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香港グルメ

　ホンハム(紅磡)エリアには、どのお店を選んだらいいのか迷うほどたくさん

の料理店が集まっている。そんなホンハムにやってきたPPW編集部。何気

なく歩いていると、あまり目立たないある韓国料理店が目に入った。

　この店はとても小さく、テイクアウトメインのため客席は数

席しかない。しかし開店して早々、人気店だということが

分かった。日本人、韓国人、西洋人など国籍問わず客が

訪れ、しばしば行列ができる。店内を覗いてみると壁

一面が新聞記事で埋まり、韓国のテレビ局も取材に

来た模様。なぜこの店には、これほど人が集ま

るのだろうか？

　それは値段が安いということが大きいだ

ろう。香港で「高級」というイメージのあ

る韓国料理を、手頃な値段で食べるのは容

易なことではない。しかしここでは、ご飯

もののキムチチャーハンやジャージャー麺な

どは、約HKD30～40、一品料理のトッポギ、

フライドチキンなどに至っては約HKD20で食べ

ることができる。

　安価だが、味は決して他のレストランに負けていない。韓

国から来た経営者が数年前、韓国料理がまだそれほど人気では無

かったときから、香港で手作りのキムチを売り始めた。さらに、独自

の秘伝レシピで作ったトッポギがこの店の看板メニューとなり、お酒の

香りのするその伝統的な味付けが客の胃袋を掴んだ。その結果、この店

も注目されるようになった。ただし、韓国料理はほとんどが辛く、辛すぎて

涙を流す客もいるようだ。そのため、初めての人は店員に好みの辛さを伝え、

試しに一品料理を1、2品食べてみた方がいいだろう。

小さいながらも本格的な味！韓点
　　看板メニューであるトッポギは、柔らかいながらも歯ごたえがある。炒め

るのに使うソースは、フライドチキンの漬けダレと同じで、甘くてスパイ

シー。お餅の一個一個、フライドチキンの一つ一つにこの秘伝のソースが

たっぷり絡まり、一口食べるとやや辛く、食べるうちにコクが出て

きて、またこの時から辛さが一段とアップする。そのコクのあ

る甘辛さに箸が止まらない。このやや辛い味は韓国の屋台で

食べるトッポギそのもので、この店を人気者にしたスター

メニューである。故郷の味が恋しくなった韓国人客も少

なくない。

　辛いものが苦手な人には冷麺とかき氷がオス

スメ。韓国冷麺の材料はとてもシンプルで、

ゆで卵、野菜の千切りにタレ少々。日本で

食べる冷麺と大きく異なるのは、韓国冷麺

は氷入りの冷たいスープの中に入っている

こと。やや透明感のある麺はコシがあって、

量が丁度良く、全部食べた後に冷たいスープ

を飲む余裕まである。暑い時には、もってこいの

一杯。

　同店は、ホンハム本店の他、コーズウェイベイ(銅鑼湾)、ク

ワイフォン(葵芳)及びユンロン(元朗)にも支店がある。どこの店舗

も小さいため、行く時は見逃さないように注意が必要だ。

韓点  Hon Dim
住所：Shop 2, G/F, Po Wai Bldg.,
             59-67 Bullkeley St., Hung Hom
電話：(852)3480-4441
時間：12:00～22:00

フライドチキン

トッポギ

韓国冷麺

かき氷

香港
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広東ピックアップ 

Thor: The Dark World
再び危険な旅へ出発

広州

壮大なスケールで展開するストーリーは必見！
　「マイティ・ソー・ダーク・ワールド」（Thor: The Dark World）は「マイティ・ソー」（2011

年）の続編。神の世界アスガルドの王オーディンの息子にして、選ばれた者しか持つこと

のできない伝説の武器ムジョルニアを手にした最強の戦士、それがマイティ・ソーだ。

「アベンジャーズ」のニューヨーク大戦から1年後、アスガルドに戻ったソーは9つの世界

や地球を守るために敵と戦わなければならない。世界を闇で覆おうとしていたダークエ

ルフの統領であるマレキスは原始種族たちを率い来襲。手も足も出ないオーディンとア

スガルドに代り、強敵を倒せる方法を探しにソーは孤独で危険な道をたどり始める。ソー

は恋人ジェーン・フォスターに再会するのだが、宇宙を救うためやむなくすべてを犠牲す

る……豪華キャストと壮大なスケールのストーリーで繰り広げられる今作品も楽しみだ！

11月8日上映

今週の広東ピックアップ

11月10日まで 

Immortals 生息
メキシコ伝統刺繍工芸展広

州

監督：
アラン・テイラー
出演：
クリス・ヘムズワース、ナタリー・ポートマン、トム・ヒドルストン、クリストファー・エクルストン

深圳南山区南山区華僑城
創意文化園北区 B10現場
20:30～22:30 
shop33415346.taobao.com
前売RMB120、当日RMB180

深圳

11月30日

荒島音楽会2013
SEARCHING FOR DIANA

音楽を通しシャングリラを探そう
　「シャングリラ（香格里拉）」で有名になった歌手黄玠が新曲リリースに伴

い、ツアーを行う。新曲「下雨的晩上」はより成熟した暖かい声で、感動を誘

う。ライブ当日は先着150名に限定カード配布という特別キャンペーンを開

催。カードにメッセージとリクエスト曲を記

入し、その中から選ばれた一枚のリクエス

トに黄玠が応えてくれる！ 

広
東

深圳 深圳

深
圳

11月15日まで 

「時間・地点・人物 」
馮昆―水彩画作品展広

州

素朴な筆遣いで表現される“記憶・感触・物語”
　慌ただしく日々が通りすぎる人生。立ちどまって目の前の風景をよく

見たことはあるか？落ち着いた心で生きることの真意を感じたことは

あるか？ある出来事を経験するたび、その時間、場所、人物は、わたし

たちに新しい感覚をもたらす。「馮昆」

の水彩画で、普段気づくことの少な

い、生きることの「美」を吟味しよう。

Exhibition

広州市海珠区紫山大街12号102
www.douban.com/event/19808664
無料

生命への鮮やかな情熱を感じよう！
　近年、ファッション界などではメキシコの伝統的な手刺繍に注目が

集まっている。大自然と暮らしてきた人々―草花、鳥や獣、伝説の動物

などを題材に色鮮やかな刺繍作品が作られてきた。さらに、他民族の

文化との交流や融合を重ね新たな作

品が生まれる。メキシコ刺繍は熱意あ

ふれる民族の精神や伝承を感じさせ

てくれるはずだ！

Exhibition

広州市越秀区北京路225号
歌莉婭225三階
11:00～23:00 
無料

    

100%天然ココナッツジュース使用！
老東門椰子チキン

羅湖にニューオープン！
　中華料理の中でも名高い海南鶏飯が看板料理の「老東門椰子鶏」。

100%天然のココナッツジュースで仕上げたスープと正統な海南文昌鶏

を合わせることで、より一層甘味を引き出している。上質な鶏肉は新鮮で

噛み応えがある。いつもの海南鶏飯でもお鍋にしても美味しい。化学調

味料を使わないヘルシーな味を頂こう。

深
圳

深圳市羅湖新園路
工人文化宮游楽場入口右側
(86)755-8220-0695
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深圳
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 広東ページ

深圳深圳

　「OGGI」は広州初となる本格イタリアンレストランとして2004年から広州市天河区体育東路に店を

構えている。シェフはもちろん、フロアー担当者にいたるまで、すべてイタリア人の手によって営まれて

いる。

　そもそもなぜ、彼らは広い中国の中からここ広州を選んだのか？ 2004年当時、広州は急速な経済発

展と共に国際化を遂げていた。美食の街、広州が本場のイタリア料理を受け入れないはずがない！機

はすでに熟していたのだが、広州にはまだ一軒も本場イタリア料理の店がなかった。そこに目を付け

たのが「OGGI」だ。かくして広州における本格イタリアンレストラン第一号となった。

　本場イタリアンと名乗るだけのことはある。そんじょそこらのイタリア風レストランとはわけが違う。

彼らのこだわりはまず食材選びに表れている。一部の生鮮品を除いて、食材はすべてイタリアから輸入

している。くどいようだが、チーズ、オリーブ油、香辛料などは全て本場イタリアから輸入した厳選素材

だ。また、ピッツァはもちろん石窯を使って焼き上げる。店内のインテリアにもこだわり、伝統的なイタ

リアン・デザインで統一されている。

　イタリアに行かずとも、イタリアのそのままの味を楽しめる店、イタリア料理好きにはありがたい！

OGGI TRATTORIA（意大利餐庁）
天河店
住所： 広州市天河区体育東路1号
電話：(86)20-8751-5882
越秀店
住所：広州市越秀区建設四馬路天倫花園首層
電話：(86)20-8356-1196
珠江新城店
住所： 天河区珠江新城凱旋新世界広粤天地106
電話：(86)20-3862-0240

シェフのお薦めメニュー：
①《GAMBERI E POLENTA CON SALSA PICCANTE ALLE 5 SPEZIE》
　（エビとポレンタのサルサソース）　RMB 48

②《INSALATA ALLA CAPRESE CON MOZZARELLA DI BUFALA》
　（カプレーゼサラダ）　RMB 162

③《PENNE ALLA ZARINA》
　（サーモンのペンネ）　RMB 62

④《FILETTO DI CERNIA AL FORNO ALLA LIVORNESE》
　（ハタのトマト煮込み）　RMB 158

⑤《TOMATO SAUCE AND MOZZARELLA,
　  TOPPED WITH FRESH ROCKET SALAD AND PARMA HAM》
　（パルマハムのピザ）　RMB 118

ピッツァ、パスタ、本場イタリアの味が広州で！
イタリアンレストラン「OGGI」
ピッツァ、パスタ、本場イタリアの味が広州で！
イタリアンレストラン「OGGI」

カプレーゼサラダサーモンのペンネ

ハタのトマト煮込み

パルマハムのピザ

総料理長のNicola Bacchi氏
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広東省　日本人に優しい病院一覧
広州

深圳

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

食事が変われば介護が変わる

　～在宅介護者1,000名を対象に介護の実態を調査～

一番の楽しみは「食べること」、実態は8割以上が「食べられない」

広州 広州

深圳

趙営医師

【調査結果サマリ】
一日最大9時間の介護時間、
期間が長くなるにつれて
深刻になる在宅介護
入浴の介助やリハビリなどの力や専門性を必
要とする介護を除き、各介護において介護サー
ビスを利用する割合は少なく、一日最大9時
間の介護時間で在宅介護は「介護につきっき
り」という実態。また介護が長期化するにつれ
て要介護度は高まり、時に虐待的な対応をし
てしまい自責の念にかられた経験のある介護
者は半数にのぼる。

一番の楽しみは「食べること」（62%）、
食事の充実が介護を癒しに導く
要介護者の一番の楽しみは「食べること」で、
要介護者が笑顔を見せるのも「何かを食べて
いるとき」。一方の介護者も各介護の中で「食
事」に一番注力しており、要介護者が「食事を
食べてくれたとき」に報われ、喜びを感じてい
る。

介護度が高まるにつれ変化する食事、
要介護5では常食はわずか17%
要介護度が高まるにつれて常食（家族と同じ
食事）の割合が減り、要介護5ではわずかに
17%と8割以上の人が「食べられない」状況。
同時に、介護者においては、要介護度が高ま
るにつれて食事にまつわる介護をストレスと
感じる割合が高まる。家族の食事とは別に、
要介護者のために特別に調理をしている人
は16%と少なく、多くが見た目や味のよく分か
らない食事のために要介護者が「食べない・
拒否する」といった状況が起きている。
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　深圳には、さながらヨーロッパの小さな街に迷い込んだかの
ような錯覚を覚えるスポットがある。外国人が比較的多く住む蛇
口地区の中心、「海上世界」。地下鉄「海上世界」駅を出ると、そこ
はもう異国の雰囲気！付近にはオープンテラスのカフェやバー、
各国料理店が立ち並ぶ。また、「明華号」が停泊し、港町を演出し
ている。

　この船、元はフランスで建造された排水量1万4000トンの豪華
客船。《ANCEVELLER》と命名され、フランスのドゴール大統領が
自分専用の豪華遊覧船として使っていた。1973年に中国が買い
取り、「明華号」と命名、商用船として活躍していた。実はこの船、日

本ともかかわりがあるのだ。1979年、日中国交正常化のために生
涯を捧げた廖承志が、この船に乗って日本を訪問している。一ヶ月
近い訪問期間中、中国の船としては非常に珍しく、日本列島一周
の航海を行っている。そのためにこの船は「日中友好の船」と言わ
れるようになった。その後、1983年からこの場所に
停泊し、ホテルと飲食店が入った観光スポットとな
っている。さらに、1984年に鄧小平がこの「明華号
」に泊まり、この船を「海上世界」と名づけたという
、歴史的にも意味深い船なのだ。オシャレな中国と
共に、日中両国友好のために尽力した人々の物語
に思いをはせることができる。

広州 広州

海上世界（Sea World）
住所：深圳市南山区蛇口水湾路22号
　      （地下鉄2号蛇口線「海上世界」駅D出口）
電話：(86)755-2683-3222

異国情緒溢れる街で
「日中」の架け橋に出会える
海上世界
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クーポン広告掲載ご希望の方はこちらまで　zets_ppw@pocketpage.com.hk

【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

深圳のお部屋探しは【不動産NAVI】へ
経験豊富な日本人スタッフが窓口となり、
情報提供から入居手続・退去清算まで ご
対応させて頂きます。住宅・オフィス・店舗
・工場等、物件見学は専用車にてご案内さ
せて頂きますので、ご安心ください（無料）
　
またオープニングキャンペーンとしてご契
約頂いた方全員に魚沼産コシヒカリをプ
レゼントしております。日本語でお気軽に
お問いあわせ下さい。

住所：深圳市羅湖区南湖路深華大厦401
室
電話：(86)755-2584-5960
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）
mail： info@fudou3navi.com
URL： www.fudou3navi.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

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。

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。）



香港
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