンまで幅広く生徒を受け入れています。また「Dance With Style」では
毎週月曜は中環（セントラル）、毎週金土は上環（シェンワン）でサルサパー
ティーを開催している。世界中の人々と知り合える機会でもあるので、是非、
Let’s DANCE！

ダンスで男性をリードしちゃう？

LAスタイルサルサ

Dance With Style
住所：Dance With Style Studio, Tak Cheung Bldg., Floor 7A, 22-24 Wing Lok St., Sheung Wan 
電話：(852)6389-6213　　　　　　　　　メール：dance@dancewithstylehk.com
ウェブ：http://dancewithstylehk.com　　　フェイスブック：Dance With Style

ダンス・ウィズ・スタイル

　当スクールではエキゾチックなダンス
を学び、中東や地中海、北アフリカの文
化を探求することができます。モダンな
ベリーダンスとその音楽は、ヨーロッパ
やラテン、ハリウッドなどの影響を受けて
います。子供向けクラスではエジプトの
カルチャーダンスとヴィレッジダンス、大
人向けクラスではベリーダンスを学ぶことができます。レベル別に応じて8～
10名の少人数制クラスを提供しています。またフラメンコやハワイアンタヒチ
アン、サンバフュージョン、ジプシーフュージョン、ニューエイジ、ヨガダンスのク
ラスもあります。

魅惑のダンスで楽しくシェイプアップ！

中東発祥のダンス

OASIS DANCE CENTRE
住所：4/F., Anton Bldg., 1 Anton St., Wan Chai(Wan Chai School)
           Flat 1405, 14/F., Sincere House, 83 Argyle St., Mong Kok(Mong Kok School)
電話：(852)2522-6698　　　　　　　　　メール：oasisdancecentrehk@gmail.com
ウェブ：www.oasis-dance-centre.com　　フェイスブック：Oasis Dance Centre

ベリーダンス
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　香港のオフィスは寒いので、冷えに悩む女性の方が
多いです。身体の冷えからくる様々な体調不良の原因
の一つは、血流が滞って血行不良になってしまってい
るからです。血流を良くするために一番簡単な方法と
しては朝起きたら40℃前後の白湯を一杯飲むことで
す。朝、起きた状態のカラダは体温が下がっているの
で、体温を上げるのにとても効果的です。また出張が
多い女性の方には毎朝、お粥を食べている方もいま
す。お粥を食べることは胃を休める1つの養生法です。
当サロンでは血行を良くするための「よもぎ蒸し」と
「子宮ケア」のサービスを提供しています。働いている女性から不妊治療に悩ん
でいる女性まで、血流を良くすることで体調不良を改善することができます。

自分のライフスタイルに合わせて自然治癒力を高める

韓国伝統よもぎ蒸し

Aurore Yomogi Salon
住所：Flat E, 11/F., Po Wing Bldg., 114 Percival St., CWB
電話：(852)2762-0884　　　　　　　　　　メール：aurore.yomogi@gmail.com
ウェブ：https://aurore.amebaownd.com　　フェイスブック：Aurore yomogi salon

よもぎサロン

　「benessence」では心身の健康を取り戻すために様々
なトリートメントやヨガクラスなどのサービスを提供して
いる。多くの情報に囲まれ、時間に追われる生活を過ご
していると、表面ばかりに気をとられ、自分の核が分から
なくなってしまう…そんな中で、闇雲に何かを求めるより
も、まずは、今の自分に必要なものを知ることが大切。
大々的なことはしなくても「深呼吸をしてみる」「空を見上

げてみる」などでもよいので、日
常生活の中で自分をリセットする時間を取り入れてい
くのもおススメ。1人1人の状況や状態は異なるので、自
分自身に合った方法を見つけて、バランスのとれた毎
日を送りましょう。

「戻れる軸を持つこと」「自分の中心を感じること」が大切

香港自然療法サロン＆スクール

benessence
住所：9D, Vienna Mansion, No. 55 Paterson St., CWB
電話：(852)2577-0533　メール：aroma@benessence.com　ウェブ：http://benessence.com
フェイスブック：Benessence holistic natural therapy & Yoga Shanti Hong Kong

ベネッセンス
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　香港で働く日本人女性も香港人同様、ス
トレスや食の欧米化などから胃炎を多発し
がちです。ライフスタイルの変化、また鎮痛
剤なども胃の保護粘膜を痛める原因になり
ます。ストレスによる過敏性胃腸炎も見受け
られます。ピロリ菌の感染は胃潰瘍や癌を
含む重篤な胃炎関連疾患の高リスク因子で
す。また、痔も日本人に多くみられる疾患で
す。出血をきっかけに受診されますが、本当
に痔による出血なのか、腸の疾患によるものかを見極めます。わずかですが、

大腸がんの可能性もあります。痔はいくつかある治療
法から、患者様と相談の上、患者様に最適な治療方法
を選択します。また、ご家族に大腸がんに罹患した方
がいる場合は、40歳から大腸がん検査を受けること
をおすすめします。

実は日本人に多い「痔」医師に相談を

胃腸科肛門科

　香港で働く日本人女性から相談を受ける
「メンタル疾患」で多いのは、ストレスが要因
による睡眠と不安の症状です。睡眠不足が悪
化し、鬱や不安障害になる方もいます。その
ようなメンタル疾患になるのは、心配性の方
が多いようです。あれこれ気になって眠れな
くなってしまう。または、仕事や結婚などで香
港へ来て、日本と香港との生活文化の違いに
ストレスがある方です。特に香港で働く女性
は、日々の多忙な仕事と日本との環境変化に
よりストレスを感じるでしょう。メンタル疾患
の方に必要なことは、①定期的なカウンセリングを受ける、②一人で抱え込ま
ずパートナーや家族に相談する、③お酒に頼らない、④単身者はコミュニティ
やサークルに参加してみる、⑤自然のある場所へ行きリフレッシュする、などが
大切です。

今。働く女性に必要な「心」のケア

メンタルカウンセリング

　ここ10年で乳がんも増加傾向です。食生活
の欧米化や喫煙、飲酒、ストレス、遺伝性、ま
た働く女性の出産の高齢化等、ライフスタイ
ルの変化による要因が考えられます。日常の
セルフチェックは非常に大切です。もし、胸に
なにか気になるものを見つけたら、他の身
体の部位とは異なり「様子をみる」は禁物で
す。腫瘍の90％は良性ですが、診察を受けな
ければ、その判断は出来ません。乳がんは早
期発見と治癒が可能ながんです。健康な方も
40歳になったら定期検診を受診することを
おすすめします。家族に罹患された方がいる場合は、それよりも早い段階で定
期健診をスタートしましょう。誰にとっても、ライフスタイルを見直し、毎日を明
るく過ごすことは乳がんに関わらず、がん予防には大切なことです。

ライフスタイルの改善がリスクを減らすキー

女性疾患の悩み

　香港で子どもがかかりやすい病気はウィルス
感染による風邪が多いです。風邪を防ぐために
大切なことは手洗いをすることです。手洗いを
することでウィルスが体内に侵入することを防
ぐことができます。またウィルスが体内に侵入し
た場合でもウィルスに負けない身体を作ること
が大事です。そのためには当たり前のことです
が、バランス良く食事を摂ること、こまめに水分
を摂ること、十分に睡眠を摂ることが大事です。
また飛沫感染を防ぐために家族で風邪にか
かっている方はマスクを着用してほしいです。出
勤前に子どもさんと来られるお母さんもいますし、19時まで来院も可能です。
当院ではLINEで日本語対応していますので、気軽にご相談ください。

「手洗いは最低でも20秒」で簡単に風邪予防

小児科

DYM ヘルスケア
住所： Rm. 1302, 13/F., Kornhill Plaza, Office Tower, 1 Kornhill Rd., Quarry Bay
電話：(852)2651-2121   ＊日本人通訳常駐
メール：info@dymhongkong.com　LINE：dymhongkong

　祖国日本を離れて、中長期的に異国の地に住
み、生計を立てている日本人を「和僑」と呼びます。
「香港和僑会」には現在、93名のメンバーがいて、
そのうち3割は女性です。ビジネス支援を目的とし
た「やまとなでしこ会（y.n.club）」や子育て支援を目
的とした「教育分科会」女性支援の分科会がありま
す。それぞれ年4回程度活動していますが、その他
定例会等でも女性が活躍しているシーンが多いで
す。「和僑キャピタル」を通じて経営支援を受けて、
教室やスタジオを開校した女性経営者もいますの
で、香港の地でビジネスをしていきたいという女性
は、気軽に香港和僑会へ問い合わせてください。

香港在住の日本人女性を「和」の力で支援

女性を支援する「やまとなでしこ会」

香港和僑会
住所：Unit 329 & 330, 3/F., Hankow Centre, 5-15 Hankow Rd., TST　電話：(852)2730-1055
メール：news@wa-kyo.org　ウェブ：www.wa-kyo.org　フェイスブック：香港和僑会

香港和僑会

　香港には、ライフイベント（結婚/出産/育児/親の介護
等）を乗り越えて、キャリアを継続的に積んでいる優秀な
女性が沢山います。
　そのような女性社員をいかに引きつけ、末永く活躍し
ていただくかが、企業にとって重要な課題であると言え
ます。成功事例の全てに共通して言えることは、女性社員
の立場に立って考えられた、ライフイベントと共存した
工夫された施策であること。
　例えば、フレックス制度・時短労働の導入、搾乳室・専用冷蔵庫の設置、VPN・
インターネット等を使用した在宅勤務等、或いはこれらの組合せによって、女性
社員が無理なく働ける環境を実現し、優秀人材の引き留めを図られています。
　具体的な制度の策定と導入については、是非弊社にご相談ください。

働き方改革～女性社員編

人事労務管理のプロフェッショナル

Pasona Asia Co., Limited
住所：17/F., Ashley Nine, 9-11 Ashley Rd., TST
電話：(852)2882-3484　メール：jpnhk@pasona.com.hk　ウェブ：www.pasona.com.hk

パソナアジア

ドクターラウ
ドクターアビー
電話：(852)6704-6300 (日本語医療相談)

香港ファミリークリニック
電話：(852)6737-6200 (日本語医療相談)



香港＆広東

募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

日系電子部品製造企業がセールスエグゼク
ティブを募集。自動車部品メーカーに対する
ディスプレイ製品の品質管理・開発営業。日本
工場との連絡、中国工場および香港顧客フォ
ローアップ。北京語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/九龍 20K～25K営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

日系電子部品製造業がセールスエグゼクティブ
を募集。日系顧客のフォローアップ、中国工場
との調整業務、受発注・納品・各種対応、トラブ
ルシューティング。電子業界で営業経験のある
方。北京語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/九龍 20K～25K営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

資産管理サービス会社がカスタマーサポート
を募集。お客様及び代理店からのお問い合わせ
対応。セールスマネージャー及びセミナー開催
時のアシスト。日本語を母国語とし英語もしく
は北京語がビジネスレベルの方。

RGF 香港香港/九龍 18K～22K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

日系保険会社がアカウントマネージャーを
募集。日系企業を中心にした既存顧客のフォ
ローアップ業務。日系保険ブローカーの窓口
担当。3年以上の金融業界での経験もしくはBtoB
営業経験をお持ちの方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 25K～32K営業・販売系/金融・保険

日系保険ブローカーが資産運用コンサルタント
を募集。香港在住日本人への資産形成コンサル
ティング及び提案、金融商品選びのサポート
など。個人向け営業、資産運用コンサルティング
経験のある方。保険ライセンス保持者優遇。

RGF 香港香港/香港島 20K～25K営業・販売系/金融・保険

欧米系の国際金融情報提供サービスを行う
企業がリレーションシップマネージャーを募集。
契約更新を含む既存顧客のフォローアップと
管理。マーケティング部と編集部と連携し、顧客
向けの市場分析ドキュメントの作成など。

RGF 香港香港/香港島 30K～35K営業・販売系/金融・保険

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

20K～23K

日系大手物流会社の空輸事業部がセールス
コーディネーター（内勤）を募集。営業担当者の
サポート業務、見積書作成補助、スケジュール
調整。営業経験者、もしくは営業事務、貿易事務
などの経験者。英語ビジネスレベル。

香港/新界

RGF 香港
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

18K～25K

日系ITシステム会社がウェブマーケターを
募集。ウェブイベントおよび広告の管理。売上
管理。3年以上のマーケティング関連の経験が
ある方。少人数の職場で働ける方。即入社可能
な方歓迎。

香港/九龍

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

60K～70K

日系建設関連企業が香港・東南アジア統括拠点
の副総経理を募集。建設用資材の受注販売を
行う海外営業活動全般。香港/東南アジア統括
拠点および生産工場の管理。建材、施工等の建設
関連業界で15年以上のキャリアを持つ方。

香港/新界

日系電子部品製造企業がセールスエグゼクティブ
を募集。日本顧客のフォローアップ。中国工場との
調整業務。受発注・納品・各種対応、トラブルシュー
ティング。EMSまたはOEM/ODMの営業経験の
ある方。英語もしくは北京語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/新界 25K～27K

外資系オンライン化粧品販売会社がカントリー
マーケティングエグゼクティブを募集。オンラ
インマーケティングによる日本市場での販売
推進。ソーシャルメディアキャンペーンの実施と
分析。オンラインマーケティング経験のある方。

RGF 香港香港/香港島 22K～25K営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

【急募】業務拡大につき食品商社が営業職を
3名募集。日本食の飲食店への生鮮食品の販売、
取引条件の交渉、受発注、資料作成など。日本語
ネイティブレベル。深夜勤務あり（シフト制）。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/香港島 25K～35K

外資系オンラインゲーム会社がオンライン
ゲームのカスタマ－サポート及びバックオフィス
業務担当者を募集。顧客のフォローアップ、記事
のライティング及び翻訳業務など。

RGF 香港香港/香港島 20K～25K営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

RGF 香港営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) 香港/香港島 20K～25K

北米系不動産投資会社がクライアントサービス
エグゼクティブを募集。営業サポート、顧客リスト
の更新、販売関連書類の確認。顧客フォローアップ。
マーケティングキャンペーンの実施。マナー良く
電話対応の出来る方。英語会話レベル。

欧米系の国際金融情報提供サービスを行うグ
ローバル企業がアカウントマネージャーを募集。
新規顧客の開拓、自社商品の販売、契約更新に
関する業務など。Ｍ＆Ａ業界に関心のある方。
金融業界出身者歓迎。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 40K
営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 20K～25K

ファッション関連のWebサイトの翻訳・デジタル
マーケティング企業がデジタルマーケティングス
ペシャリストを募集。Webコンテンツの管理、マー
ケティング活動の実施と分析。デジタルマーケ
ティングの経験がある方。英語ビジネスレベル。

外資系オンラインゲーム会社がオンラインゲーム
のウェブディレクターを募集。ポータルサイトの
運営、宣伝、各サービス会社とのタイアップ
企画等。Webの知識、アフィリエイトサイトの
運営経験のある方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 25K～35K営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

日系電子部品製造企業が営業シニアマネー
ジャーを募集。規顧客開拓、既存顧客のフォロー
アップ、および各種電子部品の営業。各工場および
サプライヤーとの調整業務。10年以上の電子
分野での営業経験または管理職の経験がある方。

香港/新界 RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 30K～35K

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
小売・流通 香港/香港島 35K～45K

外資系海運企業が経理・財務担当者を募集。
香港法人および各子会社の決算業務。月次・
年次決算、収支報告書作成。来期予算計画作
成および監査対応。海外子会社を含む連結
決算業務経験者。英語ビジネスレベル。

日系証券会社が会長秘書を募集。会長のスケ
ジュール管理、電話対応、会議のアレンジ・資料
の作成、日本本社との連絡など。3年以上の
秘書・アシスタント業務の経験をお持ちの方。
英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 25K～30K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険



香港＆広東香港＆広東

今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

AOBA専門職/
プロジェクトマネージャー 香港 応相談

会計、コンサルティング企業での顧客担当とし
てニーズの把握、社内専門家と協力して解決案
提案・実行。英語ビジネス。会計税務法務業務
経験者、日本国公認会計士、又は税理士免許保
持者歓迎。

AOBA専門職/
営業兼プロジェクトマネージャー

広州または
北京 RMB28K

会計、コンサルティング企業での新規開拓業務
（主業務）と顧客案件対応業務（一部）等。会計、
税務、法務業務経験者または海外勤務経験者
歓迎。北京語ビジネス、英語読み書き以上。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 応相談

外資系金融情報サービス会社から２ポジション
募集！　①リレーションシップマネージャー。
②リージョナルアカウントマネージャー。★日系
法人顧客向け営業活動、プレゼンなど。M&Aや
経済分野の時事ニュースに興味関心のある方。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 経験や能力に
より応交渉

資産運用企業が①営業②プライベートバンカー
を募集！１．ビジネス対応の翻訳・問い合わせ
処理、会議通訳など。２．日系顧客へのプライ
ベートバンキング。★語学に長けた方、日本から
の応募も歓迎！

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 20K～31K

ITベンチャー企業がコンサルタントを募集。
日系事業会社・金融機関等の顧客ニーズに
合わせた市場・業界・企業分析レポーティング
業務。★北京語・英語の読解力＆文章力、金融
出身者歓迎。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
仲介業(人材・不動産)

香港/香港島 応相談

自社募集！パーソル香港で事務サポートを
していただけるパートタイムを募集。★シフト
応相談（短い時間でも毎日来てくださる方歓迎）。
英語・PC使える方→一度履歴書をお送りくだ
さい。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

営業・コンサルタント/
コンサルタント 香港/九龍 ～40K

日系法律会計事務所が営業マネージャーを
募集！在香港日系企業や日系社会に対して
人脈を広げてビジネスチャンスを開拓する、
オフィスの管理業務など。★法人営業経験者、
北京語ができる方、歓迎。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍

経験や能力に
より応交渉

外資系ビジネスコンサル企業が営業・マーケ
ティングを募集！　顧客の要望を正確に把握し、
サービスの改善及びマーケティング、市場調査、
分析結果の報告書作成など。★3年以上の営業/
マーケティング経験者。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
マスコミ・広告・デザイン

22K～26K
顧客の電話対応および既存客のフォローをメ
インとした業務（ブログ更新、メルマガ、電話・
メール対応など）。★上記関連経験をお持ち
の方、ブログが書ける方歓迎。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 24K～30K

日系メイン、初年は既存客の掘り起こしから、
徐々に新規にも営業。割合[内勤7割、3割日帰り
営業(深圳・東莞・香港中心)]。★半導体・電子
部品経験者優先、次に営業経験のある方。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

17K～20K
インテリア業界がパーソナルアシスタントを募集！
総務（会議資料作成・オフィス備品管理）、秘書
（ディレクターのアシスタント・通訳翻訳）など。
★英語力を活かして、出張可能な方。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

23K～28K
（経験や能力
により応交渉）

日系商社が人事総務ポジションを募集！　駐在
員のサポート業務全般（日本本社への報告書
の作成、数字の取りまとめ、基本的な経理業務
の補佐など）★3年以上の総務・秘書・営業事
務等の経験のある方。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

15.5K～

電子・電気機器業界がマーチャンダイザーアシ
スタントを募集！ベンダーにPOを発行し、部品
の納期を管理、それに伴う事務処理、香港人
スタッフとの連携など。★同様の職種経験の
ある方優遇。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

マーケティング・
企画・リサーチ/
メーカー（化粧品・医薬品）

経験や能力
により応交渉

スキンケア化粧品会社がウェブマーケティング
ポジションを募集！　雑誌紙面を中心に、Web
広告などの企画実行。東京またはアメリカでの
1～2週間程の研修有り。★Web/マーケ
ティングの実務経験をお持ちの方。

香港/新界

Pasona Asia営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～25K

日系企業がアジア・オセアニアを飛び回るケー
ブル・ハーネスの法人営業を募集。3年以上の
営業経験・英語ビジネスレベル必須。電気分野
での経験歓迎。

香港/新界

Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
仲介業(人材・不動産)

香港/香港島 17K～20K
不動産仲介業者がアドミンアシスタントを募集。
日本営業チームのアドミンサポート業務。オフィ
スワーク２年以上、英語コミュニケーションレ
ベル、時間厳守で仕事を遂行できる方。

Pasona Asia

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 17K～20K

外資系企業で日本市場向けオンラインゲーム
のカスタマーサービスを担当。電話・メール・
チャットでお客様からの問い合わせに対応。翻訳
業務あり。英語ビジネスレベル。マルチナショナル
なベンチャー気質の環境を楽しめる方。

Pasona Asia
営業・販売系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 20K～35K

サーバー等のシステムインテグレーション、
ネットワーク・データセンターの顧客維持や
拡販活動、オフィス移転に関するアウトソー
シングサービスの営業担当。英語または広東語
必須。ICT業界経験2年以上。

Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 20K～30K
ビジネスコンサルティング会社が秘書業務を
募集。4年以上の秘書経験及びビジネス英語
必須。対人能力に優れた方。ファイナンス・会計
学位保持者優遇。

Pasona Asia

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 28K～30K

外資系企業が日本市場向けオンラインゲームの
アフィリエイトマーケティング部門でプロジェクト
マネージャー補佐を募集。新規企画の現場との
すり合わせを担当。英語ビジネスレベル。マルチナ
ショナルなベンチャー気質の環境を楽しめる方。
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香港

香港

香港

　中国の労働法は現在もまだ日本と大きく異なるものとなってい
ます。今回からしばらく中国の労働法のアルバイトと定年について
見ていきましょう。中国の労働法がなぜ日本と大きく異なるのかと
いうと、中国型社会主義の労働システム「単位」制度の流れを汲ん
でいると思われる条文がいまだに存在するからです。単位制度に
ついては本連載第4回（503号2015年9月第1号）でも説明しました
が、かなり前のことになってしまいました。もう一度説明しましょう。

・かつての中国の労働システム「単位」制度
　単位制度とは、1950年代から中国で始まった制度で、新規労働
者について政府が統一的に就職や配属先を決め、一度就職すれ

ば定年まで解雇などもないという制度
です。つまり国が誰がどのように働くか
を決め、その通りに働き、それに対し拒
否する自由がないという制度です。雇用
関係が「契約」ではなく「配給」によって
成立していたとも表現できます。
　しかし、労働者の向き不向きを考慮し
ていない、解雇などの処分がなく給料も
不変なので勤労意欲が湧かないなどの
理由で、やがて単位制度の非効率性が
指摘されるようになりました。改革開放
以降、市場経済制度の導入も手伝って
1986年10月から雇用契約による労働制
度が始まり、単位制度は終わりを告げま
した。しかし、雇用関係が契約制度となっ
た現在でも単位制度の名残りがいくつ
か残存しており、中国独自の制度となっ
ています。

・学生バイトは禁止？
　現在の中国では学生のアルバイトが多くいます。しかし実は学
生バイトは中国では禁止されているのです。「労働部関于貫徹執
行《中華人民共和国労働法》若干問題的意見」第12条という条文
に次のように規定されています。「在学生が余暇を利用して、勤務
することは就労とはみなさず、労働関係は成立せず、労働契約を
締結することもできない。」
　つまり、学生と雇用契約（労働契約）を結ぶことができないので、
学生を雇用する法的手段はないということになります。なお、この
「学生」は昼間学生の人をいい、夜学に通っている人、通信制大学
の学生は除くとされています。（続く）

〈高橋孝治（たかはしこうじ）氏プロフィール〉
中国法研究家、北京和僑会「法律・労務・税務研究会」講師。中国法の研究
を志し、都内社労士事務所を退職し渡中。中国政法大学 博士課程修了・法
学博士。中国法の研究をしつつ、執筆や講演も行っている。行政書士有資
格者、特定社労士有資格者、法律諮詢師（中国の国家資格「法律コンサル
士」。初の外国人合格）。著書に『ビジネスマンのための中国労働法』（労働
調査会）。詳しくは「高橋孝治 中国」でネットを検索！

中国の学生アルバイトと定年その1
中国の法律を解り易く解説。
法律を知れば見えて来る 

この国のコト。

中
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香港

「自分で洋服を選びますが、変な組み合わせなので
困っています。」
「虫が大好きで昆虫をたくさん捕まえてくるので困り
ます。」
などと悩んでいるお母さんがいます。

困っているのは誰ですか？　お子さんですか？　お母さん
ですか？
まずは、誰の問題かをはっきりさせましょう。
これは明らかにお母さんの問題ですね。
世間体や常識を気にしたお母さんの問題。
お子さんは何も困っていない、むしろ楽しんでいるの
で、やめる必要がありません笑
お母さんが「洋服は自分に似合った色を2～3色にまと
めてセンス良く着こなすもの。」
「昆虫は臭い、汚い。そして世の中の役に立たない。」と
いう価値観を持っています。

もしも、娘さんの奇抜なファッションが雑誌に取り上げ
られたらどうでしょう？
もしも、息子さんが昆虫博士となり、人類に役立つ細
胞を発見し、ノーベル生物学賞を受賞したならどうで
しょう？

今の世の中10年後には半分の職業が消えると言われ
ています。
だから今の常識は10年後の非常識になるかもしれま
せん。

お母さんの価値観や常識は、お母さん自身がこれまで
生きてきた経験値の枠を出ません。
アインシュタインはこう言っています。
「常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクション
のことをいう」
「相対性理論」など優れた理論を打ち立てたアインシュ
タインも当時は世間の常識や、周りの人の狭い価値観
の壁に遮られる日々でした。
これは現在も変わりません。
いや、変化の速度が速くなっている現在、これまでの常
識と新しいものを受け入れる力、両方の調和がこれま
でよりもより強く求められる時代なのだと思います。

子供には常識がありません。
なので幼い頃に興味を持ったもの、熱中したものは遺
伝子レベルで書き込まれた素質、「才能のタネ」である
ことが多いのです。

洋服に興味があるお子さんは将来モデルやデザイ
ナーになるかもしれません。

昆虫が好きなお子さんは将来生物学者になるかもし
れません。

大人にとっては意味のないことでも子供の無限の可能
性に繋がることがあるものです。
ワクワクした気持ちをたくさん体験した子供は、自分の
「好き」が分かります。「好き」を知っているということ
は、自分の生きる道を見つけやすくなるのです。
子供が熱中していること、一緒になってワクワクしてみ
ませんか？

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65回 好きを邪魔しない
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香港＆広東 香港＆広東

香港 香港＆広州

◆孟意堂、映画を見て涙する◆  
　恭喜發財！
　この一年、益々健康に恵まれ、商売繁盛、開運発展、心よりお
祈り申し上げます。
　さて、春節とは関わりのない話題ですが、先日映画を見て思
い切り泣きました。人目もはばからずに泣きました。自分の中に
こんなに涙があったのかと驚くほど身体中から涙があふれるよ
うでした。
　「ナミヤ雑貨店の奇跡」 http://namiya-movie.jp 
　時は1980年。西田敏行さん演じる雑貨店の主人に対し、誰に
も言えない深刻な悩みを人々は一枚の手紙に託します。雑貨店
の主人はその相談に対し一生懸命考え、アドバイスを手紙に書

いく中、雑貨店の主人はある事件を新聞記事で読みショックを
受けます。不倫相手の子を出産すべきか否か相談を受けた未婚
の女性が赤ちゃんを乗せて車に乗ったまま海に飛び込んでしま
い、その結果女性は亡くなり、赤ちゃんは助けられ、この事故は
自殺とみなされます。彼は自分がアドバイスしたことでその人の

生き方や人生そのものまで変えてしまうこと、その重さを改めて
実感し、大いに悩み苦しみ、そして恐ろしくなります。
 
◆命式と大運◆　 　　　 　　 
　四柱推命では、元々人が持っている命式を陰陽五行で良し悪
しを判断します。その人が持っている能力がいつ発揮されるの
か、どのタイミングで何が起きるかは、10年ごとに変化する「大
運（だいうん）」で判断します。
　この大運は、四季のように春、夏、秋、冬と巡ってくる場合もあ
れば、人によっては秋から始まる人もいます。また、夏、春、冬、秋
と逆に流れる人もいます。
　例えば、学生時代に学習運が巡ってくれば、人はよく勉強して
良い成績を残すことができますが、学生時代に違う運が巡って
くると勉強に関心がなく、人によっては学校に行くのをやめてし
まう場合もあるでしょう。しかし、その人がその後の人生で学習
運が巡ってくると、「何故学生の頃に勉強しなかったのだろう」と
後悔しながらも何かを学ぼうとすることになります。それがいく
つであっても、です。 

◆孟意堂風水的大運を読み解く奥義◆ 
　さて、前述の事故には続きがあります。生き残った赤ちゃんは
養護施設で成長し高校生になりますが、ある日、自分が不倫の
末に生まれ、母親が生活苦の末に自殺した事を知り苦しみ、命
を捨てようとします。しかし、ナミヤ雑貨店のご主人が母親に
送った手紙により、本当のことを知ります。「一生かけてこの子を
守ると思えるのなら産んだ方が良い」というご主人のアドバイス
の通り、母親は全力で赤ちゃんを育てていました。ある日、赤
ちゃんが熱を出し病院に車で向かう途中、疲労が重なり居眠り
運転をしてしまい、海に飛び込んで亡くなってしまったのです。
　死期が迫っていた雑貨屋のご主人は、この女子高生が事実を

知った上で涙する姿を垣間見ることができます。そして、自分が
アドバイスしたことであの時の赤ちゃんの命が輝いて行く姿に
「何よりものプレゼントだ」と感謝するのです。
　前述大運は10年ごとに変化しますが、その影響は10年経った
ら一つが終わると言うわけではありません。あたりまえのことで
すが、人生が続く限り移り変わっていくものです。
　辛く苦しい出来事を経験した時、人には二つの選択肢があり

と、そして、もう一つはその事から目を逸らさず学んだ上で生か
すという選択肢です。後者の選択をした人の人生は、これまた大
変な選択肢ですが、その人が本来持っている運気以上の輝きを
後天的に放つことにつながっていくのです。

風水の奥義を行く！ 第72回  運は続くよどこまでも、の巻
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは香港の伝統的な風水をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、著名ブ
ランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常派風水
に師事。易経を含めた玄学に長年携わり、漢五派第七十三代嫡系・
孟意堂として住宅、事務所、店舗等の風水、開業や引越し、結婚等の
日取りの選定、四柱推命で人生の様々な問題やニーズに対応してい
る。著書に「金運を引き寄せる孟意堂風水（廣済堂出版）」がある。

孟意堂
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2201, Tower 2, Times Square, 
  　　1 Matheson St., CWB
電話：(852)9841-6366　
ファックス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com
ホームページ：http://mannidou.com
フェイスブック: mannidou
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ラグナヴェルデ　 海逸豪園  (Tower 23A)

香港

パーカー33　柏匯33  

（所在地） 紅磡（ホンハム）
（間取り） 3LDK＋S　1121s.f （実用827sqf) 　  
（室　内） 家具・家電付き、部分新内装、少海景
（環　境） MTRウォンポウ駅徒歩約5分、
 ＡEONへ徒歩約5分、
 大型クラブハウス完備
（備　考） 3月初め空き予定
（月　額） HKD35,000 (管理費、税金込み) 

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

(852)2566-0155

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

(852)2566-0155

（所在地） 銅鑼湾（コーズウェイベイ）
（間取り） 2LDK　実用面積540sqf　
（室　内） 一部家電付き、シャワートイレ完備
（環　境） 銅鑼湾ど真ん中の立地、
 現在マンション大改装工事中、
 春過ぎ頃に完了予定
（備　考） 弊社管理物件につき入居中の
 アフターケアも迅速安心！
 不動産仲介手数料も不要です。
（月　額） HKD19,500 (管理費、税金込み)
 ＊マンション改修中につき特別プライス家賃！

エリザベスハウス　Elizabeth House

H
o
n
g
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o
n
g
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u
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n
g
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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

（所在地） 西湾河（サイワンホー）

（間取り） Studio　実用209sqf　

（室　内） 一部家電付き、家具相談、バルコニー付き

（環　境） MTR西湾河駅徒歩2分、

 地元マーケット通り沿い

（備　考） 単身者向き新築マンション

（月　額） HKD14,800 (管理費、税金込み) 

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

ドリームス

ツナーズ

コンポードー

ベアーズ

サクラ

パイレーツ

ブレーブス

エンジェルス

ロイヤルズ

アタッカーズ

イーグルス

勝率
1.000

1.000

0.857

0.600

0.571

0.571

0.556

0.500

0.500

0.333

0.286

0.286

0.250

0.111

差
0.0

0.5

0.5

2.5

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

4.5

4.5

4.5

5.0

6.5

第73期　第16節　1月28日

     勝ち組コメント
　初回からの大量得点と先発木原のテンポの良い投球で流れを
つかむと、大西が参戦2試合目で第一号！　ベアーズさんの粘りに点
差を詰められるが、崎川が味のあるリリーフで流れを断ち、今季2
勝目。木原の初勝利、新加入美濃部の活躍は今後の明るい話題！

     負け組コメント
　新加入の二村選手を加え、今期最多の選手16名で強豪エンジェ
ルスに挑んだベアーズ。しかし序盤で相手打線に火をつけてしま
い、3回までに大量15失点を喫してしまう。それでも諦めないベアー
ズは3回裏に角田、北浦、三澤のタイムリーなど、打者13人の猛攻で
一挙9得点のビッグイニング。4回表を無失点に抑えると大逆転を目
指して最終回の攻撃に挑むがあと1本が出ず、9対15で今日は完敗
です。春節明けからは上位チームとの対戦が続きます。しっかり切り
替えて、まだまだ波乱を起こします！

エンジェルス
ベアーズ

勝利投手：木原
敗戦投手：北浦

HR：大西

HR：

7
0
6
0
2
9
0
0

15
9

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　好調ブレーブスさんとの一戦、試合後半まで接戦が続きましたが、
広瀬がランナーを出しながらも、勝負どころで踏ん張り、最終回に主砲
杉本みの走者一掃のホームラン等で4点で決着。このまま勢いに乗っ
て行きたいところです。

     負け組コメント
　ベストメンバーに近い11人でコンポードー戦、取られたら取り返す好
ゲーム、ピッチャーも打線も粘りを見せ、5回表に1点を取り同点に。時間
的に裏で得点されると不味いところだが、結果4点を奪われ敗戦。投手
陣は確実に良くなっています。守備、攻撃頑張りましょう。

ブレーブス
コンポードー

勝利投手：広瀬
敗戦投手：迎

HR：

HR：杉本（2本)

0
2
4
4
2
1
0
0
1
4

7
11

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　10名で臨んだイーグルス戦。武藤、斉藤の1，2番コンビの全出塁、
松倉のHR、後藤の2タームリーなど打線がつながり今期4勝目をあげ
ました。

     負け組コメント
　前回の初勝利と期待の大型新人国持(身長188ｃｍ)の加入により、試
合前より意気上がるイーグルス。強打のツナーズさんに挑んだ一戦は
初回の攻防が明暗を分けた。1回表、イーグルスは、1点を先制したもの
の、4番丸山のキャッチャーフライがファールか否かもめた末、結局アウ
ト。さらに、5番中原がまさかの見逃し三振でこの回わずか1点。対する
裏の攻撃、強打のツナーズさんにピッチャーの「さかなクン」が捕まる。
痛烈なヒットやホームラン、ワイルドピッチによる失点や押し出しなども
重なり、一挙９点。試合の大勢が１回にして決まってしまった。

イーグルス
ツナーズ

勝利投手：松倉
敗戦投手：吉冨

HR：

HR：松倉

1
9
4
2
2
4
1
X

8
15

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　約1ヵ月半振りの試合は、主将・小西を3試合連続で欠くなど、若手
選手の大半が不参加。その中でエース金塚は久々登板の影響も
あってかいまいち乗り切れない内容で6失点するも、終わってみれ
ば、稲田、黄、吉原、Johnの上位打線で10安打、10得点、11打点、4本
塁打で18点奪っての勝利。主砲吉原の3試合連続本塁打はどれも圧
巻の特大アーチ。核弾頭・稲田選手にもでかい一発が生まれ、チー
ム内競争も熾烈になってきた♪

     負け組コメント
　初回先制を許すも天野のツーランですかさず逆転。4回を終え、
6対7と強豪サンダース相手に一歩も引かぬ大接戦。しかし5回、こ
れまで好投を続けていた山田の山なり投法がついに見切られ、大
量10失点で万事休す。次こそ4戦ぶりの勝利だ！

アタッカーズ
サンダース

勝利投手：金塚
敗戦投手：山田

HR：田原、天野

HR：稲田、黄、吉原（2本)

0
1
2
6
0
0
4
0
0
10

0
1
0
X

6
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＆広州 香港

香港

ライフ（香港・広東共通）
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香港

深圳

ヨコヤマのプロフィール
香港は新界東部在住7年目。
トラムにも乗ったことがなく、都会の事情は観光客として来港する友人が頼り。
全ての事を近場で済ませたい怠け者。

　都会の大型書店などは行かないので近所の図書館は最も好きな公共
サービス機関です。
行き終わったら邪魔になる旅行ガイド本、作らないけど見たいだけの料理本
等、語学力とは関係ない物を中心に楽しんでいます。
　借りた本は図書館以外にも南昌、中環駅（行かないが）そして東北区新界
民の都会への関所、九龍塘駅でもポィっと返却ポストに入れることが可能。
　今回は家からも出ることなく楽しめる図書館の電子雑誌サービス
「Flipster」をご紹介。

　先ずは香港公共図書館のページにアクセスhttps://www.hkpl.gov.hk/
　利用登録がまだの方は、住所証明、IDをもって、お近くの図書館で登録し
ましょう。

①Home → e-Databases 
→Remote Accessページ内のFlipsterをクリック

②ログインページ→　図書館アカウントでログ
イン→ Accept

③Flipsterアカウント設定画面が現れます。面
倒ですが専用アカウントを作らないとなりま
せん。アカウント作成後、Ｗebでも読めますが、
動作が重たいのでアプリがお勧め。App 
store/ Google Play からインストール。

④アプリをインストール後、設定→ Hong Kong 
public　Librariesを選択、先ほど作成した
Flipsterのアカウントでログイン。

⑤あとは好きな本を選んでダウンロード！
バックナンバーも豊富！貸出期限が切れたらタッ
プするだけで削除されます。

次回は中文版をご紹介します！

Vol. 93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

フ
ァッ
シ
ョン
誌
か
ら
経
済
誌
ま
で
50
冊
も
の
雑
誌
が
無
料
！

英
語
学
習
者
に
も
お
勧
め
の
図
書
館
サ
ー
ビ
スFlipster

!

新界ひきこもり！ 香港生活 Vol.1
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 日本語PG「きらきら星」
日本語プレイグループ「きらきら星」日本
人ママたちによるプレイグループです。
友達をつくりたい、子供が時間をもてあ
ましているなど、一緒に皆で遊びましょ
う！ 2つの姉妹クラスで活動しています。
午前クラス：毎週水曜10:30-11:30
午後クラス：毎週火曜15:00-16:00
場所：銅羅湾
対象：1歳～4歳(目安)
会費：月80~100ドル(人数で調整)
連：kirakirahk@gmail.com
W：www.facebook.com/kirakirahk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香港愛知・岐阜県人会合同懇親会
「ジロリアンと言っているけど、実は一
番好きなのはスガキヤ」、「インスタ映
え狙ってチーズダッカルビ食べるけど、
本当に食べたいのは鶏ちゃん」なんて
思っている隠れ愛知県民、岐阜県民の
皆様。以下にて懇親会を開催しますの
で、是非ご参加頂き、地元話に花を咲
かせましょう。

日時： 2018年2月23日（金）19:00
メール：
aichigifuassoc.hk23feb2018@gmail.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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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

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。）

幸運度：☆☆☆☆☆☆☆/10
幸運の鍵：知覚力
全体運：ツイていないと思っても落ち込まず、
助言をくれる人達との友情が深まる時と思お
う。知恵と先見の明を持って、よりよい機会を
待てばよい。
仕事：将来のための明確なビジョンを持ち、必
要なら新しい知識やスキルを習得するための
教育を受けるとよい。準備ができたら、転職を
考えてもいいだろう。
財運：資産を増やすには知恵を使うこと。長期
投資を考えてみては。
愛情：ロマンチックな関係とは縁がない1年か
も。シングルなら年上など、落ち着いた、思いや
りのある人が吉。片思い中の人は、気持ちを押
し付けるのはNG。恋人がいる人は、相手のため
に十分な時間をかけてケアをしているか自問
すべき。既婚者は、相手が自分をケアしてくれて
いるのにも関わらず、自分の時間もスペースも
足りていないと感じることがあるかも。
ソーシャル：出不精になりがちなのは意識して
改善を。申は風との縁が深く、淀んだ流れは幸
運を遠ざける。酉年の友人を自分のコミュニ
ティに誘ってみて。
健康：鼻、気管支、喉、肺等呼吸器系に注意。雨
や水は空気を浄化する。アウトドアで新鮮な
空気を吸ってリフレッシュ。

幸運度：☆☆☆☆☆☆/10
幸運の鍵：組織
全体運：チャンス到来の年。これまでの努力が
実を結ぶ、収穫の時だ。
仕事：キャリアの転機が隠されている年。惜し
まず努力をすれば、結果は自ずと付いてくる。
財運：好調、特に春。勤勉さが富を呼ぶ。ビジ
ネスパートナーは寅年又は兎年の人が吉。
愛情：絶好調の1年。シングルなら積極的に行
動を。独身男性は年上の女性との縁も良い。
独身女性は理想の紳士に出会うが、ライバル
が現れるかも。カップルは結婚を考えるのも
選択肢の1つ。既婚者は安定の周期。
ソーシャル：堅調。申年の人の縁はより多くの
人との繋がりを生む。
健康：鼻、気管支、喉、肺等呼吸器系のトラブ
ル、ウイルス、腫瘍に注意。新鮮な空気を吸え
る場所は吉。

幸運度：☆☆☆☆☆☆☆☆/10
幸運の鍵：新しいスタート
全体運：お金にまつわるポジティブな機会が訪
れなければ、多少保守的に構えておくべき。貪欲
にならなくとも、今年は間違いなく良い年になる。
仕事：例年は激務の人も、今年は多少楽に感
じられるかも。そうでない人は、今のポジ
ションを守ることをきちんと意識するべき。事
業主で多忙を極めている人は、取引先や提携
先に助けを求めることも可能。多難さを感じて
いる場合、新規ビジネスへの投資や会社の規
模拡大は避けたほうが良さそう。課題に正面
から取り組んで問題を解決し、徐々に新しい事
業アプローチを始めていこう。
財運：思いもかけない非公開な金運チャンスが
訪れるかも。きちんとした管理計画で、貯金を増
やそう。不動産等の長期投資も選択肢に入れて。
愛情：シングルはライバルが多い境遇に。兎、
馬、寅、酉年の人との縁が吉。恋愛中の人は忍
耐が必要な時期。既婚者は安定的な様相。
ソーシャル：兄弟や旧友、同僚、親戚との付き合
いが多い1年。財政投資に関して話が弾むかも。
健康：胃や消化器系の病気、糖分の摂り過ぎに
注意。喉、肺、呼吸器系の疾患にも気を配って。
五行でいう”土”が強まると、木を弱める。健康の
ために意識して外で過ごす時間を作ること。

幸運度：☆☆☆☆☆/10
幸運の鍵：認識
全体運：キャリアと財運に優れた１年。チャン
スが訪れたら焦らず、熟慮して決断を。
仕事：恵み多き1年で、挑戦しがいのある大き
なチャンスが訪れる。努力なくして成果なし。困
難が訪れても、持てる知恵を活かして乗り越え
ることで、将来のキャリアに繋がる結果に。
財運：懸命に働くことで収入はUP。堅実な貯蓄
がお勧め。夏は特に金運が良好に。
愛情：シングルは夜は社交的に動くのが吉。恋
愛中の人は困難に直面するかもしれないが、
誠実に、よく考えて解決すること。既婚者は、家
事含めお互いの生活のために時間を割くこと
を厭わないことで、一家の収入増に繋がる。
ソーシャル：忠誠や信頼、安定性、少しいい加
減なのが戌の特徴だが、真摯な態度が新しい
出会いを豊かなものにする。
健康：胃や消化器系の病気、糖分の摂り過ぎ
に注意。手、足、肝臓、および神経系の健康に
も配慮を。登山など山に関する運動にチャ
レンジするのが吉。

もうすぐ旧正月！
干支で占う今年の運勢は？

申年 戌年 豚年酉年
（とり） （いぬ）

（日本でいう猪年）

（さる）

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！

出生：1920、1932、
　　  1944、1956、
　　  1968、1980、
　　  1992、2004、
　　  2016

出生：1920、1932、
　　  1944、1956、
　　  1968、1980、
　　  1992、2004、
　　  2016

出生：1921、1933、
　　  1945、1957、
　　  1969、1981、
　　  1993、2005、
　　  2017

出生：1921、1933、
　　  1945、1957、
　　  1969、1981、
　　  1993、2005、
　　  2017

出生：1910、1922、
　　  1934、1946、
　　  1958、1970、
　　  1982、1994、
　　  2006

出生：1910、1922、
　　  1934、1946、
　　  1958、1970、
　　  1982、1994、
　　  2006

出生：1911、1923、
　　  1935、1947、
　　  1959、1971、
　　  1983、1995、
　　  2007

出生：1911、1923、
　　  1935、1947、
　　  1959、1971、
　　  1983、1995、
　　  2007

ライフ（香港・広東共通）
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香港

香港

香港

マリリンのぶらグル巡り

　中環（セントラル）と上環（シャン
ワン）のほぼ真ん中に位置する
NOHO（ノーホー）。セントラルの喧騒
とは裏腹に静かで落ち着いた雰囲気
が漂うエリア。そんなノーホーに新た
にオープンした、オーガニック自然食
材を取り入れている地中海料理のレ
ストラン「No.2 Restaurant & Bar」。
　同店オーナーのルビー氏は、飲食業界での勤務経験が長
く、自身でレストランやショップを経営。シェフだったお母
さんの背中を見て育ち、幼少期から料理を始めて、料理教室

の講師を長年務めた経験の持ち主。少し前までは、ABCクッ
キングスタジオで講師を務めていたという。さらには、自らの
料理本を出すなど、マルチなタレントを持つパワフルな女
性。今回、新開店した同店は、同氏がヨーロッパ各地を巡って
インスピレーションを得たオーガニック自然食材をふんだん
に使用した健康で美味しい地中海料理を提供している。
　メニューの考案も行った
という同氏は、時にはキッ
チンに立ち料理の腕を振
るう。地中海料理は基本的
に味付けがシンプル。シン
プルな味付けだけど素材
の味を存分に引き出した
味。「素材が良いので過度
の味付けは不必要で十分楽しめる」と同氏は語った。オススメ
は、フランススタイルのローストチキンにマッシュポテトを添
えた「French Style Roasted Chicken」。程よくハーブが香り、お
肉はとてもジューシー。シンプルだけどもしっかり満足できる
味。甘さと酸味が食欲をそそる「Slow Cooked BBQ Baby Pork 
Rib」は彼女一押しの一品。前菜には新鮮なツナアボカドの鉄
板コンビを合わせた「Tuna Tartar」は鶉の卵をプラスしさらに
まろやかな口当たりに仕上げている。
　デザートにはオーナーこだわりのオリーブオリーブで作っ

た自家製の「Home Made Daily 
Olive Oil Ice Cream」を。とても
シンプルだけどもふんわりオ
リーブの香りを舌で味わい、鼻で
その香りを楽しむことができる。
サーブされる前に添えるオリー
ブオイルが更に香りとコクをプ
ラス。食事の後に口直しにもぴっ
たりのでデザート。その他、同じ
くオリーブオイルを使用した
「Olive Oil Chocolate Chip Bread 
Pudding」もオススメ。ランチは
スープまたは前菜とメインの2コースでHKD160、デザートを
プラスした3コースでHKD190。
　週末にセントラルやシェンワンを散策した後にゆっくりと
落ち着いた雰囲気の中でランチをしたり、喧騒を忘れて落ち
着いた雰囲気の中でディナー楽しむのも良し。カラダも心も
喜ぶ料理を楽しんでみては。

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

No.2 Restaurant & Bar 
住所：9 Shin Hing St., Central
電話：( 852)2682-0803
時間：ランチ 12:00～15:00、ディナー 18:00～23:00
フェイスブック：Six Tablespoons Number 2 Restaurant & Bar

良質のオリーブオイルと食材で素材の味を
活かした極上の地中海料理を味わう
「No.2 Restaurant & Bar」

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。

閑静なエリアにたたずむ
レストランの外観

鶉の卵がまろやかさを加えた
「ツナとアボカドのタルタル」

Pan Fried Prawn with 
Tomato Olive Oil and Crush Almond

自家製の
「オリーブオイル
アイスクリーム」

French Style Roasted 
Poussin Served with 
Fresh Salad

あさりのペストソースの
カッペリーニパスタ
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人気のローカルフードであるビーフオムレツサンドイッチは、
手軽で栄養補給にピッタリ。

今回は編集部お勧めの8店舗をご紹介！

住所：Shop 3B, G/F., Kam Wing Mansion, 
　　  66 Shui Che Kwun St., Yuen Long
電話：(852)2476-8113　時間：12:00～21:00

　席数たった4席、元朗にある
こちらは、近隣の人々に持ち帰
りで人気。牛ひき肉、またはグリ
ルした鰻と合わせた、“滝のよう

な卵”と表現されるほど
にトロトロの卵が人気
の秘密。

龍鳳店

住所：Shop 3B, G/F., Kam Wing Mansion, 
　　  66 Shui Che Kwun St., Yuen Long
電話：(852)2476-8113　時間：12:00～21:00

　1978年創業の老舗。4個の卵を使う
「Baked Sandwiches with minced beef 
and　egg(HKD30)」はぶ厚いオムレツが
迫力満点。もう1つの看板料理、「Tidy　Omelette」は低脂肪牛乳

を使い、滑らかな触感に仕上がってい
る。こちらにはなんと7個の卵を使用する
というから驚きだ。

Gala Café(嘉樂冰廳)

住所：G/F., 226 Johnston Rd., Wan Chai
電話：(852)2574-3069　時間：5:00～19:00

　80年代創業の老舗で、コー
ヒー、サンドイッチ、麺類等の香港
式軽食の味に定評がある。こんが
りと焼きあがった「Toasted Sandwiches with corned beef and 

egg(HKD14)」は昔ながらの素朴な味で、
ランチョンミートを思わせる風味。コスト
パフォーマンスも抜群だ。

豪華咖啡茶廳

住所：G/F., Kin Lee Bldg., 142 Jaffe Rd., Wan Chai
電話：(852)2528-2927　時間：7:00～18:00

　サンドイッチと麺類を提供する
典型的な香港の茶餐廳。このお店の
「Baked Wheat Sandwiches with four fillings
(HKD32)」はユニークで、ビーフと卵、レタス

とピーナッツバターソースのユニークな
組み合わせを楽しむことができる。
「Homemade Rice with pork and egg
(HKD54)」も美味しい。

Mon Kee Café(旺記冰室)

住所：G/F., 192 Tai Nan St., Sham Shui Po
電話：(852)2380-7068
時間：7:30～17:30（日曜定休）

　深水埗にあるこちらも40年以上歴史のあ
るお店で、雲呑麺、豚足麺、豚の肺を使った
麺、牛肉麺などが有名。創業から2009年まで
は屋台で営業していたのだとか。麺類の美味しさは言わずもがな、
「Beef-egg　Sandwiches(HKD23/1ドルプラスでホットサンドに変更

可)」は、バタートーストの風味と、噛むと溶
け出す半熟の卵の風味に至上の幸福感を
覚える。実は筆者一番のお勧めがこちら。

住所：G/F., 38 Kweilin St., Sham Shui Po
電話：(852)2386-2748　時間：24時間営業

　深水埗にある創業50年の人気老舗
店。無休の24時間営業だが店内はいつ
も賑わっている。「Beef-egg Sandwiches
(HKD21)」は、サクサクとした薄めのトーストが塩気控えめ
の力強いビーフの味わいを引き立てる。注文を受けてから作

るため、熱々が頂けるのが嬉しい。せっかくなら
1ドルをプラスしてこんがり仕上げてもらおう。
豚足を使った麺、「Trotter　Noodles(HKD23)」
や、「Red Bean Ice (HKD19)」も人気のメニュー。

新香園

住所：Shop 17, 2/F., Sheung Wan Municipal 
  　　Services Bldg., 345 Queen’s Rd. Central, 
  　　Sheung Wan
電話：(852)2850-8643
時間：7:30～17:00（日曜定休）

　上環街市の中にある創業60年の老舗。オーナーの
Cheungさんは、現在も毎日客への配膳をこなす。サン
ドイッチや中華麺、ビーフエッグサンドの他、ボトルでサーブされるミルク
ティーも人気。「Beef-egg Sandwiches(HKD14）」は普通のサンドイッチか、1ド
ルプラスしてホットサンドにするかが選べる。ビーフと卵の組み合わせに、エ

シャロットがアクセントになっていて非常に美味。

漢發麵家 Shui Kee Coffee(瑞記咖啡)

住所：G/F., 47-49 Parkes St., Jordan
電話：(852)2730-1356
時間：7:30～23:00（木曜定休）

　行列の絶えない人気店。店内に入ったら
スピード勝負。席を確保して注文し、料理が来たら、15分で食べ
終えて支払いを終えなければならない。「Beef-egg　Sandwiches
(HKD21)」はしっとりしたフィリングが美味。人気のポークスパゲ

ティとスクランブルエッグは、トーストとハ
ム、ドリンクが付いた「レギュラーミール
セット（HKD43）」がお得だ。

Australia Dairy Company

ビーフエッグ
サンドイッチが
美味しいお店８選

ビーフエッグ
サンドイッチが
美味しいお店８選

香港
式
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