
Ｃｉｒ．Ｌｅｔ．Ｎｏ．23649          ２０２３年５月１日 

会員の皆様へ 

✽✽✽ 倶楽部便り ２０２３年５月号 ✽✽✽ 

重要なお知らせ 

■ ワールドトレードセンタークラブ（WTCC）との契約解消  

ワールドトレードセンタークラブ香港は、２０２３年５月３１日をもって営業を終了します。これに伴い、レシプロカルクラ

ブ（相互利用提携）に関する契約を解消することとなりました。６月１日以降、ワールドトレードセンタークラブの施設や

付帯サービスは一切利用できなくなりますので、予めご了承ください。 

■ 「倶楽部便り」 E-mail配信について  

香港日本人俱楽部では、環境保護や省力化の観点から情報発信の在り方を見直し、「倶楽部便り」についても、印刷

物の郵送をやめてE-mail配信に切り替えています。メールアドレスの登録がお済みでない方は、倶楽部ウェブサイト

のトップページ「e-mail配信申込」ボタンからご登録いただくか、事務局（office@hkjpclub.com.hk）までご連絡ください。 

―――――――――――――――― * ― * ― * ―――――――――――――――― 

■ レストランからのお知らせ  

✿５月５日 端午の節句✿ 

５月５日の「こどもの日」は、端午の節句ともいわれ、

男児の健やかな成長を願う祭事です。鎧兜を身につ

けた「五月人形」を、５Fリフトロビーに飾りますので、

ぜひご覧ください。 

✿鳥取 牛骨ラーメン✿ 

米子発祥の鳥取県ご当地ラーメンに、倶楽部特製

ビーフチャーシュー、ネギ、もやし、糸とうがらしをト

ッピング。旨味の利いたスープを中太ちぢれ麺で召

し上がれ！レストラン「三菜・ボヒニア」限定。 

✿おすすめ日本酒✿ 

無農薬の「アイガモ農法」で育てた熊本県産の酒造好適米「華錦」

と熊本酵母を用い、氷を加えて醪の温度を調整する「南端氷仕込

み」で醸した日本最南端の酒。吟醸香がほのかに広がり、食中酒

として、すっきりとした飲み心地です。 

５Fレストラン営業時間 

 ランチタイム１１：３０～１５：００（ラストオーダー１４：３０） 

 ディナータイム１８：００～２２：００（ラストオーダー２１：３０） 

レストラン予約ホットライン☏２５７７－５７９６（１１：００～２０：００） 

※母の日（５月１４日）のご予約はお早めに。 

 

■ 新生活応援！香港オリエンテーション  

海外生活のスタートはワクワク、ドキドキ。なんだか心配なこと、誰かに教えてほしい…。「香港オリエンテーション」は、

そんな香港ビギナーのためのネットワーキング・セミナーです。倶楽部会員が長年の経験から、安心して暮らすコツを

伝授します。会員登録のない方も参加できますので、新しく香港に来られた同僚やお友達に、ぜひお声掛けください。

お申し込みは、http://hkjapaneseclub.org/assets/admin/upfile/HKorientation2023.pdf を今すぐ確認！お問い合わ

せは、事務局（電話２５７７－３６６９）まで。 

5 月のおすすめ 

 新枝豆 

 蛤白ワイン蒸し 

 豆苗と蟹身の早煮 

 稚鮎天婦羅 

 蛍烏賊とアスパラガスバター焼き 

 鰆木の芽焼き 

寿司場より 

おすすめ刺身 

石鯛薄造り／岩牡蠣ポン酢／

初鰹づけ刺身／縞あじ／殻付

帆立貝／にしんたたき 

おすすめ寿司 

うに／炙りとろ／牡丹海老／ 

小肌／穴子／炙り和牛 

※メニューは予告なく変更することがあります。

ご了承ください。 

mailto:office@hkjpclub.com.hk
http://hkjapaneseclub.org/assets/admin/upfile/HKorientation2023.pdf


 

■ お誕生日カードでプレゼント！  

今月、お誕生日を迎える会員の皆様には、「お誕生日プレゼントカード」を９．５×１５セ

ンチサイズの郵便書簡（折り畳み式の便せん兼封筒）でお届けしています。プレゼント

の引き換えは、お誕生日当月有効ですので、お忘れなく！お誕生日の登録／カード未

着のお問い合わせは、事務局（電話２５７７－３６６９）まで。 

【特典内容】俱楽部レストラン１００ドル利用（ディナー指定ドリンク１杯サービス付き）或

いは俱楽部ロゴ入りタンブラー、どちらかお選びください。 

 

■ 同好会委員会からのお知らせ  

同好会新設の申請については、事務局（電話２５７７－３６６９）までご連絡ください。 

同好会名 連絡先 主な活動 

囲碁将棋班 E-mail：igoshogidokookai@yahoo.co.jp 月例会：原則、毎月第４土曜 13:00～18:00 

場所：日本人俱楽部ほか（要確認） 

ゴルフ同好会 E-mail：golfdokookai@yahoo.co.jp 

https://www.facebook.com/hkjpgs/ 

月例会：毎月第２木曜日ほか、対抗戦あり 

場所：香港ゴルフクラブ（粉嶺） 

パソコン研究会 http://www.facebook.com/pasoken 活動：毎月第２木曜日 

場所：日本人倶楽部 

ブリッジ同好会 WhatsApp：９３２５－０２４５ ゲーム：毎週火曜日 10:00～13:00 

場所：日本人倶楽部 

 

■ マナー・エチケットのお願い  

香港日本人俱楽部では、ご来館の皆様が快適に過ごせるよう、マナー・エチケットの向上を心掛けております。提携ク

ラブも各々のルールに従ってご利用ください。 

通話エリア： エレベーターホールでの通話は可能です。その他の場所では、携帯電話をマナーモードに設定していた

だき、音声通話はご遠慮ください。 

レストラン利用時： 会員カードはご本人が必ず携帯してください。会員カードの貸与はできません。会員ご本人が到

着されるまで、料理の提供をお待ちいただきます。また、ゲストを残して会員が退席されることはお断りします。ゲスト

を招いてのお食事は、入店から退席まで会員同伴をお願い致します。レストラン「さくら」では、ドレスコードにご留意く

ださい。半ズボンやショートパンツ、ダメージジーンズ、サンダルでの入店はご遠慮いただいております。12 歳未満の

お子様は「さくら」に同伴いただけませんので、「三菜・ボヒニア」のご利用をお願い致します。 

全館禁煙： 《吸煙（公衆衛生）條例》により、全館禁煙エリアとなっています。貸し切りの個室であっても喫煙できず、ト

イレ、廊下、非常階段での喫煙も禁止されております。電子タバコも禁止対象です。海外からのゲストは、香港の条例

をご存じない方もいらっしゃいますので、フロアスタッフがご注意申し上げた際には、ご協力をお願い致します。 

レシプロカルクラブ: 俱楽部ウェブサイトのトップページ「レシプロカルクラブ情報」をご覧ください。利用に関する決定

権は各施設にありますので、スタッフの指示に従ってください。ご利用の際は必ず、ご予約をお願いします。 

～皆様のご理解とご協力を、重ねてお願い申し上げます～ 

 

香港日本人俱楽部 ホームページ http://www.hkjapaneseclub.org/ 

レストランのおすすめ、イベント情報、図書室のご案内、文化講座の申し込みはこちらから。 

会員登録の変更・お問い合わせは、事務局☎２５７７－３６６９ （月～金曜９：００～１７：３０）まで。 
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Cir.Let.No.23649(A)              1st May, 2023 

 

Dear Members, 

✽✽✽ Club News May 2023 ✽✽✽ 

 

IMPORTANT INFORMATION 

■Cessation of WTCC Reciprocal Privileges  

Please note that the reciprocal privileges agreement between The Hongkong Japanese Club and World Trade Centre 

Club Hong Kong will be ceased from 1st June, 2023. And the members of Hongkong Japanese Club may not be 

eligible to use the World Trade Centre Club restaurants and other related facilities afterwards. 

■ Club News by E-mail  

We started sending club news by E-mail to our members, and in case you haven’t registered your e-mail address, 

you may simply have your email address submitted through the “E-mail notice” button in the official website: 

http://www.hkjapaneseclub.org/en/home.html . 

―――――――――――――――― * ― * ― * ―――――――――――――――― 

■ Information from Restaurant  

✿Children’s Day on 5th May✿ 

5th May is the annual Children’s Day called “Tango no 

Sekku (端午の節句)” for celebrating children’s growth and 

happiness. For this meaningful day, SAMURAI-dolls (武者

人形) at the lift lobby on 5th floor will be displayed. 

✿Mother’s Day on 14th May✿ 

Any plan for the upcoming Mother’s Day on 14th May? Our restaurant 

booking could be getting tight when nearing the date! Please place your table 

booking right now with your beloved family before the house is full. 

✿SAKE Selection✿ 

Junmai Ginjo MANBOW 純米吟醸 萬坊 

MANBOW is the winner of the “Junmai Médaille de Platine 2022” 

prize. MANBOW is also the southernmost brewer of Sake in Japan. 

Their unique brewing methods, “non-chemical farming with ducks 

合鴨農法” and “Icing material into optimal temperature 南端氷仕

込み” are highly renowned. 

✿Monthly Special Noodle✿ 

GYU-KOTSU Ramen (牛骨拉麺) is well known in the middle-western of 

TOTTORI Prefecture 鳥取県 of which using thick flat noodles and the beef 

bone broth soup is made with slow cooked beef fillets.  

Restaurant Hotline ☎2577-5796（11:00～20:00） 

Lunch Time 11:30～15:00（L.O. 14:30） 

Dinner Time 18:00～22:00（L.O.21:30） 

 

■ Special gift for your birthday!  
Let us celebrate your special month with you! You can 

choose to redeem HK$100 discount when dining at restaurants on 5/F or receive a Club-

exclusive gift as our compliment. In addition, you will get one free selected beverage on you 

dine in occasion. All details are listed on a "Birthday Card" (see sample image on the right, 

folded size of 9.5cm×15cm) and the Club will send to you at the beginning of your birth 

month. Please bring it or your membership card to enjoy your birthday gift! Registration & 

Enquiry: ☎2577-3669（Mon-Fri except PH 9:00~17:30） 

 

May Special 
Boiled Fresh Edamame Beans 

Steamed Clam w/White Wine 

Lightly Simmered Pea 

Sprout and Crab Meat 

Tempura Fried Young Ayu 

Stir Fried Firefly Squid & 

Asparagus with Butter 

Grilled Spanish Mackerel 

with Young Sansho Leaves 

～Sashimi Special ～ 

Thinly Sliced Striped 

Beakfish/Rock Oyster with 

Ponzu Sauce/Soy marinade 

First Bonito/Yellow 

Jack/Fresh Scallop with 

Shell/Herring 

～Sushi Special ～ 

Sea Urchin/Roasted Fatty 

Tuna/Botan Shrimp/Gizzard 

Shad /Grilled Congar 

Eel/Roasted Wagyu Beef 

＊Subject to availability 

http://www.hkjapaneseclub.org/en/home.html


■ Culture Course  
Nail Art – Basic lesson  

To make a set of ten false nail tips with your proper nail size and to learn basic skills of gel nail art for two fingers. 

Date & Time  ： 2nd Jun (FRI) at 14:30～16:30 pm 

Number     ： 5~8 persons 

Instructor    ： Ms. NISHIDA Eri *Lectured in English 

Lesson Fee   ： HK$480 (Materials included) 

Goods to bring ： Apron, your own materials if you want to use 

*Please remove your gel nail before the class. 

日本旅遊攻略  

返鄉下＝去日本玩。是次導師與大家共享日本之旅、分享日本旅遊資訊及

攻略、一齊玩轉日本啦。 

日 期 ： 6月 13日（星期二）下午 14：00～15：30 

限定人數 ： 5～8位 

導 師 ： 鄺菁小姐 ＊廣東話教學 

學 費 ： 港幣 300元 (含教材) 

自備物品 ： 筆記用品 

個人色彩 - 初夏色彩應用 
認識初夏顏色的特徵及學習配色技巧來找到適合自己的顏色! 於流行時尚場景上都可應用。

掌握個人色彩找到更適合的來展現自信。 

日 期 ： 5月 17日（星期三）上午 11：00～12：30 

限定人數 ： 5～8位 

導 師 ： 段芸小姐 ＊普通話兼廣東話教學 

學 費 ： 港幣 160元 

自備物品 ： 筆記用品 

鮮花花藝  

枱花設計經常運用於日常生活之中, 在芳草碧綠的六月,導師將教授實用歐式枱花設計, 讓學

員掌握花泥插花技巧、為家居增添生機。 

 日    期 ： 6月 1日（星期四）下午 14：00～15：30 

限定人數 ： 5～7位 

導    師 ： 黃雅詩小姐 *廣東話教學 

學    費 ： 港幣 580元（包括花材）／報名截止日:5月 20日(星期六) 

自備物品 ： 環保袋 (参考尺寸：直徑 22㎝) 

中國畫  
香港美術研究會會員講師將教導如何作花鳥畫及山水畫。參加的學員可以參加每年舉行的

「香港海濤彩墨畫會」的作品展。 

日  期 ： 6月 2、9、16、23、30日（星期五）上午 11：30～13：00 

限定人數 ： 5～7位 

導  師 ： 官瑞瓊女士 *英語兼廣東話教學 

學  費 ： 港幣 1,075元（共 5堂） 

自備物品 ： 畫材與畫具 ※希望收到購買清單的參加者、報名時請通知。 

Yoga  

Instructor leads the class with various yoga postures according to the learner of different levels. It is a comfortable 

and relaxing course and is suitable for all ages even without yoga experience. 

Date & Time  ： 2, 9, 16, 23, 30 Jun (Fri) at 10：15～11：15 am  

Number    ： Max 8 persons 

Instructor    ： Ms. SUMIYOSHI Michiko * Conducted in English 

Fee   ： HK$550 for 5 sessions 

Bring along with ： Yoga mat, Towel and Drinking Water 

。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。-*-。 

Registration to FAX 2577-5534 E-mail : info@hkjpclub.com.hk 

Please ✔check the box. □Nail art tip lesson  □Nail Art □日本旅遊 □個人色彩 □花藝 □中國畫 □Yoga 

Name: _________________________________________________ Membership No: _______________________ 

E-Mail: ________________________________________________ Phone No: ____________________________ 

 

mailto:info@hkjpclub.com.hk

