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香港＆広東

募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
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

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 30K～40K営業・販売系/金融・保険

欧米系の国際金融情報提供サービスを行う
企業がリレーションシップマネージャーを募集。
契約更新を含む既存顧客のフォローアップと
管理。マーケティング部と編集部と連携し、顧客
向けの市場分析ドキュメントの作成など。

RGF 香港香港/香港島 30K～35K営業・販売系/金融・保険

金融サービス企業がセールスマネージャーを
募集。日本の法人顧客開拓と機関投資家や
企業に財政的助言と管理の提供。投資調査/
管理。5年以上の法人営業経験や金融関連の
営業にてチーム管理の経験を持つ方。

RGF 香港香港/香港島 30K～50K営業・販売系/金融・保険

外資系保険ブローカーが営業を募集。香港内の
日本人顧客対応。ビジネスパートナー、香港の
保険会社等の機関との関係性構築、市場調査。
日本市場の新規クライアント開拓。3年程度の
社会人経験のある方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 16K～23K営業・販売系/金融・保険

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～30K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/
金融・保険

25K

日系大手銀行がクライアントサポートを募集。
eバンキング移行プロジェクトチームのサポート。
移行用ソフトウェアインストールのためのオン
サイトサポートなど。2～3年のカスタマーサー
ビス経験のある方。※一年契約。

香港/九龍

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。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/新界 20K～23K

化粧品製造・販売企業がデジタルマーケティング
担当者を募集。自社サイト、SNS、Webバナーや
コンテンツ管理。マーケットのリサーチや分析。
3年程度のeコマース・デジタルマーケティング
経験者。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/新界 23K～25K営業・販売系/小売・流通

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
外食・フード

18K～22K

電子メール、ファックス、Webフォームからの
予約対応。予約に関する問い合わせの対応と
処理。ピークタイム時の電話応対の補助。飲食に
関連する実務経験のある方。日本語ネイティブ。
その他の言語ができる方尚可。

香港/九龍

日系マグネット製造･販売企業が品質保証マネー
ジャーを募集。品質管理、顧客対応。日本、中国、
他のアジア地域の出張。品質保証、品質管理、
製造の経験のある方。将来的に工場責任者を
目指せる方。北京語ビジネスレベル。住居提供。

RGF 香港
生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

東莞 RMB
20K～22K

日系大手民間シンクタンクがERPコンサル
タントを募集。アジア全域に展開する日系企業
へのERP（QAD）の導入、プロジェクト推進・
調整業務、顧客対応。アジア全域へ出張。3年
以上のERPの経験者。英語堪能な方。

RGF 香港技術系（IT・通信）/
金融・保険 香港/九龍 25K～35K

EMS事業を行う日系商社が会計財務の責任者
を募集。香港法人における会計実務、財務管理、
人事・総務、その他管理業務全般。年次監査
対応、税制対応、および日本本社への定期報告。
香港もしくは海外法人での会計実務経験者。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社 香港/九龍 45K～50K

個人向け金融サービスを提供する金融機関
がリレーションシップマネージャーを募集。
投資信託・債権の営業推進全般、営業推進事務
サポート。金融機関（銀行、証券会社、投信会社
等）で5～10年程度の勤務経験がある方。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/九龍 30K～60K

日系食材卸会社が営業を募集。食材の配達作業
のサポート。既存顧客のフォローアップ、日本
買付担当者との連携、新規顧客開拓など。営業
経験者歓迎。英語もしくは広東語会話レベル。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/九龍 22K～25K

仮想通貨交換企業がオペレーションアシスタント
を募集。日々の取引の実行、改善業務。取引の
管理、モニタリング、入出金取引のサポート。
英語から日本語への翻訳。同業界の知識が無く
ても可。英語、北京語どちらかが堪能な方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート系/
金融・保険

香港/香港島 18K～20K

日系特許事務所が日本語ネイティブのスタッフ
を募集。日本のお客様の特許取得に関わる書類
の作成、確認。日本のお客様からの電話応対。
コミュニケーション能力が高く、正確な作業が
出来る方。就労可能なビザをお持ちの方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

香港/香港島 18K～20K

日本人向け情報誌の出版社が編集者を募集。
情報誌の編集業務。特集記事の決定から取材
対応まで実施。広告営業など無形商材の提案
営業経験をお持ちの方。英語もしくは北京語
のスキルをお持ちの方。

RGF 香港クリエイティブ系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 18K～22K

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 19K～23K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社

日系Eコマース小売企業がマーケティング/
広報マネージャーを募集。企業イメージの宣伝
や販売促進。テレビ、CM、雑誌、イベント企画
などの企業PR。新規顧客の開拓と小売店
スタッフの管理。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/九龍 25K～35K営業・販売系/小売・流通

小中学生対象の大手学習塾が講師を募集。
数学、英語の授業提供。学生への指導。進路
相談、コンサルテーションなど。塾講師希望者
歓迎。未経験者でもやる気のある方は考慮。

RGF 香港香港/九龍 18K～23K
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
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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

Pasona Asia営業・販売系/メディア 香港/香港島 450K/年
＋コミッション

外資系大手メディアでの営業職を募集。顧客(日系）の業務プロセスを
把握し、マーケット及び分析データシステムの効果的な利用方法について
の提案営業。製品の機能や仕様についてのレクチャーなどを担当。3年以上
の金融・リサーチ・債権部門での顧客対応経験者。（株式・債券・ウェルス
マネジメントの業務フローを理解されている方）ビジネスレベルの英語。

Pasona Asia営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 20K
+コミッション

グローバル資産運用会社が営業(日系担当)を
募集。既存顧客との関係構築ならびに新規顧客
開拓営業。資産運用管理経験者歓迎、英語
ビジネスレベル。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 25K～30K

日系法人企業が営業担当を募集。日系企業向
けに駐在員保険、貨物保険、建設保険など幅広
い保険商品のセールスを担当。１人で平均
100～120社を担当。

Reeracoen営業・販売系/
小売・流通・通信販売 香港/香港島 30K～40K

大手百貨店が食品フロアマネージャーを募集。
テナントの管理や直販エリアのマネジメント、
フロアやスタッフの管理等、並びに新規出店
希望者へのアプローチ担当。

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

17K～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
使用。

Reeracoen

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。

Reeracoen営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 23K～26K

新規企業獲得のためEMS部門の営業を募集。
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開拓を担当。

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

香港/九龍 20K～25K

人材紹介会社で営業のお仕事。主に香港の日
系企業を中心としたお客様に対して人材紹介
を通じた採用支援業務。責任者候補としての
採用も検討しており、幅広いレイヤーでの就業
が可能。

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

その他 20K～25K Reeracoenサービス系/外食・フード
日系F&Bが店舗ホール兼キッチンスタッフを
募集。お客様へ料理の提供、調理をはじめ、
ローカルスタッフと共に店舗運営の実務業務
を担当。

Pasona Asia
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

20K前後
日系学習塾が学習指導者を募集。小中学生向け
に下記を指導できる方。1.　数学または数学・
理科。2.　国語または国語・英語。生徒・保護者
との面談も担当。経験・語学力不問。

香港/九龍

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

20K～22K

外資系企業の日本市場向けオンラインゲーム運営会社
でカスタマーサポートを募集。提携アフィリエイトからの
問い合わせを担当した後、実力に応じてキャンペーンの
企画等幅広くチャレンジ可能。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。

香港/香港島

Pasona Asia営業・販売系/
コンサルタント 応相談

日本で急成長中のベンチャー企業の香港法人
立上げに伴い、顧客開拓を率先していくコン
サルタントを募集。人事評価制度ソリュー
ションを提供。法人営業またはコンサル経験
3年以上。英語ビジネスレベル。

香港/九龍

Pasona Asia営業・販売系/
その他サービス 22K

日系物流会社が営業を募集。既存および新規
顧客対応。プロジェクト案件の推進業務。3年
以上の営業経験者(空運・船舶業界での営業
経験者歓迎）英語ならびに北京語。

香港/九龍

Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他・教育・公的機関など

香港/香港島 HKD150/時

農林水産物・食品分野を中心とした国内企業
等への情報提供。展示会、商談会、ミッション
受入れ補佐ならびにセミナー開催準備および
翻訳業務(日⇔英）。英語ビジネスレベル。勤務
期間：即日～2019年3月31日まで。

香港WORKS
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

20K～30K
オンライン投資取引事業１、セールスマネー
ジャー：顧客関係管理、既存顧客へのフォロー
アップ２、セールスアシスタント.。

香港/香港島

香港/香港島 25K～25K 香港WORKS企画・広報・経営管理系/
金融・保険

管理部門シニアアドバイザー：ビジネス戦略
計画とチームマネジメント。B2Bをサポート。
市場の最新動向を調査と分析。各部門のマネー
ジャーのマネジメント業務。

華南WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 深圳 30K～45K

+家賃補助

日系OA機器部品商社での海外統括営業
マネージャー（深圳・香港）北京語歓迎香港
本社、新規中国客先開発（日本先端技術）人材
管理、労務管理。一部総務フォロー。

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 30K～60K懐石料理シェフ。

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
金融・保険 香港/香港島 30K～60K会計財務マネージャー。
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ビジネス（香港・広東共通）



香港

シリコンオイル無添加
　シリコンは毛穴を塞ぎ、また敏感肌を引き起こす一因と
もいわれている。AKFS PLUSヘアケアラインはノンシリコン
オイル処方、シリコンオイルの代わりに修復作用を持つ天
然の植物性ゴールデンコンプレックスオイルを配合、貴方
の髪を保護します。

アレルギーを引き起こす
防腐剤“MIT”と“CMIT”を無添加
　AKFS　PLUSヘアケアラインはこれらの防腐剤不使用。
“MIT”と“CMIT”はイソチアゾリノン系で強力な殺菌及び防
腐作用を持ち、パーソナルケア用品に広く使用されている
が、EU消費者安全科学委員会はこれらの防腐剤はアレル
ギーを起こすと認定した。これらは皮膚の発赤や痒みなど
の皮膚アレルギー症状を引き起こす可能性がある。

アレルギーを引き起こす
遊離ホルムアルデヒドを無添加
　遊離ホルムアルデヒドは目、のどや胸腔内に対して刺激
性を持ち、長期吸入すると組織を破壊し、免疫力を低下さ
せる。AKFS PLUSは第3機関による品質検査を実施、遊離ホ
ルムアルデヒドは全く検出されていない。

エタノール無添加
　AKFS　PLUSヘアケアラインはエタノール無添加。エタ
ノールは消毒作用や皮膚を清潔に保つ作用があるが、一
方で皮膚アレルギーの原因となるケースもある。頭皮を乾

燥させ、フケを増加、あるいは頭皮の皮脂を過剰に増加さ
せるなどの影響が出る場合もある。

セレシンワックス無添加
　AKFS　PLUSヘアケアラインはセレシンワックスを無添加。
セレシンワックスは鉱物油の一種で水分蒸発を阻害するた
めスキンケアの潤滑剤としても用いられるが、保湿度は低
く、保水機能もなく、逆に毛穴を塞いでしまう可能性がある。

合成着色料無添加
　ほとんどの製品は見た目を良くするため、あるいはロット
の異なる製品の色味を安定化させるために使用されてい
る。合成着色料には有毒性があり、皮膚アレルギーを引き起
こす危険度が高い。頭皮のアレルギーを予防するため、
AKFS PLUSヘアケアラインは人工着色料が一切無添加。

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

厳選した低刺激処方を採用、
6大有害物質を無添加

AKFS PLUSは

AKFS PLUSヘアケアライン全ての製品は一貫して肌に負担がかからない低刺激処方を採用。
皆様に安心してお使いいただけるよう、そしてベストな効果が得られるよう、
その製造過程は厳しく管理されている。
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 ショッピング（香港・広東共通）
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香港＆広東

香港

香港 香港＆広州

広州

香港&広東

香港

香港

香港
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ロイヤルペニンシュラ　 半島豪庭　 ROYAL PENINSULA  (Block 1)

香港

アイランドレジデンス　 ISLAND RESIDENCE

（所在地） 紅磡（ホンハム）
（間取り） 2LDK＋S 　実用面積649sqf 
（室　内） 家具・家電付き、内装良好、高層階
（環　境） MTRホンハム駅直結徒歩約5分
 ＡEONへ徒歩約5分
 大型クラブハウス完備
（備　考） 部屋の鍵あり、即ご案内可
（月　額） HKD29,500 (管理費、税金込み) 

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

（所在地） 太古（タイクー）

（間取り） 3LDK＋S　実用面積238-393sqf　

（室　内） 家具、家電付き

（環　境） MTR太古駅、AEON、APITAに

 近接したとても便利な立地環境。

（備　考） 5月中旬より入居可

（月　額） HKD37,500 (管理費、税金込み) 　

ザ・フロリディアン  逸意居　 THE FLORIDIAN  (Tower 2) Property Agency List
日系不動産代理一覧

H
o
n
g
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

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

（所在地） 西湾河（サイワンホー）
（間取り） Studio-1LDK   実用面積238-393sqf　
（室　内） 新規家具、家電応談
（環　境） MTR西湾駅徒歩３分
 トラム通り沿いの立地
 プールもあるクラブハウス完備
（備　考） 単身者～夫婦向きの新築マンション。
 完成真近、入居希望者募集開始！
（月　額） HKD14,000～19,000 (管理費、税金込み) 　

ライフ（香港・広東共通）

20 Pocket Page Weekly 18 May 2018 No. 644
B



九龍の中心で快適な滞在をサポート九龍の中心で快適な滞在をサポート九龍の中心で快適な滞在をサポート九龍の中心で快適な滞在をサポート九龍の中心で快適な滞在をサポート九龍の中心で快適な滞在をサポート

　5月は新たなキャリアスタートなどに忙しい季節。九
龍周辺で滞在施設をお探しなら、ホテルマデラとマデ
ラレジデンスはベストな選択肢の1つになるだろう。九
龍の中枢、佐敦駅から徒歩3分の地に建つこの2つの
施設は、湾仔、中環まではMTR利用で僅か15分、空港
までは30分と、ビジネスに便利な立地であるだけでな
く、ネイザン・ロードからほど近い所にあるため、尖沙
咀まで徒歩10分、テンプルストリートまで徒歩5分と、
多くの観光スポットにも徒歩でアクセスできる。
　“マデラ”がスペイン語で木を表す通り、施設内のナ
チュラルな内装は訪れるゲストにやすらぎを与える。ス

タッフの接客レベルも高く、そのサービスクオリティは
GoHome.com.hkから6年連続で香港ベストサービス
アパートメント賞を受賞していることからも伺い知るこ
とができる。
　また、会議室、24時間ジムルーム、ビデオゲームルー
ム、アートギャラリーなど、建物内にはゲストにより快適
な滞在を提供するための施設が揃っている。飲食店は
植民地時代をイメージしたエレガントな雰囲気のブ
ティックカフェ、“Café1997”があるほか、最上階の
バー、“Horizontal Lounge"から望む、九龍島とビクト
リアハーバーの眺望は素晴らしい。

ホテルマデラ、マデラレジデンスホテルマデラ、マデラレジデンスホテルマデラ、マデラレジデンスホテルマデラ、マデラレジデンスホテルマデラ、マデラレジデンスホテルマデラ、マデラレジデンス

　全88室の客室からは街の壮大な景色を眺めることができ、快適な設備が整えられてい
る。ルームタイプは主にシグネチャールーム、プレミアムスイート、ハイポアルジェニック
（低アレルゲン）ルーム、デラックスルームの4種類で、全ての部屋にシャワーもしくはバス
タブ、キングサイズのベッドと55インチのテレビとDVDプレイヤー、無料Wifiを完備。モー
ニングコールとジムは24時間利用できる。
　シグネチャールームの1つ、マデラ・ペントハウス（73～79㎡)はリビングとベッドルーム
を繋ぐエレガントな螺旋階段と、ミニマルテイストの雰囲気が特徴的。瀟洒なバスタブと
レインシャワーが付いた2つの独立したバスルームがあり、電動のベネチアンブラインド
と遮光シェードを備えている。
　プレミアムスイート（38～53㎡)は2LDKの間取りで、ツインの洗面台とジェットバス、
ワーキングデスク、ソファ、キッチンキャビネット、ブルーレイDVDプレーヤー、テレビ2台を
配備。モダンな内装で、ビジネス客にも人気だ。
　ハイポアルジェニックルーム 、デラックスルーム(26 ～38㎡)はジェットバス、ワーキング
スペース、独立シャワー等のモダンな設備がゲストをお出迎え。ケミカル・アレルギーに配
慮したバスアメニティを提供しているほか、四半期ごとに清掃される室内エアダクトから
出る、クリーンな空気が室内を満たす。
　なお香港内での外出時はホテルのハンディスマートフォンを携帯することで、データ通
信と国内外（7カ国）への通話を無制限で利用することができる。5月のスペシャル宿泊
レートは、一泊HKD800＋サービスチャージ10％～。

　そのデザインインスピレーションは、活気溢れるバルセロナと、のんびりと
したスペインのライフスタイルからもたらされたもの。九龍の中心部で、洗練
された大陸のホスピタリティと心穏やかに過ごす空間をゲストに提供する。
　部屋タイプは主に1ベッドルームとスタジオの2種類で、各部屋は、赤、オ
レンジ、黄色、青など、明るい色合いながら上品なモノクロアクセントを採用
しており、滞在者の活力に満ちた生活を鮮やかに演出してくれるだろう。
　ゲストは24時間オープンのジム等隣接するホテルマデラ香港の施設を利
用できる。入居時はウェルカムドリンクとスナックが提供されるほか、室内は
Wifi及びブロードバンド、 調理設備、セーフティボックス、を完備。洗濯はラン
ドリールームを利用する形式だ。
　ワンベッドルームスイート（37～76㎡）は、1～2人向けで、調和と暖かさを
大切にした雰囲気。隠しパーティションを使ってリビングとベッドルームを分
けることでフレキシプルにスペースを利用でき、壁にはゲスト用の引き出し
式シングルベッドが内蔵されている。
　またシェアルームとして学生やファミリーにぴったりなスタジオ（37～47
㎡）の各フラットからは、街の壮大な景色を一望することができる。
　月額賃料ははHKD24,000～。スイートルームの賃貸料は、2018年末までに
限り月額HKD32,000（元価HKD 38,000）となっている。
　そして6月からは、ファミリー/学生向けスイートの部屋タイプが新登場。定
員3名のスイートルームで、シングルベッド2台またはキングベッド1台とソフ
トベッド1台が配備され、賃料はHKD28,800～。料金には洗濯用のトークン16
個とHKD1,000のバウチャー、無料のボトルウォーターが含まれる。
　なおマデラグループではゲスト向けに、マデラロイヤルティプログラムを
通じたスペシャルで豊富な特典を提供している。ロイヤルティ会員はホテル
への直接予約をすることで、1香港ドル毎に1ポイントを獲得する仕組みだ。
頻繁に同グループの施設を利用する方は、入会を検討してみてはいかがだ
ろうか。

Hotel Madera Hong Kong
住所：1 Cheong Lok St., Jordan, HK
電話：(852)2121-9888

Madera Group
ウェブ：www.maderagroup.com
メール：info@maderagroup.com

Madera Residences
住所：19 Cheong Lok St., Jordan, HK
電話：(852)3190-9888

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

　こんにちは！ハルです。今回で4回目となる「心の健康」です。
　5月と言えば「5月病」なんて言葉もありますね。5月病とは、4月に入学・入社・異動な
どで、新しい環境に置かれた人が、ＧＷ明けくらいに緊張感が切れて脱力し、活力が
なくなった状態のことを言うそうです。
　5月病に関わらず、環境が変わった人や、季節の変わり目などは、疲れや免疫力の
低下により体調を崩しやすいです。海外に住んでいるというだけでもストレスに感じる
ことはあるでしょう。私は異文化を思いっきりエンジョイできる人がうらやましいです。
　新しい環境は、不慣れなことをするストレス、緊張感、不安感、期待感…など様 な々
心の変化が現れます。そして自分でも気付かないうちに疲れをためてしまいます。

　さて、前置きが長くなりましたが、今回は普段私が行っているストレス解消法を2回
に渡ってご紹介します♪

・泣く
　よく、泣いたらスッキリしたといいますが、これは科学的にも実証されています。泣く
ことでストレスの原因物質を発散することができ、泣いたあとはストレスを緩和させる
エンドルフィンという物質が体内で増加するそうです。
　私は最近涙もろく、人のちょっとした優しさで泣くし、テレビを見ていてもすぐ泣きます
（笑）大人になるにつれて大粒の涙を流して泣くことが減ってくると思いますが、「泣け
る映画」で検索してみてください。ちなみに私はジブリの名作「魔女の宅急便」で泣
けます。友達に言ったら「泣くとこどこ？！」とビックリされました（笑）
　皆さんもたまには思いっきり泣いてみては？

・家の掃除
　基本ぐーたらな私。まず、掃除する決心をするまでが面倒くさいのですが、やり始め
るとものすごい集中するし、集中している時間は嫌なことも忘れられます。何よりホコリ
をとって拭き掃除をしてピカピカになると、すっきりして気持ちがよいです。達成感も味
わえるし、きれいになった部屋だと思いっきり深呼吸できます。かなりリフレッシュします
よ。家もきれいになって一石二鳥。

・大きな声を出す
　近所迷惑では？！　そうならないように、スポーツ中やスポーツ観戦中など自然に大きな
声を出せるところで思いっきり大声を出してみましょう。大声を出すことで、リラックスする
のに必要な副交感神経が上手に働き、ストレス解消になるのです。カラオケなんかも良
いですね！　ちなみに私はK-POPが好きでライブに行ったりするのですが、掛け声が曲ご
とにあって、ペンライトを持った腕を振り上げて大声を出すので、結構汗だくになり軽くト
レーニングです。趣味に没頭する＋キラキラしたアイドルが目の前にいるという非日常的
な体験＋大声を出す＋体を動かす、というストレス発散法のフル活用。皆さんには参考
にならないかもしれませんが私にとってはベストな発散法です（笑）

 Vol. 105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.4
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心の健康

「全然勉強しないで寝てばかり。将来がとても心配。」と
お母さん。
「このまま勉強しないと最悪どうなりますか？」と聞くと、
「いい高校に行けない。」
「いい高校に行けないとなにが困るの？」
「行ける大学が限られる。」
「行ける大学が限られたら、どうなるの？」
「いい就職ができない。」
「いい就職できないとどうなるの？」
「フリーターやニートで家にいることになる。」
「家にいたらなにが困るの？」
「えーー！！そりゃあ困るでしょー！！」
「誰が困るの？」
「、、、わたし、、、。」
となります。
では、最悪ニートになって、来る日も来る日も子供が家
にいることを想像してみましょう。そして、それは「子供
の問題」なのか、「自分の問題」なのか？
対処できるのは「自分の問題」だけ。
そこに生じる自分の気持ちを徹底的に見つめてみてく
ださい。
体裁が悪く恥ずかしいのか、毎日子供と一緒で気が滅
入るのか、子供の将来が見えず不安なのか、、
ただ、見つめ、味わってください。
そして、どうしたらいいかを考えてみる。

体裁が悪く恥ずかしいなら、
「あれこれいう人とは距離をおく」
「思い切って環境を変えてみる。」
毎日子供と一緒で気が滅入るなら、
「自分が仕事に出る。」
「新しい趣味を見つける。」
子供の将来が不安なら
「子供の才能を見つけるコンサルタントの勉強をす
る。」
「社会情勢に敏感になる。」
ベクトルは全て自分です。
最悪に対応して行動したことが結果自分の成長に繋が
ることも珍しくありません。

これを、
「恥ずかしいからちゃんと就職してほしい」
「私の時間がなくなるから家にいないで」
「将来が不安だから自分で積極的に考えてほしい」
と考えると、ベクトルは全て子供になります。

他人をベクトルにしている限り、心の平穏を得るのは
難しい。
なぜなら他人を動かすことはできないからです。

多くの人は自分で動かせないものに心を乱し、悩むこ
とに多くの時間を割いています。

人生のほとんどのことは取るに足りないこと。わかって
いても悩むのが人間です。
大丈夫！！　命に関わることでない限りなんとかなるもの
です笑
心が乱れて辛いなら「最悪」を想像してみる。
そしてそれを想像して心乱れているのはあなた。
お子さんの人生にとっては「最高」の出来事になるかも
しれません。

それにね。
「心配事の9割は起こらない」とも言われています。私た
ちは一体どれだけの時間を心配事に費やしているの
でしょう？

「最悪」を感じて行動すれば、恐れることはなくなります。
「覚悟」が決まります。

あなたが今あれこれ心配して、イライラしているなら、

最悪が想像できないとき。
その最悪に自分がどう対処するかが見えていないとき。
どう対処するかが決まれば、覚悟ができます。
そして腹がすわるのです笑

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79回 最悪を想像する

ライフ（香港・広東共通）
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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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 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！
西湾河のマンション「Les Saisons」
当マンションで一番広いDタイプ。
3LDK＋S  1118sqf/net.868sqf
家賃HKD45,000（管・税込み）
海景、家具家電装備、内装良好
6月末空き予定、入居ご検討の方
には部屋写真をお送りします。
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！
WhatsApp：92341025
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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。）

　上海戦の翌日、投手陣に比べて前向きな野手を中心に
試合を組み立てていきたいと私は考えていた。第2戦目の
相手は、中国野球の古豪・広東チームだった。中国野球に
おいて、香港代表は広東からすれば格下であり、試合前の
雰囲気から広東には余裕があるようだった。私は、このま
たとないチャンスを得意の先制パンチで攻め、確実に獲
得できる得点を重ねようと伝えた。
　初回1番打者が出塁すると、2番バッターのホームラン
でいきなり2点を先制した。その後も、3番がヒットで出塁
し、チャンスを作った。広東チームにたて込める悪い雰囲
気に一気につけこむチャンスであり、この場面は香港野球
の真価が問われる状況だった。これまでの格上との試合
でも、この場面で攻めきれない弱さがあった。しかし、現

実は厳しく、ランナーを
塁上に残したまま3点
目を取れなかった。
　その裏、香港代表の
先発は長身のシング
だった。香港投手陣の

中では、荒れにくく、見た目からは想像がつきにくい程に球
が遅い。剛腕投手のいない中国野球だが、その中でもかな
り遅い。私は、序盤3回をなんとか持ってくれと祈っていた。
　しかし、初回から
普段のシングより制
球が安定せず、球数
が増えていく。野手
のミスにより1点を
与えたものの、初回
は何とか最少失点
で抑えた。大事なのは、ここからである。2回の表、下位打
線とはいえ非常に淡泊な攻撃で、3人で終えてしまった香
港代表。その裏、嫌な予感が的中し、先発のシングの制球
が乱れランナーを出すと、野手もミスをし、さらには連打
で相手打線を止められない。結果的に、シングは途中降
板し、2回裏6点を与えてしまった。
　私は前を向いていたが、こうなると香港代表は一部の選
手を除いて気持ちのコントロールが不能になる。打線が上
位打線に戻り、順当に点数をとるが、守備では相手を止め

られず3回裏に10失点を
喫した。最終的には5回
コールド4対19で第2戦を
落とした。掴めそうで、掴
みきれない香港野球（自
分たち）の流れ。安定した
パフォーマンスを出せる選手までもが、チーム全体の雰囲
気に飲み込まれてしまいそうな危ない状況だった。
　私が大会前に立てたプランは崩れ、チームと選手の心
を立て直す必要があった。その日の夜、中心選手を部屋
へ呼び緊急ミーティングを開いた。しかし、ある選手から
「監督の言うことは分かるし、信じているけど、正直に言う
と俺たちは負け慣れているんだよ」と言われた。私も
ショックではあったが、落ち込むのは今ではないと言い聞
かせた。私たちが今できることは、チーム全員で明確な次
なるプランを共有し、無理してでも前を向くことしかな
かった。これ以上負けられず、勝つことで選手には自信を
取り戻すしかないと私は思っていた。
　その晩、選手全員が集まるミーティングにて「現実と向
き合い、4年に1度しかないチャンスを最後まで掴みにい
こう」と話しをした。その上で、選手起用や翌日の相手であ
る河南チームの特徴などを共有し、私にとっては忘れられ
ない悪夢の大会2日目を終えた。

　（次号6月1日は「想定外の事態再び」）

香港野球爆発！ するものの・・

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.22

photo by ©松橋 隆樹
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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

ロイヤルズ

ベアーズ

パイレーツ

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

0.833

0.75

0.667

0.583

0.538

0.500

0.462

0.417

0.333

0.333

0.250

0.182

0.154

差
0.0

2.0

3.0

4.0

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

8.0

8.0

9.0

9.5

10.5

第73期　第25節　5月8日

     勝ち組コメント
　永遠のライバル夢軍団との決戦をエースと4番＆若手の活
躍で制したサンダース。最終戦は昨年度唯一の公式戦黒星を
喫したコンポードーさん。チーム一丸となって勝利にこだわり
2期連続全勝優勝目指すぞ！

     負け組コメント
　優勝を決めている強豪サンダース相手に下克上を狙う夢
軍団。しかし、相手打線は強力でなかなか0封が出来ない苦し
い展開。打線はともきん(中村)の先頭打者HRにより、1点を取
るも各回単打に終わり、終わってみれば1-7と完敗です。

サンダース
ドリームス

勝利投手：金塚
敗戦投手：藤原

HR：丸山

HR：中村

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

7
1

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　直近4連勝中で迎えた最終戦、今日勝てば勝ち越しが掛か
る大事な一戦となった。
初回ロイヤルズは畦地が内野安打で出塁すると3番向井が景
気づけの6号ツーランで先制。その後も木俣、赤石の連打など
で2点を加える。2回も村山、小山、木俣のタイムリーで3点を
加点しコンポードーを引き離す。投げては先発丸山が初回4
点を失うも緩急つけた投球で的を絞らせずその後は無失点。
完投で4勝目を上げた。チームも7勝6敗となり見事勝ち越しを
決めた。

     負け組コメント
　ロイヤルズさんに初回4点を許すも、その裏コンポ―ドーも
杉本(み)の3ランホームラン、室井、広瀬、市川がヒットおよび
エラーで満塁とするも、追加は1点のみで同点どまり。2回、ロ
イヤルズさんに3点を加点されるが、先発の広瀬が粘りの力
投をみせ追加点を許さない。3回以降広瀬は立ち直り、バック
の好守もあって無失点に抑える。広瀬の力投に報いたいコン
ポ―ドー攻撃陣であったが、打線が繋がらず無得点のまま敗
戦。次節最終戦に向けてもうひと頑張り。 

ロイヤルズ
コンポードー

勝利投手：丸山
敗戦投手：広瀬

HR：向井

HR：杉本（み）

4
4
3
0
0
0
0
0
0
0

7
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)

深圳

ライフ（香港・広東共通）
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ゼロからスタート 第90回広東語♪
　　「涼果　löng4　gwo２」は、砂糖や塩で漬けた中国の伝統的なお菓子です。乗り物酔い、吐き

気、下痢止めのほか、肺を潤す、食欲増進などの効能があります。梅、杏、みかん、レモン、生姜、オ

リーブの実、瓜類などの食材を煮たり、漬けたり、乾燥させたりして作ります。製造過程で生じた

単糖やアミノ酸、マルチビタミンのおかげで、直射日光を避けた涼しい場所に保管すれば、常温で

一、二年は保存できます。

　　涼果は俗に「口立濕　hau２　lap６　sap１」とも呼ばれています。その語源は二つあると言われて

いて、まず一つ目は、見るだけで「流口水　lau4　hau２　söü２」(よだれが出る)から。実際食後は

唾液の分泌が増えます。次に二つ目は、「垃圾　laap６　saap3」または「垃雜　laap６　zhaap

６」(ゴミ)から来ています。本来涼果は正式な食事ではなく、口さみしい時にちょっとつまむ程度

のお菓子であることから「口垃圾　hau２　laap6　saap3」と言われるようになりましたが、言い

づらいため、「口立濕　hau２ lap6　sap１」へと進化したものと思われます。

　　涼果はそのままお菓子として食べても十分美味しいのですが、料理に使つと絶妙な調味料と

なります。「梅子骨」(梅味スペアリブ)、「話梅醉雞」(梅味の酔っ払い鶏)などがその代表と言って

いいでしょう。

　　美味しくて効能もたくさんある涼果ですが、糖分、塩分共に高いので、食べ過ぎには十分注

意してください。

広東語・発音・日本語

話梅

wa6 mui2/wa6 mui4
梅を砂糖と塩で漬けて
乾燥させたもの。干し梅

陳皮

chan4 pei4
チンピ：みかん、橙などの皮を

乾燥させたもの

痰を取り去り、咳を静める
乗り物酔い止め、吐き気止め。
料理に使ったり酒に漬けてもいい。

冬薑

dung1 göng1
ドライしょうが

檸汁薑

ning2 zhap1 göng1
レモン味のドライしょうが

嘔吐、下痢を止める。
寒気を追い払い、食欲増進

痰を取り咳を鎮める。
寒気を追い払う

八仙果

baat3 sin1 gwo2
ミカン科の果物の中に

漢方を入れたドライフルーツ

のどの痒みを和らげる。
痰を取り咳を鎮める。

解熱作用あり。
痰を取り去り、咳を鎮める

甘草檸檬

gam1 chou2 ning4 mung1
甘草レモン

広東語・発音・日本語

山楂

saan1 zha1
サンザシ

杏脯

hang6 pou2
杏の種を取り去って
砂糖漬けにしたもの/
ドライアプリコット

牛 / 豬肉乾

ngau4 / zhü1 yuk6 gon1
ビーフ/ポークジャーキー

芒果乾

mong1 gwo2 gon1
ドライマンゴー

甜花生

tim4 fa1 sang1
甘いピーナッツ

齋雞粒

zhaai1 gai1 lap1
(肉不使用の)
鶏肉味のお菓子

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
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com         
Line: streamwisdom
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
営業時間: 月～金: 9:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

日本語ホットライン: 3520-2329
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マリリンのぶらグル巡り
　ファッションウォーク
（Fashion　Walk）と言えば
数多くのブティックやレス
トランが軒を連ねる、銅鑼
湾（コーズウェイベイ）で
も比較的落ち着いた雰囲
気のお洒落エリア。そんな
ファッションウォークで人
気のカジュアルイタリアンレストラン「EAT.　it」。昨年リニューア
ルのため閉店したが、パワーアップしてリニューアルオープン

した。同店は、金鐘（アドミラル
ティー）の星街（スターストリー
ト）に本格イタリアンレスト
ラン「Giando」を構えるオー
ナーシェフGianni Caprioli氏が
展開する。ニューヨークの有名
イタリアンレストランでのシェ
フ歴9年のBemjamin氏がキッ
チンで腕を振るう、厳選した良
質のイタリア食材を使用した
本格的なイタリア料理をカジュ
アルに味わうことができるのが
魅力の同店。
　まず前菜には、ワインとの
相性ぴったりのイタリア産の
生ハムの盛り合わせ「Chef 's　

Selection」を。オリーブとパルメジャーノチーズ、アーティ
チョークとパンが付いてくるので軽くドリンクと一緒に食事
を済ませたい人はこれだけでも十分満足することができる。
濃厚でクリーミーな味が魅力の新鮮なイタリアン産ブラタ
チーズ「BURRATA」はトマ
ト、バジル、プロシュート
ハムと一緒に。トリュフの
香りが 食 欲をそそる
「TRUFFLE　CEASER」はト
リュフの香りが食欲をそ
そる魅了的な一品。
　同店で注目したいのはパスタとピザ。パスタは、イタリア産
の高品質なパスタ「Maffei」を使用していて、種類も豊富に取
り揃えている。メニューから選ぶのもいいが、お好みのパス
タとソースを選んで自分好みのパスタを作ることもできる。
その中でもおススメの「Classic　Bolognese」や「Dry　Aged 
Meat　Ball」は大人も子供も大好きな味。シーフード好きには

アサリの パスタ
「Vongole」やエビ、
アサリ、イカのシー
フードたっぷりのパ
スタ「Mare Rosso」。
　ピザには、「真の
ナポリピッツァ協
会」公認の最高級
レベルのピザ専用

の小麦粉「チンクエスタジ
オー“00”」を使用。毎日オー
ダーが入ってから高温の窯で
短時間で焼き上げるピザは、
表面はパリッと中はモチモチ
とした食感。おススメはイタリ
アン産のトマト、モザレラチー
ズ、バジルをトッピングした
シンプルだけども王道の
「Margherita」。肉好きには
ソーセージ、サラミ、モルタ
デッラソーセージをたっぷり
トッピングした「 E A T . I T 

MEAT」。シェフ一押しはカルゾンとピザを一度に楽しめる
「Sole E Luna “Sun And Moon”」。　
　ミクソロジストが在籍しているしっかりとしたバーも併設
されているので仕事後の一杯や週末のお昼から飲みたい
なんて時にも利用できるのも魅力。これからの季節はイタリ
アの夏のカクテル「Aperol Spirit」もおススメ。

本格的イタリアンをカジュアルに楽しむ！
大人気イタリアンレストラン「EAT. it」がリニューアルオープン！
本格的イタリアンをカジュアルに楽しむ！
大人気イタリアンレストラン「EAT. it」がリニューアルオープン！

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。

EAT.it Italian Eatery
住所：Shop J, 9 Kingston St., Fashion Walk, CWB
電話：(852)2489-8822
時間：月～木＆日 11:30～22:00、金土 11:30～24:00
フェイスブック：EAT.itお肉好きにおススメのピザ「EAT IT MEAT」

イタリア産の生ハムの盛り合わせ
「Slliced Italian Cold Cut」

一度に2度おいしい
「Sole E Luna “Sun And Moon”」

クリーミーな味わいの「BURRATA」

赤と白を基調にしたカジュアルで
スタイリッシュなインテリア
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