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　ポルトガル料理といえば
マカオがポルトガルに統治
されていたことから伝統的
なレストランがマカオには
数多くある。日本人にも馴染
みやすい料理が多く、在住日
本人の方からも根強い人気
誇る料理。近年、本場ポルト
ガルでは、コンテンポラリー
なポルトガル料理がグルメ
トレンドとして注目を集めて
いる。今人気の新感覚のポ
ルトガル料理を香港で初め

て提供するレストランとして昨年、中環（セントラル）にオー
プンした「Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa」。伝統的な
レストランに比べるとカジュアルな雰囲気で小皿料理などを
取り揃えている。肩肘張らずに絶品のポルトガル料理が食べ
られると今では定評のある同店。
　そんな同店から春の新メニューを8品紹介する。伝統的ポ
ルトガル料理にひねりを加えた料理の数々を紹介しよう。ま

ずは、日本料理の代表料理でもあ
る天ぷら「Kenyan beans & Green 
asparagus Tempura」。実は天ぷら
は元々、室町時代にポルトガルか
ら伝わった南蛮料理。ケニア産の
新鮮なグリーンビーンとアスパラ
ガスをサクッと揚げた食感が魅力
の一品。海岸地区の漁師が好む食
材のメカジキのタルタル「Atlantic 
Swordfish　tartar」はアボカドをプ
ラスしてより味わい深く、ワインに
合わせて楽しもう。長時間じっくり

煮込んだ柔らかいオックステールをパイ生地で包んでオー
ブンで焼いた「Oxtail Pie with whipped meat sauce」は力強
い味が魅力。
　メインには、ポルトガルの代表的な家庭料理の鯛を一匹丸
ごとオーブンでグリルした「Oven baked sea bream Assada」。
ニンニクが効いていて、淡泊な白身魚にレモンとトマトの酸味
が絶妙にマッチしている。シェアしてわいわいと楽しみたい。

お肉が好みの人には、ポルトガルの伝統的なラム肉のシ
チューをラムチョップにアレンジした「A Mods da Quinta 
grilled lamb」。新感覚な味が魅力。赤ワインとの相性も抜群。
最後に食事の締めくくりに忘れず食べたいデザートには、
新鮮な桃を柔らかくなるまでベイクドし、香り豊かな甘口ワ
インのモスカテルとバターでコーティングし、ヨーグルトを
添えた「Roasted　Peach　with　Moscatel　and　yoghurt 
chantilly」。あっさりした味が食事の後の口直しに最適。
　さあ、さっそく今話題のコンテンポラリーなポルトガル料
理を楽しみに出かけてみては。

マリリンのぶらグル巡り
新感覚のポルトガル料理店、中環（セントラル）にオープン！
「Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa」
新感覚のポルトガル料理店、中環（セントラル）にオープン！
「Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa」

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。

Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa
住所：2/F., Parekh House, 63 Wyndham St., Central
電話：(852)2905-1168
時間：月～日 ランチ 12:00～15:00、ディナー 18:00～24:00
ウェブ：www.casalisboa.com.hk心温まる家庭の味を楽しめる「Oven baked sea bream Assada」

青と白を基調にした
爽やかな印象のインテリア

エグゼクティブシェフのFábio氏

日本人に馴染みのある
「Kenyan beans & 
Green asparagus Tempura」

酸味と甘さが魅力のデザート
「Roasted Peach with 
Moscatel and yoghurt chantilly」

お肉好きにおススメな
「Oxtail Pie with 
whipped meat sauce 」
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香港

住所：Shop 128,1/F., New Town Plaza Phase 1, 
  　　18 Sha Tin Centre St., Sha Tin
時間：日～金 10:00～22:00、土 10:00～23:00
ウェブ：www.tripleos.com.hk

　6店舗を展開する人気の
チェーン店で、ジューシーで美
味しいハンバーガーを提供して
いる。外出先でふとビーフ
100％のハンバーガーにかぶり
つきたい！と思いついたら、ここ
を迷わずチョイスして。フライド
エッグ、カリカリベーコン、とろけるチーズに秘伝のソースと
バンズを合わせた自慢のブレックファーストバーガーは1日
をパワフルにスタートさせたいあなたにピッタリ。

住所：Shop D, G/F., Food St., 50-56 Paterson St., Fashion Walk, CWB
時間：11:00～24:00
ウェブ：www.burgeroom.com

　コーズウェイベイの静
かな通りにあり、クオリ
ティの高いメニューを提
供しているのがここ。ボ
リュームたっぷりのハン
バーガーは、どんな食い
しん坊でも満足させるこ
と間違い無しだ。ポルタ
ベラチーズソースがアクセントの看板商品、フォアグラバー
ガーは必食。ハンドメイドのタルタルソースを使ったソフト
シェルクラブバーガー、ロブスターバーガーも人気。

住所：G/F., 65-71, Yen Chow St., Sham Shui Po
時間：11:00～22:00

　意外な地域が生んだ
センセーショナルな
ハンバーガー。イート
イン席は数が少なく、
テイクアウト中心の店
だが、味はレストラン以
上と評判だ。ビーフ、
ベーコン、チーズ全てがダブルの”Trucker　Burger”は、フラ
イドエッグ、マッシュルームとオニオンがトッピングされて
ボリューム満点。柔らかなビーフとブルーチーズの組み合
わせが絶妙の”Danish Blue”も美味。深水埗と大角咀に店舗
がある。

住所：Shop E, G/F., De Fenwick, 42-50 Lockhart Rd., Wan Chai
時間：11:00～6:00
ウェブ： https://burgerjoys.com

　香港で最も歴史の古い
バーガーショップ。食材は
アメリカから輸入している
ため、本格派の味が楽し
める。看板メニューのダブ
ルチーズバーガーにお店
自慢のスペシャルソースを合わせれば、２枚のパティ、クリ
スピーベーコン、クリーミーなチェダーライクチーズと新鮮
野菜とのコンビネーションが、あなたを至福のひとときに導
いてくれることうけあいだ。紛れもない香港のベストバー
ガーレストランと言えよう。

住所：Shop 10, G/F., Rialto Bldg., 2 Landale St., Wan Chai
時間：12:00～23:00
ウェブ：http://thebutchers.club

　SNSに取り上げられることも多い
話題の店。全てダブルのビーフパ
ティ、アメリカンチーズ、メープル
ベーコンに、キャラメル色に炒めた
玉ねぎ、マヨネーズをグリルチーズ
ロールに挟んだユニークな裏メ
ニュー、“Double　Happiness Burger”
は、まさに夢のような幸福の味。お店
が提供するQRコードからアクセスすると、その他のシーク
レットメニューも見ることができる。 ガチョウの脂で揚げた”
triple-cooked (in goose fat) fries”はぜひ試して。

国際的で個性的な料理を色々楽しむこ
とができる香

港は、グルメマニアにはたまらない都
市。フレンチか

らイタリアン、ビストロ、和食など選択
肢は無限にあ

り、クオリティの高さ、価格はロンドン
やニューヨーク

に並ぶ。今回は香港で美味しいハンバ
ーガーを頂く

ことができるお店をご紹介しよう。
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第73期・順位表

チーム名
サンダース

オオゼキ

カイザース

ドリームス

コンポードー

パイレーツ

ベアーズ

ロイヤルズ

ツナーズ

サクラ

ブレーブス

アタッカーズ

エンジェルス

イーグルス

勝率
1

0.818

0.818

0.700

0.636

0.500

0.500

0.500

0.455

0.333

0.333

0.250

0.182

0.154

差
0.0

1.5

1.5

3.0

3.5

5.0

5.0

5.0

5.5

7.0

7.0

8.0

8.5

9.5

第73期　第23節　4月15日

     勝ち組コメント
　前日に決起集会を実施、意気軒昂で臨んだアタッカーズさんとの試
合。今期勝ち越しをかけて、エース長谷川が先発の必勝体制。初回、杉
本(み)、長谷川のホームランで4得点、2回も打線が爆発し大量11得点。
点差が開いたところで岡田が久々の、杉本(み)が初めての登板。5回、6
回にも計5本の本塁打で点差を広げ、最後は長谷川が締めて完勝。

     負け組コメント
　コンポードーの強力打線に無数の本塁打を浴びて心も折れたこの
試合、唯一のハイライトは不動の核弾頭前田の初ホームラン。チーム
メイト一同も信じられずキョトンとしてしまいました。おめでとう！チー
ム首位打者の山田は今日も2安打、打率は驚異の.857。次回最終戦で
更に打率を上げ、アタッカーズに4勝目をもたらすことができるか？

コンポードー
アタッカーズ

勝利投手：長谷川 
敗戦投手：山田

HR：杉本（み）、長谷川

HR：前田

4
1
11
0
0
2
1
0
4
8
8
0

28
11

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　初回いきなりの4失点も、裏の攻撃で7得点としっかり逆転。とも
きん(中村)のランニングHR。Wそうさい(岡本)の予告HRもあり、何とか
勝利をおさめました。Wそうさい＠52歳。執念の完投勝利です。

     負け組コメント
　初回に4連打を含む攻撃で一挙4点取り、チームの士気も上がりス
タートしたが、その裏の守りでエラーなどで7失点をくらい、差を縮め
ようとしたが、二回三回と0点で終わってしまう。なかなか近づけない
中4回ピッチャー森實の4シーズンぶりのホームランで流れが変わっ
たが、流れに乗れず初回の失点を縮めれず敗戦。 次の試合は今シー
ズン最後の試合なので、トーナメントに向けて弾みがつくような試合
にしたい。

サクラ
ドリームス

勝利投手：岡本
敗戦投手：森實

HR：森實

HR：中村、岡本

4
7
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
X

6
10

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　丸山、小西、吉原に特大HR！　2番手吉田投手も目処が立った。残り3
試合、優勝に向けてしっかり準備をしていきましょう！

     負け組コメント
　優勝候補NO.1チームのサンダースさんとの試合でしたが、人数が
揃わず10人で先攻スタート。初回いきなり先発志賀が相手の打球を
足に受け、急遽吉富登板するも途中体調不良でベンチへ。結局9人で
戦うことになったが、結局相手打線の爆発で3対16の大敗となった。
次は泣いても笑っても最終戦、必ず勝ち越して今期リーグを気持ちよ
く終えましょう！

パイレーツ
サンダース

勝利投手：金塚
敗戦投手：志賀

HR：

HR：丸山、小西、吉原

0
8
0
7
3
1

3
16

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
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時間がない。
お金がない。
経験がない。
私はそんなことを言い訳にいろんなことから逃げてき
ました。

そんな私ですが現在、海外にいたり、地方にいたり、小さ
な子供がいてセミナーが受けられないと方々向けに私
が長年かけて学んできた、心理学やコーチング、統計学
や東洋思想、そして私の実体験を詰め込んだ「子育てマ
インド」を学ぶオンラインスクールを構築しています。

私がずっと欲しかった講座です。
IT音痴でその上ネット規制の国に住んでいますので
オンライン化することは本当に大変です。

あー。やはりできないか！？という困難がいくつも出て
きますが、その度に解決策が出てきてなんとか順調に
進んでます。
(4月リリース予定です！！)

大変な作業を見ている友人から、
「凄いパワーだね。」「なんでこんなに頑張れるの？」と
聞かれます。

私は元々飽き性で何でも続かない性格です。何度同じ
質問を輝いてる友人にしてきたことでしょう笑笑

では、今何故こんなに頑張れているのか？
1つには「心から伝えたい」と思っていること。
2つ目は「やる」と決めたから。
です。

「ワクワクする」「やりたい」という気持ちだけでは弱くて、
「やる」と自分に約束できるかどうかが大切なのだと感
じています。
いわゆる「覚悟」です。

「ままサプリ」を上海で伝え始めてもう4年。
多くの方々がいい方向に変わる姿を見てきました。
ままサプリを3回も再受講してくださる方もいます。
日本やアジアに呼んでくださる方もいます。
ですが長い間自信がありませんでした。
私にとっていい感想や、いい報告はとても嬉しいもの
ですが、一部の方のご意見で、たまたまその人に合って
いたからと考えていました。
それらの小さな嬉しい報告が確証に変わり、全てのタ
イミングが重なり、「よし、やろう！」と自分にコミットでき
ました。
そして、私にとっては高額なオンラインスクール構築シ
ステムに申し込みました。
それが初めの一歩となりました。

私の知人の元CAの方がこんなことを言っていました。
「よく、『私もCAなりたかったんです。』『憧れてたんで
す。』と言われます。その方たちに、『では試験受けられ
ました？』と聞くと皆さんNOと答える。それではなれな
いですよね笑」

なりたい自分になるには、「やる」と決めること。そして
そのための一歩を踏み出すこと。

お母さんがいくつもの選択に覚悟をもって「やる」と決
めるならお子さんはその背中をきっと見ています。
そして「やる」と自分にコミットできるお子さんを作って
いくのだと思います。

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

「
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ま
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リ
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連載 第76回 「やる」と決める

ライフ（香港・広東共通）
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北京語、広東語の個人授業
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 znjkklcs@sina.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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 玩玩玩飲飲飲食食食！！！
20代・30代を中心に活動しています。人
狼会・B級グルメ美食会・はしご酒・大人
の鬼ごっこ、ワインテイストなど。去年は
香港でボードトリップを開催しました！！
Wechat ID：haiguikizuna
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  香港ソフィア会（上智大学）

上智大学、上智大学短期大学部、上智
社会福祉専門学校、聖母看護学校にゆ
かりのある方はお気軽にご連絡くださ
い。深圳、広州など広東省在住の方や
出張などで香港お立ち寄りの方も大歓
迎です。
連絡先：sophiakaihk@yahoo.co.jp
　　　 （松島・福島）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
少年少女サッカー部員募集！

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 znjkklcs@sina.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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サッカーチーム【JFC】発足！　少年少女メンバー募集!!
少年少女サッカーチームJFC発足！　各

年代にJFA公認 C級コーチ多数在籍。定
期的に対外試合あり、PLAYERS FIRSTを
合言葉に子供達の成長を共に楽しみま
しょう！　随時トライアル受付中
場所：香港島、九龍のグラウンド　                                                                                          
活動日：毎週土曜日午前中
対象：年長～小学生
連絡先:jfchk@googlegroups.com　
ウェブ：www.c-sqr.net/c/jfc
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
営、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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

募集　日本語教師・事務　
募集：日本人日本語教師・事務
場所：2/F, Ko Kie BLDG., 9-11 Jordan 
Road, Kowloon　
パートタイム教師
・日本語教師の資格をお持ちの方　
※子供クラスの担当は、日本語教師の
資格がなくても応募可能
・香港で就労できるビザをお持ちの方
・平日夜、土日授業を担当できる方（1日
から要相談）　
パートタイム事務
・平日午後　
・香港で就労できるビザをお持ちの方。
※その他、詳細はお問い合わせください。
お問合せ：
柏木（kashiwagi@nikkei.edu.hk）まで
ご連絡ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北角の日本料理店でパートさん募集
北角の日本料理店【自然や】では、パー
トさんと社員を募集しております。パー
トさんは、お昼の時間のみでもOKで
す。ご興味のある方は、まずはお気軽に
お電話をください。
電話：6110-5579 川村まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務スタッフ募集
簡単な翻訳作業を含む事務をしていた
だける方を募集しています。翻訳は健
康診断の英語の医師コメントを日本語
へ翻訳する作業です。そのほか健康診
断結果作成にかかわる作業を行なって
いただきます。勤務は週に3日程度(土
日祝祭日の勤務はありません）
詳細につきましてはメールにてお気軽
にお問合わせください。
健康診断のメディポート
担当堀　
メール：hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

OCSスタッフ募集
OCS香港では主に日本人顧客対応のカ
スタマーサポート、セールスサポート部
門の日本人スタッフを募集しておりま
す。香港人スタッフと調整できる英語力
が必要。香港で就労可能なビザ所持者
（無い方は応相談）

お問合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：852-9183-7722
メール: sub@ocs.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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SAGRANT INO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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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！
転勤の為、部屋を中途解約する事にな
り、急ぎ次期入居者を探しています。入
居可能時期は5月中旬。
家賃HKD37,000  間取り 3LDK
家具・家電付き、クラブハウス完備。
MTR太古駅、AEONに近接した、
とても便利なマンションです。
部屋の内覧は前日までに要連絡。
お問い合わせは三宝不動産 まで。
電話：(852)2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
Web 「三宝不動産」で一発検索！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
新築マンション入居予約受付中！
西湾河の完成間近の単身者向きマン
ション 「 ISLAND RESIDENCE 」
Studio-1LDK 面積net238-393sqf
家賃HKD14,000-19,000
クラブハウス、プールも完備。
MTR西湾河駅近接、トラム通り
沿いの立地です。
お問い合わせは三宝不動産 まで。
電話：(852)2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
Web 「三宝不動産」で一発検索！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

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。）

Sayaのプロフィール
香港でカメラマンとして活動し、主に家族写真の撮影を行なっている。香港
が大好きで、街歩きをしているときが至福の時間。趣味は、カラオケ、ヨガ、
そして、もちろんカメラ。みつ子とにゃんこ先生の飼い主。つまりは、大の猫
好き。主人の転勤により、2016年より香港で生活。在住歴も3年目に突入。
Instagram（@photogenic_hk）でもおすすめスポットをご紹介しています。

　みなさま、こんにちは！　Sayaです。職業カメラマンかつ趣味カメラを活かして、写真に関する
お役立ち情報をお届けしております。

　この4月に、新たに香港に引っ越してこられた方も多いと思います。

　香港での生活はいかがですか？
　香港を好きになれそうですか？

　まだ引っ越したばかりで楽しむ余裕がないという方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらの
エッセイをきっかけに香港を大好きになる人が増えたらいいなー、なんて思っています。
　わたしは香港が大大大好きなのですが、なぜここまで好きになれたかというと、これはもう何
と言ってもウォールアートのおかげ！香港に来てすぐの頃は仕事も友達もなく、待っても待っても
一日が終わらないほど時間を持て余しておりました。そこで、カメラを持って散歩に出かけること
に…すると、なんてアーティスティックな街なんだろう！と感動したのです。
　香港は3歩歩けばフォトジェニックに当たると言っても過言ではないくらい、とっても撮影し甲
斐のある街。先に挙げたウォールアートもそこかしこで見つけられ、しかも、誰も通らないような
路地裏にまで凝ったものが潜んでいるから、宝探しのようで本当に楽しい。

　今回は、特におすすめのウォールアートをご紹介します。ぜひカメラ片手に訪れてみてくださ
いませ。

① 万年街（Man Nin St.）
　西貢エリア。「蘇珊娜餐廳」の万年街側の壁に描かれた
アート。向かい側から撮影すると、中央の風船を持ったおじさま
が、柵に乗ってバランスをとっているように見える。こういった
ちょっとした遊び心があるのが香港のウォールアートの特徴で、
日々 楽しませてもらっている。

② 大安台（Tai On Terrace）
　上環エリア。おしゃれで洗練されたストリート・太平山街（Tai 
Ping Shan St.）からまた少し階段を上がったところにある、こち
らの作品。知らなかったら通り過ぎてしまいそうなくらい、何気な
い普通のマンションの建物に描かれている。窓を歯に見立てて
いるところと、この表情がコミカルでたまらない。

 ③ 善慶街（Shin Hing St.）
　中環エリア。PMQ側から善慶街に入ってすぐ右
側の壁。すでに塗り替えられてしまっているのです
が、今でも忘れられないアートがこちら！香港でカメラ
マンとして活動をスタートしたばかりの頃に、お客様
から教えてもらったもの。個人的にまだこれを超える
アートには出会っていない。現在は、様々なアーティ
ストの作品が寄せ集まっていて、これまた魅力的。

　実は、「HKWALLS」というサイトまであります。ちなみに、②は、2015年のHKWALLSフェス
ティバルの作品。年々、過熱！白熱！しているウォールアート事情。変化の激しい香港では、すぐに
別のアートに塗り替えられてしまうなんてこともあるので、日々 要チェックです。
https://hkwalls.org

 Vol. 103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
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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.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

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

君恒.愉酒店式服务公寓（Junheng.yu service apartment）
（所在地） 龙华区民治街道腾龙路152号润达圆庭E栋
（間取り） 2LDK（130㎡）～3LDK（200㎡）
（室　内） 2017年完成。新築オープン新内装、家具家電全て新品
（環　境） 地下鉄4号線（红山）徒歩3分　
（備　考） オープンプロモーション！ 新築サービスアパート。
 【家賃に含まれるもの】管理費、税金、インターネット、
 ハウスキーピング週2回、シーツ・タオル交換・光熱費込み。
 備品（食器・布団等、一式あり）。
 スポーツジムは特に充実の設備で豪華（別途会員制）
（月　額） 2LDK(130㎡)：11,000元/3LDK（190㎡）：13,000元/3LDK（200㎡）：15,000元

双玺花园（shuangxi garden）
（所在地） 深圳市南山区蛇口望海路
（間取り） 1LDK・2LDK（88㎡）～3LDK（220㎡）
（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（海上世界）徒歩5分  
（備　考） 海上世界の海沿いに完成した高級新築マンション。1LDK～3LDKまで

お部屋のタイプも様々。SeaViewで眺望抜群・セキュリティー良好。
 ショッピングモール（GATEWAY ONE）あり。
 敷地内もきれいで海沿いの雰囲気は最高
（月　額） 1LDK(88㎡)：15,000元/2LDK(88㎡)：17,000元/3LDK(220㎡)：48,000元

壹间花果山（Apartment One）
（所在地） 深圳市南山区蛇口花果路89号花果山小区37栋
（間取り） 1R（36㎡）～1LDK（42㎡）
（室　内） 全面改装オープン済。新内装、家具家電全て新品
（環　境） 地下鉄2号線（水湾）徒歩12分 　 
（備　考） 全面改装（内外装）家具家電新品！ お値打ち家賃が魅力。
 室内広々、静かな住環境。壹间公寓同様の管理体制あり。
 部屋数に限りがありますのでお早目の内覧を！
（月　額） 1R（36㎡）：4,200元/1LDK（42㎡）：5,000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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頭皮の健康を保つことに注目、頭皮にマッサージを
　AKFS　PLUSのヘアケアラインはナノ技術により処理され
た漢方成分が配合。また頭皮のタイプにより製品を選ぶこ
とができる。
　滋養効果の高い高麗人参は頭皮の代謝と血行改善を促
し頭皮を柔軟にし、強い髪を育む。
　シソの葉は、酸化した脂質が毛根を傷つけることを防
ぎ、頭皮に溜まった老廃物の除去を促し頭皮を引き締め
る。シャンプーの際、頭皮にマッサージを施すことで髪の
健康な成長を促進し、より効果的に漢方成分が浸透する。

コンディショナーを適切に使おう
　ヘアコンディショナーによる毛穴の塞がりや頭皮の脂に
よるべたつきを恐れて、コンディショナーを使用しないこと
を選択する人もいるが、適切に使用すれば髪を保護して
髪質を強化することができる。
　AKFS　PLUSはすべてのラインで毛根を塞ぐシリコン成
分は無添加、髪のハイダメージを修復するゴールデンコン
プレックスオイル配合し髪を滑らかに整える。
　髪の表面に保護膜を形成する有効成分と水分を髪に閉
じ込めるヒアルロン酸も配合。

髪にもサンスクリーンが必要
　多くの人が頭皮への紫外線の影響を無視している。髪

は太陽の下に30分さらされていると水分を失い、髪の健
康にも影響。また強烈な太陽光は皮脂の過剰分泌を刺激、
脂漏性脱毛症を引き起こす一因にもなる。外出時には日
傘などで紫外線を防ぐことが大切。

健康な髪は食事から
　髪の主な成分はケラチンタンパクと呼ばれる蛋白質か
ら出来ている。卵、乳製品、肉類などの蛋白質は消化吸収
後に様々なアミノ酸を形成し、血液中に運ばれ髪の根元で
ある毛乳頭に吸収され、その後ケラチンタンパクを生成し
最終的に髪になる。
　髪に最も大切な栄養素は鉄と亜鉛。これらが不足してい
ると毛根は栄養を吸収することができない。ほうれん草、ク
ルミなどから摂取することが可能。
　ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンE、ビタミンAも育毛に
必要。これらの栄養素は豆類、昆布、ナッツ類などから摂取
することが可能。

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

適切なケアで健康で
しなやかな理想の髪を 

AKFS PLUS

様々な理由で髪は常に過酷な状況にさらされている。ヘアカラー、
ドライヤーやアイロンなどの熱、そして紫外線。ヘアケア製品の選
択とそれらの製品を正しく使うことは髪を保護し、美しい髪を育て
るにとても大切。
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　香港や広東省に住む日本人向けに、香港
内やマカオのツアーを提供するマイバス香
港。現地に長年滞在する日本人スタッフに
よる日本人の為のツアーとして、きめの細か
いサービスやその企画力は折り紙つきだ。
　日帰りで香港の代表的な観光地を回れ
るツアーは、香港に来て間もない駐在員と
その家族や観光客に人気で、例えばスター
フェリー乗船、ビクトリアピーク、レパルス
ベイ、スタンレー、お昼に美味しい点心で
飲茶の昼食を挟み、黄太仙寺院、免税品店
などと要所をしっかりと押さえており、効率
よく楽しめるのが魅力。
　ビクトリア湾の夜景を楽しみながら食事
をするディナークルーズは、日本からの上
司や知人、来客のアテンドに喜ばれること
間違いなしで、屋根の無いオープントップ
バスで香港名物の道路に飛び出す看板の
下を走るツアーも迫力満点だ。また、ディズ
ニーランドのチケットや、煩わしい予約・注
文・会計が不要な五つ星中華レストランで
使用できるミールクーポンもオススメで、
一般的な大皿の中華料理とは違い、日本人

用に小ポーションで数種類を愉しめると
あって、こちらも好評だ。この春から香港で
の生活をスタートした方も、5、6月に日本か
らの来客がある方も、是非一度マイバス香
港のサイトに訪れて、その多彩なツアーの
数々を見て頂きたい。

広東語ができな
くても安心の現

地ツアー

日本人スタッフ
厳選の

クオリティ―が魅
力

マイバス香港
電話：(852)2375-7576
時間：9:00～18:00
メール：tour@mybus.com.hk
ウェブ：www.mybus-asia.com/hongkong
☆マルコポーロ香港ホテルロビー階、
　JTBラウンジ内マイバスデスクでも
　お申し込みいただけます。

香港3大夜景を制覇しよう！
シンフォニーオブライツ、水上レストラン、そ
してビクトリアピーク、香港の3大有名夜景を
ぜーんぶ網羅した、とことん夜景尽くしの
コースです。

価格：HKD589 ～
時間帯：18：00～23：00
所要時間：約4時間半～5時間
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