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中国の変化
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10年は私にとって、人生が大きく変わりました。大
学卒業してから、社会人になり、結婚し、日本に渡
り、子供ができ、娘→お嫁→お母さん一つ一つの人生
節目を迎えてきました。
自分にとって、既知の道、みんなが通る道だから、特
に誰にも驚かせることはないです。
しかし、10年は国にとって、どの変化になるかは未知
の世界で、各国にも文化や経済発展の違い、他の国か
らの影響など様々な要因で、進む道も進化スピードも
かなり違ってきます。
私が中国から日本に来て、この10年間、中国はどんな
変化になったでしょうか。私の実感でシェアしたいと
思います。
【交通】
10年前、道で通りか
かったタクシーを拾う
ことは一般的ですが、
近年、自家用の車が増
えるとともに、タク
シーは大部減り、その
代わりに、配車サービ
ス【滴滴出行】が主流
になってきました。
wechat（LINEに似てい
る）というアプリで、
自分の位置を公開し、
行きたい場所を入力
し、近くの車から、値
段、車種、評価などを
選びます。その後、車主からofferを受け取ることに
なります。
車主：「僕はピックアップして行きますよ」
私：「お願いします」という流れです。
数分後、車に乗り、いろいろ雑談し、降りるとき、
wechatの電子マネーで支払い、完了！
この配車サービス
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です。
ラッシュアワーの時、
長距離の場合、何人か
を一つの車をシェアし
て、料金をシェアする
こともお得です。
一方、車を持つ人は自
分の空いているタイミ
ングで、人をピック
アップし、小銭を儲か
るの一つの手段にも
なっています。
タクシー以外はバスに乗るのもスマートフォンのQR
コードをかざすだけで、乗れます。
また、エコ意識が高まり、人が多く集まる場所では
レンタルサイクルの利用も可能で、そのQRコードを
スキャンするだけで、自由に借りることができま
す。
【買い物】
スーパー、デパート、コンビニなどはもちろん、市
場まで無現金でwechatの財布機能で、支払うことが
できます。
10年前、現金たくさん持って、ショッピングの時代
は偽札の心配はありましたが、今は銀行カードとス
マートフォンを連携し、wechatの電子マネーで直接
払うため、偽札もすっかり消えてしまい、お釣りさ
えも必要がなくなりました。
ちょっと昔は野菜、果物、肉の重さを測って、お釣
り出さないように、ちょっと多めに買う必要があり
ましたが、今は電子マネーだから、金額に小数が出
ても、そのまま支払います。若者からお年寄りもみ
んな支払いは【wechat】で済みます。
私は中国のSIMカード持っていなくて、現金で支払う
ことを外星人と見られて、恥ずかしくなります。
【自動販売機】
3年前も自動販売機はいつか中国に広がるといいなと
思いました。
現在は中国の自動販売機が普及になり、そこで売れ
る物にびっくりしました。
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旅行スポットでは新鮮なココナツが自動販売機の中に並
んでいて、QRコードをスキャンすると、支払いが完了
し、ココナツに穴もあけ
てくれます。
空港では、国際旅行者に
向けの現地SIMカードも
売っています。
図のように、各国のSIM
カードが売っています。
それは国外では電話をか
けるではなく、7日間か
ら15日間のデータ通信を
利用し、スマートフォン
でwechatの支払い機能や
会話機能を使いたいから
です。
wechatは国外に住んでいる中国人も含む、生活に欠かせ
ないアプリです。
その使用範囲はどこまで広がるというと、本当に生活の
隅々までです。
お金が必要な場所であれば、QRコードは存在します。
近年、日本旅行ブームのため、中国旅行者は為替なくて
も、日本の薬局やコンビニにwechatで支払うことができ
ます。
【車と高層ビル】
10年前は車を持つことはお金持ちのシンボルでしたが、
現在は一つの家庭では1つ以上の車も持っています。
そのせいで、家を出れば、目に見えるのは渋滞の車か、
駐車している車の世界になってしまいます。
特に登下校の時間帯は小学校の近くはモーターショーに
なってしまうほど、壮大です。
また都市化に進んで、高層ビルや、団地見たいに大規模
マンションもずらり聳えています。そして、マンション
の価額も上昇し、現在北京、上海、広州、深圳では東京
のマンションより価額が高くなっています。

＜＜＜ 今後の予定 ＞＞＞
○ 10月16日（水）
○ 10月20日（日）
○ 11月16日（土）
～17日 （日）
○ 1２月13日（金）

【教育】
現在の有名な中学校では、小学校、幼稚園も一貫に
なっています。その中学校に入るには、幼稚園から入
ることが必要です。
条件は学校の指定範囲の高級マンション（5,000万円以
上）を買うか、150万円の入学金を支払うか地域によっ
て違います。
一人子が多いから、教育にかけるお金はマンションの
次になるほど、家庭の負担の一つです。しかし、教育
熱のため、できる限り、子供をいい学校にさせるのは
一般的です。また、私の時代には小学校の塾はゼロで
したが、今は小学校以外に塾に通うことや、習い事な
ど、小学生の生活は月曜日から、日曜日まで無休で、
大人より忙しいです。英語も10年前に小学校一年生か
ら義務学科となり、近年だんだん時間が増えて、習い
事の必須科目にもなっています。
近年中国から日本に渡る若者もかなり優秀で、大学で
同時2学科を専攻した
り、日本語と英語を学
ぶとともに、簿記3級
も合格し、Javaも独学
した人もいます。思わ
ず、この時代の競争の
厳しさを感じます。10
年間時代が変わり、私
は中国に帰る度に浦島
太郎（昔話）の気持ち
になってきます....お
まけに空港のカラオケ
ボックス写真を添付し
ます。2人カラオケで
きますよ。もちろん
wechatで支払います～

以下スケジュールお願いいたします。

下期キックオフ 19：00～ 本社
懇親会
場所未定
情報処理技術者試験
社員旅行旅程：渡邊佐平商店酒蔵見学、ワールドスクエア、鬼怒川ライン下り
日光東照宮参拝
忘年会
場所未定
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横浜トレンド
皆さんは、最新技術動向を把握していますか？
インターネットで調べたり、本を読んで勉強したり。
通常業務とは別に勉強をしないといけないので、大変
ですよね。
私生活においても、情報を調べると目新しいものがあ
ります。
今回は、横浜の新トレンド？（トレンドは死語？）を
少しお知らせします。
【横浜チョコレートファクトリー＆ミュージアム】
2018年1月26日に横浜中華街にオープン。
見て、味わって楽しむファクトリー＆カフェが一体に
なったチョコレート専門店。
ガラス張りのファクトリー、できたてのチョコレート
が味わえるカフェ、オリジナル商品が並ぶショップな
どチョコづくしのエンターテインメント空間。自分が
好きなチョコレートを発見できるかも。
【HARRY横浜】
2018年11月に横浜中華街にオープン。
ハリネズミにミーアキャット、フェレットなど人懐っ
こい動物たちと触れ合うことができるカフェ。
セルフサービスのドリンクを飲みながら、かわいいハ
リネズミと触れ合い、おやつをあげたりしながら仲良
くなれば、動物達に癒されること間違いなし。
【TOKYO STRAWBERRY PARK】
2018年4月29日に横浜市鶴見区にオープン。
ここでは、なんとオール電化のハウスによってイチゴ
狩りが365日楽しめます。
イチゴ狩りができるファームを始め、イチゴの魅力を
日夜研究するイチゴラボ・レストラン・ショップ・
キッチンの5つのコンテンツで構成され、それぞれでイ
チゴの魅力を体感できるイチゴのテーマパークです。
【アソビル】
2019年3月に横浜駅直通エリアにオープン。
横浜駅中央郵便局別館をリノベーションするかたちで
誕生し、東口の駅前広場からも徒歩1分ほどの場所に位
置。
アソビル内の【崎陽軒 シウマイBAR（バル）】では出
来たての「焼焼売」を食べられます。
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焼焼売が食べ
られるのはア
ソビルと横浜
中華街のお店
だけなので要
チェックで
す！
今話題のうん
こミュージア
ム、リアル脱
出ゲームもあ
ります。
【PuChu！（プチュウ）】
2019年5月1日にアソビル４階にオープン。
プチュウは、国内初・完全予約制の屋内キッズテーマ
パークで、宇宙をテーマに7つの星と5つのゾーン、計
12のプレイエリアをワンフロア使って展開。
トランポリンで跳ねたり、ボールプールに入ってみた
り、抜いたり、滑ったり。プチュウ内では定期的にラ
イトアップとともに音楽が流れる演出が行われます。
子どもはもちろん大盛り上がりのまさにフィーバータ
イム。
夏季休暇中にこのアソビルのプチュウに行って来まし
た！
この日は暑く、駅まで10分歩くのも億劫だったので、
たまにはバスで横浜駅まで行くことにしました。
横浜駅までは50分程バスに乗るのですが、３歳の子供
はこっそりお菓子を食べた
り、外の景色を眺めたり
で、グズらず行けました。
成長していると実感！
前日に予約をして、１階で
予約情報を見せて、プチュ
ウの４階へ。
受付を済ませ、いざ入館。
90分で時間を過ぎると延長
料金がかかるとのこと。
まず行ったのが、このトラ
ンポリン。跳ねると音が鳴
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り、場所により音が違います。
私、妻、子供でやりましたが、結構トランポリンって
疲れますね。日々の運動
不足を痛感・・。
次に行ったのが、ボール
プール。
滑り台があったり、こち
らにもトランポリンが
あったり。
子供はここが気に入った
らしく、他の場所に行っ
てもここに戻るの繰返
し。
トランポリンからボール
プールにジャンプの無限
ループ。子供も以前より
体力が付いてきたと実
感。こちらは衰える一方
ですが、楽しんでくれて
嬉しいです。
色々見る場所がありまし
たが、ボールプールに
戻ってしまったので、他
は割愛します。
80分ぐらいで退散し、
たまたまやっていた居酒
屋ランチへ。私達夫婦
は、昼間からビール！子
供は無料のカルピス飲み
放題！！子供ってカルピ
ス大好きですよね。

帰りに子供が行きた
がっていた、クリス
ピークリームドーナツ
へ。
YouTubeでヒカキン
が、クリスピークリー
ムドーナツを食べてい
るのを見て、行きたい
と。
満腹なのに一個食べら
れちゃいました。帰り
は、横浜駅のバス亭が
遠く、電車で帰宅。充
実した一日でした。
最後に今後出来る場所
をご紹介。
【ブランチ横浜南部市場】
2015年3月に中央卸売市場として廃止した南部市場（横
浜市金沢区）がブランチ横浜南部市場として、2019年9
月20日にオープン予定です！
加工・配送・流通の場として活用する「物流エリア」、
食を中心としたにぎわいを創出する「にぎわいエリア」
が出来るそうです。
私生活においても、色々と新しいスポットが出来ている
ので、情報網を広げておくと楽しいかも知れません。

涼しかった梅雨からの激変、猛暑というか酷暑な夏でした。皆様夏季休暇はゆっくりとリフレッシュできたでしょう
か？ ９月は猛暑に加えて、寒暖差も大きくなってきます。どうぞ健康管理にご留意の上、ご自愛ください。

本紙はパシオン社員の親睦を目的にした社内報です。パシオンをご理解下さる関係者に限定配布しております。
本趣旨にもとるご利用、お取り扱いはご容赦いただきます様お願い致します。
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ＫＤＸ横浜ビル

電話
FAX

045（450)1921
045（450)1922

ホームページもご覧ください
http://www.pasion.co.jp

編集者

Ｙ・Ｋ

