
　香港の雇用主は経営以外にも自分の仕事範囲を広
げなくてはならないかもしれない。高いスキルを持つ
アンチマネーロンダリングとコンプライアンスの専門
家は、中国のより良い給与や特典の誘惑に抗うことが
出来ないかもしれないからだ。
　イギリスのリクルートエージェンシー、Haysによれ
ば、上海と香港の中間から上級管理職の賃金格差は縮
小しており、既に資金力のある一部中国企業は、香港
の雇用主よりはるかに高い給与で人材を確保して、重
要なポジションを能力ある人材で埋めているという。
　「一般的には上海と香港の同様の職種における賃金
格差は縮小していますが、まだ同等とは言えません。し
かし、香港での生活費は依然として高額です。」とHays
のマネージングディレクター、Simon　Lance氏は語る。
アジアの3,000人の雇用主に対してHaysが行った調査
によれば、中国本土に拠点を置く銀行のコンプライ

アンス担当ディレクターの平均給与は120万元（18万
7500米ドル）で、香港の101万香港ドル（129,156米ド
ル）よりも45％多かった。そしてHaysのビジネスダイレ
クター、スーウェイ氏曰く、本土の雇用主達は、新たに
創設されたビジネスにおいて主導的役割を果たすプ
ロフェッショナルの外国人達をヘッドハンティングする
ために、専門家が不足する市場において平均報酬水
準にプラスαをオファーする傾向があるという。
　Haysによると、香港の多国籍企業に雇用された最高
財務責任者（CFO）は、年間300万香港ドルまでの報酬
を得ることができる一方、中国本土の外国企業のCFO
の給与は年間300万元が上限だという。「有能な従業
員の採用と維持は、あらゆるビジネスの成功の鍵で
す。中国本土の雇用主は、給与の増額こそが最善の人
材を維持する一つの方法だと認識しています。」
　2017年の調査結果によると、中国の雇用主の45％
が従業員に対して6％以上の賃上げを行い、そのうち
の7％が給与を10％以上引き上げ、香港では調査対象
者の20％が6％以上の賃金の増額を行ったという。
　本土のファイナンステクノロジー・セクターの活況と
ビジネスにおけるデジタル化の急速な進化により、限
られた地域と人材範囲において、資格のある専門家、
特にシニアレベルの需要が高まっている。人材を求め
る本土企業は、経験豊富な外国人と、海外で経験を
積んだ中国人達に目を向けている。一方、中間レベル
とジュニアレベルの労働者、駐在員は本土で仕事を得

ることは難しくなっているという。
　本土での外国人従業員の割合は香港より4ポイント
低い10％。シンガポールでは、この数字は19％だった。
Haysの調査によれば、本土の雇用主の51％が2018年
に最低6％を上乗せする見込みがあり、それに対し香
港企業の22％も上乗せ予定であるとしている。
　グローバル人材派遣コンサルティングのモーガン・
マッキンリーによれば、2018年の中国の雇用市場は大
きな成長が見込まれるという。「中国経済は好調に推
移しており、求職者にとって新しい雇用を得るための
理想的なタイミングとなるでしょう。」と、同社のアジア
太平洋担当チーフ・オペレーション・オフィサーである
リッチー・ホリデイ氏は語った。

　セールス＆マーケティング。中規模の会社と仕事をするとよく聞
く言葉だ。確かにこの２つは月と太陽のようにある種セットのよう
なものだが、本来これらは全く異なるものであり、違ったスキルを
必要するものだということを認識しておいでだろうか。
　セールスとは、在庫されているものを売るチームのことだ。特定
の商品やサービスを有する企業にとって、売上は営業部門次第で
あり、営業は顧客との関係やチャネルパートナーとの関係を構築す
る。彼らは相手の門戸を叩いて異論を懐柔し、価格や条件を交渉し
て、しばしば顧客の注文に応えるために行動する。セールス部門の
視野は企業内から顧客に向かっており、今週、今月、そして今四半
期に焦点を当てている。もし彼らが売上に向かって努力しなけれ
ば、今期の収益は生まれないかもしれないのだ。
　それに対し、マーケティングは顧客と現在、未来とを調和させて
いくものであり、顧客ニーズの特定であるリサーチや製品開発、製
品の広報活動など消費者間の認識の向上等が含まれ、新規顧客の
導入や見込み客を生成を目指すものだ。そして一度製品が市場に
出たら、前述したように顧客を説得して製品を購入させることが
セールス担当者の仕事となる。セールスとは、新規、既存の顧客や

見込み客を購入やオーダーに結び付ける仕事を意味する。
　コンセプトという意味でも、セールスとマーケティングには大き
な違いがある。セールスは消費者の需要を製品とマッチさせること
にのみ焦点を当てるが、マーケティングは顧客の需要を満たすこと
をターゲットにするからだ。
　マーケティングはセールスのためのフットボードと評される通
り、セールス担当が顧客にアプローチするための土台を整える役
割を果たすもので、広報活動、広告、ブランドマーケティング、ダイ
レクトメール、SNSなど様々な方法で、製品の認知度を高めていく。
一方、セールスは人対人のものであり、1対1の対話や交流活動、
セールス電話なども含まれる。そしてマーケティングとセールスの
もう1つの違いは、前者は戦略的な意図に焦点を当てたミクロ分析
とマクロ分析の両方を伴うのに対し、後者は、顧客に対するチャ
レンジや関係性にフォーカスするということである。
　現在に集中して販売を促進するセールスと、顧客視点で将来を
見据えるマーケティングには、異なったスキルが必要とされる。
　企業が成長していくためには将来の方向性を見極める必要があ
るが、多くの企業にとってそれはCEOが行い、セールスはセールス
サポートの人材を雇い、マーケティングテーマを与える。中小企業
が成長するにつれ、CEOの仕事はそれだけで手一杯になり、マーケ
ティングの戦略的役割も短期間で変わっていく。テキサス大学の中
規模企業の調査によると、マーケティングとセールスの役割を分離
した企業は、業界平均よりも急速に成長する可能性が非常に高く
なることが分かった。

香港の雇用主が直面する
コンプライアンス・プロフェッショナル

雇用維持の難しさ
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ビジネス（香港・広東共通）
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　メイクボックスを見ても本当に自分に合うリップカラーが
入っていないと感じている貴方。リップカラーには様々な色合
いや濃さ、仕上がりのものがあり、正しく選べばメイクアップの
楽しみは倍増する。いくつかの点を守れば、肌のトーンに合っ
たものを選ぶのはさほど難しいわけではない。以下にポイン
トを述べよう。
　まず、自分の肌のアンダートーンを知るのは非常に大切なこ
とだ。些細なことのように感じるかもしれないが、肌のアン
ダートーンは貴方の美しさを引き立たせるためや、ふさわし
いファッションを選択するのにも重要な要素となるので、それ
を知って味方につけておくことは賢い選択なのだ。殆どの人は
暖色系か寒色系に分類でき、寒色系の人は透き通るようなク
リアな色味を、暖色系の人は黄色系やオリーブ色などの色味
を肌に有している。
　肌にピンクや赤の色味や、青みがかったような透明感のあ
る貴方は寒色系の肌色。手首の静脈が青く透けて見えたり、シ
ルバーのジュエリーが似合い、日焼けをすると赤くなってしま
うのが特徴だ。寒色系の人に似合うリップカラーは、青や紫の
色味のもの。赤いリップを選ぶならオレンジ色っぽいカラーは
避け、青みがかった赤を選ぶようにしよう。あまりに明るい色
は浮いてしまうので注意して。
　黄色やゴールデン、オリーブがかった肌の色味の貴方は、暖
色系の肌の持ち主。手首の静脈は緑色に透けて見え、日焼け
しやすく、ジュエリーはゴールドのものを選ぶことが多いので
はないだろうか。暖かい色合いのリップカラーが似合うので、
暖色の赤やオレンジ色のものを選べば問題ない。オリーブ調
の色味の人には、ピンクやヌードカラー、コーラルピンク、健康

的な肌色の人にはベ
リーピンクや濃い色味の
ものがお勧め。
　もし貴方がどちらにも当
てはまらない中間の肌色をして
いる場合、リップカラーはあなたを選ば
ないので、色々な色味を楽しんでみて。
　また、肌のアンダートーンが何色か確信を持てな
くても、心配ご無用。ベースメイクをきちんとして肌を滑らかに
見せることができているのなら、はっきりした濃い色のリップ
カラーはメイクアップの仕上がりに良いコントラストをもたら
すので、ぜひトライしてみてほしい。
　最後にお伝えしておきたいのは、究極的には似合うリップカ
ラーは自分次第だということ。もしコーラルピンクがガイドラ
イン上は最適でなくても、貴方が自分に似合うと感じたならば
それでいい。自分に自信を持てることが、メイクアップのなに
よりの美点なのだから。

上手なリップカラーの選び方
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マリリンのぶらグル巡り

 　香港と言えば飲茶。今は数少ない地元
の人達に愛されるワゴン式の昔ながらの
ものから、セレブな高級飲茶、モダンに進
化したもの、まさかの格安ミシュラン飲茶
など様々。そんな中、香港で尖沙咀（チム
サーチョイ）と中環（セントラル）、旺角
（モンコック）に3店舗を出している話題
のモダンな飲茶店が今回新たに、グルメ
スポットとしても人気の銅鑼湾（コーズウェイベイ）のタイム
ズスクエア前にオープンした。同店は、伝統的な点心に加え
てキュートなキャラクターの飲茶や味にひねりを効かせた進
化型の飲茶を味わえると話題を集めている同店。
　店内は、伝統的なお店とは異なり、まるでカフェのようにモ
ダンなインテリア。ニューヨークのエレガントなロフトスタイ
ルと中国のティーハウスのラスティックな雰囲気を融合した
モダンでお洒落なインテリア。厨房がオープンキッチンに

なっているので解放感もあ
り、シェフがキッチンで腕を振
るう様子を楽しむこともでき
る。店名から飲茶だけのイ
メージも強いが、しっかりした
料理も提供する。また、銅鑼
湾店ではもともと1960年代
から1990年代にかけて香港
仔（アバディーン）とともに大

風から船が非難する場所、
避風塘(Typhoon Shelter)が
多くあった場所で、水上生活
者が近港でとれた新鮮な魚
介類を船の上で調理して食べていた。この料理は避風塘料理
と呼ばれる。当時、食べられていたという伝統的でノスタル
ジックな避風塘料理をメニューのコンセプトに取り入れ、魚介
類がメインでスパイシーな味付けが特徴な料理をサイドメ
ニューとして提供する。
　まずは、写真映えして、見ても食べても楽しめるキュートな

点心の数々からご紹介！　ピー
ナッツクリームを詰めた髭のお
父さん「Peanut Papa Bun」は表
情がとても愛らしく、お箸を口の
位置に刺して口からクリームが
出てくるビジュアルを楽しもう。
子供だけでなく大人も喜ぶこと
間違いなし。白と黒のバイカ
ラーのエビとタコの蒸し餃子

「Shrimp & Squid Dumplings」
は、見た目が洗練されていて
食べると食材の食感を楽しめ
る。豆腐ようを伝統的な蒸し
パンに練りこんだ「Cantonese 
Sponge Cake with Preserved 
Bean Curd」はモチモチとした
食感とほのかに香る豆腐よう
が絶妙。避風塘料理には、新鮮
なカニを丸ごと使用したカニ
のお粥「Fisherman’s 　Crab 
Congee」は、ショウガとカニの
海鮮エキスがたっぷり染み
込んだやさしい味。豪快にたっぷりの唐辛子とニンニク、ネ
ギとともにカニ、シャコ、ホタテなどの旬取れた海鮮を炒め
た「Yam Cha Seafood Platter」は、避風塘料理の代表的な料
理で家族や友達とわいわい食べたい。人数に合わせてオー
ダー可能。
　さあ、さっそく今注目の銅鑼湾店で美味しい飲茶と避風塘
料理を楽しみに出かけよう。

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

YAM CHA銅鑼湾店
住所：2/F., Emperor Watch & Jewellery Centre, 8 Russell St., CWB
電話：（852）2323-1288
時間：11:00～23：00
ウェブ: www.yumchahk.com

伝統的な飲茶と避風塘料理をモダンな空間でお洒落に楽しむ！
「YAM CHA」銅鑼湾店オープン！

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。

料理長のKC・Mac氏

右：滑らかな口当たりの
  　 蒸し卵にアサリを加えた
  　 「Steamed Eggs with Clams」
左：さやいんげんの炒め物
  　 「Sting Beans」

キュートな髭親父の点心「Peanut Papa Bun」 モダンで明るい遊び心のある外眼

エレガントな見た目の
以下とエビのシュウマイ
「Shrimp & Squid Dumplings」

豪快に食べたい「Seafood Platter」
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　フォーシーズンズホテル内
にあるCaprice（カプリス）は香
港で最も評判の高いレスト
ランの1つ。ビクトリアハーバー
と九龍サイドを見渡すロケー
ションと、モダンシックな内装

とクラッシックなダイニング・セオリーを絶
妙に融合させた店内はラグジュアリーな雰
囲気が満点だ。自慢の定番料理としてはア
カザエビのラビオリ、フランスのシャラン産
ダックのフィレ、一本釣りシーバスなどがあ
り、オープンキッチンからは調理中のライブ
な雰囲気がダイレクトに伝わってくるはず。

住所：Podium 6, Four Seasons Hotel Hong Kong, 8 Finance St., Central
時間：12:00～22:30
ウェブ：www.fourseasons.com/jp/hongkong/dining/restaurants/caprice

【Caprice】
　上環（シェンワン）のハリ
ウッド・ロード沿いに位置す
る本格的なフレンチビスト
ロ。ワインの専門店である
La Cabane a Vinの系列店
で、フランスのシャレーをイメージした素朴な雰囲気がチャー

ミングだ。ポーションが少なめなので、タ
パスのような軽食として頂くも良し、何種
類かオーダーし、しっかりした食事にして
もOKだ。人気なのはコールドカット・プ
ラッターやフレンチチーズの盛り合わせ。
温度管理されたセレクトワインとのマリ
アージュを存分に楽しんで。

住所：G/F., 62 Hollywood Rd., Soho, Central
時間：12:00～2:00(月～土)、12:00～00:00(日)
ウェブ：http://lacabane.hk

【La Cabane】

　世界屈指の有名ホテル、
マンダリンオリエンタルは
提供する食事ももちろん最
高のクオリティ。青銅の
シャンデリアが頭上に輝くドラマティックなダイニング、Amber
（アンバー）は、厳格なドレスコードがあることも相まって、唯一
無二の贅沢な雰囲気を醸し出している。料理は東西の食文化を
融合させたフュージョン・フレンチで、ミシュランの二つ星を獲

得したシェフ、リチャード・エックバス氏
がディレクターを務める。フランス産の
ブルーロブスターや日本直送の魚介
など、最高の素材で作る料理は評価が
高い。

住所: 7/F., The Landmark Mandarin Oriental, 15 Queen's Rd., Central
時間：7:00～10:30、12:00～14:30、18:30～22:30
ウェブ：www.amberhongkong.com

【Amber】
　“Bibo”とは“バイリンガル”と
“ボヘミアン”を組み合わせて
作った造語。香港のフレンチに
新風を吹き込む存在の同店は、
レストランとしてだけでなく
アートスペースやバーとしても
機能するユニークな存在。ダミアン・ハーストやバンクシー、村
上隆などビッグネームのコンテンポラリーアートやストリート・
アート作品が店内を彩る一方、それに負けない輝きを放つの
はムタロ・バルデ氏がエグゼクティブ・シェフを務めるフレンチ
の数々。ラタトゥイユ添えシーバスのローストなど、本格的な料

理が頂ける。

住所：G/F., 163 Hollywood Rd., Sheung Wan
時間：12:00～15:00、18:00～00:30(月～金)、
  　　11:30～15:00、18:00～00:30(土)、日休
ウェブ：www.bibo.hk/#new-page

【Bibo】
　ペニンシュラホテルは、
1941年の香港での戦闘の果
てに日本軍への降伏の場とな
るなど、歴史的瞬間の多くを
経験してきた場所。その10年後に香港最初の大陸の味を提供
するレストランとして創業したガディスは、アンティークなシル
バーウェアから贅沢なアートに至るまで、真の贅沢な空間と経

験を提供するレストランだ。フランスのヴァン
デ産ハトの胸肉やブルターニュ産イシビラメ
など、極上の素材を活かしたフレンチは、シェ
フのレミ・パン・ペデグム氏によるもの。ペデグ
ム氏は、「ここでの食体験がダイナー達の味覚
を変える新鮮な体験になるはず」と胸を張る。

住所：1/F., The Peninsula Hong Kong, 22 Salisbury Rd., TST
時間：12:00～14:30、19:00～22:30 
ウェブ：http://hongkong.peninsula.com/ja/fine-dining/gaddis-french-restaurant

【Gaddi’s】

香港のベストフレンチ
レストラン5選

ロイヤル・ロブスターのラビオリから牛のフィレミニヨン、ロースト
ダックなど、フランス料理は美食の王道。香港に星の数ほどある
レストランの中から、今回は訪れるべきフレンチレストランやビ
ストロをご紹介しよう。
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Mother of Pizzas
住所：G/F., 13-19 Leighton Rd., CWB
時間：11:00～22:00

　銅鑼湾（コーズウェイベイ）のピザショッ
プ、「Mother of Pizzas」はナポリピザがお好
きな方におすすめしたいお店。レイトンス
トリートに面したオープンキッチンにはピ
ザ専用の薪のかまどが備えられており、
380度もの高温の火力が、絶妙な食感のピ
ザ生地を焼き上げる。
　ピザのサイズは13インチと18インチの2
種類、トッピングは8種類が用意されており、うち5種類
はスライスでも販売されている。全ての種類のピザに、
マイルドな風味で柔らかな食感のフィオールディラテ、
あっさりした風味でとろけるモッツァレラ、力強い風味
のグラナ・パダノーと、少なくとも3種類のチーズが使わ
れているそうで、チーズへのこだわりは相当なものだ。
　フォンティーナを含む4種のチーズを使った13インチの「ベジタリアン・クレイジー」は
チーズのバランスが良く、イタリアのサンマルツァーノトマトの風味がフレッシュさをプ

ラスして美味い。ルッコラとオリーブオイルを使った「ロ
ケッティア」は、イタリアントマトとクラッシュチーズがフ
レッシュで、たっぷりと乗ったルッコラがヘルシーさを演
出してくれる。「ハワイアン・ココ」は、イタリア式サラミ、カ
ピコラの風味をパイナップルとココナッツが引き立てる
至福の一枚だ。またピザの他、ミートボールの入ったトマ
トソースや、3種のキノコを使ったホワイトソースなど、魅
惑的な3種類のパスタも提供している。

　店内はゆったりとリラックスでき、スタッフの親切な接客も気持ち良い。「Mother　of 
Pizzas」で、たしかな技術とこだわりが生み出す絶品ピザを楽しんでみては。

本格的なナポリピザを
提供するレストラン、
MOTHER OF PIZZAS

つくり方：
1.ケーキ型を使ってミックスの説明書通りス
ポンジを焼き、完全に冷ます。

2.ケーキをクランブルにし、48本巻いてディッ
プし、仕上げられるよう頭を整理し、十分な時
間をとっておく。ベーキングシートにワックス
ペーパーを並べる。

3.冷めたケーキを大きなボウルに入れ、まん
べんなくクランブル状にする。

4.生地の硬さの具合を見ながらボウルにフ
ロスティングを加え、大きな金属製のス
プーンの後ろを使って、完全に混ざるまでク
ランブルしたケーキと混ぜる。全量を一気に
混ぜて生地が湿りすぎないよう注意。

5.生地が1/2インチ（4cm）のボールになるま
で十分に湿ったら、手で丸めて2のシートに
置き、20分間休ませる。

6.ベーキングシートをラップで覆い、数時間
冷蔵庫で冷やすか、冷凍庫に約15分間入れ
て、形を安定させる。(凍らせるのはNG）

7.キャンディーコーティングを電子レンジ対
応の深いボウルに入れる。こうすることで、火

傷せずにケーキを簡単にコーティングでき
る。作業を容易にするためには、コーティング
は約3インチ（7.5cm）位の深さにする必要が
あり、一度に約16オンス（455g）のコーティン
グで作業するのがおすすめ。

8.パッケージに記載されている手順に従って
キャンディーコーティングを溶かす。中程度
の熱量でレンジに30秒間ずつかけ、合間に
混ぜる。（ダブルボイラーも使用可）熱しすぎ
ないよう気を付ける。

9.いよいよディップの準備。冷蔵庫、又は冷凍
庫からいくつかのケーキボールを取り出し、
残りは冷蔵庫へ。（冷凍庫に入れていた場合
は残りのボールを冷蔵庫に移す。）

10.1つずつ棒の先端の約1/2インチ（1.2cm）
に溶かしたキャンディーコーティングを付け、
ロリポップスティックをまっすぐにケーキ
ボールに挿して半分以上押しこむ。

11.最初に付けたコーティングが接着剤と
なってケーキポップが固定されたら、ケーキ
の付いたスティックをすっぽりとキャンディー
コーティングに浸して取り出す。ケーキとロリ
ポップスティックとの境目まできれいにコー
ティングされていることを確認する。

12.コーティングの粘度が薄ければ薄いほど、
ケーキポップをコートするのが簡単。コー
ティングが硬めなら植物油やパラマウントク
リスタルを加えて薄め、調整する。

13.コーティングからケーキポップを抜くと、
余分なコーティングが滴るが、片手でケーキ
ポップを持ち、もう片方の手を使って手首を
静かに叩くと、余分なコーティングが均等に
落ちる。必要に応じてロリポップスティックを
回して、一方の面が他方の面よりも厚くなら
ないようにする。

14.コーティングが厚くロリポップスティック
の底を覆っている場合は、指で余分な分を拭
き取ることができる。ケーキボールのすぐ下
のスティックに指を置いて、ポップを回転さ
せて余分なコーティングがボールの中に落
ちるようにする。余分なコーティングのほとん
どが落ち、滴り落ちなくなったら、ケーキポッ
プを発泡スチロールブロックに立てる。

15.同様に作業を繰り返し、ケーキポップを完
全に乾かす。

16.できあがり！

 

ケーキポップとは、フロスティングクリームとクランブルしたスポンジケーキを混ぜ、丸めたりロール状にしたものをチョコレートなどの
キャンディコーティングを施し、スティックを挿してロリポップ状に仕上げたキュートなお菓子のこと。
今回は手作りケーキポップのレシピをご紹介しよう。

ベーシックなケーキポップの作り方

【用意するもの】

・市販のケーキミック
ス　520g

・フロスティングクリ
ーム　330～350g

・キャンディーコーテ
ィング 1.4kg

・23×33cmのケーキ
型

・ベーキングシート２
枚

・ワックスペーパー

・大きめのミキシング
・ボウル

・大きい金属製スプ
ーン

・ラップ
・深めの電子レンジ

対応ボウル

・ロリポップスティック
　４８本

・発泡スチロールブロ
ック

かわいい見た目で大人気!
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 海印長城 HAIYINCHANGCHENG

（所在地） 南山区后海滨路

（間取り） 3LDK（メゾネットタイプ）

（室　内） 新内装、家具・家電付き

（環　境）  All City Shoppingmall、庭園、後海の海岸cityに近い、ワトソンズ

（備　考） 地下鉄2号線（海月駅、徒歩で約2分）

（月　額） 19,000元

（所在地） 南山区蛇口沿山路

（間取り） 3LDK

（室　内） 新内装、家具・家電付き

（環　境） 海岸城ショッピングモール、JUSCO、カルフール、天虹、映画館

（備　考） 地下鉄2号線（後海駅、徒歩で約15分）

（月　額） 10,000元

缤纷假日豪园 BINFENJIARIHAOYUAN

深圳

エイブル深圳店エイブル深圳店エイブル深圳店
深圳市羅湖区深南東路5002号

地王大厦主楼40-10単元
(86)755-8219-5546/

 (86)136-3285-3590 (代表 本間)

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

 (86)136-3285-3590 (代表 本間)

（所在地） 南山区南光路

（間取り） 2LDK

（室　内） 家具・家電付き

（環　境） 海岸城ショッピングモール、JUSCO、海雅百貨、カルフールに近い

（備　考） 地下鉄1号線（南山駅、徒歩で約10分）

（月　額） 10,500元～

太古城北区 TAIKOO SHING

H
o
n
g
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n
g
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g
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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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香港 香港＆広州

　テンセントホールディン
グスの人気モバイルアプ
リ、Wechatは公式の電子個
人識別システムプロジェク
トのもと、多くの中国の消
費者の日常生活においてま
すます不可欠なものとなっ
てきている。
　国家報道機関新華社通
信の報道によると、広州市

政府は最近、従来の国家発行のIDカードと同じ目的を果
たすバーチャルIDカードを作成するパイロットプログラム
を、同市南沙地区のWeChat登録ユーザー向けに開始し
た。この計画は間もなく州全体に広がり、後に全土に拡大
する予定だという。
　この試みが成功すれば、2011年にモバイルメッセー
ジングサービスとしてWechatが展開されて以来、同国最
大のソーシャルネットワーク、およびメジャーなオンライン
決済プラットフォームとなったことに続いて、社史に残る大
きな功績を上げることになる。
　深圳に本拠地を置くテンセントによると、9月末の四半期

の）るいてれさ用利てしと信微はで土本（tahceW、ていおに
アクティブユーザー数は毎月980万人にのぼるという。
　WeChatのIDプログラムは、公安省の研究所とTencent
のWeChatチームが共同開発し、様々な銀行や他の政府機
関によってサポートされている。このプロジェクトは仮想ID
カードが承認される前に顔面認証技術を使って申請者を
確認するため、オンラインID盗難の防止に役立つことが期

待されており、認証されたユーザーは、WeChat　IDを使用
してホテルを利用したり、身分証明書無しに政府のサービ
スを申請することができる。
　実は広州のWeChatプログラムは、スマートフォンアプリ
で電子IDカードを利用可能にするものとしては中国初の
試みではない。2016年6月、既に湖北省中華圏の首都であ
る武漢市公安局支店で、Alipayと提携して電子IDカード
サービスを既に開始している。中国最大の決済プラット
フォームオペレーターであり、アントファイナンシャルサー
ビスグル ープの一部であるアリペイを使ったこのプロジェ
クトは、ホテルのチェックインや鉄道、空港でのセキュリ
ティ検査などの場面において、電子IDカードの使用を促進
することも目的としていた。アントファイナンシャルはアリ
ババ・グループホールディングスの関連会社であり、武漢
のAlipayアカウントユーザーは約40万人いるという。
WeChatとAlipayは共に身分証明書のほか、ソーシャルセ
キュリティカードと本土ユーザーの運転免許証のデジタル
化サービスを別々に開始している。

WeChatは中国の
公式電子IDシステムとして定着へ
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深圳

受験の季節ですね。
そして、東京は4年ぶりの大雪が降っています。
4年前、長男が高校受験のとき、東京に41年ぶりの大
雪が降りました。上海からの便を2日前にとっていて正
解でした。前日なら飛行機が飛んでいませんでした。
JRが動かなかったときのために、地下鉄を乗り継いで
受験会場まで行ったことが懐かしく思い出されます。
雪は止まず、受験できなかった学生も多数。
女子の2次面接は電車が動かず中止になりました。

毎年、気象に左右され、インフルエンザなども流行する
季節の受験、どうにかならないものかと思いますね。

2020年からの教育大改革では、センター試験がなく
なります。
自らが自分で考え、使える知識を身につける「アクティ
ブラーニング」が主体になります。

また、大学の数が受験生を大きく上回るので、大学全
入時代に入っています。

これからは、「どこの大学に入るか？」ではなく、
「大学で何を学ぶか？」の時代。
受験のその先をみる目が必要です。

長男も受験に向けて1年間走り続けました。夏からは自
宅にいるより塾にいる方が長い生活でした。
頑張って勝ち取った「合格」でしたが、喜んだのも束
の間。
翌日からは、膨大な課題が出て、また走らされるので
す（笑）

大切なのは、ビジョンを持つこと。
どんな人生を生きていきたいのか？
世界にどんな影響を与える人になりたいのか？

そこが決まれば今の行動が変わります。

長男は、3年生の春まで志望校が決まりませんでした。
見学に行った学校を一目みて、そこでバンド活動をし
ている自分が鮮明にイメージできたそうです。
そのイメージだけで、スイッチがONになりました。わず
か1年で、合格圏外から合格することができたのです。

受験の時も落ち着いたもので、
「できた？」「できなかった？」と心配する母を尻目に、

「大丈夫。合格するよ。」
と言っていました。
ワクワクなビジョンの力です

偏差値が高いから。
ネームバリューがあるから。
就職に有利だから。
そんな時代は終わりました。

受験のその先を見ていますか？

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

「
ま
ま
サ
プ
リ
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読
む
だ
け
で

マ
マ
が
笑
顔
に 連載 第66回 受験のその先

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

「薬局の親父の口癖」
第21回

「大丈夫、俺も使ってるやつだからよ」
「これはお得だよ、今しかないんだから」
「何が違うって、こっちの方が良いんだよ」

これらのセリフ、一見すると危ないことでもやっているんじゃないかと思わせます。
でも、安心してください。
これら全てのセリフは薬局のおじちゃんによるトイレットペーパーについてのアドバ
イスです。

私はトイレットペーパーやボックスティッシュなどの消耗品は自宅から徒歩10秒の
ところにあるローカル薬局でいつも買っているのですが、ここの薬局のおじちゃんが
ちょっと個性的なんです。例えるなら見た目はズートピアの主人公のキツネみたいで、
性格は高田純次といった感じです。
そんなおじちゃんの江戸っ子顔負けのセールステクニックをここでご紹介します。

① 自らインフルエンサーとなる
顧客が商品を買うか買わないか、もしくは２つの商品でどちらにするかなど迷った
仕草をすると「これはオススメだよ。俺も家で使ってるし。」とおじちゃん自らのお墨
付きを与えてくれます。

② 「今だけ」をいつも使う
ティッシュ一箱無料、ハンドソープ一本無料などのプロモーションがあると必ず
「大特価だよ、今しかないよ」と今だけ感を強調します。こちらの薬局に通い始めてから
2年ほど経ちますが、これらのプロモーションは通い始めた頃から今も継続中です。

③ 最後のクロージングは気迫だ
ボックスティッシュ１つとっても、ブランドが違ったり、同じブランドでもパッケージが
違ったりと顧客としてはそれらの違いを比較、理解した上で会計に臨みたいものです。
しかし、そんな細かいことをおじちゃんに聞こうものなら「何が違うって、こっちの方
が良いんだよ! 28ドルだよ!」と一蹴しつつ、会計しちゃいます。この気迫によって顧客
はあんなに硬かった自分たちの財布の紐をなぜかほどいてしまうのです。私の妻も
例外ではありません。

日本でもまだまだこのような「てやんでえ、べらぼうめ精神」のおじちゃんを見かける
ことがあります。こういった技はおじちゃんたちが自分の仕事に自信と誇りを持って
いるからこそできるんであって、そこらの若造が言葉だけ真似しても決して顧客の心
を打つことはできないでしょう。今の若い人たちにはこの気迫が最も欠けている気が
します。かく言う私も、おじちゃんの一つ一つの言葉に一瞬疑問を持つこともあり
ますが、結局は「そうか、今しかないんだ」とその気迫に圧倒される自分がいつもそ
こにはいます。

"66の親父の口癖は「やるなら今しかねえ」"

長渕剛、よろしくお願いします。
ではでは。

怪我や病気の症状を言うだけで、
おじちゃんはパッと商品を出してくれます。

香港

　こんにちは!　段々と気温が暖かくなってきて過ごしやすい日が続きますね!
ふとした瞬間に春の匂いを感じます。
　パンダバス香港では1月24日に「かわいい飲茶と小籠包ツアー」と1月27日に
「イチゴ狩り遠足」を催行しました。
　飲茶ツアーは3種類の飲茶(小籠包,ウサギ形海老餃子,
ペンギン形カスタード饅頭)を作りました！　最初のシェフの
手本を見て、簡単なのかと思いきやこれがまた難しい!　皆
さま最初は中々思ったような形にならないようでした。しか

しシェフのアドバイスを聞きつつ奮闘。可愛らしい飲茶を作る
ことが出来ました。作った飲茶が蒸し上がって出てきたときに
は歓声が上がりました！　見た目良し、味もかな
り美味しいとお喜び頂けました!
　イチゴ狩り遠足は太古のイーストホテル
集合、バスで新界のいちご園まで向かいま
した。前日から天候を心配しておりました
が、曇りと晴れを繰り返しつつ何とかもって
くれました!　今回利用したイチゴ園は全て日本

のイチゴ。博多あまおうから紅ほっぺ、佐賀ほのか等の沢山の種類を採ってお
楽しみ頂くことが出来ます。イチゴによって甘さや酸味、硬さなどが違うので
色んな食べ比べが出来てイチゴ好きの人には堪りません!昼食の香港式BBQ
も、日本のBBQと違い串を主に使って食材を焼く(炙る)のですが、お子様も自分
で炙ったりと楽しんで頂くことが出来ました。大人にも子供にも特に人気があっ
たのがソーセージ！やっぱりいくつになってもソーセージは美味しいですよね!
　パンダトラベル香港は毎月香港在住者様向けに様々なツアーを企画してい
ます。
　今年は他にもクッキング系のツアー、果物狩りでは今年はライチ狩り、ブドウ
狩りなどを企画予定ですので是非ご注目下さい！

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

ハルのプロフィール
香港在住2年目の主婦。家にいるのが好きで、コーヒーを飲みながら録りだ
めた日本のドラマを見るのが楽しみ。毎晩のビールがやめられません(笑)人
の目を気にしない？ 自由な香港人を見ていたら気が楽になりました。

　現代人にとって「ストレス」は誰もが抱える悩みではないでしょうか？近頃は
「メンタルヘルス」という言葉をよく耳にします。以前勤めていた会社でも、専門
家を呼び定期的にメンタルヘルスの講習や、カウンセラーとの面談を受けてい
ました。それだけ、メンタルヘルスが重要視されているということでしょう。
　会社がメンタルヘルスに関心を持つようになったのは、数年の間に心の不
調で休んだり、退職した方が何人もいた、という背景があります。日々 の残業
や、職場の人間関係など、人によって要因は様々で、誰しもが心の病気になり
えるのです。
　私がこのテーマでエッセイを書こうと思ったきっかけですが、私の姉が「パ
ニック障害」で、家族である私たちもいろいろと悩みました。パニック障害につ
いて理解することが増える度に、周りにこの病気について少しでも知ってほし
い、また、心の病気で悩む人たちが暮らしやすい世の中になってほしいという
思いがあり書きました。
　周囲が病気への理解をすることは、心を病んだ人の助けになります。また、
知識があれば自分が心の不調を感じた時、対処法を見つけることもできます。
自分の家族や周りで、様子が気になる方はいませんか？しっかり寝られていま
すか？ごはんは食べられていますか？笑えていますか？私は、今まで気にしな
かった心の病気について知ることで、見えない病気もあると気が付きました。
それと同時に、自分は大丈夫かな？とも考えました。本当につらいときは、誰か
を頼ってほしいと思います。心底つらくて自分が自分ではなくなりそうだと思っ
たら、そのつらいことから逃げたって良いじゃないかと思うのです。あなたが逃
げても、案外どうにかなります。
　私が前の会社を辞める時、自分が辞めると人手が不足し尚且つ残る方は
定年が近い女性の先輩で、とても辞めづらい状況でした。悩んでいた私に、
そのベテランの女性の先輩が、後のことは私たちや会社がどうにかするから、
あなたはあなたの幸せを考えなさいと言ってくれました。私はその言葉にどれ
だけ救われたかわかりません。それこそ当時は、精神的にもつらく毎日泣いて
いました。私もこの先輩のように人の力になるような声をかけられる人になりた
いものです。
　では、「心の病気」とひとことで言っても、いろいろな種類があって詳しくは知
らないという方もいると思うので、次回は「心の病気」にはどんなものがあるの
か紹介したいと思います。

Vol. 94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

「
自
分
の
心
と
向
き
合
え
て
い
ま
す
か
？
」

心の健康 Vol.1
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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

0.875

0.667

0.571

0.571

0.556

0.429

0.429

0.300

0.286

0.250

0.250

0.111

差
0.0

0.5

0.5

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

5.5

5.0

5.5

5.5

7.0

第73期　第17節　2月4日

     勝ち組コメント
　ロイヤルズさんとの一戦は、ともきん（中村朋）の特大HRからス
タート！　今日のヒーロー酒乱犬（大槻）は、2安打2打点の大活躍。投げ
ては組長（藤原）が無四球完投のナイスピッチ。下位打線にも当たり
が出始め、完勝です！！　次戦はここまで全勝オオゼキさんですが、勝ち
に行きましょう！！

     負け組コメント
　エース丸山は初回に立ち上がりを攻められ4点を失うも、続く2回は
3者凡退に切り抜ける。その裏、道宗の中ヒット、野嵜がエラーで出塁
し2、3塁のチャンスを作るが、村山が見逃しの三振で2走者残塁。4回、
向井の右3塁打で流れを作り、畦地、木俣、丸山、道宗の4連打があり3
点を返し、追い上げムードを作るが、その後ドリームスに3点、5点と奪
われそのまま試合終了。敗戦も、持ち前のマシンガン打線復活の兆し
が見えた。勝率5割を目指し次戦からの巻き返しに期待したい。

ドリームス
ロイヤルズ

勝利投手：藤原
敗戦投手：丸山

HR：中村

HR：

4
0
0
0
0
3
3
0
5
0

12
3

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　開幕6連勝中の大関軍、初回にマロのHRなどで2点先制を先制する
と今日の先発はDGM、2点を献上もまずまずの立ち上がり。2回表は
ランナーを出すも0点に抑えられ、2回からはエース・マロの登場。2四
球とWPで1点を失うが最少失点で味方の反撃を待つ。3回表はそれに
応えるようにDGMの満塁HRなど9得点のBIGイニングとし勝負あり。

     負け組コメント
　73期リーグ第7戦は現在全勝中の強力打線と速球派投手を兼ね備
えたリーグ一勢いのあるオオゼキ戦。気温は一桁と凍るような天気の
中、2回裏まで3対2と強力打線を先発吉富の気合と味方のファインプ
レーなどでリードする。しかし3回表にオオゼキの強力打線と走力につ
かまり、あれやこれやと一挙9点を奪われる。3回裏は1番南からの攻撃
だったが今日はクリーンアップが機能せず、結果5対11の敗戦となりま
した。チームは計3安打と今日の天気のように大変寒く、3月からの連
戦にパイレーツ打線の火が点くのを期待する！！

オオゼキ
パイレーツ

勝利投手：久下(兄)
敗戦投手：吉冨

HR：久下(兄)、赤沼

HR：

2
2
0
1
9
2

11
5

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　サンダース超攻撃打線が爆発！　長期欠場していた主将・小西が参戦
すると自慢の上位打線が1-6番までで26打数16安打17打点3HRと息
をもつかぬ攻撃で圧倒。中でも2番Huangは自身も狙っていたサイク
ルヒット（3塁打、2塁打、安打、HR）を達成！投神・金塚の完封は逃すも、
体感気温3度のSKMグランドを赤のユニフォームが常に塁上を支配し
圧勝した試合であった。

     負け組コメント
　寒風吹き下ろすSKMグラウンド、強豪サンダース戦に挑むも、初回に
12点を奪われ、好投手金塚選手に打線も奮わず、完封を防ぐのが精一
杯。旧正月明けから気持ちを切り替えて新たな気持ちで頑張りましょう。

サンダース
ブレーブス

勝利投手：金塚
敗戦投手：

HR：黄、吉田、吉原

HR：

12
0
7
0
0
0
1
0
2
1
2
0

24
1

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　前戦初黒星を喫し、もう落とせない一戦は本日サクラと対戦。初回
の攻撃でツーランを含む一挙4点を奪うも終盤で気付けば４対４の
同点。しかし、4回の攻撃で18点をもぎ取り、22対４の大差をつけ勝利
となった。

     負け組コメント
　本日は9人ギリギリの人数で試合がはじまる。初回4点先取され厳
しい展開。2回4番藤田のシャープなバッティングから井土がフォア
ボールを選び、出水、大谷で2点を返して反撃開始。2回3回裏とエース
井土が0点に抑えて、サクラも3、4回と1点ずつ粘り強く返して好ゲー
ムの展開。最終回裏、ここにきて相手打線が爆発して一挙18点を取ら
れて、大差で敗戦。

サクラ
カイザース

勝利投手：戸崎
敗戦投手：井土

HR：

HR：Louis、鈴木(2本)、白川

0
4
2
0
1
0
1
18

4
22

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

香港

ライフ（香港・広東共通）
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簡 1 2庭や近隣の野山から押し

花にしたい植物を採取
する。家以外の場所で積
む場合、環境を損なわな
いよう、採り過ぎには注
意しよう。

3 本を使った場合にはページ
を平らに保つために重しを
載せる。プレスキットを使っ
た場合、角に圧をかけるた
めのボルトが付いていれば
本は不要。

5 本を使った場合にはページ
を平らに保つために重しを
載せる。プレスキットを使っ
た場合、角に圧をかけるた
めのボルトが付いていれば
本は不要。

4
乾燥した涼しい
場所に１～２週
間置いておく。

本のページの間に採って
きた植物を挟む。酸を含
まない、古い紙のフォト
アルバムや、フラワープ
レスキットを使うと良い。

★ポイント★
植物は、平らにプレスされた時に見栄えがよいものを
選ぶと良い。葉っぱや草、デイジーやバイオレットなど
の小さめな花などがおすすめ。逆に、大きな花などは向
いていない。

手軽に作れるボタニカルアートで、自然の癒やしをお家に取り入れてみては。

香港

21Pocket Page Weekly 16 February 2018 No. 631
B



　IImpressionism=“印象派”とは、19世紀後半から
20世紀初頭にかけて主にフランスで発生した絵画
を中心とした芸術運動。印象派の絵画とは、一連の
関連する手法と、手法を共有したアーティスト達に
よって約1867年から1886年の間に制作された作
品を指す。
　印象派の画家達が重視したのは、描きたいと
思ったその瞬間を、カンヴァスに写しとるというこ
とだった。人々の表情、その時の気候、水面のちら
つき、雲の切れ目、雨など見たものを、澄んだ色の
小さな点を細かく描くなど、独特のテクニックに
よって捉えることにより、パレット上で絵の具を混
ぜ合わせて作った色よりも、移ろいゆく光景を情感
豊かに描くことに成功した。彼らは時代の急速な変
化と光の瞬間を表現することで、新しい時代の芸術
を創造しようとしていたのだ。
　当時パリでは、芸術アカデミーの審査員によって
選ばれた作品（主に歴史的な題材や宗教的なテー
マなどに沿って描かれたもの）が”サロン・ド・パリ”
に出品され、アートを愛好し収集する人々の目に触
れることを許されていた。1860年代初頭、クロー

ド・モネ、ピエール＝オー
ギュスト・ルノワール、アル
フレッド・シスレー、フレデ
リック・バジールは美術ク
ラスで出会い、歴史的また
は神話的な情景よりも、風
景やその当時の生活を描
きたいという思いで意気投
合。そこに女性画家のモリ
ゾらも加わった。
　サロン・ド・パリへ入選す
るのに何年かかるか分か
らない、そして現代と違っ
て他のギャラリーなどが存

在しない、そんな時代において彼らは資金を出し
合い、独立した展覧会を開いた。展覧会を最初に
開いたのはサロン・ド・パリの開催とほぼ同時期の
1874年の５月。1886年までに、計８回の展覧会が
行われ、印象派の代表格として現在我々が知る画
家達が作品を発表していった。当時、絵画とはアト
リエにこもり、テーマや構図にこだわり、綿密に描
きこんだものに価値があるとされており、印象派の
画家達が日常生活や風景を、時には屋外で感性の
赴くままに描きとめた作品達は、当然ながら批評
家達から、”スケッチのようで世間に出すべきもの
で無い”と批判を浴びた。
　“印象派”という名前は、モネの「印象・日の出」と
いう絵のタイトルを文字って批評家が書いた”印象
派の展覧会”という記事から来たものだ。その記事
は決して賛美的な内容ではなかったのだが、主催
画家達から"印象派"という単語は受け入れられ、世
間の人々にも浸透していくようになる。
展覧会を行うことで当初画家達に金銭的な報いは
ほぼなかったものの、仲買人の働きなども功を奏
して、印象派の知名度は徐々に上がっていった。ル
ノワール、モネ、ピサロなどは存命のうちに画家と
して成功の名誉を得たが、シスレーなど、不運にも
貧困のままに生涯を終えた画家達もいた。

ア
ー
ト
の
豆
知
識

〝
印
象
派
〞と
は
？

　2017年4月28日、香港野球代表団は強化合宿を行うた
め、香港国際空港に集合した。今回は、グアムとフィリピン
にて4日で6試合が計画されていた。28日の夜に香港を出
発し、29日の明朝にグアムへ到着する。その日は午後から
試合があり、30日は、ダブルヘッダーにて行わる。5月1日
の明朝にフィリピンへ移動し、その午後にも試合を行う。5
月2日は、再びダブルヘッダーという日程だった。過酷なス
ケジュールとは言え、5月10～18日かけて行われる中国の
全国大会に出場する香港代表にとっては、貴重な試合経
験を積む機会だった。
　グアムでの初戦は、軍人で構成されたチームであった
様だが、日本でいう草野球チームといった感じだった。球

場は日本の企業で
あるレオパレスが
所有するレオパレ
ス球場にて行わ
れ、グアム野球協会
が試合等のセット
アップを担当した。

　試合は序盤から長打とエラーで点数を重ねた香港代表
が、11-1で勝利した。しかし、チームとしては投手の制球
の乱れ、コミュニケーション不足による送球ミス等、スコ
アブックに記録されない細かいミスを繰り返していた。ま
た、香港野球は相手のペースに合わせて試合をしてしま
う傾向がある。点差はあったが、ランナーをためては凌ぐ
という、危険と隣り合わせの試合運びだった。
　このような感覚を、現地（香港）の指導者や選手と共有
するのが一番難しい。英語と言う第2言語を介していると
いうのもあるかもしれないが、野球に対する向き合い方
と試合経験の少なさからくる。これまで、香港代表団と共
に台湾、日本、そしてグ
アムで試合をこなして
きているが、私たちは
ずっと負け越している。
その度に、次に向けて
試合のポイントを共有

しているが、いざ試合が始まると一人一人が自分のことで
精一杯だ。先を予測したり、観察したり、相手のことを考え
る余裕や習慣がない。私がみてきた野球環境やこれまで
の経験も全く違うのだが、この状況を打破しなければ、こ
れから向かう大会においては危険が多いと感じていた。
　私自身も自分の考えを選手へ伝えるため、毎晩のミー
ティングを通して、試行錯誤しながら選手たちと共に新た
な道を模索していた。また、自分の考えを伝える時は、私
のリアルな経験とこれからチームが向かう方向性を示し、
一つずつ確認し、ミスコミュニケーションが起さないよう
気をつけていた。
　選手それぞれが挑戦できる環境とアイディアを提供し、
こういった試合経験を通して、小さな成功体験を積み重
ねてほしい。チームとして向かう方向、試合中における
ベンチワークなど、試合だから学べることを手に入れよう
とミーティングを繰り返した初日だった。

（次号3月２日は「香港野球代表団の現在地」）

香港野球代表団、グアム強化合宿へ

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.16

photo by ©松橋 隆樹

ライフ（香港・広東共通）
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