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　今年3月、銅鑼湾のCircle　Plazaにオープンした「junG39」。店名を
聞いただけでは、どんな店なのか想像するのが困難だ。こちら、串カ
ツ専門店と打ち出し、種類豊富な串カツと、日本酒、焼酎、ワイン、泡
盛などのお酒、一品料理も取り揃え、さながら大阪の大衆酒場のよ
うなラインナップ。しかしながら、店内はウッディなインテリアを中心
に洗練されており、大衆酒場らしからぬ雰囲気だ。
　ユニークな店名の由来は、オーナー兼ヘッドシェフの吉川淳二氏
の「jun　G」、オーナーの中村光成氏の昔のニックネームである「みっ

きゅう（39）」と、お客様へ感謝の気持ちを
込めた「サンキュー（39）」からだという。
　大阪生まれ、大阪育ちの淳二シェフに
よると、同店のマストハブはなんといって
も串カツ！　植物性油を使用しているため、
油っこさが少なく何本でもいけてしまう。
胃もたれが心配なお父さん、お母さん世
代にもおススメだ。オープンから今まで、特に人気なのが「紅ショウ
ガ」、「子持ち昆布」、「牛串」だそう。また、串カツ屋といえば定番のち
ぎりキャベツも、甘みがある新鮮な日本産キャベツ使用とこだわり
があり、ソースはもちろん、お塩や辛みそにも相性抜群。
　串の種類は約50！　訪れるたびに新たな味を試すという楽しみ方
もできる。串カツとお酒を思う存分いただいた後は、おにぎり、お
茶漬け、カレーなどのラインナップからお好みのメニューで〆を。
　おひとりさまでも、仲間や同僚と一緒にも気軽に利用でき、さら
に大人数での予約も承っている。宴会利用の際は、「シェフおまか
せプラン」も提供中なので、気軽に問い合わせを。
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junG39
住所：17/F., Circle Plaza, 499 Hennessy Rd., CWB
電話：（852）2143-6777
時間：18:30～4:00(LO 3:30)
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　ウェブスターといえばアメリ
カの辞書。これを日本に最初に
持ち込んだのは福沢諭吉だと
されている。咸臨丸でアメリカ
に渡った際、同行したジョン万
次郎とともに仲良く１冊ずつ
買ったそうだ。編纂者のノア・
ウェブスターはそれまでのイギ
リスの辞典になかったアメリカ
独自の単語を大量に収録した

が、つづりの改革ということもおこなっている。イギリス英語
の「colour」や「centre」をアメリカ式に「color」「center」とし
たのもウェブスター辞典である。香港の英語は基本的にはイ
ギリス英語なので、colour、centre、と書かれたものが多い。
「SUBWAY」とあっても地下鉄ではなく地下道だったりする。
でなければサンドイッチの店だ
　つづり字の改革、とはいっても、思うに、なぜこの程度のケ
チな改革だけでやめてしまったのだろう。英語は「name」と
書いて「ネイム」と読む。だったらいっそのこと発音通りつづり
も「neim」と改めるべきではなかったのか。knife、knee、
knock、knight、などは語頭の「k-」が読まれない。なぜ取って
しまわなかったのか。ヨーロッパをはじめ世界の多くの言語
では、かつてつづり字の改革で様々な書きかえをしてきた。日
本語もそう。「思ふ」は「おもう」と言うようになったのだから、
発音に合わせて変えた。思ふに、もとい、思うにウェブスター
は、アメリカらしい辞書作りとはいっても、イギリスの英語と
完全に訣別してしまうことは意図になかったのだろう。つづり
を変えると、過去の文献や、同じ言語圏に属する他国の文章
が読めなくなる。トルコやマレーシアのようにアラビア文字を
ローマ字に変えたら昔の本が全く読めなくなるので、大がか

りな文字改革にはそれなりの判断と決意が必要なのである。
明治以前の文献は現代日本人が見たらミミズがのたくったよ
うにしか見えない。が、明治以前の文献を現代の一般大衆が
原文で読まなければならないような必要性は特にない。
　ところでなぜ「knife」には読まない「k-」が付いているのか。
こういうことには、悲しいくらい多くの人が無関心だ。ナイフ
は、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語では「kniv」
であり、「クニーフ」と発音している。「ひざ」はオランダ語だと
「knie」で、やはり「クニー」である。英語も同様に、かつてはこ
れらの「k-」を発音していたのだ。音韻体系の変化によって語
頭の「kn-」が発音できなくなって、それで話すときは「naif」と
言うが、つづりは旧来のまま、昔の発音を表した「knife」（ク
ニーフェ）と書き続けているのである。「name」もかつてはド
イツ語と同じく「ナーメ」と発音していた。つまり英語のつづり
は、日本語で例えるなら「旧仮名遣い」なのだ。英語の場合、
今さらつづりを発音に合わせて全て変えたら次の世代からは
シェイクスピアはおろかハリー・ポッターも読めなくなる。時
すでに遅し。だから発音とズレたつづりを苦労して覚えなけ
ればならない。これはシェイクスピア以上の悲劇としかいい
ようがない。
　クノールスープというのがある。この「Knorr」はドイツ語の
人名なのでヨーロッパ大陸のゲルマン人は発音できるが英
語話者は「ノーァ」と言っている。テレビのCMでは無理やり
「ク・ノーァ」と読んでるようだが。和歌山県の人なら、クヌッ
センをご存じであろう。和歌山県沖で火災を起こした日本船
の船員を助けようと海に飛び込んで命を落としたデンマーク
船の機関長「Knudsen」、この姓も北欧ゲルマンならではであ
る。和歌山でクヌッセンといったらスーパーヒーロー、このつ
ながりで2002年のサッカーワールドカップのときはデンマー
ク代表が和歌山でキャンプをしている。

　「Mr.」「Mrs.」をイギリスでは「Mr」「Mrs」と書く。ピリオドを打
たない。このことは、ものすごく多くの人が気づいていない。香
港でも、政府の公用文書などは「Mr」「Mrs」だが一般にはほ
とんど「Mr.」「Mrs.」と書かれる。深水埗界隈をフィールドワーク
してみた。クリニックに書かれている医者の名前で1か所だけ
「Dr」を発見、ほか数十軒はみな「Dr.」だった。これはアメリカ帰
りを表しているわけでは全くない。香港の医者は、ご丁寧に大
学名を目立つところにでかでかと書いているのでわかるだろ
うが香港大学やイギリス、オーストラリア、ニュージーランド、ア
イルランドなどの大学のタイトルである。看板屋が勝手にみん
な「Dr.」としてしまうのかもしれない。医者たるもの、点のひと
つぐらいあってもなくても気にしない、って感じか。シャーロッ
ク・ホームズの本もアメリカの出版社だと「Mr. Holmes」と点が
ある。「Mr.　Bean」はイギリスでも点があるのだが、彼はファー
ストネームを「ミスター」、苗字を「ビーン」としたことがあるの
で、腹の内の読めないお人である。
　戦前の日本のプロ野球に「太洋軍」というチームがあって、
のちに「大洋軍」と改名している。太→大。野球だけあって、
「点を取る」というゲンかつぎ。（マルハの大洋とは別の球団
である。）イギリス英語の「Mr」「Mrs」「Dr」は英語教師でも知
らない人が多いと思うので、テストでこう書いたら「減点」さ
れるかもしれない。そうしたらこう言ってやったらいい。テスト
だから、点を取りたかった。
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『ロジカルシンキング』
　考える力を鍛えさせたいスタッ
フにぜひ受けてほしいのが当研
修。ロジックツリー、MECE（重複・漏
れなく全体を網羅した考え方）、情
報分析方法、優先順位の付け方な
ど、論理的に考えるノウハウが学べ
る。ワークショップとして実践的な
例題やケーススタディを数多く扱う
のも特長。講師のNelson Hui氏は、HKU SPACEにてゲーム理論、
ビジネス経済学なども教授している。

『効果的な営業と顧客サービス研修』
　本研修では営業及び顧客サービス部門のスタッフを対象に、
お客様への良い第一印象の与え方、お問い合わせ・苦情処理の
適切な方法、営業のコツを伝授。実際の場面で役立つ具体的な
言い回しも学べるので、営業シーンですぐに活用できる。講師
は、スタンダードチャータード銀行やキャセイパシフィック航空
にて人材育成経験のあるWilliam Shing氏が担う。

『ベーシックビジネスマナー研修』
　ビジネスマナーの基本から、日系企業文化理解までを網羅
した当研修は、日系企業がなぜ高い信頼を得られているのか

理解してもらうのに最適。新卒で入社したスタッフや日系以外
の企業から転職してきたスタッフにおすすめ。数多くの日系企
業でマナー研修の実績を持つIris Wan氏が講師を務める。

『効果的な管理者スキル研修』
　世代が異なれば考え方も異なるのは、日本も香港も同じ。本
研修の講師Susan Ng氏は、マクドナルドやスウォッチグループ
でも管理者育成研修を行っている。世代間の違いを学んだ上
で、部下をやる気にさせるモチベーションの与え方、適切な意
見や助言の仕方をわかりやすく解説する。部下を育てる文化
が根付いていない香港にて、管理者として活躍してほしいロー
カルスタッフの意識を変える最良のプログラムだ。

　日々仕事で慌ただしいからこそ、時折こうしたセミナーを受
講させることは、ローカルスタッフにとって大きなモチベー
ションアップにつながる。また、複数の企業から人が集まる異
業種交流の場でもあるため、新しいご縁ができることも。自社
のニーズに合わせて、ぜひともうまく活用してほしい。

ローカルスタッフの意識が変わる！ 行動が変わる！
半日～1日で完結。1社1名から派遣可能！
ローカルスタッフの意識が変わる！ 行動が変わる！
半日～1日で完結。1社1名から派遣可能！

Pasona Education Co. Ltd
住所：2/F., Vulcan House, 21-23 Leighton Rd., CWB
電話：(852)2577-8002（代表番号）、(852)2577-8384（日本語ライン）
メール：conslt@pasona.edu.hk　　ウェブ：www.pasona.edu.hk

5・6月開催：ローカルスタッフ対象「公開セミナー」
『ロジカルシンキング』
【対象】主任～管理者
【開催日時】2018年5月31日（木）10:00-17:00

『効果的な営業と顧客サービス研修』
【対象】営業及び顧客サービス部門スタッフ
【開催日時】2018年6月1日（金）10:00-17:00

『ベーシックビジネスマナー研修』
【対象】ジュニアスタッフ
【開催日時】2018年6月7日（木）13:30-17:30

『効果的な管理者スキル研修』
【対象】主任～管理者
【開催日時】2018年6月8日（金）10:00-17:00

※言語：広東語
※各セミナーの最少催行人数： 6名

パソナの『公開セミナー』
日系企業の習慣をなかなか理解してもらえない、管理職を任せているのに役割を全うしてもらえな
いなど、ローカルスタッフに対して尽きない悩み。予算も時間も限られる中、文化や習慣の異なる
ローカルスタッフを自社の力だけで教育するのは、そう容易ではない。
そこでおすすめしたいのが、パソナの公開セミナー。1社1名から参加させることができ、時間も半日～1
日とコンパクトなのが特長だ。利用している日系企業の業種は、商社、メーカー、銀行など様々。新人研
修中や、スタッフの昇進時、仕事の閑散期など、タイミングを見て継続的に活用している企業が多い。
今回は、5・6月に開催予定の4つのセミナーについて、ご紹介しよう。
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広州ラクラシ不動産広州ラクラシ不動産広州ラクラシ不動産 広州市天河区天河路371号

隆德大厦東塔1808-1810室
(86) 20-8753-4146

広州市天河区天河路371号
隆德大厦東塔1808-1810室

(86) 20-8753-4146

広州

ワンリンク

（所在地） 広州市珠江新城華成路
（間取り） 1LDK 86㎡
（環　境） 3＆5号線珠江新城駅徒歩
 10分以内、スーパー、
 日本料理店が周りに多くあり
（室　内） 家具家電付き、ガス給湯、
 バスタブ付き
（備　考） 中高層階、地域人気物件、
 人気の室内バスタブ付きタイプ
（月　額） 11,000元～ 

（所在地） 天河区天河路230号
（間取り） 1LDK 138.75㎡
（環　境） 地下鉄石牌橋駅、
 ショッピングモール真上物件
（室　内） 家具家電付き、オール電化
（備　考） 便利で日本人の多いマンション。
 ここ数年広州単身向け
 マンションNO.1です
（月　額） 15,000元

（所在地） 林和東路259号
（間取り） 1LDK 161㎡
（環　境） 地下鉄3号線広州東駅、
 徒歩10分以内
（室　内） 家具家電付き、ガス給湯
（備　考） 築浅、東駅エリア家族向け一番人気のマンション。

徒歩圏内にイオン、日本料理屋多数あり
（月　額） 20,000元～ 

Property Agency List
日系不動産代理一覧
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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 
第一不動産 TEL (852)2885-7722
Rm. 818, 8/F., Zung Fu Ind. Bldg., 1067 King's Rd., Quarry Bay
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号隆徳大厦東塔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

ライフ（香港・広東共通）
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中学生の頃、柔道部の先輩たちと焼肉を食べに行ったとき、「お土産、お前
のカバンに入れておいたからな」と言われてカバンの中を見てみると鉄板で
焼かれた肉たちが、何かに包まれることなくそのままカバンの中に入っていま

した。
それでもあのときは「マジっすか、あざーす！」と言いながらその焼肉を食べていたん

ですから、当時の先輩も私も呑気なものです...

と、突然なんだと思われた方も多いかと思いますが、つまりそれくらい私は肉が好きだと
いう話です。
そんな肉好きの私が選ぶ香港の肉料理を皆さんに紹介いたします。
香港のレストランに入って何を食べようか迷った際には是非これらの肉料理を試してみ
てください。

①口水雞（ハウシュイガイ）
宝石のような輝き（油による）、井上和香の
唇のような皮と肉、そしてその見た目の愛お
しさとは対照的な鋭い辛さ。白いご飯との
相性抜群です。
ただし、食べ過ぎると決まってお腹が痛くな
るので、１つの皿を家族や友人とシェアする
ようにしましょう。

②水煮牛肉（シュイジュ アオヨッ）
地獄の晩餐で出てきそうなワルダイナミックな見た目が食欲をそそります。結構辛いです。
見た目のワルさとは裏腹に肉は脂身がなくさっぱりしているので、私の妻も大好きです。

③梅菜扣肉（ムイチョイカオヨッ）
甘辛いソースでじっくり煮込んだトロトロの扣肉（豚ばら肉）は噛む必
要一切なし。口に入れればたちまちとろけます。
またその下に敷かれている梅菜（ムイチョイ）も見逃さないでくださ
い。扣肉の油っこさと、ソースの強い甘辛さをこの梅菜が全て清算し
てくれます。

④叉燒飯（チャーシウファン）と焼鴨飯（シウンゴォファン）
香港では定番の肉のせご飯ですが、中でもこの２つは特に人気があります。叉燒飯を
頼むときは「半肥痩（ブンフェイサオ）」と付け加えると脂身と赤身の部分をバランスよく
のせてくれます。

⑤豬腩肉米線（ジュラムヨッ マイシン）
米線と言えば香港ではラーメンよりも人気のあ
る庶民の味の代表的な麺です。
米線の人気の秘訣はトッピングも味付けも自由
という点です。とは言え、何をトッピングすればい
いのか迷いますよね。そんな時は豬腩肉をトッ
ピングしてください。甘辛いタレに相当な時間漬け込んだと思われる豚バラを薄切りにし
たものが米線の上に乗っかって出てきます。特に南記、雲桂坊の豬腩肉はめっちゃうま
いっす！

香港のレストランはメニューが多すぎて困るときがよくあります。
特に日本からお客さんや家族、友人が来たときなんかはパッパッと注文できたら何かカッ
コいいですよね。
皆さんも自分の鉄板メニューを探してみてください。

「肉って焼いても美味いな！ 」

冒頭の先輩も、今となっては二児の父。肉はちゃんと焼いてから食べているのかな…？

ではでは。
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肉ばっかりでごめんなさい第25回

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。

長男は、1人の時間が大切なタイプ。
1人で自分の好きなことを黙々とやっている時間に幸
せを感じると言います。
誰の子ですか？笑

人と接することが苦手だから、1人でできるバイトを選
びます。

今回じっくり話す時間があったので、
「人は人によってしか磨かれない」ということと、

「集団の中でこそ「個」が発揮される」ことを話しました。

私自身、人との付き合いに投げやりになった時期があ
りました。
言いたいことが伝わらない。
良かれと思ってしたことが裏目に出る。
誤解される。
そんなことが続くと、人と関わるのが面倒だと思うよう
になります。
できるだけ人と関わらないようにするのですが、気分
は落ち込むばかり。
救ってくれたのはやはり人との関わりでした。
人間とは「人の間」と書きます。
自分のことは見えないので、
自分で自分を理解することはとても難しい。
自分が投げた言葉や行動への相手の反応で自分を感
じることができるのです。
他人は自分を映す鏡です。
映す回数が多ければ多いほど自分のことがよく見え
て、人として磨かれます。
逆に、1人きりで成長することはとても難しい。

そして、もう一つ、「集団の中でこそ「個」が発揮される。」
1人が好きだから1人でいる。
個性的だから、人と合わない。
そう考えている方もいるかもしれません。
けれど、それを実行していて幸せそうな人に私はお会
いしたことがありません。
真の意味でその人らしく輝けるのは、1人でいるときで
なく、集団の中にいて、自分らしく自分のもてる力を発
揮できたときなのです。

誰かのお役に立てた時なのです。

現代は「個性的である」ことが求められ、人と違うこと、
自分の意思を貫くことが求められます。
１人１人がありのまま、自分らしくいられる社会は本当
に素晴らしいことだと思います。
ただそれは、１人の世界で完結することではない。
人と人の間にいて、自分とは違う価値観を持った人た
ち時には調和し、一体化しながら前に進むとき、最大限
に自分の能力が発揮でき、それが誰かのお役に立てた
なら、その瞬間人は幸福感を得られ成長するのではな
いでしょうか？

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78回 人と人との間で

ライフ（香港・広東共通）
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香港

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

専修大学　OB会　香港支部
専修大学、石巻専修大学、専修大学付
属高等学校、専修大学松戸、北上、玉名
高等学校ご卒業の方。
または関係者の皆様でご興味のある方
はお気軽にご連絡下さい。
メール：nishi0205@gmail.com(事務局：西)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集！
創業46年、尖沙咀の老舗 日本食レスト
ラン「大阪」では、一緒に働いてくれる
接客スタッフを募集しています。
性別不問。パートもしくはフルタイムで
日本語が話せる方。飲食経験やディ
ナータイムに働ける方を優遇します。
勤務条件は応相談。先ずはメールにて
お問合せください。 
問い合わせ先
メール：ssalant@biznetvigator.com 
電話：9840 8989(Alan Tsang)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 Guru日本語教師募集
銅鑼灣・油麻地にてパートタイムの日
本語教師を募集しています。経験や日
本語以外の語学力は不要。未経験者の
方も大歓迎、応募希望の方は、履歴書
をEメールでお送り下さい。 
電話：（852）2702-6678/9096-0719　
メール：info@guru-pro.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。）

19Pocket Page Weekly 11 May 2018 No. 643
B



　こんにちは!　香港も本格的に暑くなってきて、夏へ向
かっていることを感じます。日本では5月～6月はそんな
にイベントが無いイメージがありますが、香港は楽しい
行事が盛り沢山!パンダバスではそんな行事にあやかっ
た遠足を企画しています!
　6月の遠足第1弾は「端午節・ちまき作り教室」!香港では端午節が近づくとち
まきを食べる習慣があります。この時期になるとレストランの店頭やローカル
のお店にちまきがズラッと並び始めます!　お子様でも、プロの先生が丁寧に教
えてくれるので安心です!　遠足第2弾は「直通列車で行く広州日帰り1日観光」!　
広東省最大の都市広州。古くからの都市として貴重な歴史を多く
持っています。香港からたった1時間の距離。しかし中国大陸

の文化・風習が色濃く反映され、
「まさに中国!!」感をお楽しみ頂け
ます。広州・広東省の歴史や文化を
十分満喫するもよし、「食は広州に
あり」と言われるほどの広州で飲茶を

お楽しみ頂きます!遠足第3弾は「ドラゴンボートフェスティバル」!　香港の伝統
的行事で香港の街全体が盛り上がるドラゴンボートレース!　毎年参加者多数!　1
チーム20名が力を合わせて熱いレースを繰り広げます!　ツアーには大埔文武
二帝廟での参拝、大埔マーケット散策も含まれていて、ベテラン英語ガイドがご
案内します!　ドラゴンボート観戦では専用席を確保！　カラフルに彩られたボート
に、鳴り響く太鼓の音、選手の揃った掛け声に思わず観戦にも力が入ってしまう
体験をこの機会に是非！

☆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♪

LINE

◆良いお日柄を選ぶ◆ 
　香港では、人生の大事な時期を「擇日（ざっやっ）」と呼ばれる
手法で決めることがよくあります。結婚の日取りや会社立ち上げ
の日、お店開店日だとか新居に引っ越しする日などをどのタイ
ミングにすると上手くいくのかを選ぶのです。
　「擇日」は結構難しいもので、二十四節気をはじめ、太陽や月
や星の動き、陰陽五行論を駆使して人や場所のエネルギーをぐ
いっと変えることができるものです。当コラムの第73回で説明し
た「玄空」とも深い関わりを持っています。「通勝（中国の暦の
本）」で赤色の文字で記されるおめでたい日だけを追って、テキ
トーに選ぶのとはちょっと違います。
　そもそも結婚や開業を春にするのか夏にするのかでその時
間のエネルギーは違います。暦の上では5月6日は立夏。その前
は春ですが、この立夏以降は火エネルギーが日に日に強くなっ
ていきます。

◆天合地合◆　　　 
　擇日の様々な手法の中で、人間関係が潤滑になり物事がス
ムーズにいくように「天合地合」の日に注目する方法があります。
　まずは天。
　甲乙丙丁・・・という十種類の天干（てんかん）の中でキャラの
違う陽エネルギーと陰エネルギーが引き合うことを干合と言
い、以下の５つの組み合わせがあります。
　甲（陽木・きのえ）と己（陰土・つちのと）
　丙（陽火・ひのえ）と辛（陰金・かのと）
　戊（陽土・つちのえ）と癸（陰水・みずのと）
　庚（陽金・かのえ）と乙（陰木・きのと）
　壬（陽水・みずのえ）と丁（陰火・ひのと）

　次に地。
  子、丑、寅という十二種類の地支（ちし）の中でキャラの違うエ
ネルギーが引き合うことを支合と言い、以下の６つの組み合わ
せがあります。
　子（陽水・ねずみ）と丑（陰土・うし）
　寅（陽木・とら）と亥（陰水・いのしし）
　卯（陰木・うさぎ）と戌（（陽土・いぬ）
　辰（陽土・たつ）と酉（陰金・とり）
　午（陽火・うま）と未（陰土・ひつじ）
　申（陽金・さる）と巳（陰火。へび）

　そして、年や月や時の干支と干合支合する日を「天合地合」の
日と言うのです。
　
◆孟意堂風水的天合地合を読み解く奥義◆ 
　今年は戊戌（つちのえいぬ）年ですので、この干支と天合地合

する干支」は癸卯（みずのとうさぎ）の日です。この日は今年のパ
ワフルな太歳エネルギーを吸収して私たちに力を与えてくれる
日です。しかも、癸卯のエネルギーらしく穏やかで、天合地合で
あるために人との関係もスムーズになる日でもあります。
  何か新しいことを始める時にこういうお日柄を選ぶとその後ス
ムーズに物事が運ぶ場合が多いのです。なんとこのコラムが配
信される5月11日も癸卯の日です。そして、この日は60日に1日し
か巡ってきません。
 その人が持っているエネルギーやその場所の空間がこうした
時間とマッチしないと効果は出てきませんが、もしもそれがマッ
チすると、人は空を飛べるようになります。飛行機が離陸する時
のように「えいっ」と勢いがつき、今までとは違った空間と時間の
中でよりスムーズな時を過ごせる。これが擇日を活用することだ
と思っています。

風水の奥義を行く！ 第75回  本日はお日柄もよろしく、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

ライフ（香港・広東共通）
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