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日系化学品企業が品質管理を募集。中国東莞
及び広州の工場における品質管理業務全般と
報告書作成。品質管理業務経験のある方。やる
気をもって前向きに業務を行える方。

RGF 香港東莞 RMB
18K～23K

生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

日系保険関連企業がセールスコーディネー
ターを募集。社外向け資料の作成。日本語及び
英語の翻訳・アジア拠点の営業データの分析。
3年の社会人経験がある方。英語または北京語
ビジネスレベル。

RGF 香港香港/九龍 20K～22K営業・販売系/医療関連

有名化粧品商社がカスタマーサービスオフィ
サーを募集。クレーム処理や顧客からの問い
合わせ対応。配送管理、支払処理、返品・再送・
在庫管理。ビジネス関連分野を専攻した方。
英語もしくは北京語日常会話レベル。

RGF 香港香港/九龍 20K～25K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社

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）

日系物流会社が営業を募集。日系顧客を中心と
した香港を含む華南地区マーケットでの営業。
香港やその他アジア新興国における営業と新規
事業開拓。社会人経験が5～6年以上の社会人
経験もしくは営業経験のある方。

RGF 香港香港/九龍 25K～30K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

日系物流会社がカスタマーサービスを募集。
日系顧客のコーディネーション業務。現地委託
先への指示、見積作成、統計、貨物動態管理の
メール発信等。未経験者可。長く・安定的に働いて
くれる方。ビジネスレベルの英語、北京語尚可。

RGF 香港香港/九龍 18K～27K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

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

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B2B
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

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
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。

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

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

日本食品卸販売会社が営業・調達アシスタント
を募集。販売促進業務のサポート（フードフェア
参加、サプライヤー訪問など）市場に即した新製品
の調達など。2～4年以上の日本食品の販売
または調達経験のある方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/香港島 17K～19K

【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

日系のウェブシステム会社がプロジェクトマネ
ジャーを募集。展示会運営のためのウェブシス
テムの管理とサポート。クライアントからの要望
を社内エンジニアに伝達。渉外経験やカスタマー
サポート経験のある方。長く香港で働ける方。

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

日系製造企業が会計を募集。経理業務全般。
会計事務所との連絡、システム入力、本社への
報告など。会計業務経験のない方も業務引継ぎ
過程でできるようになる方であれば可。5～6年
以上勤続可能な方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 20K～25K営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

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

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
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Reeracoen営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 25K～35K
香港にある大手日系ロジスティクス企業が営業
マーケティング担当を募集。日系顧客を中心と
した香港を含む華南地区マーケットでの営業
に加え、香港における新規事業も担当。

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

Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社 18K～23K

大手日系商社が営業担当を募集。中国にある
クライアントから商材を仕入れ、それを社内の
海外グループ企業（香港・中国含む）に引き渡す、
ルート営業がメイン。

香港/香港島

Reeracoen

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

66K～
108K

大手外資系銀行が銀行員を募集。顧客要望に
合わせたテーラーメードの金融、投資サービス
などのアドバイス提供、ソリューションの提案等。

香港/香港島

Reeracoen営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 23K～26K

新規企業獲得のために、EMS部門の日本人
営業マンを募集。入社後は、最低メインの既存
企業を1社担当、並行し新規クライアント獲得
の営業。

香港/九龍

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 18K～22K香港/九龍

外資系IT企業が営業担当を募集。日系企業へ
新規開拓、既存顧客のフォローアップ営業に
加え、顧客向けにクリエイティブデザインの
提案・プレゼンテーション。

Reeracoen

Reeracoen18K～20K香港/香港島
船舶関連の部品や機械類を扱う商社が未経験
歓迎の営業事務を募集中。営業事務をメイン
として、既存顧客のフォローや香港人スタッフ
のサポート、その他事務作業。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

Reeracoen17K～20K香港/香港島

香港人の1.5才から6才（6才から14才のコース
も）をメインに、日本語を教えるお仕事。1クラス
7名までに設定された1時間から1時間15分
のコースで、英語を使わずに基本は日本語で
教育。

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など

Reeracoen

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

香港/香港島 18K～25K

日本にある法人向けサービスのコンサルタン
トメンバーとして、主にペイロール（給与計算
など）の業務を担当。日本の給与計算は控除
などが複雑なため、その実務などを担当頂く
予定。

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。
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Pasona Asia企画・広報・経営管理系/
小売・流通 香港/九龍 40K～50K

日系大手卸売業が日本人上司を補佐しながら
管理部門をまとめられるマネージャー候補を
募集。財務会計・物流・ITいずれかの分野で
海外での管理経験必須。英語ビジネスレベル。

Pasona Asia生産管理・品質管理/
小売・流通 香港/九龍 40K～50K

日系大手卸売業が食品・衣料品・日用品いずれ
かの部門マネージャー候補を募集。商品開発・
生産＆品質管理分野での管理経験必須。貿易
実務に精通していること。英語ビジネスレベル。

Reeracoen
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍 18K～22K
香港にある大手日系ロジスティクス企業が
ジャパンデスクのカスタマーサポート事務員
を募集。日系顧客（日本側）と現地（香港、深圳
等）とのコーディネーション業務がメイン業務。

Reeracoen

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

香港/九龍 25K～30K
日系ビジネスコンサルティング会社が日本人
コンサルタントを募集。日本人コンサルタントの
サポートから、お客様である日系企業様の会計
関連のコンサルティングを担当。

Reeracoen

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

香港/九龍 40K～60K
日系金融機関がファイナンシャルコンサルタント
を募集。主に、日本人顧客を対象とした資産運用
アドバイス（商品：投資信託・債権・保険等）等を
担当。

Reeracoen企画・宣伝・広報/
旅行・レジャー・観光 香港/九龍 18K～22K

大手日系サービス企業が企画担当を募集。
ローカルの個人のお客様向けに、日本行きの
パッケージツアーの企画に携る。

Reeracoen営業・販売系/物流・倉庫 香港/新界 18K～20K
日系並びに海外の食品飲料をスーパー等へ
卸す卸売業者にて、営業と購買の補佐を担当。
主な業務は、新規サプライヤー開拓と購買
コスト管理。

Reeracoen
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
エステ・美容・理容

18K～22K
日系化粧品流通会社にて、日本向けのカスタ
マーサポートチームの一員として、主に日本人
顧客対応。基本的に日本語のみで業務可能、
顧客対応はメールでの応対がメイン。

香港/新界

Reeracoen
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

30K～40K
香港にある日系ITシステムコンサルタントが
日本人コンサルタントを募集。主にERP（QAD）
のインプリメンテーション業務を担当。

その他

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 23K～26K
外資IT企業でオンライン会議サポートデスクの
カスタマーサービスを募集。Cisco WebEx等
の知識のある方。英語ビジネスレベル。

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。

Pasona Asia

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
金融・保険

経験値により
応相談

太陽光発電に関する投資会社がファイナン
シャルアナリストを募集。金融･会計の学位を
取得し、JGAAPの知識がある方。英語ビジネ
スレベル。

香港/香港島

Pasona Asia

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）

香港/香港島 22K
外資大手アパレルブランドでのカスタマーサー
ビスコンサルタントのポジション。電話、メール、
チャット及びソーシャルメディア使用して日本人
顧客対応。英語ビジネスレベル。

Pasona Asia営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 25K～30K

日系大手物流会社で日系顧客を中心とした
香港・華南での営業と新規開拓に加え、アジア
新興国の新規事業立ち上げを任されるダイナ
ミックな仕事。業界問わず提案型営業経験の
ある方、英語ビジネスレベル必須。

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

香港/香港島 20K～25K
太陽光発電に関する投資会社がオフィサーも
しくはジュニアアナリストを募集。アドミン業務
の経験がありコミュニケーション力のある方
優遇。英語ビジネスレベル。

Pasona Asia営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 20K～33K
韓国のぬいぐるみを扱う会社がマーチャンダ
イザーを募集。日系顧客対応。商品知識や営業
経験求む。英語ビジネスレベル。北京語･広東語
できれば尚可。

Pasona Asia営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 26K

機内雑誌の発行及び機内販売品を取り扱うローカル
会社がアカウントマネージャー（日本）を募集。納期
調整（発注業務から納品までのフォロー）やシッピン
グ手配等。日本市場及び小売店やブランドに精通して
る方。英語ビジネスレベル必須。日本への出張有り。

Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/九龍 20K前後

日系大手物流会社がジャパンデスク担当を
募集。日系顧客と現地とのコーディネーション
業務等。英語ビジネスレベル必須。北京語・広東語
日常会話レベルがあれば尚可。業界経験不問。
但し、カスタマーサービス等の経験者を優遇。

Pasona Asia事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/商社 香港/九龍 20K～25K

日系大手加工貿易業（スマホ・車載向け等の
電子材料）が事務職を募集。大卒、3～5年の
就業経験有り、海外留学及び海外での就労
経験のある方。英語ビジネスレベル。
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香港香港

・学生バイトは禁止？（続き）
　前回、中国では学生と雇用契約を結ぶことはできないと言いま
した。これは「学生は勉学に集中するべき」という意味なのでしょう
か。そういう側面もあるでしょうが、この制度は単位制度の流れを
汲むものと思われます。

・単位の戸籍管理機能
　単位制度は、「労働を配給するもの」と前回説明しましたが、それ
以外にも重要な機能があったのです。それは「国民管理」です。単位
制度によって中国国内の失業者をなくし、全ての国民を何らかの企
業に属させ、企業側に国民管理の役を担わせたのです（実際には
単位制度下でも労働の配給にあぶれた失業者がいたと言われる）。
　つまり、非常に広い中国では政府が国民管理を行うことは困難
だったため、各企業にどんな人がいるのか、家族構成、収入などの

レポートを作らせ、それを政府に報告さ
せることで戸籍管理を行ったのです。で
は戸籍管理の手段として単位制度を見
たとき、学生の場合はどのように戸籍管
理を行ったのでしょう。学生の場合は、
学校が単位となったのです。その意味で
中国語の「単位」を「企業」と訳す方を散
見しますが、「所属先」と訳す方が適切と
言えるでしょう。
　さて、このような単位（企業や学校）が
戸籍管理機関としての機能を担うとい
うことは、もし一人の人間が、複数の単
位に所属したら二重計上になり、戸籍管
理機関としての機能は破綻します。その
ため一人の人間が一つの単位にしか所

属できないようにするわけです（一人一単位の原則）。すなわち学
生が企業にも所属することはブロックされ、学生バイトの禁上に
なるわけです。

・副業も禁止？
　学校と企業という単位に二重加入はできないわけですが、企業
と企業の場合はどうなのでしょうか。これも当然一人一単位の原
則から否定されています。すなわち副業の禁止です。残念ながら
中国には正面から副業を禁止した条文は存在しません。しかし学
説上は副業禁止説が一貫して支持されていますし、中国の労働関
係法規の条文をよく読めば、そもそもが「副業を前提としていない
法律」となっていることが分かります。
　次回は、本シリーズのタイトルにもある通り、中国での定年につ
いて解説します（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2
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
国
法
律
事
情

目
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ら
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香港 深圳 

◆時間と共に変わる風水◆   
　　「西南に水」
  魔法のようなこの言葉は今からちょうど15年ほど前の香港で言
われていた言葉です。
　つまり、海や川、ダムやプールなどの水が西南の方位に見え
る地域は経済的に発展していくのだ、という意味です。日本より
も比較的気楽に引越しできる香港で、当時は西南に水が見える
地域の不動産に人気が殺到しました。西南にビクトリアハー
バーの見える啓徳空港跡地やクントンなどは、その後この魔法
の言葉の通り再開発され発展していきました。
　海や水の見えない地域では、孟意堂風水でもおなじみの「明
堂（平らなある一定の空間）」が水の役割を成す場合がありま
す。競馬場も明堂になりますので、競馬場が西南に見える地域
が再開発され高級マンション等が誕生したのもその頃でした。
  風水は平面という二次元の世界や空間という三次元の世界を
見るだけではありません。その空間が時間と共に変化していく

第四の世界もあります。同じ場所であっても昨年の今頃と今と
では何らかの要素が違います。それを風水の言葉で「玄空（げん
くう）」と呼びます。

◆風水で情報を早く読みとる◆　　　 
　住まいですら投資の対象になる香港では、「今人気のあるエ
リア」ではなく「これから先人気が出て来るエリア」をいち早く知
ることが重要です。情報は早い方が良く「今」ではもう遅いので
す。風水を活用していくと、次に何が来るかが見えてきます。それ
はオカルトチックなものでも第六感でもなく、確固たる根拠から
来るものです。
  「玄空風水」では、長期的な時間の周期を180年と考え、それを
9つに分けて20年ごとに中期的な周期があるとみなしています。
私たちが存在している今は第8運（2004年－2023年）で、その次
にくる第9運（2024年－2043年）とは違ったエネルギーが流れ、
違った事象が起こります。ただし、この「玄空風水」には先天運と
後天運があり、前述の時間の流れは後天運にあたります。
　先天運でみると、なんと昨年あたりから第9運は始まっていま
す。ラッキーなことに私たちにまた変化に対応できるチャンスが
巡ってくるのです。

◆孟意堂風水的第四の世界を読み解く奥義◆ 
　では、第九運にはどのようなエリアが繁栄していくのでしょう？
  それはズバリ「真南に山があり真北に水があるエリア」です。こ
のような条件のエリアは第9運には大いに発展していくのです。
海に囲まれ山の多い香港ではいくつかのエリアがその条件に
あてはまりますが、中でも注目しているのが香港トラムの拠点
の一つでもある「北角（ノースポイント）」です。 
　北角はセントラルやコーズウエイベイと比較すると香港島の
北側で最も北にあるエリアです。このエリアは豊かなビクトリア

ハーバーが北に面しており、南側は穏やかな小馬山に支えら
れ、風水のパターンとしては優れているエリアです。真南に山が
あり、真北に海という水がある為、第9運には今よりももっとエネ
ルギッシュでもっと人々でにぎわう地域になるはずです。
　北角には海に面して作られたマンションが多いですが、海が
北に見えればどこでも発展するかというとそうではありません。
山のエネルギーが龍のように流れ、そのエネルギーと水が出逢
うところが発展する条件の土台になります。そこがどこかを探
し、どのように吸収できるかを前もって検討していくのです。今
は穏やかなエリアですが、時期が来ればドラマチックにその力
を発揮し、そこにいる人々をさらに輝かせていくのです。

風水の奥義を行く！ 第73回  玄空、この第四の世界、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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香港＆広東 香港＆広東

香港 香港＆広州

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。

香港の図書館には漫画も多くあり、中文学習中の私に
とっては嬉しいコーナーです。
日本の漫画を翻訳した三国志（即挫折）、漫画史上文字
数最多といわれる名探偵コナン（挫折）また、香港人の生
活をゆる～く描いた楽しい漫画も多数ありお勧めです。

今回は漫画もある中文版電子書籍サービス「HyRead」を紹介させていただきます。

 
*図書館登録がお済でない方はIDと住所証明を持ってお近くの図書館でアカウントを作成しましょう

①図書館HP → e-Books →　

）ンイグロ（tnuoccAyM館書図 → tpeccA → eunitnoC → クッリクをdaeRyH②
この状態でもWEBで閲覧可能です。

③オフラインでも読めるアプリをダウンロードします。
HyRead libraryをApp StoreまたはGoogle Play
からダウンロードします。

④アプリの設定
図書館を選択→香港公共図書館を選択し、右
上の人マークを開き図書館MyAccountでログ
インすれば完了です。

HyReadは貸出可能冊数が限られていて可借
冊数0（貸出可能冊数）の場合は借りることはでき
ません。

その場合はWEB上で読むかメールアドレスで予
約が可能です。返却はタップして帰還→確定で
完了。

＊日本のAppStoreをお使いの方一部、簡体字表示になります。

近所の香港人曰く「HyReadアプリは延滞すると延滞金がかかるよ！」というので
ここで紹介させて頂くには少々気になるところ。そこで念のために図書館に訊ねてみ
ました。

「HyReadは図書館の新しいサービスです。延滞金はかかりませんよ。在住日本人の方
にもたくさん利用してもらえたら嬉しいです。また何かわからないことがあったら何時で
もどうぞ！ 」と親切に答えてくださいました。

HyReadには広東語、英語などの語学関連本も豊富で音声付き書籍も多くあります。
ぜひお試しください！

次回はお子さんが楽しめる電子絵本サービスを紹介させていただきます。

Vol. 97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

Vol.2新界ひきこもり！ 香港生活
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最近、離婚の相談をよく受けるようになりました。年齢
的に子供が巣立ち、夫婦だけでの生活に入る手前で、
悩む方も多いのではないかと思います。
子供が産まれると、女性は母性優位になり、子供にか
かりきりになり、
なかなか父性の育たない旦那様に、イライラすること
が多くなります。
男性は、自分に向けられていた愛が全て子供に向いて
しまったことに寂しさを感じ、また責任を求められるこ
とから逃げたくなります。
ある一定の期間、ベクトルが離れてしまった夫婦が、子
供が巣立った時点からまた昔のようなパートナーにな
ることはなかなか難しいものがあります。

「色々ありますが、それでも夫婦でいる選択をしました。」
離婚の話し合いをしていた友人からのメールに涙が出
ました。
友人も旦那様も苦しんで来たことを知っているから、
「それでも」という言葉が美しいと思いました。

他人の関係で契約を結ぶのは夫婦だけ。
今の時代、結婚制度そのものが時代に合わないかもし
れません。

人の気持ちは変わります。同じところに縛り付けること
はできない。価値観も変化します。だからこそ一緒に生
きていく人とは会話が必要になる。面倒でも気持ちを
伝えあい、確認しあい、共に成長していくことができな
ければ一緒に生きることは難しくなります。
人間関係で一番難しいのは、身近にいる他人、パート
ナーなのではないでしょうか？
神様はもしかしたら、困難なことを知っていらっしゃっ
て、「病めるときも健やかなるときも愛する」ことを誓わ
せたのではないでしょうか？

生きていく上では様々な困難に出逢います。
もともと人は不完全なので、1人で解決できることはほ
とんどありません。
自分の欠けてる部分を満たしてくれるパートナーと出
会えた人は幸せです。
2人でいても不完全でも、1人でいるより多くの視点か
ら多くのことを経験できる。
それが夫婦なのだと思います。

せっかく神様が誓わせてくださったご縁、夫婦は気長
に相手を「眺める」ことが大切だと思うのです。眺めて
いるうちに、相方の大嫌いだったところが、許せるよう
になったり、知らなかった部分を発見したりすることも
あります。
「契約」しているからこそ「時間をかける」ことで状況が
変わることはあると思うのです。

夫婦は一番近い他人同士。
相手から影響を受けることを許した他人。
長い年月を経るうちに「似た者夫婦」になっている。
いつかどちらかが転んだときに、
どちらかが手を差し伸べることができる関係。
そういう相手がいる人は幸せな人なんだと思います。

Kyou氏 プロフィール
海外で３兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。現在上海ママたちに心理学、
統計学、コーチングなどを基にした「ままサプリ」展開中。香港
にて講座開催中♪

zets_PPW@pocketpage.com.hkまでお問い合わせください。

ラジオ、コラム、無料動画公開中～♪
ままサプリ公式HP：https://mama-supple.com/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第69回 それでも夫婦でいるために
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深圳

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖店：羅湖区深南东路2017号华乐大厦506室　電話：(86)755-2584-5960
南山店：深圳市南山区海岸城東座225号　電話：(86)755-2511-4770

メール : kato@fudou3navi.com.cn

深业东岭(shenyedongling)
（所在地） 罗湖区黄贝岭中村52号
（間取り） 1R/1LDK/2LDK/3LDK/5LDK
（室　内） 新築オープン新内装、家具家電全て新品
（環　境） 地下鉄2・5号線（黄贝岭）徒歩5分　
（備　考） 2017年完成。
 家賃お値打ち新築物件！ 地下鉄【大劇院】まで2駅。
 好立地。買い物便利。粤海酒店至近。高層階、日当たり良好。
 お部屋のタイプも多数あり。
（月　額） 1R（30㎡）：3,000元/1LDK（40㎡）：4,000元/
 2LDK（60㎡）：6,000元/3LDK（95㎡）：8,000元/5LDK（140㎡）：13,000元

辉盛阁国际公寓(FRASER SUITES)
（所在地） 福田区振华路183号
（間取り） 1R/1LDK/2LDK/3LDK
（室　内） 新築オープン新内装、家具家電全て新品
（環　境） 地下鉄2号線（华强北）徒歩5分 
（備　考） 1/11/17完成。下記、家賃に含まれています。
 管理費・税金・インターネット・室内清掃（週2回）、シーツ・タオル交換。
 朝食、食器類等備品一式・ジム・プールの利用。全ての部屋にバスタブ付き。
 エアコン（冷暖房）付き。管理体制も充実。ショッピングモール至近。
（月　額） 1R（48㎡）：13,888元/1R（58㎡）：14,888元/1LDK（64㎡）：17,888元/
 1LDK（75㎡）：19,888元/2LDK（134㎡）：28,888元/3LDK（164㎡）：32,888元

新天CBC二期（XINTIANCBCERQI）
（所在地） 福田区新洲南路与新洲路交叉口
（間取り） 1LDK/2LDK/3LDK
（室　内） 新築オープン新内装、家具家電全て新品
（環　境） 地下鉄3・7号線（石厦）徒歩4分 
（備　考） 2017年完成。希少！ 福田中心区の新築物件。
 ショッピングモール隣接。地下鉄【購物公園】まで1駅。【皇崗口岸】まで2駅。
 福田口岸・皇崗口岸至近。家賃もお値打ち！ 特選物件。
（月　額） 1LDK（63㎡～）：9,000元/2LDK（73㎡）：11,000元/
 3LDK（90㎡）：12,000元/3LDK（123㎡）：16,000元

吉祥龙花园（JIXIANGLONGHUAYUAN）
（所在地） 南山区后海滨路与工业七路交叉口
（間取り） 3LDK/4LDK
（室　内） 新築オープン新内装、家具家電全て新品
（環　境） 地下鉄2号線（海月）徒歩5分 
（備　考） 2017年完成。新築マンション（個人オーナー物件）。
 好立地！ ショッピングモール至近。海岸城（Aeon）へも地下鉄で2駅。
 豪華高級物件。セキュリティー万全。敷地内、大型プールあり。
（月　額） 3LDK（89㎡～）：13,000元/4LDK（200㎡）19,000元

凯德公园一号(Kaidegongyuanyihao)

（所在地） 南山区创业路与南海大道交汇处
（間取り） 2LDK/3LDK
（室　内） 新築オープン新内装、家具家電全て新品
（環　境） 地下鉄（粤海）建設中　 
（備　考） 2017年完成。高級賃貸マンション（個人オーナー物件）。
 ショッピングモール隣接（RAFFLES CITY）。地下1階には大型スーパー（ÓLE）あり。
 海岸城（AEON）まで徒歩15分、バス停歩2分。
 単身者用からご家族までお部屋プランも多数。
（月　額） 2LDK（90㎡）：13,000元/3LDK（146㎡）：18,000元
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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) 755-2511-4770

深圳市南山区海岸城東座225号　

香港・深圳で10年以上、不動産仲介に従事する
【不動産NAVI】の加藤氏Presents 深セン不動産ガイド
　今年は深圳の各エリアで新築物件が多数完成しています。
　特徴としては家賃設定がお値打！シンプルで高級な家具家電が設置されています。単身用から
ファミリーまでお引越しをご検討中のお客様におすすめの新築物件となっています。

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

コンポードー

ベアーズ

ツナーズ

サクラ

パイレーツ

ロイヤルズ

アタッカーズ

ブレーブス

エンジェルス

イーグルス

勝率
1.000

1.000

0.875

0.667

0.625

0.500

0.500

0.500

0.429

0.333

0.333

0.300

0.250

0.100

差
0.0

0.5

0.5

2.5

2.5

3.5

3.5

3.5

4.0

5.0

5.0

5.5

5.5

7.5

第73期　第18節　2月25日

     勝ち組コメント
　3勝4敗で迎えた第8戦、相手は強豪ツナーズ。新人2人を迎え15人で
挑みました。初回ツナーズを0に抑え波に乗ると打線が繋がり初回から
大量リード。途中エラーなどもあり追い付かれそうになるも、何とか逃
げ切り勝利。最終回、急遽初登板した大谷、その間に気持ちを切り替え
再登板し抑えたエース井土。櫻の新しい型が出来た試合でした。

     負け組コメント
　新メンバー（Samuel）含め15名で参加。好チーム相手に、両チーム
計24得点のシーソーゲームを展開と非常に善戦するも一歩及ばず敗
戦。。3月には、是非巻き返しを図りたい。

サクラ
ツナーズ

勝利投手：井土
敗戦投手：松倉

HR：

HR：

4
0
0
5
7
3
2
3

13
11

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　エンジェルス戦、主力不在の中であるが必勝を期してプレイボー
ル。初回、本年初出場の青木が初打席で本塁打！2回は四球と村山の待
望今期2本目となるヒットで塁を埋め、助っ人小山のスリーラン！で突
き放す。エース丸山の要所を締める快投とレフト木俣、サード山中の
堅守がチームにリズムをもたらし、3回、4回と小刻みに加点。毎回得点
の7点で今期3勝目！

     負け組コメント
　2本塁打を浴び5点差をつけられるスタートも、主砲木原の一発で反
撃開始。その後、下位打線もつながり2点差に詰め寄る。立道の初ヒッ
トなどで盛り上がるが、流れをつかみきれないまま試合は進み、5回途
中で残念ながら時間切れ。

ロイヤルズ
エンジェルス

勝利投手：丸山
敗戦投手：崎川

HR：青木  小山

HR：木原

2
0
3
3
1
1
1
0

7
4

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　久々のリーグ戦、上位に残るためにも絶対に負けられない試合。最
近メキメキ実力を上げてきている先発ひろせが好投。打線も一部打ち
損じが合ったものの取るべきときに確実に点を重ね、最後はこの日が
引退試合の絶対的守護神（本人曰く）河合が締めて試合終了。上位に
喰らいついて行きます！

     負け組コメント
　「立場が人を作る」。今季初の４番に座った我らがミスター中原。貧
打にあえぐ打線の中、一人気を吐き、３打数３安打１打点の大活躍。
１アウト満塁のチャンスでセカンドライナーに飛び出し、ゲッツーを
食ったのもご愛嬌。セクハラ、パワハラ、ナカハラ、男の中の男。まさに
絶好調の一日でした。最後に、ニューボールとキャッチャーヘルメット
を快くお貸しくださったコンポードーの皆様、この場を借りて、心より
お礼申し上げます。

イーグルス
コンポードー

勝利投手：
敗戦投手：吉冨

HR：

HR：

0
4
0
0
2
5
1
1
1
X

4
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1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　好調ベアーズさんとの今期9戦目。1点を争う好ゲームを制したの
は我がアタッカーズでした。今期から新加入し今日が3試合目の鈴木
がこの試合のチーム初安打、2試合目の高木が自身、初安打と全員で
勝ち取った勝利でした。完投した山田もナイスピッチング！

     負け組コメント
　新加入の小笠原選手を加え11名で今期10戦目に臨んだベアーズ。
序盤から北浦の2本のタイムリー等で3点をリードし、守ってはアタッ
カーズの攻撃を5回終了まで1得点に封じる。しかし好機を活かせな
い打線が追加点を奪えず、徐々に試合の流れを失うと、終盤2イニン
グでまさかの4失点を喫し、悔しい逆転負けとなった。これで今季通算
5勝5敗。次節からの終盤戦は強豪チームとの3連戦です。勝ち越しを
目指し、これからも一球入魂あるのみです！ 頑張れベアーズ！！！

アタッカーズ
ベアーズ

勝利投手：山田
敗戦投手：北浦

HR：

HR：

0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
2
1
2
0

5
4

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)

家庭教師北京語広東語授業
経験豊富な家庭教師が北京語、広東語
を教えます。マンツーマンの個人授業
で、生徒様のレベルに合わせ、日本語で
分かりやすく教えます。初心者大歓迎。時
間は生徒様のご要望に合わせます。土日
も授業可能。詳細は jkklfy@outlook.com 
ジュディまで、お気軽にお問い合わせ下
さい(日本語でどうぞ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北京語レッスン
北京出身の講師が北京語を教えます。
個人・グループレッスンも可。北京語、
広東語、英語にて教授。
お問い合わせはMs. Fung
電話(852)8206-9188まで。
メール：tuitiona@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
者を対象とした会です。

香港在住者がメインですが、中国在住
の方もご参加頂けます。
参加目的は、友情、ビジネス、婚活、恋
活、いずれもOKです。お気軽にご連絡
ください。宴会本部長より
LINE & WeChat: hidekitsu1
Email: kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 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。）

ライフ（香港・広東共通）
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香港

香港 香港

ゼロからスタート 第87回広東語♪
　　香港にいるうちに日常生活に役立つ広東語を習ってみませんか？ 今回は、イースター「復活節

(fuk6 wut6 zhit3 )」に関する単語及び会話表現をご案内します。

　　イースターは、キリスト教「基督教(gei1 duk1 gaau3 )」におい

て最も重要な祭りです。「十字架(sap6 zhi6 ga3 )」にかけられた

イエス・キリスト「耶　基督(Ye4 sou1 gei1 duk1)」が、眠ってい
る者の初穂として死人の中から復活した事

を祝っています。キリスト教の教義においては、救い主であるイエス・キリスト

が人類をその「罪(zhöü6)」から救うために身代わりとなって磔になり、キリ

ストの復活によって全ての人が生きるとされ、死者は復活すると信じられて

います。

　　新約聖書では、イエスが引き渡される前夜、賛美「讚美(zhaan3 mei5)」

の祈りののち、イエスは「自分の体」としてパンを、「自分の血」として葡萄酒を

弟子たちに与え、「これを私の記念として行え」と命じたと記されています。香

港の教会ではイースターにキリスト最後の食事を思い起こす典礼儀式（聖餐

の式）を行います。「聖餐(sing3 chaan1)」とは、キリストの十字架の死を記

念するもの、肉を裂き血を流して私達の代わりに罰を受けて罪を赦し、私達

を愛してくださったその愛を偲ぶものです。そのように聖餐には、キリストの愛の行為を記念し、愛

の内に入れていただくという意味と、共に食事をすることで、愛し合う家族であることを確認し合

うという意味とがあります。

　　イースターは移動祝日のため、その年によって日付が変わりますが、基本的に「春分の日の後

の、最初の満月の次の日曜日」に祝われています。香港ではイギリス植民地時代の名残で、イース

ターの前後も祝日となっていて、今年の場合は4月14から17日まで祝日になります。

広東語・発音・日本語

葡萄酒

pou4 tou4 zhau2

葡萄酒

無酵餅

mou4 gaau3 beng2

無発酵パン

教會

gaau3 wui2

教会

詩歌

si1 go1

賛美歌

聖經

sing3 ging1

聖書

会話練習

咦？呢首歌好好聽喎，邊個唱㗎？?
Yi2? Ni1 sau2 go1 hou2 hou2 teng1 wo3, bin1 go3 chöng3 ga3 ?
あら、この歌いいですね。誰が歌っていますか？
呢首係詩歌嚟㗎，係講耶穌基督為我哋釘十字架而死嘅歌。
Ni1 sau2 hai6 si1 go1 lai4 ga3, 
hai6 gong2 Ye4 sou1 gei1 duk1 wai6 ngo5 dei6 deng1 sap6 zhi6 ga3 yi4 sei2 ge3 go1.

これは賛美歌ですよ。
イエス・キリストが私達のために十字架にかけられて死んだことを歌った歌です。
係喎，下個星期就係復活節喇喎，噉你會有咩活動呀？

Hai6 wo3, ha6 go3 sing1 kei4 zhau6 hai6 fuk6 wut6 zhit3 la3 wo3, 
gam2 nei5 wui5 yau5 me1 wut6 dung6 a3?
そういえば来週はイースターですね。何かイベントはありますか？
我星期日會返教會參加聚會，到時會唱聖詩同領聖餐。你不如一齊嚟吖?

Ngo5 sing1 kei4 yat6 wui5 faan1 gaau3 wui2 chaam1 ga1 zhöü6 wui6, 
dou3 si4 wui5 chöng3 sing3 si1 tung4 ling5 sing3 chaan1. Nei5 bat1 yü4 yat1chai4 lai4 a1?

私は日曜日に教会の礼拝に参加する予定です。そこで賛美歌を歌ったり、
聖餐にあずかったりします。もしなければ山田さんも一緒に行けませんか？
好呀。
Hou2 a3.
はい、是非。

山田
Saan1 tin4

陳生
Chan4 saang1

山田
Saan1 tin4

山田
Saan1 tin4

陳生
Chan4 saang1

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

1.製造元である（株）ビューティコスメティックスについて紹介し
ていただけませんか？

　弊社は1935年日本で創業した（株）ピカソ美化学研究所を中核とす
るPCLグループの所属する会社です。

2.AKFS PLUSの研究開発の理念を教えていただけませんか。
　漢方理論では「気・血・水」が重要です。リポソーム技術を用い、頭皮
や髪にも巡りを促すことに着目。さらにノンシリコン技術により髪と頭
皮を健やかに保ちます。

3.リポソーム技術とはなんですか？
　リポソーム技術は新しく開発された技術です。美容成分を生体に存
在するリン脂質に包むことで、美容成分の浸透効果を高めます。

4.原料の選択について何か拘りがありますか。漢方原料の産地
はどちらですか？

　厳しい品質管理のもと、高品質な原料から選択をしています。漢方
成分も同様の管理がされており、天然物ゆえ安定供給を考慮し日本を
はじめ世界各地から集められています。

5.品質管理については、何か特別な管理方法がありますか？
　ISO9001やISO212716に基づいた厳しい管理体制のもとで生産さ
れています。

MiLOC Pharmaceutical (HK) Limited
住所：萬寧, 華潤堂各店舗まで
ウェブ：www.akfsplus.com

「
伝
統
技
術
」と

「
最
新
技
術
」が
融
合
し
た

　「AKFS　PLUS」はアジアのスーパース
ター、アーロン・クオックの哲学を元に香港
のMiLOC Pharmaceuticalが日本企業と共
同で開発したヘアケア製品。
　人の体に重要な「気・血・水」を整え、効果
を極限まで高める「PLUS」効果。
　「AKFS」はアーロンのポリシーそのもの
を実現したブランドである。今回は工場へ
製品の製作及びその理念についてインタ
ビューをした。

髪を育む哲学と先端技術
　中医であり漢方の権威、周正峰教授が厳選した漢方薬成分を配合。
　リポソーム技術により有効成分が髪と頭皮の内部まで深く浸透し内側から髪質を改善。

ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
で
開
発
さ
れ
た
ヘ
ア
ケ
ア
製
品
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