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２０２３年１月１日

会員の皆様へ

✽✽✽ 倶楽部便り ２０２３年１月号 ✽✽✽

年始・旧正月（営業時間）のご案内
日付

５F レストラン

１月１日（日）
年
始

１月２日（祝）

正

ランチ１１：３０～１５：００

月

祝日休業
ディナー１８：００～２２：００

９：００～２２：００

ランチ１１：３０～１５：００

９：００～１７:３０

ディナー１８：００～２２：００

（９:００～１９：３０）

１月２１日（土）～２５日（祝）
１月２６日（木）より通常営業

９F 図書室

全 館 休 業

１月３日（火）より通常営業

旧

９F 事務局（受付）

９：００～２２：００

全 館 休 業
ランチ１１：３０～１５：００

９：００～１７:３０

ディナー１８：００～２２：００

（９:００～１９：３０）

■ レストランからのお知らせ
✿七草がゆ✿
セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、
スズシロという「春の七草」を炊いた七草がゆは、「人日
の節句」に無病息災を願って頂く伝統食です。１月７日
（土）数量限定につき、ぜひご予約ください。

✿特製 鍋焼きうどん✿
冬のディナータイムには、ほっこり温まる「鍋焼きうど
ん」がおすすめです。豚肉と長ネギを添えて土鍋で
煮込み、あつあつの汁に卵を落として仕上げます。
レストラン「三菜・ボヒニア」ディナータイム限定、倶楽
部特製！海老天をのせた豪華版です。
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）

９：００～２２：００

１月のおすすめ
1 月 9 日（月）より提供
鮟肝
牡蠣フライ
おでん
菜の花お浸し
牡蠣鉄板焼き
ずわい蟹と公魚の天婦羅
寿司場より
おすすめ刺身
平目薄造り／殻付帆立貝／
金目鯛／真牡蠣ポン酢
かんぬき（さより）／生鮪赤身
おすすめ寿司
かんぬき（さより）／うに／
金目鯛／炙りえんがわ
炙りとろ／炙り和牛
※メニューは予告なく変更することがあります

■ レストランでのマイレージ利用について
★貯める★ 俱楽部レストランのご利用で、JAL マイレージバンクもしくは ANA マイレージクラブの
マイルが貯まります。お会計の前に、倶楽部の会員カードと合わせてマイレージのカードをご提示く
ださい。飲食代２０ドルにつき１マイルが登録されます。
★使える★ 香港在住の JAL マイレージバンク会員の方は、JMB マイルの１万マイルを俱楽部レ
ストランの食事券６００ドル分と交換できます。以下に記載した JMB ウェブサイトから申請いただき、有効期間内に日
本人俱楽部９F 受付カウンターで食事券をお受け取りください。JMB 特典クーポンのご利用は、俱楽部会員もしくは
会員同伴ゲストに限ります。JMB ウェブサイト http://www.hk.jal.co.jp/sr/ja/jalmile/award/hkjapaneseclub.html

■ 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
パソコン研究会

E-mail：golfdokookai@yahoo.co.jp

月例会：毎月第２木曜日ほか、対抗戦あり

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

場所：香港ゴルフクラブ（粉嶺）

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」のご予約をお願い致します。
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。

1st January, 2023

Cir.Let.No.23636(A)
Dear Members,

✽✽✽ Club News January 2023 ✽✽✽
New Year
1st January (Sun)

Club Office

2nd Jan (PH)

Closed

9:00~22:00

3rd Jan (Thu)

9:00~17:30
Reception Desk ~19:30

9:00~22:00

Chinese New Year
21st Jan (Sat) ~ 25th Jan (PH)

Club Office

26th Jan (Thu)

9:00~17:30
Reception Desk ~19:30

Library
Closed

Restaurant
Lunch 11:30~15:00
Dinner 18:00~22:00
Lunch 11:30~15:00
Dinner 18:00~22:00

Library
Closed

Restaurant

Lunch 11:30~15:00
Dinner 18:00~22:00
*Last order is 30min prior to closing time

9:00~22:00

■ Special Offer of the Restaurant
✿NANAKUSA-Gayu✿
NANAKUSA-Gayu 七草粥 is the porridge cooked with
seven kinds of herbs. Traditionally, Nanakusa-gayu will be
served in the early morning of every 7th of January and is
a means to pray for good health, good fortune and
longevity throughout the year. With the same purpose, we will have it
served only on 7th January with limited orders.

January Special

Airlines (JAL) Mileage Bank or All Nippon Airways (ANA)

Monkfish liver with Ponzu
Deep fried Oyster
"ODEN" Traditional Stew
Canola Flower in Broth
Teppan Grilled-Oyster
Fried Snow Crab and Smelt
～Sashimi Special ～
Thinly Sliced Flounder/Fresh
Scallop with Shell/Alfonsino/
Fresh Oyster Ponzu/Halfbeak/
Fresh Red Tuna
～Sushi Special ～
Halfbeak/Sea Urchin/
Alfonsino/Roasted Flounder
Fin/Roasted Fatty Tuna/
Roasted Wagyu Beef

Mileage Club, and indicate us with your preference on saving your

＊It will be available from 9th Jan. Subject

mileage upon checking your bills.

to availability

✿Monthly Special Noodle✿
Nabeyaki-Udon 鍋焼烏冬 is coming back this month! It
should be the most popular seasonal dish in Japan to keep
people a cozy and heartwarming feeling in the winter.

Restaurant Hotline☎2577-5796 (11:00~20:00)
■ Reward of Airline’s Mileage
*Accumulation* Members can earn one mile for every
HK$20 spent on food & beverages at the Club restaurant.

我要賺雙倍

Just to remember to present your membership card of Japan

飛行里數…

*Deduction* The Club restaurant coupons can be redeemed by your JAL Milage Bank’s mileages. HK$600 coupons
(HK$100 x 6pcs) can be redeemed with only 10,000 miles. Coupons can be used for full or partial payment in the club
restaurant. For more details, simply visit http://www.hk.jal.co.jp/sr/en/jalmile/award/hkjapaneseclub.html

■ 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 your 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）

■ Culture Course
日語及日本文化－旅行編
將學習實用於旅行的日語,此班對日語水平沒有特別要求、有興趣之會友均可報名參加。
日 期 ： 2 月 6、13、20、27 日（星期一）下午 14：00～15：00
限定人數： 5～8 位（只限會友、截止報名 1 月 20 日）
導 師 ： 青木李恵女士 ＊廣東話教學
學 費 ： 港幣 450（包含自編教材）
Coffee class
Conducted by our coffee barista, history of coffee roasting, practices of easy hand drip coffee, and tasting of
different types of roast coffee will be introduced on the class.
Date & Time
： 7th Feb (TUE) at 14:00～15:30
Number
： 5 persons
Instructor
： Ms. KITAMURA Kyoko *Lectured in English
Lesson Fee
： HK$350 (including material and 100g x2 coffee.)
Goods to bring : Apron
Photo image
Aromatherapy
A certified aromatherapist with APDHA qualification will introduce how to stimulate the pressure points
on your palms with aroma bath, perform steam inhalation, general hand care and massage, and how to improve skin
luster and metabolism by using the relaxation effect of aromatherapy.
Date & Time
： 17th Feb (Fri) at 14:00～15:30
Number
： Max 8 persons
Instructor
： Ms. IWABUCHI Yukari *Lectured in English
Lesson Fee
： HK$300 (Including material, Aroma hand bath & self-hand massage)
個人色彩與髮色
染髮的時候,難免會煩惱哪種顏色好呢?要粟子?灰藍?…這堂來自日本人氣的「四季個人色
彩」,可以快速學習及掌握個人色彩來找出適合的髮色,讓自己顯得優雅或知性,在不同場合都能展現自信。
日 期 ： 2 月 15 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 150
自備物品 ： 筆記用品

流瑜伽
適合有瑜伽珈基礎程度或運動習慣的人士、跟隨導師於一連串流暢動作中練習、
感受呼吸與動作的配合、有助延展肌肉、增強核心力量、強化內在器官與排毒.
日 期 ： 2 月 6、13、20、27 日（星期一）下午 13：00～14：00
限定人數： 5～8 位
導 師 ： 松本ひろ子小姐 ＊日語兼普通話教學
學 費 ： 港幣 450（共 4 堂）
自備物品 ： 瑜伽墊、毛巾、飲用水

Yoga
Instructor will lead 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
： 3, 10, 17, 24 Feb(Fri) at 10:15～11:15am
Number
： Max 8 persons
Instructor
： Ms. SUMIYOSHI Michiko * class is conducted in English
Fee
： HK$450, for 4 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. □日語及日本文化 □Coffee □Aromatherapy □個人色彩 □流瑜伽 □Yoga
Name: _________________________________________________ Membership No: _______________________
E-Mail: ________________________________________________ Phone No: ____________________________

