
香港＆広東 香港

香港

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

キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 香港/九龍 30K～

購買部のマネジメント、スタックの指導。各種
商品の海外からの購買。値引き交渉や、配送
計画のフォロー。ビジネスレベルの英語。経験
により新規ビザサポートあり。

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

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
コンサルタント

20K～30K

香港法人設立及び法人委託代行サービスの
提供を行なっている総合コンサルティング会社
が新規開拓営業職を募集。3年以上の同業界で
の経験者優遇。交渉力・コミュニケーション力
のある方。会話レベルの英語力。

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/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 応相談

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）

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 18K～20K
ITシステム開発企業がカスタマーサービスを
募集。主にＷＥＢシステムに関する問い合わせ
の対応。★英語日常会話レベル、ビザサポート
あり。

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 20K～40K
証券会社が社長秘書を募集！　スケジュール
管理、出張手配、電話対応など。★秘書経験最低
3年、特に金融企業で経験された方歓迎。北京語
が話せる方尚可。

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 応相談

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）

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～25K

電子材料販売商社が営業ポジションを募集！！
既存顧客のフォローアップ業務を担当。★営業
経験2～3年以上必須、工場とのやり取りに
最低使用できる程度の北京語力。

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） 20K

機械部品、医療機器製造企業が営業職を募集！
取り扱い製品拡大のため、採用者の得意製品
の営業を担当。★商社の営業経験者大歓迎。

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）
経営・店舗管理・
現場責任者/物流・倉庫 25K～40K

管理マネージャー募集！　総務人事業務全般、
管理系のマネジメント業務、日本本社と香港
拠点の間のやりとり。★5年以上の管理系職種
の経験者（総務・人事・秘書等）。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

経営・店舗管理・
現場責任者/
外食・フード

応相談

海外事業開発マネージャー（エリア全体を統
括し海外事業をけん引いただく事業部長）。
★事業立上げ経験、飲食業界へ強い興味が
ある方。勤務地は香港を含むアジア、欧州、北米
など（日本での研修期間あり）。

香港、
その他海外

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

RMB～30K
生産管理部長。玩具、日用品製造における
OEM工場全般の生産管理＋品質管理。★生産
管理の実務経験（玩具業界なら尚可）。北京語・
英語：準ビジネスレベル以上。日本本社採用！

深圳

インテリジェンス
広州

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

RMB15K～
（応相談）

会社システム（会計、販売、生産管理のERP）の
構築・導入・保守を行う会社に営業。★営業
経験者または、中国での就業経験をお持ちの
方歓迎。

広州

キングスウェイ技術系（IT・通信）/
金融・保険・投資顧問 ～28K

ローカル金融企業がプログラマーを募集。自社
システムおよびウェブサイトの管理、セキュ
リティを担当。Linux、PHP、Java他を使用。
ビジネルレベルの英語、ビザサポート検討可。

香港/九龍

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
コンサルタント

RMB～25K上海
顧客からの会計･税務に関する問い合わせ対応、
グループ内部の監査法人、会計士、スタッフと
の調整、監査スケジュール他、調整業務。ビジ
ネスレベルの北京語要、ビザサポート可。

キングスウェイ

キングスウェイ応相談香港/九龍

メディカルアシスタンス、医療保険、健康診断
プランの提案営業。既存顧客のフォロー中心、
新規開拓もあり。法人営業経験あれば尚可。
経験によりビザサポートあり。将来的にアジア
各拠点へ転勤可能な方。

営業・販売系/
その他サービス

キングスウェイ～23K香港/九龍
個人消費財の通信販売商社で個人顧客等対応
窓口業務。問合せ対応、納品期日管理、着金
管理、返品処理、在庫管理。ビジネルレベルの
英語。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～35K

大手日系半導体商社の営業主任。営業管理
業務全般、スタッフ教育、日本からのシフトビ
ジネスの対応、納期調整他。半導体業界経験
およびビジネスレベルの北京語必須。ビザサ
ポート検討可。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（化粧品・医薬品）

15K～19K
（経験や能力
により応交渉）

商品管理ポジションを募集！　新規取り扱い商品
の社内システムへの登録、情報変更時の社内
システムデータの更新,商品情報・在庫の管理
など。★事務経験者で基本的なエクセル操作
が出来る方。

香港/新界
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香港 中国全土

 「デザインとマーケティングと香港の話をします」

第二回：デジタル時代の外さないクリエイティブ戦略とは
香港でもこれからのマーケティング戦略の主流はデジタルだ、
と言われて久しくなります。顧客とのタッチポイントが変わってい
るので、誰もが重要性は感じています。連載第一回で書いたよう
に、今日のコミュニケーションはより戦略的にデザインされるべ
きものです。ところがデジタルマーケティングはなかなか本格化
してきませんでした。

その理由をいくつか挙げてみます。

■複雑で面倒くさそう。よくわからないので失敗が怖い。
■なんでも早く終わらせたいので、時間がかかる仕事は避けたい。
■マネジメントの理解がない、あるいは成果への期待が大きすぎる。
■香港は狭いし、デジタルでなくてもこのままでなんとかなる。
■Eコマースがなかなか根付かなかったので、理論と実践の

けん引役がいない。

というような背景が本格化の邪魔をしていると僕は見ています。
デジタルマーケティングには成功への近道はなく、仮説、失敗と
成功、修正、行動を繰り返していくことが求められる為、労力も時
間もかかります。そのためになかなか着手することができず、
なんとなくこんな感じかなという施策を繰り返す、そんなマーケ
ティング戦略をとっている企業が多いと思います。

三つの典型的な「取りあえず」デジタル施策は、

❶グーグルで取りあえず検索キーワード広告を出す。
❷フェイスブックで取りあえず「いいね！」を増やすための広告を出す。
❸インフルエンサーに取りあえず商品の宣伝ムービーを作ってもらう。

と言ったところでしょう。もちろんどれも間違いではありません。
うまくやれば良い効果につながります。問題は「とりあえず」やっ
た為に、ブランディングやマーケティング戦略との整合性が無い

ことにあります。そして、デジタルに対する次のような誤解も「とり
あえず」施策を取ることに影響を与えています。

■デジタルならバズる▶狙ってバズることは無く、バズったとし
ても効果は？

■デジタルならお金がかからない▶手間ヒマが必要。お金はか
かります。

■デジタルなら数字がわかる▶いいね！　の数だけでは効果は
なく、評価の基準や指標を定める事が大事です。

■デジタルなら広告を出すのが簡単▶広告を出してからが勝
負です。出稿ではなく運用します。

それでは、どうやってビジネスの目的に照らし、適切で価値のあ
る戦略を作ればいいのでしょうか？4つの要素が互いにシナ
ジーを呼ぶようなプランを立てるということを提案します。

クリエイティブ x ターゲット x ユーザーの態度変容 x プラットフォーム
先ず、ターゲット（年齢や属性）を設
定する。次に対象のユーザーは商品
に対してどんな態度や状態にあるの
か（認知、理解、関心、行動）。その
ユーザーはどのプラットフォームで
広告に接するのか。これだけでいく
つものパターンができてくるはずで
す。そしてクリエイティブはそれぞれ
のパターンに適応する形でプランさ
れるべきなのです。包括的で、持続
可能なものであるべきです。

十分に練られたプランを導き出すためには、時間をかけていくつ
ものステップを踏んでいくことになります。僕たちのチームが行っ
ている6つのステップを紹介します。ご参考になれば幸いです。

❶課題を理解し、共有する。
❷商品、市場の調査やベンチマークを行う。
❸全体をフレームワークで捉える。
❹マーケティング戦略を設定する。
❺クリエイティブやコミュニケーションをデザインする。
❻施策を実行し、評価を行う。PDCAを回す。

というものです。

とりあえず何かを始めてみるということは、今の時代には、大切
な姿勢でもあります。一方で、仮説は検証した上で修正していか
ないと意味がありません。早くテストを行い、早く失敗することを
お勧めします。その中で、より良いプラクティスを作っていく事
が、勝ちにつながっていく事になるはずです。（続く）

住所：Suite 1801, 18/F., Chinachemen Leighton Plaza,
            29 Leighton Road, Causeway Bay
電話：(852)2810-7023

WEBサイト：www.tya.com.hk
フェイスブック：tyahongkong
インスタグラム：tya_hongkong

ご質問、ご相談や勉強会のお誘いは
フェイスブック　 ueki.nobuhiko
またはEメール　ueki@tya.com.hkまで

植木 伸彦

1995年、黎明期の上海で日系企業
のマーケティング立ち上げを手伝
う。1998年にTYA(HK)LTD設立。戦
略クリエイティブを核に大手家電、
化粧品、食品会社などのブラン
ディング、プロモーション、コミュニ
ケーションプランに携わる。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東

　誌上相談会3回目は、評価面談に
ついてです。赴任されてすぐの評価
で、全くこれまでの行動を見ていな
い中でのものは、前任の評価を信じ
てその内容をフィードバックして理解
を得るしかなく、どんなに反論されて
も説得は難しいかも知れません。ある
意味、人事には言い切りも必要です。
次の節に記載の準備を前任者にしっ
かり聞いてから面談してください。
　一方初めてでも、ほぼ1年間の評価期間マネジメントしてき
た場合、次の準備をして面談に臨んで下さい。その事前準備と
は、（1）評価基準のある目標（2）日々のマネジメントと事実
データ（3）評価結果とそこへいたる論理（4）個々の賃金情報と
マーケットプライスの把握（5）個々のミーティングシナリオ（6）
次期目標案（7）その他のマネジメントスケジュールです。
　そして、十分な面談シナリオを用意した上で面談に臨みま
す。評価面談の目的は、「その期間での仕事の評価について話
し合い、双方の認識を一致させる」「メンバーの成長のための
目標や課題を明らかにする」「評価結果としての新しい待遇を
知らせる」の3つです。
　面談には6つのステップがあります。（1）アイスブレークして
から面談目的を知らせる（2）期初目標を本人に確認する（3）部
下の自己評価を聞く（4）上司の評価を論理的に説明する（5）
一致点とズレのすり合わせ（6）今後の課題を確認する。賃金の
提示がある場合はこの最後がいいでしょう。
　まず（2）で当初の約束を本人に思い出してもらい、自分の口
から話してもらいます。「まず評価結果だが、Bだ」などと上司が

結論から話すのは、ここでは避けたいところです。上司と部下の
評価はずれているのが残念ながら普通です。評価が一致してい
るとすれば、それは日常のマネジメントがよくできているという
ことです。目指すべき状態ですが、なかなかそうはなりません。
　上記の様なステップを踏みながら、部下の言い分をしっか
り聞いてあげる事が大切です。
　そこへの理解を示しながらも、目指すべき目的や目標に
戻って説明し納得してもらう。納得出来なくても、少なくとも理
解はしてもらうことを目指す事になるのがこの面談です。
　期初の目標設定が本当に重要なのだと改めて気付くのも、
日頃のマネジメントができていなかったなと困るのもこの時期
です。1年に1回の真剣勝負ではなく、毎日のマネジメントが真
剣勝負なのです。
　この面談一つで、人が残るか去るかも決まる事があります。
その意味では本当に真剣勝負。ただ、評価は処遇決定だけが
目的ではありません。部下の能力開発という大事な目的もあり
ます。また、日々の評価は「目標達成への軌道修正」という役割
もあります。この三つの目的を考慮して、面談してください。
　アナシス香港ではこうした評価についてのアドバイスの他、
評価者研修や評価制度構築のサポートをしておりますのでお
問い合わせ下さい。

人事労務のアナシスによる誌上相談会
「人事評価のフィードバックはどうすればいいのか？」

PPWビジネス通信×アナシスVol 3

住所 : Suite 8, 12/F., Tower 2, 
  　　China Hong Kong City, 
  　　33 Canton Rd., TST
電話 : (852)2180-2005
メール：hkinfo@anaxis-asia.com
ウェブ：www.anaxis-asia.com 

PPW：年に1回の賃金改定のフィードバックをしたいのです
が、初めてなのでどうしたらいいか分かりません。どうす
ればいいですか？

　アナシス香港では、弊社発行の「雇用条例ガイドブッ
ク」の講座を毎月無料開催しています。香港の最新の条例
改定動向を含め、雇用に関連する各種条例のポイントを
解説していますので、是非ご参加ください。

「雇用条例ガイドブック」発売中
A4判・日本語
香港ご契約企業様：1冊目無料・
               2冊目以降HKD300/冊
非ご契約企業様：HKD500/冊
内容：香港の雇用条例・休日条例・労働者災害
補償条例・差別条例・強制退職積立金(MPF)
条例・個人情報保護条例・職業安全衛生条例・
最低賃金条例・台風豪雨警報時の出退勤ガイ
ドライン・雇用に関する調停・裁判の仕組み

「雇用条例ガイドブック」講座
2018年3月8日(木曜日)：16:30~18:00
講師：牧野祥子
費用：香港ご契約企業様・非ご契約企業様ともに無料です。

※お問い合わせ・書籍ご購入お申込み等はアナシス香港の牧野までご
連絡ください。(hkinfo@anaxis-asia.com)

●中国総経理の王鋭による評価者研修（中国語）
個別企業に合わせてプログラムをご提案しています。

●評価者研修（日本語）
・ご契約企業様向け公開評価者研修
・講師：黒崎幸良　アナシスグループCEO
  2018年3月2日(金曜日)：14:00～18:00
・費用：アドバイザリープラン　 HKD900/名
　　　エントリープラン　 　　 HKD1,800/名
（ご契約企業様のみの研修になります。
個別企業向けもご提案しています）

董事総経理  牧野祥子氏

ビジネス（香港・広東共通）

14 Pocket Page Weekly 02 March 2018 No. 633
B



香港香港

　ひな祭りが過ぎても人形を
片付けずにおくとお嫁に行けな
い…。この俗説の広まりも相当
新しいと推定されます、昭和初
期…あたりでしょうか。でも、「ハ
レ」と「ケ」のけじめは日本人の
得意とするところ。これは残念
なことにクリスマスや節分でも
発露されて、ケーキや恵方巻
の、翌日大量廃棄という問題を

生んでいます。節分の翌日、豆菓子＆恵方巻の売り場はひな
あられ＆菱餅に大変身。
　21世紀の日本に広まった新しい年中行事、表記法すらまだ
固定していない「ハロウィン～ハロウィーン」に同じく「恵方巻
～恵方巻き」も揺れが見られます。スーパー、コンビニの売り
場においては100％「恵方巻」ですが、新聞は「恵方巻き」、
ネットでも多くが「恵方巻き」。商品名としては20年前からす
でに「恵方巻」なのだとか。名詞化した用言の送り仮名は実に
厄介です。
　この問題には一応の答があります。（「こたえ」は「答」でしょ
うか、あるいは「答え」でしょうか。）内閣告示「送り仮名の付け
方」によると、通則4の「例外」に、「次の語は、送り仮名を付け
ない」として、冰、印、頂、煙、隣、富、恥、話、光、係、組、巻、など
27の漢字が挙げられています。だから「恵方巻」でいいので
す。そしてこれら以外にも、「許容」により、「読み間違えるおそ
れのない場合は、…送り仮名を省くことができる」として、曇
（り）、晴（れ）、答（え）、問（い）、祭（り）…などを列挙。従って「こ
たえ」の答は「答え」ですが「答」でもいいのです。
　さて、これは迷宮の入口に過ぎません。「例外」の（注意）を
見ると、「活字の組みがゆるむ」などの「組み」は「組」ではな

い、とあります。（この例文、古すぎ。今のご時世、活字は組ま
ないし、ゆるむこともない。）すなわち「動詞の意識が残ってい
るような使い方の場合は、この例外に該当しない」。（では「恵
方巻の巻きがゆるむ」ではどうだ。）「話」は名詞的で「話し方」
は動詞的、だから「はなし」は「話」と「話し」で書き分けよう、な
どと言い出す文学者まで出てくる始末。ともあれ「読み間違え
るおそれ」に留意しましょう。「話し方」を「話方」としたら「わほ
う」と読まれます。「場合」を「場合い」としないのは「読み間違
えるおそれ」がないことに加えて、「慣用」だからです。通則７
〔例〕（２）にあるように、場合、葉巻、番組、夕立、植木、立場、
建物…などは「一般に、慣用が固定していると認められるも
の」であり、IMEも、葉巻き、夕立ち、建て物…とは変換しま
せん。それでもあえて、番組み、植え木、立ち場…としたがるや
からがいたとしたら、それは仕方ありません、ほうっておきま
しょう。「送り仮名の付け方」はその「前書き」にあるようにあく
まで「よりどころ」であって「専門分野や個々人の表記にまで
及ぼそうとするものではない。…固有名詞を書き表す場合を
対象としていない」。
　「夏祭」は「～まつり」で、「文化祭」は「～さい」。読み間違え
るおそれはないのですが、「ひな祭」より「ひな祭り」が増えて
います。「丼」は本来これ１字で「どんぶり」なのですが、カツ
丼、牛丼…など「どん」が増えたため、わざわざ「丼ぶり」と書
いて、これは変換もします。「祭り」「丼ぶり」は、さいり、とか、ま
つりり、とか、どんぶりぶり、と読まれるおそれはまずありま
せん。田植え、落書き、飛び火、乗り換え、のほうが、田植、落
書、飛火、乗換（これらも「許容」の範囲です）よりもおそらく読
みやすいのだろうし、とにかく送り仮名付きにしておけば、読
み間違いが起こりうるかどうかをいちいち考えながら書くより
楽です。手書きの時代と違って、余分に仮名を「書く手間」は
すでになくなっているのです。こうした無意識の流れが、答

え、話し、隣り、親の七光り、恵方巻き…と波及していったので
はないでしょうか。対して、ポスターなどの巨大な表示では、
夏祭、恵方巻…でいいのでしょうね。駐車場にも「前向駐車」
と書いてあります。ここに「揺れ」が生じるのですが、通則７
（注意）（2）にも「慣用が固定している…かどうか判断し難い
場合には、通則6を適用（＝送り仮名を付けろ）」とあるので、
迷ったらとりあえず「前向き」に考えて、恵方巻き、ひな祭り。
　送り仮名のない熟語は見かけ上、漢語と区別がありま
せん。電話、時間、警察、国際、博物館、失恋…などの和製漢語
に混じって、見習、手続、立場、取消、取締、物語、大盛、特盛、
親子、素人、人妻…のような和製和語（？）もどんどん中華圏に
入っていきます。香港警察の階級の「督察」（日本の警部に相
当）の下は「見習督察」（警部補）。日本で言う「大工見習い」な
どとは微妙にニュアンスが違うのですけどね。犯人の捕まえ
方を見よう見まねで習っているわけではありません。香港で
近年よく見るのが「厚切」。厚切豬扒（厚切りポークステーキ）、
厚切方包（厚切り食パン）、厚切多士（厚切りトースト）…。厚切
りジェイソンは芸名を考えたとき、はたして「厚切」か「厚切り」
かと迷ったかどうか。切り裂きジャックは「切り裂き」が多く、
都市伝説「切裂とおりゃんせ」は「切裂」が多いです。

大沢ぴかぴ
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言
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香港＆広東 香港 深圳

香港 香港＆広州

　この日は、ダブルヘッ
ターで2試合が予定され
ていた。グアムの気候は
暖かく、毎日30度を超え
ている。また突然降り出
し、直ぐに止むスコール
は、島にきている事を感じさせてくれた。
　1試合目の先発は、プロ野球選手としてのキャリアを歩
み始めた長身サブマリンのケネスを指名した。まだ渡航
して1ヶ月ではあるが、皆が、彼のパフォーマンスを楽しみ
にしていた。しかし、何とか最少失点に抑えていくものの、
コントロールがつかず球数ばかりが増えていく展開。打撃

陣も、相手投手の経験豊富
な投球に翻弄され、思う様
に点数を積み重ねられな
い。最終的に、試合には6－
4で勝利したものの「自分
たちの野球をしている」と
いうリズム感はなく、試合
を終えてしまった。
　負けてしまった方が良
かった試合なのではないか
と思うほど、今後に大きな
課題を残し、私は頭を抱え
た。守備では記録に残らな
い小さなミスを繰り替えし、

攻撃ではヒットで出塁するもサインや走塁ミスを繰り返し
ていた。チャンスを相手チームへ献上し、苦しむパターンを
何度も繰り返した。
　昼食後、失点した原因について選手と話し合いをした。
チームとして、試合の流れを断ち切れる様な、ハッスルプ
レイが出来る環境作りをしていこうと話し合った。
　2試合目、相手チームはグアム代表にも選ばれる選手が
所属するという、今回の遠征では1番いいチームだった。
とはいっても、グアムの選手は週末に集まれれば、野球を
やる程度であり、個人個人のパフォーマンスはそれほど高
くはない。香港代表は、同じく先制するものの、1試合目の
変わらないゲーム運びだった。
　制球が安定しない投手にリズムを崩す守備、そして攻
撃と守備が繋がらない。打つ方でも、ヒットでランナーを
出すが、走塁ミス等で攻撃に精彩を欠いてしまう。その
後、お決まりの展開かのように逆転を許し、最終回に粘り
を見せたが最後も走塁ミスで敗退した。
　私は、これが香港野球代表団の現状だと、まずは自分自
身へ言い聞かせた。私と選手が考えている以上に、大きな
問題に直面していると感じていた。今回のグアム遠征だけ
ではなく、これまでの試合でも「出来るはずなのに！」とい

う気持ちを残し、試合を終える
ことが多かった。
　私は、この気持ちを捨てきら
ない限り、今ある壁を破ること
は出来ないと思っていた。今の

私と香港代表の選手たちには、「結果を受け入れ、現状を
知る」という次に進む為の作業が必要だった。しかし、試
合数をこなすことを目的に計画された今回の遠征では、
時間をかけて自分たちの野球を振り返る時間が十分にな
かった。この日も21時に試合を終え、私たちは10時に閉店
するレストランへと夕食を急いだ。
　夕食を終えると、既に10時を過ぎており、ミーティングし
ている時間はなかった。選手たちには、洗濯と明日の移動
準備を優先させ、翌朝4時にホテルのロビーへ集合した。
選手団は、早朝の飛行機でフィリピンへ移動し、その日の
午後にはフィリピンの大学ナンバーワンチームとの試合
が計画されている。監督として、予期せぬチームの緊急事
態を収集することのないまま、フィリピンへ乗り込むこと
になってしまった。
（次号3月16日は「フィリピン野球 瞬間的な集中力」）

香港野球代表団の現在地

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.17

photo by ©松橋 隆樹
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「なかなか宿題にとりかかりません。やり始めてもダラダ
ラやります。どうしたら自分からやる子になりますか？」
というのもママたちのなくならないお悩み。

まずね、「宿題」というのは「訓練」です笑  
実際2020年からの教育大改革では生徒自身が考え実
行する、生徒主体の「アクティブラーニング」が中心に
なります。
すでに一部の学校では取り入れられていますね。
欧米や中国では、既に実施されているので、ようやくと
いう感じですが笑

これによって、オンラインによる教育に移行し、宿題は
主に授業の予習中心の勉強法に変わります。
授業では、ディベートなどで、知識を更に発展させ使え
ることを目指します。
なので今の「計算ドリル」や、「漢字ドリル」のようなひた
すら繰り返し覚える訓練型のものは少なくなっていく
傾向にあります。

とはいえ、これらが全く意味がないかというと違いま
す。9歳までに「やらなければならない課題」をクリアす
る方法を身につけることは人生を生き抜く上で強い武
器になります。

人は全体が見えないものにはなかなかチャレンジでき
ないし、取りかかれないもの。
先ずは全体のゴールを見せることが大切です。
それだけでも「怖さ」がなくなりゴールをイメージしや
すくなります。
そして、できればはじめの数行だけ、はじめの1ページ
だけ、一緒にやってみる。
そのまま面白くなれば、続けてやればいいですし、気分
が乗らなければ、ベストな時間帯に完成させればいい
のです。
「宿題」に限らず、サッカー、ピアノ、お絵かき、全ての練
習にも当てはまります。

私はやりたくないこと、気が進まないことは、場所だけ
調べておく、アポイントだけ入れておく、PC画面を出し

ておく、など本当に入り口のワンステップだけをやって
おくようにしています。
そうすると、次の一歩に繋がりやすくなるので不思議
です。

はじめの一歩が出たら、完成したも同然です。
はじめの一歩、お子様と一緒に踏み出してみませんか？

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68回 はじめの一歩

ライフ（香港・広東共通）
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香港

　こんにちは!　皆様、昨年ご紹介した中国・深圳の城塞
都市・大鵬所城は覚えていらっしゃいますでしょうか？　
中国明・清時代の城壁に囲まれた中国風の城塞都市
がそのままの姿で保存されています。明の時代、1394
年に、倭寇到来の際の重要な要塞として建設され、そ
の後、1840年に勃発したアヘン戦争の際にも、重要な
要塞として利用されました。そんな大鵬所城で2017年11月19日にパンダバスで
「大鵬古城と東山古寺遠足」を催行しました!深圳・羅湖から車で1時間半、竜崗区
の海側に位置していて、到着すると目の前に厳かな雰囲気漂う城塞都市への入
口(南門)が構えています!　中に入ると、街並みはまるで明・清の時代にタイムス
リップしたかのよう！　アヘン戦争時代の将軍の住居や博物館をご

案内！　その後自由時間、ラン
チを取り東山古寺へ。1394
年に建立されたこの寺院
は中国禅の名刹とされて
います。何度も修復を繰り
返されているお寺で、現在は

明・清時代のデザインの内装ですが、昔は他宗教が複合していました。本堂は沢
山の人形が壁一面に並んでいて圧巻です!　ただ残念ながら写真が禁止でした...
　パンダバスでは2018年3月18日に「大鵬所城と菜の花遠足」を企画していま
す。今回は古めかしい古城だけでなく、一面に咲き誇る菜の花を見て心を癒さ
れに行きましょう！　ビル群が集う香港とは真逆の光景を垣間見ましょう!!

　自分でアレンジするのは意外と大変！パンダスタッフが皆様をサポート♪香
港在住の方限定、特別ご奉仕価格にてご案内！
大人・HKD750/子供(2～10歳以下)・HKD650!!
☆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♪
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Sorrento 

香港

（所在地） MTR西湾河（サイワンホー）駅

（間取り） 2DK　 746 sq ft.

（室　内） 家具付き、新しいインテリア

（環　境） シティビュー 

（月　額） HKD32,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR紅磡（ホンハム）駅

（間取り） 3LDK　1236 sq ft.

（室　内） 家具付き

（環　境） シティビュー 

（月　額） HKD45,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR九龍（カオルーン）駅

（間取り） 3LDK　 1032  sq ft.

（室　内） 家具付き

（環　境） 駅直結、スーパー近く

（月　額） HKD38,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR西湾河（サイワンホー）駅

（間取り） 3LDK　 1311 sq ft.

（室　内） 家具・家電付き

（環　境） 海景

（月　額） HKD55,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR九龍（カオルーン）駅

（間取り） 2LDK　837 sq ft.

（室　内） 家具・家電付き

（環　境） 駅直結

（月　額） HKD38,000　管理費、税金込み

STARTS香港STARTS香港STARTS香港STARTS香港
Company License No. C-023320Company License No. C-023320

香港（852）2836-0760
広州（86）20-3877-0041
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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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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

「この人、ひょっとして凄いお金持ちなんじゃないの」
と思わせられた瞬間ベスト5

第22回

先日、香港のJ2チャンネルでドクターXの最終回を見ました（たまたま）。そのワンシーンに
西田敏行が米倉涼子の最後のオペの請求書を見て「35億円！？」と自分の目を疑ってい
る場面がありました。
結果的には、その請求書は偽物だった（本当の請求額は5000万円）のですが、私も香港
に来てから、この場面での西田敏行のようにめちゃめちゃ自分の目や耳を疑ったことが何
度もあります。特に香港のお金持ちたちにはいつも驚かされます。

①「最低でも毎月40万香港ドルは稼がないとね」
最近、三つ子が産まれ、合計4人の子供と4人のヘルパー、3000sqftオーバーの新居
の家賃等を賄うため、毎月40万香港ドルないと家計が赤字になるらしいんです。何
より稼げる当てがあるんだからすごいっす！

②「家賃37万香港ドルのくせに家の中は問題だらけで困るわ」
サイバーポート（名前がすでにイカしてます）という場所にある一軒家（3階建）に住
んでいます。ガレージだけで私の家の広さに肩を並べてきます。でも引っ越した当初
は家の中の至る所が問題だらけだったそうです。修繕費も半端ないって！

③「クリスマスツリー フロム　カナダ」
毎年3m大のガチのモミの木をカナダから取り寄せているそうです。私もそんなクリ
スマスツリーに憧れますが、いりません。まず3メートルのモミの木はうちには入りま
せんから！残念。

④「息子のBMWが動かなくなった」
子供の頃、アンパンマンの車のおもちゃに乗って家の前の道路で遊んでいた記憶が
ありますが、時代は変わりました。4歳の弟が所有する車はBMWにポルシェ。好き
なキャラクターはバズライトイヤー。ちなみに隣のサウジアラビア人の友達は5歳にし
てフェラーリを所有。時々、2人でドライブ（近くの公園）に行くそうです笑。

⑤「無人島を買いたいと思ってます」
リパルスベイに住んでいるので、窓から無人島が見えるらしいんです。そして、その
島を眺めながら、あの島にインフラを整えて新しい街を作ったら面白いだろうなと考
えてしまうそうです。

昔、パチンコで一儲けしたマンション久保田やベンツ小林なんて人たちを見て、「ベ
ンツかっこいいな」と思っていた自分がかわいく見えます。

ちなみに、ここで紹介した香港人たちに共通していることは心に余裕があることで
す。その余裕はきっとお金の余裕から来ている部分も多いと思いますが、多少の問
題にはビクともしません。
きっと私なんかよりスケールの大きい、ヤバイ問題も多く抱えていることとは思うの
ですが、皆さんそういった問題に対しても「何とかできる」と考えています。そして、
常に世の中のニュースをチェックしながら、新しいことに対して強い関心を持ってい
ます。まさに怠けることを知らないうさぎと言った感じですね。

一方で、私は亀は亀なりにと言いたいところですが、卯年に生まれた長男坊としては、
やはりうさぎのまま燃え尽きたい。そこで、まずは今日から毎日ヤフーニュース（スポーツ
欄）を見ながら自分の得意分野くらいは常に情報の更新をしていこうと思います。

「眠らないうさぎ」（集英社クリエイティブ）は
アマゾンにて購入できます。

井上康生（全日本柔道男子ヘッドコーチ）、
よろしくお願いします。

ではでは。

大人になったらどんな車に乗っているのでしょうか...

香港
ライフ（香港・広東共通）



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

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。

　香港で初めての冬を体験し、思ったことは想像以上に寒い日があることでした。し
かも現在の住まいには暖房器具がないため、着込むか、食べて飲んで自分を温める
しかありません・・。いっそ外の方が暖かいくらいで、家にこもらず外出します。歩き出す
とカラダが温まってきて、軽快に歩き出すのでした。

　香港の冬の風物詩といえば、火鍋、煲仔飯がありますが、私の中では、寒い時こそ
担々麺を食すべきかなと思い、時間を見つけて色 な々お店で担々麺を試しています。
担々麺は、毎日食べても飽きないほど大好きです。日本では限られた場所でしか食べ
られませんが、ここ香港ではあらゆる場所でローカルプライスで手軽に食べられて、
担々麺好きな私には、最高な環境です。それに、私の冬のお気に入りは、健康工房の
ホット金柑ジンジャー飲料や、漢方茶です。辛いものを食べてカラダを温めて、カラダに
いいものを含んでデトックス効果も期待できそう！？ です。

　初めていくお店では、胡麻ペースト風味が強いかどうか、肉の
出汁がよく効いている肉汁のスープかどうか、もちろん辛さの具
合、花椒の強さを味わって記録しています。他に酸味が効いてい
たり、麺も細くて白い麺が一般的だと思いますが、太い玉子麺もあ
りますよね。お店によって特徴があり、汁もしくは、挽き肉を絡めて麺
を口にするまでワクワクします。

　ネットに見つけられるおすすめの担々麺店情報の中で、特に私のお気に入りは、北
角にある「濰京坊」、コーズウェイベイにある「渝」です。「渝」では私が知っている限り
唯一の汁なしで、辛さが選べる担々麺。いつも小辣を頼みます。ここは、花椒（辛味）
の味付けが強くて、辛い前菜も一緒に食べると、口の中は、痺れます（笑）ビールも置
いているし、ゆっくりもできます。

　その他にも、オープンライスのアプリで地域と四川・麺などのキーワード検索から情報
収集し、お店をみつけたり、街を歩いてみつけます。アプリでみつけたジョーダンの「金陵
湯包」の担々麺は、ゴマ風味と肉汁がいい感じに絡んでいて、満足の一杯です。たまた
ま見つけた「南小館」担々麺は、肉汁が効いていて私のお気に入りです。小籠包や、生
煎包も美味しいですよね。四川、上海料理専門ではない中華レストランでも他の料理と
同じく担々麺が美味しいお店がいくつもあって、私にはたまりません！

  

　もしおすすめがありましたら、ぜひ教えてください。

　今後も、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. 96ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong Daily LifeHong Kong Daily Life香港在住日本人主婦が綴るリレー     エッセイミニ

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.2

濰京坊 渝 南小館 金陵湯包

担
々
麺
散
策

（
擔
擔
）
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深圳

広・北・英語生徒大募集中
プライベートレッスンで、経験豊かな
教師が丁寧に教えます。生徒様のご要
望にあわせ日本語で教える事ができま
す。まず無料体験をしてみませんか。
詳細はホームページをご覧ください。
又は日本語でお気軽にお問い合わせ
ください。
電話：8100-0514
  　　（電話のみです、SMSができません）
メール：info@wdllanguage.com
ウェブ：www.wdllanguage.com　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
英・広・北京語の生徒募集

日本人向けの語学学校です。英語/北京
語/広東語/韓国語/フランス語/スペ
イン語などを学びませんか!日本語が話
せる講師が発音や文法を丁寧に教えま
す。マンツーマンまたは2～5人の少人
数制で講師の指名も可能なので、自分
のペースで語学をマスターできます。
ただ今、英語/北京語/広東語の30分間
の無料授業が体験できます。詳しい内
容については、日本語でお気軽にお問
い合わせください。
電話：(852)3520-2329林まで（日本語可）
ウェブ：www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港長崎県人会
香港長崎県人会は九州の他の県人会
の皆様とご一緒に、九州人会を年に２
度ほど開催している中で、最近は長崎
県上海事務所の御支援も頂く事が出
来、活動を活発としたいと考えていま
す。長崎御出身、長崎の学校で学ばれ
た皆様、長崎にゆかりのある方々、是非
ご連絡を頂ければ幸いです。
連絡先：npo@choei.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

定期的に食事会、ハイキング、BBQ大会、
クリスマス会など開催しております。華
南地区在住の青山学院卒業生の皆様
は、お気軽にご連絡ください。
メール：aogakuhk@gmail.com
  　　  （担当：木津）
LINE & WeChat: hidekitsu1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

八日会
1985年から続いている異業種交流会で、
奇数月の8日前後に約20名で勉強会をして
います。お昼の時間に各業界から1名、ビジ
ネスで役立つ香港・華南の最新状況のス
ピーチを頂き、会社経營、管理、自分開発
に役に立てて頂きたいと考えています。
連絡先：八日会事務所/ npo@choei.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
連絡先：kirakirahk@gmail.com
facebook：kirakirahk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 パート・アルバイト募集
訪日観光業務を行う弊社では、尖沙咀
のオフィスに週2回程度出社してくだ
さるパート・アルバイトさんを募集中
です。広東語/中国語から日本語への
観光に関する翻訳が出来る方で、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。お気軽にお問合せく
ださい。
電話:2395-0960
メール：hrcareer@mixwellnet.com
ウェブ：www.mixwellnet.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）
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必ずオーダーしたい「Pan Fried Xiao Long Bao」

　銅鑼湾（コーズウェイベイ）といえ
ば香港でも人気のショッピングやグ
ルメスポットとして人気のエリア。同
エリアに高級ブティックが数多く立ち
並ぶリーガデンエリアは大人な雰囲
気が漂い、買い物ついでに立ち寄れ
るカフェやレストランも多い。そんな
同エリアのリーガーデンⅡの元ラル
フローレンの模範店があった場所
に、柔らかくやさしい味が特徴の上
海の原型となった江蘇料理の中でも蘇錫料理をメインにし
た中華レストラン「10 Shanghai」がオープンした。
　あまり聞きなれないかも知れないが、江蘇料理は中国の8
大料理の一つで、味は全体的に淡白で、旬の素材のうまみを
活かすことを考えている。また、各皿の盛り付けにあたり、色や
形の調和を考えて、スープを用いて風味を増すことに重点を
置いている。そんな江蘇料理は、南京料理や淮揚料理、徐海料
理、そして蘇錫料理の4つの地方料理で構成されている。今

回、同店で提供している蘇錫
料理は、酒糟を調味に多く使
い、周囲の湖や河川から獲
れる各種の水産物の扱いに
優れていて、味は甘く比較的
濃いのが特徴だ。香港では
なかなか味わえない料理な
だけに期待度が高い。

　世界的に有名なインテリ
アデザイナーSteve　Leung
氏の手がけた同店のイン
テリアは、ダークグリーン
の壁と木の床で重厚感あ
る雰囲気を演出。そこに、
ゴールドの装飾品と中国のアンティ－クな絵画をプラスする
ことで、上海の黄金時代を思い浮かばせてくれる高級感でス
タイリッシュな空間を作り出している。
　さっそく、そんな同店のおススメメニューを紹介しよう。ま
ずは、上海料理でおなじみの小龍包を蒸してから鉄板で焼い
た焼き小龍包「Pan Fried Xiao Long Bao」。外はパリッと中は
スープたっぷり。蘇錫料理で代表的な蒸鶏を熟成紹興酒に浸

けて作る醉雞（酔っ払い鶏）「Aged　Shaoxing 
Huadiao-brined Chicken」はとても柔らかく日
本人好みの味。かに（ノコギリガザミ）を枝豆
ともち米と共に炒めた「Wok-fried　Mud　Crab 
with Glutinous Rice」は、新鮮なカニの甘さと

カニのエキスがたっぷりしみ込んだもち米がの味がたまら
ない一品。皮付きの豚のばら肉を茹でて、醤油と酒と砂糖で
煮詰め、塔のように重ねた「Dongpo’s　Pork　Pagoda　with 
Dried Shanghainese White Cabbage」は、驚くほど柔らかく
しっかりした味付
け。ご飯がほしくな
る一品。
　さあ、さっそく香
港ではなかなか味
わうことのできない
上海料理と蘇錫料
理 味わ い に足を
運んでみよう。

10 Shanghai
住所：Shop B, Brilliant Court, 78 Kimberly Rd., TST
電話：(852)2338-5500
時間：ランチ 月～金（11:30～15:30）、土日祝（11:30～16:30）
  　　ディナー 日～木（18:00～23:30）、金土祝前日（11:30～24:30）
フェイスブック：Lee Gardens

中国8大料理の一つ「江蘇料理」が味わえる、
中華レストラン「10 Shanghai」がオープン！

マリリンのぶらグル巡り

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

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Ben Luen氏

重圧感あるエレガントでスタイリッシュな店内 同店一押しの「Wok-fried Mud Crab with Glutinous Rice」

ご飯が何杯でもいける「Dongpo’s 
Pork Pagoda with Dried Shanghainese 
White Cabbage」
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