
大迫氏による
国際バカロレア(IB)と日本の教育の未来
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　今、大きく変わろうとしている日本の教育。
　海外で学んでいる子どもたちはもちろん、子どもをもつ親に
とっても気になる日本の教育は今後どのように進んでいくのだ
ろうか。
　教育再生実行会議の「これからの大学教育の在り方について」
(2013年5月28日)によると「国は、国際バカロレア(IB)認定校につ
いて、一部日本語によるディプロマ・プログラム(DP)の開発・導
入を進め、大幅に増加を図る」とされている。その数、なんと200
校程度を目標としている。6月に閣議決定された「日本再興戦略」
でも「2018年度までに国際バカロレア(IB)認定校等を200校に
増やす」と盛り込まれた。また、「日本人としてのアイデンティティ
を高め、日本文化を世界に発信する」とも提言されている。
　これからの教育のことを考え、日本の教育が今どこに向かお
うとしているのか、そしてその中で海外での子育ては、学校選び
はどのようにあるべきかについて、IB教育の日本の第一人者で
ある大迫弘和氏（リンデンホール中高学部校長）による講演が
このほど、コーズウェイベイ(銅鑼湾)の日本人倶楽部にて行わ
れた。
　そもそもIBとは、インターナショナルスクールの卒業生に国際
的に認められる大学入学資格を与え、大学進学へのルートを確
保するとともに、学生の柔軟な知性の育成と、国際理解教育の
促進に資することを目的として1968年に国際バカロレア機構
(IBO)が発足したことにより始まったプログラムである。
　同機構は、スイスのジュネーブに本部を置き、認定校に対す
る共通カリキュラムの作成や、同試験の実施及び同資格の授与
などを行っている。

　IBには、3歳～19歳の子どもの年齢に応じたプログラムがあ
る。
(1) PYP (Primary Years Programme：初等教育プログラム)
      3歳～12歳
(2) MYP (Middle Years Programme：中等教育プログラム)
     11歳～16歳
(3) DP (Diploma Programme：ディプロマ資格プログラム) 
     16歳～19歳
　DPの課程を修了し、ディプロマ資格取得のための統一試
験を受験し、IB資格を取得することができる。日本においても
昭和54年に「スイス民法典に基づく財団法人であるIB事務局
が授与するIB資格を有する者で18歳に達したもの」に対して、
大学入学に関し高等学校を卒業したものと同等以上の学力
があると認められる者として指定された。

Primexcel Limited
住所：Rm. B-3, 10/F., Luen Ming Hing Bldg., 
　　  36 Mok Cheong St., To Kwa Wan
電話：(852)3571-9715、(852)6191-8685
メール：yamaguchi@primeworks.com.hk

　同氏が校長を務めるリンデンホールスクール中高学部は
2013年10月4日にIBのディプロマ・プログラム（DP）の実施に
関し同機構より認定を受け国内1条校として6番目のディプロ
マ・プログラム(DP)の正式認定校になった。これにより同校で
は2014年4月からIB教育を開始する。
　同校は学内において英国のオックスフォード大学、ケンブ
リッジ大学の大学生・大学院生達によるチューター制度を導
入し、初等教育段階から世界の名門校へ進学するためのモチ
ベーションとグローバルマインドの育成にあたり、英語をマス
ターするとともに日本の伝統や文化を会得し、従来の教育で
は実現できなかった、自己の確立を生涯にわたって行うとい
う長期的目標をもって、「個性を伸ばし、自信をつけて、世界に
送り出す」世界に通じる個性教育を実践している。
　私たちは、今の子どもが20年後、40年後大人になった時のこ
とを考えこれからの教育も考えていかなければならないだろう。
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 ショッピング（香港・広東共通）

　24年目を迎えた香港千葉県人会が、12月6日に年1回の定例
会を開催いたします。今年も昨年に引き続き「兎に角」を貸切り、
美味しい日本食をいただきながら交流を深めていただきたいと考
えております。千葉にゆかりのある方、お気軽にご参加ください。

日 程：12月6日（金） 
時 間：午後6時30分スタート 
場 所：「兎に角」(N108-109, 1F, Inter-continental Plaza,
　　　No.94 Granville Rd., TST, Kowloon) 
その他：参加申込は事務局までご連絡ください。
　　　 香港千葉県人会事務局
          （千葉銀行 香港支店 太田和、嶋野、羽山 Tel2840-1222（代）
           hongkong@chibabank.co.jp）

香港千葉県人会開催！香港千葉県人会開催！
香港
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Boots 
ウェブ：www.hk.boots.com/en
購入先：mannings各店舗まで

一本で若返り
艶のある肌を手に入れよう

　女性なら誰でも永遠に若さを保ち、赤ちゃんのような肌で
ありたいと思うだろう。若々しく見えるように努力し、金銭を
費やすことを惜しまない人も多いのでは？しかし、基礎化粧
品の効果は価格とは往々に比例してはいない。数年前の医
学研究で、イギリスブランド「Boots Nﾟ7」のアンチエイジング
美容液に肌の老化を防ぎ、肌を若返らせる力があることが
証明された。何より嬉しいのは、この美容液は値段が手ごろ
で、誰でも手が届くものであるということだ。それゆえ、発売
されてすぐに売り切れになってしまった。そして今年、美容
液のアップグレード版スーパー美容液「Nﾟ7 Lift & Luminate 
Day & Night Serum」が新しく発売された。

　調査結果によると、一般女性が最も気になる肌の老化現
象は肌のつややハリがなくなる・くすみ・しわ・しみ・たるみ
などである。これらの問題に対して、皮膚科専門医と神経生
物学の博士たちは6年間かけて、見た目年齢を下げる複合
物を研究・開発し、ヒドロキノン(hydroquinoe)などを使用し
ているこの昼用＆夜用美容液を作り出した。

　昼用美容液「Day Serum」は人の昼間の活動や紫外線の脅
威を考えて、ネムの木由来の複合物、キウイのビタミンCを
入れて、メラニン色素を表皮の角質に移転させる。また、桑
の木、高麗ニンジンとビタミンCなどで作られた複合物が肌
を外部の侵害から守ってくれる。ビタミンAとペプチドによる

複合物は肌に本来あるべきハリを取り戻してくれる。夜用美
容液「Night Serum」に含まれるPHA (グルコン酸ラクトン) は
皮膚表面の角質にあるメラニン色素を除去してくれ、同時
に水分や栄養分の吸収を手伝ってくれる。つまり、昼用美容
液Day Serumと夜用美容液Night Serumを同時に使用した
方が最も良い効果を得られるということだ！

　発売する前に、Boots 3社は5つの国から1,000名の女性を
公募して、テストを行った。アジア女性の91%は一回使用し
た後、肌に艶が出たと感じ、90%は4週間使用した後、小じわ
やしわが目立たなくなったと感じた。また87%は肌が明るく
なり、より自然に見える、とコメントした。さらに、一部の使用
者は「これらの商品はわたしを変えてくれた。同僚や家族は『
生き生きしているように見える』と褒めてくれた。」とコメント
した。

　編集部スタッフもさっそく使用してみた。この美容液はみず
みずしく、顔に伸ばすとシルクのように滑らかで、まるで保護
膜を張ったみたいにハリが出る。やがて、美容液が皮膚に完
全に吸収され、肌が艶々になり、小じわも消えた。触ってみる
と、柔らかくて滑らか。その肌にハリを与える力に驚いた。続
けて使用すれば、きっとしわが目立たなくなり、肌も綺麗にな
る。夜用美容液Night Serumはラベンダーの匂いが微かにし
て、安眠作用もあるのでぜひ使用してみてはいかがだろうか。

編集部が使用してみた！

Nﾟ7 Lift & Luminate Day & Night Serum

昼用美容液

夜用美容液
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今よりさらに美しく　エイジレスな美肌を入手
　女性なら誰もが気になるシワ。年齢と共にどんどん深く刻まれていく「ほうれい線」。笑ったり怒ったりしたときに起こる、表情筋の収縮によって
現れる「表情ジワ」。悩みや考え事で出てくる「眉間のシワ」。そして、自分の顔で老けたと感じる「たるみ」。コラーゲンを作る力が弱まることで、コ
ラーゲンそのものの量が減るだけでなく、質も悪くなってしまい、肌もハリを失ってしまう。一方、加齢によって表情筋の筋力が低下することもた
るみが生まれる原因とされる。
　そこで、30代、40代になっても肌にまだ大きな可能性が隠されているとするソフィーナのエイジング・スキンケアブランド「SOFINA beaute」が届け
るリンクルシリーズを紹介したい。

年齢を重ねてもハリ感の持続可能
ソフィーナ ボーテ 濃密リンクル美容液　30g
　30代、40代のハリのために特化した、米ペプチド・ショウキョウエキスの保
湿成分を含む「濃密Wリペアエキス」によって作られている。角層の最深部「肌
の芯」まで深く染み込ませ、そしてソフィーナ独自の浸透性コントロール技術
で、角層細胞一つ一つをうるおいで埋めつくす。まるでバネのような弾力感の
ある肌に蘇らせ、ハリ感の持続ベールが肌をなめらかに包む。
　ジェルタイプであり、しっとりとして濃厚な液が乾燥の時期にぴったり。使い
心地が良いほのかな花雫の香りは誰もが気に入るだろう。朝晩毎日使用すれ
ば、これからの季節、秋・冬にもハリ低下の危機を恐れることはないだろう。

芯から、ピンッとしたハリを肌に
ソフィーナ ボーテ リンクル美容シート　12セット（24枚）入
　高い密閉効果を発揮する、集中ケアシート。ショウキョウ
エキス、レモンエキス、マロニエエキス、アミジノプロリン
などの保湿・リフトサポート成分が豊富に含まれているた
め、化粧水を使用後に美容液を配合して使用すれば、肌の
奥までしっかり届けることができる。 
　15分間、目もと・口もとにのせ、はがしたらすぐにハリ感
が感じられるだろう。ファンデーションが目もと・口もとのキ
ワまでピタッとなじむリンクル美容液の使用がオススメ。

　現在、各ソフィーナ専門店とカウンターにて発売中。自信と美しさを取り戻そう。
SOFINA
ウェブ：web.sofina.com/hk

香港

経験者は7割
ネイルはファッションの一部！
　女性の間で人気のあるネイル。皆さんも、一度は経験が
あるだろう。経験がなくとも、一度はやってみたいと思って
いる人も多いのでは？株式会社パブリックマーケットは553
名の女性に対してインターネット調査「2013 ネイル意識調
査」を実施し、その結果を公開した。世の女性達はネイルに
ついてどんな意識を持っているのだろうか。
　まず、ネイルをしたことがあるか聞いたところ、経験者は
70.9％となった。そのネイル経験者を対象に「あなたにとっ
てネイルとは何ですか？」と聞くと、「ファッション」が76.5％
となった。また、「男ウケ」が3.8％と非常に低く、ネイルは異
性へのアピールではなく自分のためであるという結果に。
ネイルはすでに、ファッションの一部となっているようだ。
　また、ネイル経験者に「ネイルに対する不満」を聞いたと
ころ、「時間がかかる」が56.4％とトップに。次いで「値段が
高い」が52.3％という結果だった。さらに、現在ネイルをし
ていない理由」を聞くと「費用がかかる」が33.9％、「時間が
掛かる」が27.8％だった。また、ネイルをしたい気持ちはあ
るが出来ない理由として「職場(学校)で禁止されている」が

香港

■「ネイルをしていない理由」は解消されたら
　ネイルをしたいと思いますか？
■はい (76.6%)
■いいえ (23.4%)

■休日などの時に、一日限定でネイルを楽しめる場合
　ネイルをやってみたいと思いますか？
　(n-381)
■はい (65.1%)
■いいえ (34.9%)

■あなたはネイルを
　したことがありますか？
　(n=553)
■現在ネイルをしている
■過去にしていたことがある
■ネイルをしたことがない

31.1%%

39.8%

29.1%

76.6%

23.4%

65.1%
34.9%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ファッション(76.5%)
女子力アップ(39.5%)

女ウケ(12.8%)
男ウケ(3.8%)

癒し(12.8%)
日常の一部(5.6%)

自分へのご褒美(22.2%)
その他(0.8%)

該当しない(7.7%)

■あなたにとってのネイルとは何ですか?
　(n=392)

0 10 20 30 40 50 60

値段高い(52.3%)
時間がかかる(56.4%)

デザインが少ない(6.9%)
品質が悪い(6.9%)

近くにネイルサロンがない(13.0%)
その他(3.8%)

不満はない(12.8%)

■あなたがネイルに対して
　不満に思う(思った)ことはどれですか?(n=392)

0 5 10 15 20 25 30 35

職場（学校）のルールで禁止された(20.7%)
費用がかかるから(33.9%)

時間がかかるから(27.8%)
家事・育児で出来ないから(29.1%)

その他(3.9%)
全く興味がない(25.5%)

■現在ネイルをしてない理由は何ですか？(n=381)

20.7%、「家事・育児で出来ない」が29.1%という結果に。やりた
くても出来ない環境にいる女性が少なくないようだ。
　次いで、現在ネイルをしていない人で明確な不満のある方
を対象に「ネイルをしていない理由が解消されたらネイルをし
たいか」を聞いたところ、「はい」と答えた方が76.6%でネイル
をしたい気持ちが高いことが分かった。また、現在ネイルをし
ていない人を対象（n=381）に「休日限定ネイルをしたいか？」
と聞いたところ65.1%の人が「はい」と答えた。
　休日だけ、短時間且つ手軽な費用でネイルが楽しめれば、
世の女性たちの不満は解消されていくだろう。
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日本人に優しい病院リスト
アジアメディカルスペシャリスツ
8/F., Aon China Bldg., 
29 Queen’s Rd., Central

アドベンティスト病院（総合）
40 Stubbs Rd.

インターナショナルSOS（医療サポート）
16/F., World Trade Ctr., 
280 Gloucester Rd., Causeway Bay

ウェルビー（香港）（医療サポート）
16/F., Hip Shing Hong Ctr., 
55 Des Voeus Rd., Central

マチルダ国際病院
41 Mount Kellett Rd., The Peak

カノッサ病院（カリタス）（総合）
1 Old Peak Rd.

グレゴリーワイ　クリニック（総合）
Shop P-418, Han Kung Mansion, 
26 Taikoo Shing Rd., Taikoo Shing

チルドレンat 818
Suite 818, Central Bldg., 
1 Pedder St., Central

Dr. ゴードン・チウ（歯科）
14/F., Suite 1419, 1-3 Pedder St., 
Central Bldg., Central

Dr. チョウ シウ アン スザンナ（小児科）
Unit C, 18/F., Entertainment Bldg., 
30 Queen’s Rd., Central

Dr. リサ・チャム（総合）
3606, 36/F., Wprld Trade Ctr., 
280 Gloucester Rd., Causeway Bay

平柳歯科
15/F., 22 Yee Wo St., Causeway Bay

プリシア（医療サポート）
Rm. 1003, 10/F., Tower 1, Lippo Ctr., 
89 Queensway, Central

プレミアメディカルセンター（総合）
Suite 718-733, Central Bldg., 
1 Pedder St., Central

プローカディア（心匯）
Unit 1808, 18/F., HK Pacific Ctr., 
28 Hankow Rd., TST

香港健康管理センター（健康診断）
Rm. 3605-06, 36/F., World Trade Ctr., 
280 Gloucester Rd., Causeway Bay

メトロメディカルセンター（総合）
Rm. 1311, 13/F., Central Bldg., 
1 Pedder St., Central

メディポート　インターナショナル（健康診断）
Rm. C, 23/F., Capitol Ctr. Tower 2, 
28 Jardine’s Crescent, Causeway Bay

養和病院（総合）
2 Village Rd., Happy Valley

ラッフルズ　メディカルグループ（総合）（太古）
Suites 906-07, 9/F., Lincoln House, 
Taikoo Place, 979 King’s Rd., Island East

ラッフルズ　メディカルセンター（総合）（空港）
6T-009, Level 6, Terminal One HK Int., 
Airport

ラッフルズ　メディカルセンター
29/F., Li Dong Bldg., 9 Li Yuen St. East, 
Central
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ぽけっと レピーク

楊さちこの中医美容学的　
冷えは大敵　～冷えから体を守る～編

【楊さちこ先生のプロフィール】
1961年大阪生まれ。南京中医薬大学。
中医美容教授・中医学博士。
日本と香港・中国のアジアンコスメブームに火
をつけた第一人者。アジア各地において商品開
発から美に関するトータルプロデュースを手が
けるほか、各地において美容セミナーを開き、「楊
さちこ式美容メソッド」「脱ファンデーション」を伝
え、幅広い年齢層の男女から絶大な信頼と支持
を得ている。
楊さちこのアジアンビューティースタイル公式サイト
Repeque®-レピーク
www.yo-sachiko.com
香港ときどき海外発！
中医学博士・楊さちこの『アジアンビューティ
まっしぐら』@アメブロ
www.asian-cosme.asia

2013年6月発売の
「るるぶ香港・マカ
オ’14」（JTBパブ
リッシング）に漢方
化粧品と、開運の
ページに記事が掲
載されました。

≪冷えを招く服装≫
１．薄手の服
２・素足にサンダル
３・ショートパンツ、ミニスカート
４・おへそを出すファッション
５・肌着を身につけない

　冷えを防ぐ工夫をしましょう。「外見上はおしゃれに、中身は人知れず寒
さ対策を」。格好の悪い中身を知っているのは自分だけなのだから。

≪温かさを保つ服装≫
　中医学では大切なのは「三暖」、つまり3か所を暖めることです。

(1)脚を暖める⇒靴下やタイツを履く
　脚が寒さの影響を受けると、上呼吸道粘膜内の毛細血管が収縮し、繊
毛の動きもスローダウンするので、抵抗力が落ちて来ます。それにより、風
邪を引き易くなったりもします。
　
　足元が冷えるということは、足腰を冷やすことにつながります。心臓から
流れ出た温かい血液は、お腹を通って足の末端まで行き、再びお腹を通っ
て心臓に戻ります。このとき、足が冷えていると、流れている血液の温度
が下がり、お腹を冷やしてしまいます。お腹の中には、腎臓や膀胱、女性
にとって大切な子宮や卵巣などが詰まっています。だから、お腹を冷やし
たくないと思う体は、冷えから体を守るために、おなか周りに脂肪がつき
ます。ぽっこりお腹をひっこめたいと思う人は、足の保温を心がけて欲しい
のです。

(2)背中を暖める⇒外出時にはマフラーやショールを忘れない
　背中にはたくさんの内臓のツボがあり、そこが冷えると、体のコリだけ
ではなく、頸椎や腰椎にも影響を与えるので、上肢、下肢の筋肉や関節、
内臓などの健康に害を及ぼします。

　冷たいものは背中からやってくるもの。
　エアコンが効きすぎた部屋にいても背中にカーディガンを羽織るだ
けで、腕を通さなくても温かくなったり、お風呂上りに、足首まである大き
めのバスローブを羽織るだけで湯冷めしにくかったり。背中を温かく保
つということが体全体の冷えを防ぎ、やせやすい体質に導きます。外気と
部屋の中の温度の差がある季節は、ストールを常に携帯しましょう。なる
べく寒いと感じる前にショールやストールをかけて背中を温めるクセを
つけて。

(3)頭を暖める⇒外出時には帽子をかぶる
　頭は、寒さによる刺激を受け易く、血管が収縮したり、頭部の皮膚が緊
張することにより、頭痛や風邪、胃腸の不調を起こしやすくなります。

　実は、頭にはたくさんのツボと経絡があり、ここを刺激することで神経の
流れや血や気の巡りがよくなり、冷えが改善されていくのです。ニュアンス
ヘアが流行っていてブラッシングしない女性が増えているようですが、た
ったこれだけで“気・血”の巡りが断然よくなります、是非、ブラッシングを
して下さい。

香港

香港

　日ごろの服装や食事が冷え体質の原因になっていない
か、早速確かめてみましょう。誤った生活習慣を見直すこと
で、体を温めることにつながります。
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香港ヘルス＆ビューティー

約7割は自分の睡眠に不満足
働く女性の睡眠環境調査
１．自分の睡眠の質について
　回答者全員に対し、睡眠の質の満足度を聞いたところ「かな
り満足している」が4％、「どちらかというと満足している」が31%
と、満足している人はわずか3割しかいないという結果に。現代
の働く女性の多くは、自分の睡眠に満足感を得られていないこ
とがわかった。
　また、睡眠の質に「満足していない」と回答した人に対し、そ
の理由を聞いたところ、「朝起きるとなんだかだるい感じがして、
疲れがとれていない」が73.0%、「目覚めが悪く、スッキリと目覚
められない」が58.7%という結果に。
　睡眠時間を取っていても、目覚めたときの疲れが残っている
ことに問題を感じている人が多いということがわかった。

２．時間はあるが、
　   睡眠の質をよくするための努力はしていない。
　さらに、睡眠の前にリラックスできる時間があるのか調査を
したところ、約7割が時間があると回答し、「あまりない」「ほとん
どない」の約2倍となった。
　リラックスできる時間があると回答した人が多かった一方、

「睡眠の質を高めるために行っていること」の調査では、「特に
何もしていない」と答えた人が半数を超え、疲れをとるために
何か心掛けてやっている人がとても少ないという結果が出た。

香港

　日々、忙しく働いている女性たちは、毎日十分に疲
れが取れているのか。ポーラ・オルビスグループの敏
感肌専門ブランド株式会社decenciaが全国の20～
40代の女性（未婚、一人暮らし）400名に対し、「睡眠
と美容に関する意識調査」をインターネット調査にて
実施した。

３．眠る前の環境について
　帰宅してから、寝るまでの時間はどのくらいか聞いたところ、

「5時間以上」と答えた人が33.5%とトップで、それ以外では「4
時間以上5時間未満」25.5%、「3時間以上4時間未満」23.5%が
約8割を占め、帰宅してから寝るまでに自分の時間をしっかり
とっているということがわかった。
　また、睡眠前のリラックス時間に実際に何をして過ごしてい
るか尋ねたところ、「PC・タブレットを使う」など、画面を見てい
る人が多いという結果が出た。しかし、その一方で「美容（スト
レッチ、ヨガ、マッサージなど）」と答えた人は21.8%で、身体の
ケアや回復に時間をかけている人は少ない実態が浮かび上
がった。
　帰宅して寝るまでに時間があっても、仕事で疲れているた
めに何もせずにゆっくりと過ごしたいという女性が多いようだ。
もしかしたら、それが一番の贅沢なのかもしれない。

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 20 40 60 80 100 120

現在の睡眠の質に満足していますか。

Q2.現在の睡眠の質について、どのようなところに不満を感じていますか。

かなり満足している
どちらかと言うと満足している

あまり満足していない
全く満足していない

朝起きると何だか怠い感じがして、疲れが取れていない 

目覚めが悪く、スッキリと目覚められない

布団に入ってもなかなか寝付けない

眠りが浅く、夜中に何度も目が覚める

夢をよく見る

その他

0 10 20 30 40 50 60

睡眠の質を高めるために、
何か行っていることがありませんか。

特に何もしていない
ストレッチやヨガなどの軽い運動をする
セルフマッサージをする

ぬるめのお風呂にゆっくり入る
就寝1時間前から部屋のあかりを暗めにする
半身浴をする

就寝直前にテレビや携帯（スマホ）を見るのをやめる

リラックスできる音楽をかける
アロマを焚く

ハーブティーを飲む

その他

睡眠の前に自分がリラックスできる時間はありますか。
たくさんある
少しある

あまりない
ほとんどない

PPW編集部の女性スタッフに睡眠の質について聞いてみた。
香港人Aさん

香港人Bさん

日本人Aさん

日本人Bさん

自分に合う枕が見つからないので、
あまり満足していない。
ストレスが多過ぎて寝付きが悪いので、
満足していない。
短時間でも熟睡できるので満足している。
土日にたくさん寝てリセットしたいが、
結局出掛けてしまうので、満足できていない。

0 20 40 60 80 100 120
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香港

香港 香港

香港

今週の
モニターさん
試食セット

お申込方法及び条件
1.  美食サイトぽけっとグルメにアクセスをして、新規登録から新規会員（無料）の手続きをして、
 2名様とものIDアカウントをゲットしてください。
2. メールでzets_ppw@pocketpage.com.hkまで、お名前（本名。招待券をお送りする為）、電話番号、 
 ぽけっとグルメのIDアカウントをご記入（2名分の情報。登録名はニックネーム可）の上、お申込の 
 旨をお送り下さい。
3. 各ご招待者様には、後日ぽけっとグルメにて、このモニターの感想をクチコミとして写真1枚と200
　文字以上の書込みをお願いします。また、そのクチコミが弊紙週刊PPWなどにも掲載されます。表
　示名はニックネーム可です。
4.来店時間は日曜日12:00～14:30と指定されています。事前予約が必要となります。

www.pocketgourmet.com.hk

　MESSINA プレゼンツ

　香港ミシュラン推薦レストランの「K.O. Dining Group」が
展開する高級イタリアンレストラン｢Messina｣。旬の食材を
ふんだんに使用し、フレンチの精神とイタリア料理を融合し
た革新的でスタイリッシュな料理が楽しめると話題の南イ
タリア・シチリア料理のお店だ。アジアでもトップクラスと
言える、常時10,000本以上のワインが揃うワインセラー

「The Wine Cellar」が併設されており、ワイン愛好家の間で
も人気が高い。現在、同店では12月22日までの期間限定で、
シェフのフランチェスコ氏によるイタリア、アルバ産の最高
級白トリュフを使ったメニューを用意。あなたの舌をうなら
せること間違いない。
　そんな同店が、贅沢なブランチセット「イタリアンサン
デーブランチ」を手に、今回の「大将ごっつあんデス！」に参
加！前菜の盛り合わせに始まり、メインはクリスピーに揚げ
た季節の野菜を滑らかなイタリアンチーズソースであえた

「Fonduta leggera」、イタリア産赤海老のトマトソースパス
タ「Paccheri e Gamberi rossi di Sicilia」、仔豚のクリスピー
ロースト、ラグーソースのキッタラパスタ「Spaghetti al ragu」、
シェフおススメの本日の鮮魚「Pescato del Giorno」、そして
ビエモント産低温でローストしたサーロインステーキ

「Controfiletto di Fassona」の5種から選ぶことができる。ど

Messina
住所：5/F., Harbourfront Landmark, 
          11 Wan Hoi St., Hung Hom 
電話：(852)3746-2733
時間：火～日 12:00～14:30、18:00～22:30
　　  月曜定休
ウェブ：www.kodining.com/en/restaurants_ms.html

“Sicilian Amuse bouche”

Sharing Antipasti “Italian Family Style”
Apple wood home smoked Norvegian Salmon & baby roots salad
28th months Spigaroli Parma ham,Buffalo mozzarella & Pachino tomatoes

Cocotte of Sicilian eggplants Parmigiana

Artisanal Italian cheeses velloute’,
crispy vegetables & caramelized Piedmont hazelnuts

or
Gragnano’s pasta with Mazara del Vallo red Prawns &

Pachino tomatoes sauce
or

“Chitarra” spaghetti, suckling Pig ragout, Taggiasche olives,
roasted eggplants & Pantelleria’s capers

or
Chef’s special Fish of the day

or
Slow roasted Piedmont’s Fassona Beef sirloin,

with seasonal vegetables & Nero d’Avola reduction

Selection of one Dessert from the Gueridon

試食セット内容

約HKD380！約HKD380！

大将ごっつあんデス!!
イタリアンサンデーブランチコース　

先着3組6名様ご招待

Gragnano’s pasta with Mazara del Vallo red Prawns &
Pachino tomatoes sauce (プラスHKD180)
Gragnano’s pasta with Mazara del Vallo red Prawns &
Pachino tomatoes sauce (プラスHKD180)

れも魅力的で迷ってしまいそうだが、さらにデザートはイタ
リアンデザート代表格のティラミスを始めとする全9種から
セレクト可能となっている。
　お手軽ブランチだけでは物足りないという方は、同店の
アルバ産白トリュフメニューがおすすめ。イタリアの旬を香
港でも味わおう。



Pocket Page Weekly 01 November 2013 No. 40726  
B

 

香港グルメ

　セントラル(中環)のヒルサイド・エスカレーターを
見上げながら、Shelley Streetを登り、果物や野菜など
の青空市場で賑わうGage Streetで右折。Gage Streetを
少し行くと、7月に移転・オープンした「ボローニャ
（BO-LO'GNE）」セントラル店が左手に見えてくる。

　ボローニャは、京都祇園発祥のベーカリーショップ。
厳選した素材と独自の製法によって作られるデニッシュ
が有名でファンも多い。香港では、セントラル(中環)店、
チムサーチョイ(尖沙咀)店、エレメンツ店の3店舗を展
開する。セントラル店では、ボローニャのおいしいパン
を実際に味わってもらうため、デニッシュなどをメ
ニューに取り入れたカフェを併設してきた。移転後は、
これまでより広いスペースになったため、ランチのほか、
ディナーやパーティメニューにも力を入れている。

　腕を振るうのは、日本人の清原融エグゼクティブ
シェフ。清原シェフは、料理人として世界各地で働い
てきた経験を活かし、和洋中、いろいろな組み合わせ
で料理をプロデュースする。ランチは、サンドイッチ、
スパゲッティ、照り焼きチキン丼などのご飯メニュー
の3種類を日替わりで用意。ディナーはハンバーグセッ
ト（HKD125）、リブステーキセット(HKD185)など4種

類が味わえる。パーティメニューは、6人からオーダー
可能で1人HKD220～。サラダ、オードブル、メインコー
スなど要望に応じてコーディネートしてくれる。クリ
スマスパーティや忘年会、歓送迎会などにもおすすめ。
2階席は20人以上の貸切パーティも可能だ。

　清原シェフは「女性のお客様が多いので、野菜をた
くさん食べてもらえるメニューや、私自身がお酒好き
なので、ワインやお酒に合うメニューも作っていきた
いですね。ここは新鮮な素材が手に入る市場にも近く
て、すごく恵まれた環境。毎日、街市をのぞきながら
通勤しています。旬の素材からヒントをもらって、ア
イデアが浮かんでくるメニューもあるんですよ」と目
を輝かせながら話す。

　ボローニャを切り盛りする取締役栗原千嘉子さんに
もお話を伺った。栗原さんは、「日本人のお客様は舌
が肥えた方が多いですが、セントラル店では、そうし
た方にも満足いただけるものを、毎日食べられるリー
ズナブルな価格で、ご提供させていただいています。
週末はご家族と一緒にセントラルの観光がてら食べに
いらしてくださいね」とにっこり。

ボローニャ　BO-LO'GNE
ウェブサイト:www.bolognehk.com
■セントラル店
住所:G/F.,52 Gage St., Central
電話:(852)2950-0600
■チムサーチョイ店
住所:Shop 33 Level 3, LCX Ocean Terminal,
         Harbor City, T.S.T
電話: (852)2730-4400
■エレメンツ店
住所:Shop 1027, Level 1, Elements, 
          1 Austin Rd. West, Kowloon
電話: (852)2613-2525

日本人シェフが腕を振るうメニューで
デリシャスなディナー＆パーティを！

清原融エグゼクティブシェフ
日本で4年間、フレンチの修行を積む。そ
の後、日本のほか、イギリス、台湾、フィー
ジー、モスクワなどで料理人としての腕を
磨く。「海外で異なる文化や人種の人たち
の中で、料理人として働くのは面白い。様
々な体験をすることができる」と語る。ボ
ローニャで働き始めて1年。「フレンチや
イタリアンなどのサプライヤーとのネット
ワークも広がってきている。今後に活かし
ていきたい」。

ディナーセットはサラダ、コーヒーまたは紅茶がつく。
デニッシュかご飯が選べる。

ディナーセットはサラダ、コーヒーまたは紅茶がつく。
デニッシュかご飯が選べる。

パーティメニューのイメージ。要望に応じてアレンジしてもらえる。

香港
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　香港では日本食はいわずと知れた人気料理。その中でも北
海道や九州の食材を使った料理は、在港日本人はもちろん、
香港人や外国人の間でも人気だ。しかし、日本にはまだまだ
おいしい食材がたくさんある。今回編集部は、去る10月8日に
チムサーチョイイースト(尖沙咀東)のリーガルカオル―ンホテ
ルにある日本食レストラン｢美村｣で行われた、徳島特産食品
のプロモーションイベントにお邪魔してきた。

　当日は徳島ブランド輸出推進促進協議会のディレクター多
嬉精一郎氏による徳島の特産品の紹介に始まり、国際的にも
有名な徳島出身の料理人小山裕久氏による徳島県の特産品を
使用した料理のデモンストレーション、そして中華料理の
シェフのアダム氏が徳島の食材を使用して作ったデモンスト
レーションが行われた。

　徳島というと香港人はともあれ、日本人でもあまり馴染み
が少ない人も多いのではないだろうか？徳島県は気候に恵ま
れ、海や山に囲まれた日本の中でも良質で新鮮な海産物、穀
物、そして果物など多くの天然資源に恵まれている。日本3大
盆踊りの阿波踊りにちなんで名づ
けられた徳島県の阿波尾鶏は、徳
島県だけでなく日本全国でも人気
のある地鶏だ。赤みのかかった阿
波尾鶏は低脂肪で弾力性に富み噛
み応えがある。

　海に囲まれ138本もの川が太平洋
に流れる徳島県。その中でも潮流

の早い鳴門海峡でもまれたマダイは一級品で俗に｢魚の王様｣とも言われ
ている。こりこりとした歯ごたえのある引き締まった身と、適度な脂のの
りが高い評価を受けている。温暖な気候と海のミネラルをたっぷり含んだ
砂地で育てられた｢鳴門金時芋｣はその品のある甘さで人気。日本料理には
かかせないハモもその1つ。2つの一級河川が流れ込む紀伊水道。自然の恵
みが流れ込み海水に栄養分が豊富に含まれ良質のハモが育つという。大阪
や京都などの料亭で出されているのはほぼ徳島産だというからその味はお
墨付きだ。

　小山氏は11月20日まで美村にてゲストシェフを務める。「料理の神様」
と徳島の味というお得なコラボをお見逃しなく。

ᓼፉߩࠍ㚅᷼ߦ㧋㧋

⟤㘩ኅߔࠄߥ߁߽ࠍ㘩᧚߇ࠈߙ㧋㧋

阿波尾鶏 阿波尾鶏の唐揚げ

鱧と松茸のお吸い物鱧と松茸のお吸い物マダイのお寿司マダイのお寿司

鳴門金時芋

小山氏のデモンストレーション風景

美村
住所：Shop 106-115, 1/F., 
             The Regal Kowloon Hotel,
              71 Mody Rd.,TST
電話：(852)2723-0168
営業時間：ランチ12:00～15:00 
                     ディナー18:30～23:00

香港
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　1938年にビバリーヒルズにオープンした一軒のステーキ・
レストラン、「Lawry’s The Prime Rib」。特製のスパイスを塗
った上質の骨付き牛肉をじっくり焼き上げた「プライムリブ」
と呼ばれるアメリカンスタイルのローストビーフが有名。コー
ズウェイベイ(銅鑼湾)にお店を構えてた同店がセントラル(中環)
にリニューアルオープン。格式高い古き良きクラシックなアメ
リカンステーキハウスで年齢問わず楽しめることだろう。
　同店では開店以来、変わらぬレシピで、ステーキのクオリ
ティーを厳密にチェックし、今も昔も変わらず厳選された最高
級のアメリカンアンガスビーフのサーロインを使用している。
やわらかく甘味があり、ジューシーな霜降りが多いため、ロー
ストする過程で油分が足りず焦げることはない。お肉の柔らか
さを保ち、肉汁をその中に閉じこめることができる。
　絶品ローストビーフに仕上げるため、牛肉を深く理解しなけ
ればできないと同店のマインシェフは語る。きちんと火加減と
焼く時間を極めてこそ最高なステーキができるという。70年
以上にわたり味を守り続け、経験と知恵を積み上げてきた
Lawry’sだからこそできるのだろう。

　一般のレストランでは薄切りカットしか提供しないが、さす
が「プライムリブ」という美称を持つ同店では4種類のカット
がある。伝統的な英国式の薄切りカット「イングリッシュ・
カット」、女性でも無理なく味わえる5mmの厚さのある「カリ
フォルニア・カット」、開店から続いている定番の1cmカット
「ロウリーズ・カット」、さらに2cm特大カット「ダイヤモン
ド・ジム・ブレーディー・カット」。ステーキの周りの脂肪は
柔らかくて噛みごたえもよい。ステーキの真ん中の部位は少し
赤くちょうど良い具合にレア。肉の柔らかさもキープできてい
て肉汁たっぷりの上質な肉の旨みを味わえる。

Lawry’s The Prime Rib
住所：Shop 201,2/F., Hutchison House, 
　　　10 Harcourt Rd., Central
電話：(852)2907-2218
営業時間：ランチ      11:30～15:00  
                     ディナー  18:00～23:00

アメリカの老舗プライムリブステーキハウス
｢Lawry’s The Prime Rib｣
セントラルにリニューアルオープン！

　同店の見所は「シルバー」と呼ばれるカート。カートでお客
さんのテーブルの目の前で熟練シェフがお肉をカットしてくれ
る。見ても食べても楽しめる。ローストビーフと一緒に出され
るヨークシャプディン、サイドディシュのほうれん草のクリー
ム和えとクリームコーン、マッシュドポテト、そして昔から変
わらずこれもまた目の前で作ってくれるスピニングシーザーサ
ラダもトータルで楽しもう。ステーキと一緒に同店オリジナル
のワインを。お肉の脂っこさを中和し、お肉を更に味わい深く
してくれる。

▼サラダ

Fresh Crabmeat Au Gratin

Lobster Brisque

English Trifle

ヨークシャプディン▼ヨークシャプディン▼

プライムリブとサイドディッシュ▲プライムリブとサイドディッシュ▲

香港
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香港グルメ

　ソーホーのピールストリートから路地に入ったところにひっ
そりお店を構える「Tapas a’ Peel」。地図だけを頼りに行くと
迷ってしまうほど。他のレストランに比べてこじんまりとし
ているが、とてもアットホームでフレンドリーなお店。お客
さんとの距離を大切にしたい、お家に帰ってきたようなホッ
とした感覚を味わって欲しいというオーナーの思いが感じら
れるお店だ。店内は赤を基調にしたシンプルながら気品を感
じるインテリア。お店の奥には20名収容可能なプライベート
ルームもありパーティーなどでの貸切も可能だ。

　同店は30年某ホテルで勤務経験のあるシェフ兼オーナーの
こだわりにこだわった良質の食材のみを使用。一つひとつの
タパスはサイズが小さいがそのサイズに凝縮した味はまさに
絶品。自分で選んだものだから100%自信を持って提供できる
というこだわりが料理一つひとつの味に現れている。

飛騨和牛刺身

　まず、当店自慢のシャングリアでスタート。通常だと白ワ
インと赤ワインの2種類のシャングリアしかないが、同店では
何と7種類もある。ブルーベリー、ストロベリーをはじめとし
たフルーツ味のものから、お酒が飲めない人用にノンアルコー
ルのシャングリアもある。

　ワインにも合う自家製のにんにくたっぷりのガーリックブ
レッドはオリーブオイルとバルサミコビネガーで。オーナー
イチ押しの｢Caprese｣は必食。食べたものが口をそろえて絶賛
するチーズはとても濃厚でクリーミー。そしてスペイン産の甘
いトマトをあわせれば絶妙なバランスを生み出す。なすび、ト
マト、玉ねぎにヨーグルトドレッシングをかけた「Moroccan 
Salad」はあっさりといただける。メインには同店定番料理の
「Lamb Tagine」。じっくり煮込んだラム肉は柔らかくソース
がよく染み込んでいて味わい深い。臭みも少ないのでラムが
苦手な人も挑戦してみては。

Tapas a’ Peel
住所：Lower G/F., 61-63 Hollywood Rd., Central

電話：(852)2545-5988

ウェブ：a-peelasia.com

ソーホーの隠れ家にオープン
アットホームでフレンドリーなタパスバー

　食事の終わりにはイタリア産のレモンをふんだんに使って
焼き上げた｢Home Made Lemon Tart｣。酸味と甘さがマッチし
た食後の口直しにふさわしい一品。

　さあ、早速足を運んでみてはどうだろうか。

クラシックな気品のある店内クラシックな気品のある店内 Lamb Tagine

Home Made Lemon Tart

CapreseCaprese Moroccan SaladMoroccan Salad

香港
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広東ピックアップ 

ビールを最大限楽しめる
国際ビールフェスティバル 

深圳大運体育中心（龍崗区）
10:00～23:00 
www.douban.com/event/19549852
RMB20（入場券のみ）

広州

音楽、美食とともに新鮮爽快なビールを一杯
　爽やかなこの季節はビールが最高！ビール一杯で、のど越し爽快、気分も爽快！今回の
「深圳国際ビールカルチャーフェスティバル」は、ビールブース、フードコート、エンターテ
イメントブースからなる総合展示場で行われる。千人収容可能なドイツビールの大衆酒
場もある。ビールブースのポイントはフレッシュなビール！世界中の有名ビールブラン
ドが勢揃いし、かぐわしく漂うビールの香りがたまらない。フードコートでは各種料理
が用意され、好みのおつまみと共にゆっくりできる。エンターテイメントブースでは
ロックバンドによるパフォーマンスも。ベテラン醸造師の指導を受けながら、親子でビー
ル造りも体験可能。作ったビールは持ち帰って、家族や友達と手作りならではの味わい
を楽しめる。ビール好きはもちろん、家族みんなで足を運んでみよう！

11月23日
走ることの気持ちよさ、達成感を味わおう！
　二度目の開催となる今回のマラソン大会は、コースも一新！広州の
「一江両岸」（川の両岸に広がる街）という特徴を活かした、コースは「珠
江」の両岸に沿って進む。レースはフルマラソン、ハーフマラソン、ミニ
マラソン（5km）に分けて行われる。自分の体力に合わせてチャレンジし
よう！走りながら、広州の景色も楽しめる。

広州国際マラソン大会
2013広汽豊田広州マラソン

    

www.guangzhou-marathon.com
（要応募）

11月12日まで

今週の広東ピックアップ

広
州

深
Ꮂ

監督：篠原哲雄 
出演：林志玲、池内博之、福地佑介、李銘順

深圳市福田区大中華国際交易広場B2階
8:00～23:00
www.douban.com/event/19922991

Chris Garneau
広州公演広

州

    11月10日

広州市越秀区広州大道中361-365号
東方花苑首層
20:00～22:00
e.mosh.cn/21432
RMB100（前売）
RMB130（当日）

ニューヨークからのミュージシャン！
　ニューヨークのインディーズ歌手Chris Garneau。6歳からピアノを習
い続け、更にオペラへの情熱も彼の音楽に影響している。常にピアノと
チェロを使用したシンプルなメロディーは中性的で弱々しくも美しい

歌声を味わうことができる。今回デ
ビュー十周年と新たなアルバムリリー
スで広州にやってくる公演はぜひお見
逃しなく。

12月6日まで

Exhibition 3Dトリックアートを体験
奇想天外な世界へ

目を疑う！夢か現実か幻か
　一見すると奇妙な場面で、首をひねってしまう。でもよーく見てみると、
目にしたアートの趣向がはっきりわかってくる。これこそ3Dトリックアート
の持ち味。特定の位置に立って、トリックアートの写真を撮ってみよう。
撮った写真はそのまま楽しい思い出の1ページに！家族みんなで「作品」
作りだ！ 

11月8日上映

日中合作　純愛映画
Sweetheart Chocolate

心ゆさぶる話題作―久石譲の音楽で感動アップ
　雪の夕張と、上海の街並みを舞台に繰り広げられる恋物語。上海から
来た留学生林月（林志玲）は夕張でレスキュー隊員をやっている守（福地
佑介）や総一郎（池内博之）と巡り合った。チョコレートをモチーフにして

三者三様の愛の形を見事に描き出す。銀世
界に黒いチョコ、寒い冬に熱い感情、十年に
渡った恋物語は心の琴線に触れる。

広
東

広州

中国全土

深圳 東莞

深
Ꮂ



広東ピックアップ

広州市天河区水蔭四横路37号
土　14:30～17:30
www.douban.com/event/19861027
RMB400（家族三人セット）、
RMB288（二人）、RMB158（一人）

東莞
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広
州

ケーキ、プリン、チョコ
手作りお菓子に挑戦！

    
深
Ꮂ

11月8日まで     
親友、恋人、親子でデザート作りを楽しもう
　「宅一塊DIY蛋糕店」では、ケーキ、プリン、チョコやクッキー、色々な
お菓子を手作りできる。おいしさの秘訣は、牛乳、卵、小麦粉など新鮮な
食材へのこだわり。菓子職人の指導のもと、自分の想像力を生かし、オ
リジナルデザートも作れちゃう。手作りならではの気持ちが、きっと伝わ
る！

深圳市福田区景田蓮花路TT国際百佳2階
宅一塊DIY蛋糕店
11:00～21:00 
www.douban.com/event/19743619
RMB68

深
Ꮂ ラッフルズ・ホテル
深圳進出

    2018年オープン

深圳湾1号

あのシンガポールの高級ホテル、中国深圳に上陸！
　1887年に創立され、伝統的なコロニアルホテルである｢ラッフルズ・ホ
テル(Raffles Hotel)｣。今回、｢夢を追う湾｣と呼ばれ、香港のセントラル(中環)
まで車で30分の深圳湾1号に2018年オープン予定。200の客室に完璧な
設備。眺めのいい景色で新スポットになること間違いなし！

世界的チェリスト
ヨーヨー・マが音楽会開催

    11月6日

広州越秀区星海音楽庁
20:00～21:30
www.ticket-easy.cn/utsvInternet/
internet/action/event.do?actionFwd=
eventDetail&event=21559
RMB1,680、RMB1,280、RMB880、RMB680、
RMB480、RMB280、RMB180

世界トップの演奏に酔いしれよう
　世界的チェリストのヨーヨー・マ（馬友友）。4歳からチェロを始め、5歳
にして観衆を前に演奏を行う。デビュー当時のテクニックはすでに世界
トップクラスとも賞賛された。そんな才能を持つ同氏の演奏会はいかが
だろう。高いテクニックで奏でられるレパートリーはクラシック音楽から
現代音楽まで幅広い。秋らしく音楽の夕べを楽しもう。

11月8日

広州越秀区星海音楽庁
20:00～22:00
www.douban.com/event/20044942
RMB380、RMB250、RMB80 

ヴェルディの中期傑作
オペラ「リゴレット」を上演

数々の名曲が繰り広げる愛と復讐のドラマ
　イタリアのロマン派音楽の作曲家であるジュゼッペ・ヴェルディの中期
傑作といわれるオペラ「リゴレット（Rigoletto）」。初演は1851年。人間の
愛憎と欲望が奥まで描かれた本作品の中に、完全的な善人や悪人と呼

広
州

べる人物は存在しない。イタリアのオペラの
魅力を存分に楽しめる本作品が広州星海音
楽庁にて上演される！ぜひご鑑賞を。

12月21日まで

広州曲芸団体験日
曲芸の魅力を体感しよう！

笑顔あり、拍手あり―親子一緒に楽しもう！
　広州曲芸団の体験プログラムは二部構成で曲芸やマジックが披露さ
れる。きらびやかな衣装、優美なパフォーマンスや巧みな神業で会場は
大盛り上がり。続いては子どもたちの体験コーナー。プロによる指導を受
けながら曲芸やマジックをその場で体験できる。あなたも精彩な曲芸や
神秘的なマジックの真髄に迫ろう！

広
州

多彩なグルメを楽しもう
　深圳福田区の中心部に位置するホテル「マルコ・ポーロ」。同ホテル
に構えている「マルコ・ポールカフェ」では海鮮、ステーキなどの国際的
で多彩なグルメを用意している。いずれも高品質なものしか入荷しな
いため、味わいを確保することができるという。ランチタイムとディナー
タイムのビュッフェも常時提供中。

    

深圳市福田中心區福華一路28號
馬哥孛羅好日子酒店
6:00～25:00
(86)755-8298-9888 ext 8358
www.marcopolohotels.com/
hotels/china/shenzhen/
marco_polo_shenzhen/index.html

深圳マルコ・ポーロホテル
マルコ・ポールカフェ深

Ꮂ
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 広東ページ

深圳

広州

深圳

深圳

　「インスタレーション」……美術に詳しい方ならピ
ンとくるのかもしれないが、あまり聞きなれない言葉
だ。インスタレーションとは、現代美術におけるジャン
ルの一つ。特定の場所にオブジェなどを置いて、作家
の意向に沿って空間を構成し、空間全体を作品とし
て体験させる芸術。
　このジャンルのアート、科学技術そしてエコを旨と
して、2003年に立ち上げられたのが、「金属誘惑」だ。
「インスタレーション」アートは、もともと廃品などを
用いた環境芸術の制作から誕生したとも言われる。
この工房はまさにそのポリシーを貫いており、様々
な製品のスクラップを用いて作品を制作することで
環境保護を目指す。スクラップを使うというときれい
なイメージがないかもしれないが、展示されている
作品を見ればそんな不安も一蹴される。みごとな造
形、質の高さに驚かされる。そこにはスクラップを使
うからこそ現れる「味」もにじみ出る。

　展示場には空間を彩るたくさんの作品がある。ま
るでガンダムを思わせるような作品は、高さ3メート
ルにも及ぶ。大型の作品だけではない。部屋のイン
テリアとしてもちょうど良い、おしゃれなオブジェから、
イスなどの家具まで、作品は多岐にわたる。これまで、
テレビ番組の制作や、商業施設の空間デザインに携
わってきたそうだ。
　「一時的」というのが「インスタレーション」の特徴
だそうだ。基本的にこのジャンルの作品は展覧会期
が終われば撤去されてしまい人々の記憶の中にしか
残らない。また設置場所の環境や歴史などから発想
して制作されるため、他の場所への移転や再現は、
作品として成立しなくなるという。
　個人でもオーダーメイドでオブジェやインテリア
など依頼できる。空間をデザインするプロと相談し
ながら作品を作るのもおもしろそうだ。「金属誘惑」
でエコとアートを体感しよう！ 

金属誘惑（METAL ENTICE）
住所：（展示場）広州市天河区黄埔大道東663号
             美林国際飾品採購中心2-B16舗 / 1-D41舗
電話：(86)20-8900-5298、(86)20-3238-2916
ウェブ：www.metalentice.com

スクラップ＋エコ＝アート？
金属誘惑（METAL ENTICE）金属誘惑（METAL ENTICE）
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広東ページ 

神の山、泰山へ　vol.１

東莞

香港＆広東

中国人にとって最も大切な神山
　中国神話の神、盤古（ばんこ）が死んだ時、その頭と体が五岳（ごがく）になったといわれてい
ます。その五岳の内の一つが山東省にある泰山なのです。道教の神山である五岳の中でも泰
山は中国人に最も崇拝されるてきた山。そして、泰山は封禅（ふうぜん）という皇帝が即位する
ときに行われた儀式が行われた場所でもあります。皇帝が泰山の頂に登り、天地からの信任を
得る事で、その即位の正統性を得ようとしたのです。

石段6,300段！？
　泰山には二つのルートがあります。①麓の天外村広場からバスで中腹まで行き、そこからは
徒歩かロープウエイで山頂を目指すルート。②麓の一天門から全行程徒歩で登るルート。
　私はかつて皇帝も通ったといわれる②のルートで山頂を目指す事に。泰山は標高1545ｍほ
どの山。しかし、あなどれないのは、その登山道のすべてが石段になっていて、その段数は約
6300段！東京スカイツリーの階段が約2500段あるそうなので、スカイツリーをだいたい2回半
登らなければならない計算(汗)

泰山を登る！
　登り始めは緩やかな階段が続き、鼻歌交じりに歩ける♪参道沿いにはお寺などもあります
よ。しかし！泰山の厳しさは中腹以降にありました…階段の勾配がきつくなり、頂上に近づくに
つれ天気も崩れてきました。そして、目の前には終わりの見えない石段が。なるほど、天から皇
帝になる事を認めてもらうにはこの困難に打ち勝たなくてはならないのですね(涙）出発から4
時間、どうにか山頂に到着！山頂は霧が濃くて景色が全然見えません。諦めかけた時、霧が晴
れ、緑の稜線と遠くに広がる街を望む事ができました♪

あとがき
　泰山登山では徒歩で登るルートをお勧めします。旅行者に媚びない苦行のようなルートを
登りきれば、泰山の魅力を全身で体感できますよ。登頂した達成感は登山の大変さを忘れさ
せてくれます。それに、登山後の青島ビールはまた格別に美味しかったです♪

今回のおみやげさくらんぼ

竜の背にも見える石段

山水画のような風景

＜プロフィール＞
八戒（はっかい）トン子
旅行社社員。旅先でご当地の美味し
いものを食べるのが大好き。お客様
に中国旅行の魅力をお伝えすべく、
日々中国各地を飛び回っている。

頂上にある五岳独尊の石碑

頂上の南天門



広東

広東

広東省　日本人に優しい病院一覧
広州

深Ꮂ

イーストウエストメディカルセンター
東西方医療門診部
天河区天河北路233号
中信広場14楼1401室
(86)20-3879-7605

威利斯クリニック
天河区林和東路200号（IKEA家具後方）
(86)20-3885-1376

康辰国際医療
天河区珠江新城華利路19号
遠洋明珠大廈北座1楼
(86)20-3759-1168

カンナム広州加美国際医療中心
越秀区環市東路368号花園大廈5楼
(86)20-8386-6988

国際歯科診療室
天河区天河北路2号冰花大酒店11楼
(86)20-3880-2357

大都会国際歯科
天河北路183号大都会広場6楼603-604
(86)20-8755-3380

広州和睦家診療所
広州大道中301号人保ビル1楼
(86)20-8710-6000

広州万治クリニック
天河区天河北路223号中信広場25/F 2501室
(86)20-3877-3123

深圳陽光ウィンヘルスクリニック
羅湖区宝安南路1048号陽光病院内2楼
(86)755-8211-7998

維雅歯科
福田区福華一路
深圳国際商会大廈A座1118室
(86)755-8205-6515

カンナム深圳加美国際医療中心
南山区蛇口南海大道1033号
泰格公寓 E-0119
(86)135-9016-0019

しろもとデンタルクリニック
南山区南山大道1122号
鵬愛医療美容医院2楼
(86)755-8622-4459

あなたは大丈夫？初期対策でむし歯予防を！

広州 深圳

深圳

趙営医師

■ 結果の概要
1．むし歯発生のリスク「初期むし歯」
　「初期むし歯」とは、治療が必要になる前のむ
し歯のこと。食事等により口の中が酸性になるこ
とで歯のカルシウムが溶け出した状態をさしま
す。この初期むし歯の認知率は、49.8％。約半数
は「初期むし歯」を知っていると回答しています。
しかし、正しく理解している人はわずか8.3％。む
し歯予防に有効な「初期むし歯」については、ほ
とんど知られていないのが実態です。

2．知られていない正しい初期むし歯対策
　「初期むし歯」を知っている人に対して、実際に
行っている対策を聞いたところ、90％の人が「歯
磨き」と回答しています。次いで「デンタルフロス

の使用」が2位に上がっています。しかし、「初期
むし歯」は歯からカルシウムが溶け出した状態の
ため、汚れを取るだけでは不十分です。失われた
カルシウムを補うには、唾液の分泌が重要です。
唾液は口の中の細菌を洗い流したり、食事によっ
て酸性化した口中環境を中和するほか、歯にカ
ルシウムを補うという役割も担っています。この
歯にカルシウムを補うという役割が重要なので
す。

3．子供のころからしっかりケア。
     でも不安なお口の環境
　今回行ったアンケート対象者のうち、小学生
の子どもがいる方に子どものオーラルケア状況
を聞いたところ「注意してしっかり行っている」が

18.1％、「人並みに行って
いる」が65.9％と8割以上
がキチンとオーラルケアを
行っていると回答していま
す。にもかかわらず、約4割
もの人が、子どもの歯の疾
患について不安を持ってい
ると回答しました。

4．「POs-Ca」配合ガムで、
    「初期むし歯対策」を
　将来のお口の健康を維
持するためには、小学生か
らのオーラルケアの徹底と
その習慣化が重要です。

　長寿大国である日本において生涯健康な歯や口内を維持し「歯の健康寿命」を延ばすことは、健康で生き生きした生活を送るために
も重要です。江崎グリコ株式会社では、治療が必要になる前にセルフケアで対処できる「初期むし歯」に着目。むし歯予防に有効な「初
期むし歯」対策の認知・実態についての調査を行いました。
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【利用上の注意】
・ご利用の際には必ず弊紙をお持ちください
・ご利用の際に店舗にある弊紙を提示されますと
  クーポンは無効になります
・使用済みクーポンの回収を希望される店舗も
   ございますのでご注意ください
・有効期限、利用条件などは店舗によって異なり、
   クーポンの最終解釈権は各店舗が有します

一連語言培訓中心

電話：(86)20-3886-8862 、(86)135-8049-5714（日本語）  メール:mandarui@126.com
ウェブ:www.mandarui.com   住所：広州市番禺区広州市碧桂園華苑7座

広東スクール

好評に付き継続中！
50時間コースお申込の方、

＋30時間プレゼント！
（英語・中国語・韓国語からお選び

いただけます）

こちらを読み込んで、お店で見せよう！

住所：広州市環市東路371-375号世貿中心南塔2105室(地鉄五号線淘金站B出口）
 広州市珠江新城華明路9-13号新城大厦西座1211室（地鉄三号線珠江新城A1&A2出口）
 深圳市福田区金田路与福華路交匯処金中環商務大厦主楼1706（羅宝線会展中心地鉄站E出口）
 深圳市深南中路1029号新城大厦西座1F（羅宝線科学館地鉄站D出口）
 広州市天河北路183号大都会広場1505室（地鉄三号線林和西站A出口）
電話：(86)020-2238-2196　ウェブ：www.imandarin.net

各校先着20名のお申込していただいた生徒に、

RMB300のAEONクーポン
をプレゼント！

愛マンダリン中国語学校広東スクール

香港ビューティー D'note Hair Saloon

電話：(852)2882-3662
住所：Flat B, 2/F., Cleveland Mansion, 5-7 Cleveland St., Causeway Bay

初回来店の方全サービス

10％オフ 

①珠江新城周辺の家庭教師派遣、
　交通費無料
②毎月総計受講時間に応じて、
　RMB20/時間の奨励を贈呈

マンダルイ語学学校

住所：広州市天河区林和中路158号天誉花园一期悠雅閣2003
         広州市番禺区広州市碧桂園華苑7座 
電話：(86)20-3886-8862、(86)135-8049-5714（日本語）
メール:mandarui@126.com  ウェブ:www.mandarui.com

広東スクール

焼肉CHACHA

電話：(86)20-3892-2201、(86)150-1317-3505（立島)
住所：広州市天河区体育西路191号中石化大厦柏西商都地下1階B01

広東グルメ

飲み放題65元が

クーポン持参でRMB50！
※食べ放題をご注文のお客様対象
（2013年11月末日まで）

広東ビューティー PARIS N°5

電話番号：(86)755-8627-0269、(86)156-2652-2165（森田）　ウェブ：www.ideal-paris.com
住所：深圳市南山区商業中心区海徳三道15-5海岸大厦東座111

好評につき継続中！
ご新規のお客様

全メニュー
30％オフ！

（2013年11月末日まで）

珠江新城分校
開校キャンペーン

新語翔中国語学校

深圳市南山区海岸城文心五路観海台花園4棟1単元601室
電話:(86)755-8605-2515   (86)137-5114-7475（張　日本語可）
深圳市南山区蛇口太子路18号海景広場11F室
電話: (86)755-2683-9151  (86)137-5114-7475（張　日本語可）
深圳市福田区福華三路星河国際C2棟22B室
電話:(86)755-8344-6661  (86)137-5114-7475（張　日本語可）
広州市珠江新城華利路21号遠洋明珠大厦西塔1106室
電話:(86) 20-2886-9081   (86)159-2036-3799（張　日本語可）
東莞市長安鎮長青路明珠廣場明珠広場C棟903室
電話:(0769)8158-5950　137-5114-7475（張　日本語可）
ウェブ:www.classic-mandarin.com  メール:study@classic-mandarin.com

広東スクール

広州校：
RMB1000オフ！！英語或いは中国語教室2回無料体験
東莞校：
RMB1000オフ！！英語会話教室と中国語教室2時間無料体験
海岸城校：
RMB1000オフ！！広東飲茶或いは二胡或いは英語教室2回無料体験
海上世界校：
RMB1000オフ！！英語或いは中国語教室2回無料体験
福田COCO-PARK校：キッズルーム開放！
お子さんがいらっしゃるお母さんに嬉しいKids Roomも開設しました。
授業を参加する方に、お子さんの一時預かりのご利用料金が30％オフとなります。

広東クラシファイド

「んだすな」秋田県人会
飲んでばっかりだどもしがだねべ秋田だ
もの。んだどもあまりいっきならねで楽し
ぐやらねが。あどあまりなまればだめだや。
しょしがってねでまず連絡けれ。香港がら
でもとぎぐねばけ。語るど～、まげねど～、
へばな～
メール：naoyarin@gmail.com（林）

GJTA広州日本語教師連絡会
広州や華南地区で活躍している日本語教
師の交流会です。日本人、中国人関係なく
メンバーを募っております。メールでの情
報交換を主とさせて頂いております。
メール：hatta_shinta@joyful-net.com
電話：(86)135-7008-8499
 八田真太（はったしんた）まで。

お金のお茶会
お金の知識と知恵を獲得　将来の人生計
画が明確になります。「お金の基礎知識を
身につける」ためのお茶会を実践してい
ます。週末少人数で開催中。
電話：(86)186-2005-1764　
メール：happylife1126@gmail.com
            鈴木まで。

広州フルコンタクト空手
同好会【北斗神會】

押忍！我 「々北斗神會」は、毎週日曜日中信
広場5Fにて、活動をしております。国籍・性
別・年齢・経験関係無く、どなたでも参加
可能です。平日に蓄えた中性脂肪を毎週
日曜に清算しましょう！！gfk@live.jp斎藤ま
で。

求人

クラス

その他

メンバー募集  広州日本人テニスクラブ「網王」
毎週土日、二沙島（広州市）で活動。合宿
や他地域との交流戦もあり。男女共々エ
ンジョイテニス！
ウェブ：www.c-sqr.net/c/cs19360
メール：jun.kurihara@sumitomo
  corp.co.jp
携帯：(86)186-1310-1811
担当：栗原淳

広州日本人奮闘会
広州に来て未だ日が浅く、友人が少なく生
活が楽しく無く慣れない方を応援する会
で、友達の輪を広げて頂く事を希望してい
ます。月に1～2回ぐらいの食事会を開催
しています。
メール：vivace@sh163.net
　　　 中村　孝幸まで。

立命館大学広州校友会
広州や華南地区で活躍している立命館大
学本校及びAPU卒業の校友の交流会です
。懇親会として食事会が主とさせて頂いて
おります。
メール：hatta_shinta@joyful-net.com
電話：(86)135-7008-8499
 八田真太（はったしんた）まで。

広州如水会
華南地区在住の一橋大学卒業生の方、ご
参加をお待ちしております。当会では3ヵ
月に1回の例会を中心に、現在約20名の
会員が親睦を図っております。一緒に「東
都の流れ」を熱唱しましょう！お気軽にご
連絡ください。
電話：(86)139-2899-0740
メール：ryota_kato@cn.mufg.jp
 加藤　良太まで。

横浜国立大学「国大会」
横浜国立大学卒業生、ゆかりのある方！学
生時代の思い出話、横浜ネタを酒のつま
みに交流を図ってまいります。お気軽にご
連絡ください。
メール：yokohama.nat.univ@gmail.com
 事務局まで。

法政チャイナ香港華南支部
法政チャイナ香港華南支部は、定期的に
例会、交流イベントを開催しております。
法政大学および付属校、大学院にゆかり
のある方、当校に留学経験のある方、ぜひ
お気軽にご連絡ください！
メール：hoseichina_hk@yahoo.co.jp
            谷川まで。

広州愛知県人会
愛知県にゆかりのある方、名古屋に行っ
たことのある方、友人が愛知県人等。参加
資格はどなたでもOKです！！不定期に食
事会を広州市内で開催しています。
携帯：(86)135-8668-1415
メール：aichigz@hotmail.co.jp
  野原良文まで。

東莞東部日本人会
東莞の東部地区を中心に年6回の情報交
換会・懇親会を行っています。
携帯：(86)138-2576-8250
メール：ito0104@cwe-dg.cn　 
  伊東まで。

SZ-Beni旅行サークル
結成は2012年ですが、主要メンバーの帰
国や移転で昨年11月以降活動休止。今年
の4月より新規メンバーの登録で活動を
再開。毎月近場の観光地や時々山登りに

出かけたりしてます。参加制限なしです。
電話：(86)138-2316-1494(唐澤隆)

深圳ブラスバンド
毎週土か日、AM10～PM1、深圳市羅湖区
春風路2007号華際茶芸館2階で練習して
ます。最近帰国者もありメンバー減少しま
したが、粘り強く活動してます。
代表：飯塚、副代表：福井
メール：sz_brass@yahoo.co.jp

深圳和僑会
海外で組織のリーダーを目指す人達の交
流を促進し、成功を応援する会です。毎月
の講演会、プレゼン研修、工場見学などを
開催しています。経営者や起業家に限ら
ず、駐在員や学生の方もお気軽にご参加
ください！
メール：szwakyo@gmail.com（松岡）
ウェブ：www.szwakyokai.com

深圳愛知県人会
愛知に過去・現在・（未来？）問わず、少し
でも縁があることを口実に、3ヶ月に1回
ペースで羅湖近辺で楽しく気軽に交流

（食事会）をしてます。お1人で初参加でも
ご心配なくご連絡下さい！
電話：(86)138-2880-0135
メール：suukatt@gmail.com　 
  大塚まで。

バドミントンサークル
「羅湖らけっつ」

メンバーは30人ほど。毎週日曜日の午前
12時から2時間、国貿の羅湖小学校の体
育館で活動しています。初心者歓迎です。
メール：matsuken319@yahoo.co.jp
松永まで。

教師募集
1．中国語．英語．広東語．HSK教師募集
2．深圳．広州．東莞．珠海.香港で
　在住の方歓迎
3．日本語が堪能、日本で生活経験者優先
4．平日朝．昼．夕．夜各クラス
　（１回授業は２時間）
履歴書を下記のメールにご送付ください。
HT中国語教室
住：1.羅湖区南湖路国貿商住大厦7G室
2.福田区金田路現代国際大厦2302A室
3.南山区南光路繽紛假日E棟17C室
電話：(86)186-8225-9385
メール：school@ht-1.cn

HT中国語教室
深セン．広州．東莞．珠海．香港でお仕事
や暮らしている日本人の方に向けての学
校です。7年中国語．英会話．広東語．HSK
教育経験あり、HSK試験合格率は95％以
上に達します。1H無料体験レッスンも実
施中、お気軽にお問い合わせください～
電話：(86)755-3663-0235（日本語可）
/(86)135-3005-6859（日本語可）
ウェブ：www.ht-1.cn
メール：info@ht-1.cn

家庭教師
6年間日本人の方に中国語を教える経験
を持ち、日本人の方に向けて、苦手な発音
矯正、間違い易い文法を楽しく教えること
が得意です、日常会話初．中．高級、ビジネ
ス初．中．高級中国語、ＨＳＫ強化、検定

対策、広東語、英会話など対応可能。深圳
羅湖．福田．南山．蛇口．宝安.龍崗に家庭
出張もでき、短い時間で中国語を効率的
にアップさせます。ご気軽にお問い合わ
せください。
電話：(86)135-3005-6859（未希子）　
メール：mikiko_okk@yahoo.co.jp

日本でのネットはレンタル
一時帰国で使うネット回線はレンタルで
解決！
・最大10台まで同時使用OK！
・1台で使っても10台で使っても料金は同じ！
・通信料も機器代も0円！
  全てレンタル料金に込み！
・使い方は電源を入れて
   パスワードを入力するだけ！
・レンタル料金は期間に合わせて
  4,980円～12,800円
日本への渡航時の必須アイテム！
ウェブ：www.wifi-hire.com/?cid=classified

便利屋どっとこむ。
深圳・香港等　華南地区で対応可能な便
利屋です。様々な代行業務から浮気調査
まで何でもご相談に乗ります。お気軽にお
問い合わせ下さい。
メール：china_part@yahoo.co.jp

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
www.pocketpage.info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。）
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