
香港クラシファイド

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pocketpageweekly.com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。）

英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北京
語/広東語/韓国語/フランス語/スペイン
語などを学びませんか！日本語が話せる
講師が発音や文法を丁寧に教えます。
マンツーマンまたは2-5人の少人数制で
講師の指名も可能なので、自分のペース
で語学をマスターできます。ただ今、英
語/北京語/広東語の30分間の無料授業
が体験できます。詳しい内容については、
日本語でお気軽にお問い合わせくだ
さい。
電話:(852)3520-2329  林まで（日本語可）
ウェブ:www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ネイルレッスン始めました☆
鰂魚涌(クオリーベイ)の自宅一室にてネイ
ルレッスンを始めました。セルフネイルに
ご興味がある方、好きな時間に無理なく個
人レッスンを受けてみませんか？ジェルネ
イル初心者の方、大歓迎です。自宅サロン
ですので、静かな場所＆ゆったりとした雰
囲気でレッスンを楽しんで頂けます！また、
通常のジェルネイルのご予約も承ってお
ります。 お気軽にお問い合わせください。
電話：(852)9684-0660(ゆりえまで)
営業：月曜日～土曜日
（午前10時～午後19時）
 定休日：日曜日
ウェブ：ameblo.jp/chicchicknails/    
最寄り駅：Quarry Bay駅改札口Aを出て徒
歩1分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラゴンボート会員募集
香港日本人倶楽部ドラゴンボート同好会
は、男女数十名のメンバーで毎週末海上
練習や大会参加をしています。一緒に体
力作り、仲間作りをしませんか？もちろん
初心者大歓迎です。詳しくは下記ブログを
ご覧下さい。
公式サイト：http://hkjpdragon.org/
連絡先：高橋
（9022-5409/hkjpdragon@gmail.com）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ギタリスト募集
香港各地で活動しておりますシカゴスタ
イルBlues BandのThe Catfish Kingsでは、
現在ギタリストを募集しております。月に2
回ほどの練習と、ライブも定期的に行って
おります。興味のある方、Bluesがお好きな
方、 ご連絡お待ちしております！
メール：kingsbass44@yahoo.co.jp　
電話：(852)9681-7299　梅津　聡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
香港在住若手交流会の参加資格に年齢
制限はなく、自分は今でも若手と思ってい
る方は、どなたでもご参加頂ける会となっ
ております。香港在住者がメインですが、
中国在住の方もご参加頂けます。参加目
的は、友情、ビジネス、婚活、恋活、いずれ
もOKです。奇数月の隔月開催です。お気軽
にお問い合わせください！宴会本部長より
メール：kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集
「財テクを考える会」
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！毎月1回、平日の午後7時30分から集
います。経験不問・登録料などいっさい
ございません。～ユニークなメンバー
が多い、楽しいサークルです～奈津子
携帯：(852)9722-0012
メール：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ジョン・レノン募集！
日本人ビートルズバンド、T H E 
BROADWOODSではジョン・レノンを募
集しています。バンド経験者に限ります。
練習は月に2回程度。
電話：(852)9468-3745　尾野まで　
メール：onodesign@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港青学会
紫におう西郊の森、霞にそびゆ、わが白
亜城、青山学院卒業生および関係者の
皆様は、お気軽にご連絡ください。隔月
で同窓会を開催中です！
Email: aogakuhk@gmail.com
Facebook: 香港青学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月１回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しもたくさん。詳しく
は、HPをご覧ください！
連絡窓口：高橋
mtakahashi@wa-kyo.org
電話：(852) 6850-9300
http://www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港日曜読書会
香港大圍にて月1回、日曜日の朝9:00よ
り読書会を開催しています。方法は、各
自本を持参し30分読書、その後1人ずつ
内容のシェアを行います。言語は日本語
です。ご興味のある方は、下記までお気
軽にご連絡下さい。
連絡先：takaogx@gmail.com(大崎)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集します。条件：幼稚園教論資格
＆ワーキングビザ有。 
電話：(852)2567-9848
ウェブ：www.tanpopo.edu.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プレスランゲージセンター
日本人コンサルタント急募

カスタマーサービス、事務等。丁寧な電
話対応マナー要。
広東語話者優遇。バイリンガルでキャリ
ア志向が高く、詳細に気が配れる方。PC
スキル要。英語のカバーレターと履歴書
を以下まで：preslanguage@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベビー
シッターを募集しています。新しい綺麗
なオフィスで、一緒に働きませんか？履歴
書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん・職人さん大募集
銅鑼湾内で移転してリニューアルした日
本食レストランの湖舟では、パートさんと
職人さんを大募集しております。あなた
に合った働き方や、詳細は面談で相談
できればと思います。パートさんは主婦
の方や、ワーキングホリデーの方も歓迎
です。職人さんは生の鰻が裁ける方を
歓迎します。まずは、お気軽にお問合せ
ください。
電話：(852)9867-8236　袖山まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～セントラル紳士靴専門店スタッフ募集～
職務：店頭販売及び関連業務。高級紳士
靴についての知識と理解があり、丁寧な
顧客対応ができる方。出張あり。
資格：高等学校卒業。2年以上の就業経
験。日常会話程度の日本語、英語必須
待遇：月給10K～12K。毎月報酬及びボー
ナスあり。年末ボーナスあり。業務成績
によりその他の報酬あり。毎月社員特価
販売あり。10時から20時まで。週5日また
は6日、シフト制。詳細は関Mr. Victorまで
お問い合わせください。
メール：jobs@tassels.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本語・普通話・広東語講師募集中

ジオスランゲージセンター（セントラル・ホ
ンハム校）では、自分の母語を外国人に教
えた経験を持ち、教師資格とビザをお持ち
の方を募集しています。詳細は面談にて。
まずは履歴書を下記までお送りください。
電話：(852)2504-0220
メール：info@geoshk.imsbiz.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、営業スタッフを募集し
ています。日本語で営業可の香港人、広
東語又は英語で営業可の日本人（ビザ
サポート不要の方）香港不動産ライセン
ス保持者尚可。勤務地：西湾河
お気軽にお問い合わせ下さい。
メール：info@sanpou.com.hk
電話：(852)2566-0155
モテギ/Ms Tong まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本料理スタッフ募集
銅鑼湾にある日本料理「一杯屋」では、ホール
＆厨房スタッフを募集しております。パート、
アルバイト、主婦の方やワーホリさんも大歓
迎です。まずは、気軽にご連絡を下さい。
電話：（852）6436-0425　黄まで
メール：yipaiyahk@delicious-int.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集中！
香港で1984年創業のラーメン屋【一平
安】では、元気で明るいホールスタッフ
を募集しております。経験や語学は問い
ません。パートアルバイトも可。ワーホリ
の方も大歓迎です。勤務地は応相談。ま
ずはお気軽にお問合せください。
電話：(852)2722-4826
尖沙咀エナジープラザ店・山本
hr@ippeian.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語の話せる
ホールスタッフ、大募集！

白木屋、笑笑では日本語の話せる、明る
く笑顔の素敵な方を募集しています。経
験、国籍は問いません。広東語を学びた
い日本人の方や、日本語を学びたい香
港在住の方からの御応募をお待ちして
います。応募、問合せは佐藤まで。
電話：(852)6255-7901
メール：satou@shirokiya.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
コーズウェイベイ（銅鑼湾）のダイニングバー
(Sowelu)ではスタッフを募集しています。勤務
時間・曜日は応相談です。詳しくは中村まで。
電話：(852)2777-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

販売パートスタッフ募集
銅鑼湾そごうの地下食品売り場にて精
肉販売のお手伝いをして頂ける方を募
集しています。勤務時間及び時給応相談。
就労ビザはこちらにて手配します。まず
はお気軽にご連絡下さい。
電話：(852)9090-1721　西村まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北/広/英語の教師募集
北京語、広東語、英語又は日本語を教え
た経験がある方をパートタイムで募集し
ています。日本人の方及び香港人の教師
も急募しています。まず履歴書をファクス
またはEメールで送りください。詳細はお

電話にてお問い合わせいただけます。
電話：(852)2375-1342　林まで
メール:swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
セントラル（中環）にある日本人オーナー
シェフのSAGRANTINOでは、パートタイ
ムで勤務できるホールスタッフを募集
中です。勤務時間・曜日は応相談です。ま
ずはお気軽にご連絡ください。携帯
(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

刺身・寿司職人募集
ワンチャイ(湾仔)にある居酒屋。刺身・寿
司職人募集中。香港在住の方。北京語、
広東語少し。刺身・寿司もこなす。勤務時
間：11:00～15:00、18:00～23:00（日曜定
休）。毎日2食付。給料相談可。まずはお
気軽にメールにてご連絡ください。
メール：ccn509@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
ワンチャイ(湾仔)にある居酒屋。フルタイ
ムスタッフ人募集中。日本語コミュニケー
ション程度。勤務時間：11:00～15:00、
18:00～23:00（日曜定休）。毎日2食付。給
料HKD12,000～。まずはお気軽にメール
にてご連絡ください。
メール：ccn509@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バースタッフ募集中!!
タイムズスクエア近くのウイスキーバー
b.a.r.がスタッフを募集中。就労可能なビ
ザの保有者。ワーキングホリデーの方も
歓迎です。勤務時間その他等は応相談。
お問い合わせ
bar@executivebar.com.hk
または電話2893-2080（担当イチロー）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人コンサルタント急募
佐敦にある語学学校では日本人コンサル
タントを募集中。カスタマーサービス、受
付、事務等。PCスキル要。丁寧な顧客対応
マナー要。広東語もしくは北京語能力が
ある方。週5日勤務。ビザサポート不要の
方。ご興味ある方は履歴書を以下まで。
admin@streamwisdom.com
3520-2329　林まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートスタッフ募集
総合医療サービスの会社です。健康診
断業務関する事務処理、あるいは予約受
付等のお仕事です。特別な医療知識が
必要というものではありませんが、何事
にも積極的にかかわることができる気
持ちがある方を希望します。広東語ある
いは英語が日常会話程度できれば大丈
夫です。詳細はメールにてお問い合わせ
ください。
連絡先：hori@mediport.com.hk(堀)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港稲門会新年餅つき会開催
日時・場所：2月23日12時～16時
香港柔道館（CWBそごうビル12F）
会費：大人HKD200、子供HKD100、3歳未
満無料
80畳敷きの柔道場でのお餅つき。日本の
お正月気分を如何ですか。子供用杵有り。
稲門会会員及びご家族、ご友人歓迎。
問合せ：吉田・豊永・後藤
(hktomonkai@yahoo.co.jp)
既会員は一斉配信メールから申込みください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第6回くらい！
荃湾でタイ料理を喰らう会が開催！

毎年1回のペースで開催している会です。
お友達を創りに参加してみませんか？
日時：2014年2月22日(土)
場所：荃湾のとあるタイ料理屋(タイ人シェフ)
予算：200HKDくらいの予定
参加条件：荃湾に縁のある方。興味がある
方。好きな方。荃湾の近くにお住まいの方。
永久幹事：原まで　電話：(852)9225-8287
メール:hara@pocketpage.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集

求人クラス イベント告知

香港



香港 香港

　中環（セントラル）には多くのバーやレストランが軒を連ね、常に多くの人で賑わって
いる。そんなセントラルのウィンダムストリートにクラシックなロンドンスタイルのレスト
ランバー｢Stockton｣がオープン。同店は｢Fish & Meat｣や｢Blue Butcher｣といった人気

のレストランを展開するMaximal Conceptグループの新店でオー
プンと同時に話題を集めている。
　店頭に看板はなく、うっかりすると見逃してしまいそうだ。薄暗い

路地を入り階段を上ると暗闇の中に現れるド
ア。まるで秘密の場所に潜入するかのようでワ
クワク感する。店内に足を踏み入れると素敵な

バーカウンターが目に入る。1890年代のロンドンのバーを再現したという気品のある店
内には、パリの市場で揃えたクラシックな家具、美術品、絵画、アンティ－クが並ぶ。ラン
カイフォン（蘭桂坊）の喧騒から離れ、静かでゆっくりとした時間が流れるなか落ち着い
てお酒や食事を楽しむことができる。
　同店のバーテンダーは2013年Hong Kong Tatlerのベスト
カクテルアワードで賞を獲得した実力の持ち主。ドリンクメ
ニューは豊富で、スタンダードなものから遊び心あるユニー
クなカクテルまで揃う。一押しはロシアで飲まれているとい
うキャビアウォッカ。専用の容器にキャビアを入れ、ロシア産
の最高級ウォッカとも言われている｢BELUGA｣を注ぎ入れて
飲むもの。ウォッカ好きなら一度は試してみたい一杯だ。
　フードメニューのお勧めは、シェアでも一人でも食べるこ
とができるロブスターサラダプレート。ロブスターにベー
コン、トマトとサラダがついておりボリュームもある。新鮮な生牡蠣、イギリス料理の代
表的なスコッチエッグ、そしてスモークサーモンなど、どれもシンプルな料理だが最低限
の味付けで素材本来の味を引き出している。これからメニューも増えていくので楽しみ
は尽きない。
　穴場のようなこちらのバー、親しい友達だけで行ってみよう。

StocktonStockton

Stockton
住所：G/F., 32 Wyndham St., Central
電話：(852)2565-5268
ウェブ：stockton.com.hk

スゴ腕バーテンダーが腕をふるう
秘密にしたくなる大人のレストランバー
スゴ腕バーテンダーが腕をふるう
秘密にしたくなる大人のレストランバー
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ロブスタープレート

スコッチエッグ

新鮮な生牡蠣

チョコレートプディン
ケーキバニラアイス添え
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広州

　2014年1月8日、米国カリフォルニア州フレズノ-ニューイングランド・ジャーナ
ル・オブ・メディスン誌（1）2013年11月20日号に発表された研究によると、死亡
率全体および原因別死亡率とナッツ摂取に関連性がみられることを指摘してい
ます。この調査はナースヘルス研究の76,464人の女性サンプルとヘルスプロ
フェッショナルフォローアップスタディ（男性医療従事者）の42,498人の男性
サンプルを調査対象としました。ピスタチオ、アーモンド、ブラジルナッツ、カ
シューナッツ、ヘーゼルナッツ、マカデミアナッツ、松の実、クルミなどのツリー
ナッツを含むナッツを摂取することが、他に予測される死亡要因を考えなけれ
ば、男女ともに全体の死亡率に反比例するという結果がでています。また、
がん、心臓病、呼吸器系疾患による死亡率とも顕著に反比例しています。

　ナッツは、不飽和脂肪酸、高品質タンパク質、ビタミンE、葉酸およびナイア
シンなどのビタミン類、マグネシウム、カルシウム、カリウムなどのミネラル、お
よびファイトケミカルのように、心臓保護、抗発がん性、抗炎症性および抗酸化
の物質をもつ栄養素を含んでいます。
　従来の研究でも、ナッツ、特にピスタチオが持つ疾患防御力を裏付ける結果
が出ていました。研究ではピスタチオを適度に摂取することで血糖値が健康的

なレベルになることを示唆しています。また、FDAが1日あたりピスタチオを含
むツリーナッツを飽和脂肪とコレステロール低めの食事の一環として1.5オン
ス（42ｇ）摂取することで、心臓疾患の危険を軽減します。最近の調査研究で
は、体重コントロールについて、ピスタチオの殻をむく行為は、摂取のペースを
遅くし、殻をむいたピスタチオに比べて摂取カロリーが低くなると示唆していま
す。殻はカロリー消化を減らす視覚的な合図となっているともとれます。カロ
リーもピスタチオ摂取量も殻をむいたものと比べると少ないとはいえ、食べた
時の満足感にはかわりはありません。
　日本のナッツ研究の第一人者である慶応義塾大学医学部化学教室井上浩
義教授（専門：薬理学、生物学）は、この研究について、「本コホート研究は、約
12万人のナッツの食行動と死亡率、各種疾患発症との関わりを解析したもの
です。週あたりのナッツ摂取回数が多くなるほど心血管疾患、呼吸器疾患、腎臓
疾患などが減少しているのは驚くべき結果です。特に、ピスタチオの摂取は、良
質な脂肪酸とカリウムの影響によって、心血管疾患の減少に寄与したと思われ
ます。今後、より詳細な解析が期待され、ピスタチオの効果も更に明らかになっ
ていくでしょう」と述べています。

ツリーナッツの摂取、 全体死亡率および原因別死亡率と関連広東省　日本人に優しい病院一覧

深圳

広州 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

広州 広東

「六榕寺」のすぐ近く！歴史と伝統を物語るホテル
広東迎賓館 (Guangdong Yingbin Hotel)

広東迎賓館
住所：広州市越秀区解放北路603号
電話：(86)20-8333-2950
ファクス：(86)20-8333-2911

　「広東迎賓館」は、にぎやかな広州市解放北路に位置する歴史あるホ
テルだ。地下鉄「公園前」駅の近くにあるので交通はとても便利。ビジネ
スにも観光にも立地が良く、東側には「人民公園」、少し歩けば北京路に
行ける。すぐ西側にある「六榕寺」（りくようじ）には、広州市内で最も古い
建築物とされる「六榕花塔」があり、広州市の十大観光名所に選定され
ている。ホテルは広州の中心部では唯一の庭園スタイルで、もともとは
中国南北朝時代の梁時代に皇族の邸宅があった場所に建っている。
1952年に開業、1998年にリニューアルし、現在に至るまで大勢の国内外
の賓客を迎えてきた。1994年には国家旅行局から4つ星クラスのホテル
に選ばれている。
 ホテルは主に「白雲」と「碧海」という2つの建物から成り、客室は広めの
つくりで居心地のよい空間が特徴だ。「白雲」は現代的なデザインが特

色で、「碧海」は元総統府であったことから、東洋伝統の優雅で気品のあ
る造りとなっている。家具の多くは地元のアンティークで、伝統的な広州
文化に触れられるのはココならでは。またホテル内には、1600人収容可
能な優雅なデザインのレストランを含め、大小30軒もの各種レストラン
がある。本場広州料理、潮州料理、四川料理、上海料理、西洋料理、どれ
を選ぶかはあなた次第。広州を訪れたらぜひ利用してみよう！

広州増城仙寨閣農家客棧
住所：広州市増城白水寨風景区
電話：(86)20-8282-0928、(86)137-1068-2225
ファクス：(86)20-8282-0928

自然の魅力を楽しめる「民宿」ホテル
広州増城仙寨閣農家客棧広

州

ee最近話題になっているスモッグ。都会で生活している方であれば、新
鮮な空気を思いっきり吸いたいと思うこともあるはず。では、一緒に新鮮
な空気を吸いに行こう！広州の郊外、増城にある「白水寨」という景勝地
がおススメだ。白水寨には、きれいな水と美しい山、そしてさわやかな空
気がある。家族や友達と白水寨の山を登りながら、都会では見ることの
できない素晴らしい景色を味わおう。澄んだ空気を思いっきり吸い込め
ば、清清しさを感じられるはずだ。山登りで心地よい疲れを感じたら、白
水寨そばにある「仙寨閣農家客棧」で休憩しよう。観光客に「第二の我が
家」と呼ばれる「仙寨閣」は、何と言っても景色が自慢だ。都会から遠く離
れた、自然の静寂をゆっくり味わえる。
   「仙寨閣」は2008年開業、2010年に改装した比較的新しい宿だ。広州
近郊でのんびりしたいという方にはピッタリの宿として紹介されている。
広州市2級「農家楽」（日本でいう「民宿」のような宿）で、各種客室が用意

されている。民宿とはいえ、シンプルながらもオシャレなデザインで、部
屋には必要な設備が充実している。サービスも行き届いており、田舎な
らではの静かで暖かい雰囲気が包んでくれる。静かな部屋がお望みで
なら別館の利用がおススメ。宿のスタッフの心のこもったもてなしで心
も体も癒される。次の休暇はきれいな空気を吸いに出かけてみてはい
かが？

広
州
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芸術を通して環境について考えよう
　人間だけでなく、植物も動物も単細胞生物も、生物全般を総称する

「有機体(Organism)」。同じ生物であるにも関わらず、我々人間は環境に

大きな影響を与えている。今一度そのこ

とについて考えようと、芸術家たちが「有

機体」をテーマにした作品展を開催。芸

術公園iD TOWNにて、現在6名の芸術家

による作品を展示中。

有機体Organism
芸術作品展覧会

2月23日まで

心地よい音色を誰と楽しむ？ 
　西洋のバレンタインデーと中国の元宵

節。2つのロマンチックな日が今年は同日

となる。ロマンチック度倍増の今年2月14

日は、広州交響楽団が開催する音楽会で

過ごしてみてはいかが。新疆の名高い指

揮者アブドラハマン・阿尤甫を迎え、民族

音楽や新疆の音楽が楽しめる。音楽会で

心地よいバレンタインをぜひ。

「かわいい一輪のバラ」
バレンタインデー音楽会

2月14日

食品から電子製品まで様々な商品向け包装 
　近年、中国で包装制作の中心地として知られるようになった珠江

三角洲地区。今回で、第10回目となる「広州国際パッケージフェア」

が開催される。中国企業だけでな

く、香港、韓国、日本、またヨーロッ

パから訪れる200余りの企業に最

新の包装技術を披露する。無料の

コンサルサービスを受けたい方

は、まずお問い合わせを。

世界が注目
国際パッケージフェア

2月26日～28日

華南で最大規模のウェディング展覧会！ 
　結婚式は一生に一度の大切なイベント。だからこそ余計にこだわりたい。華南地区で

最大規模を掲げ、2005年に初開催してから大人気を博し、北京や上海など大都市でも

行われている「深圳婚博会」。近年は、ウェディングドレスや撮影、披露宴といった定番

サービスはもちろん、不動産、自動車、インテリアなど、関連事業者の出展も目立つ。

  今回の展覧会でも数十万を超える結婚関連グッズが、国内のみならず海外からも届け

られ、披露される。また、普段お目にかかれない商品も割引価格で提供される。ちょっぴ

り面倒な結婚式について、まとめて考えたい人は絶対に見逃せない。現在、ウェブサイト

で無料のチケットを予約すればプレゼントがもらえる。近々、結婚式を考えている人、世

界の結婚式事情に興味がある人は、早速下記ウェブサイトをチェックしよう。

深圳ウェディング展覧会
2014年も開催

2月28日～3月2日

大人気韓国アーティストがアジアツアーを開催 
　「王の男」で一躍有名になった韓国アーティストのイ・ジュンギ。「女よ

りも綺麗な男」と言っても過言でなく、その中性的な魅力で、日本を含

めアジア各地に多くのファンを持つ。俳

優だけではなく、歌手としても大人気の

彼がアジアツアーの一環として広州中

山紀念堂でファンに最高の一夜を届け

てくれる。

イ・ジュンギ
JG NIGHT広州ライブ

2月15日

深
圳

広
州

広
州

広
州

広州星海音楽交響楽演奏大庁
www.concerthall.com.cn 
RMB380、RMB280、RMB180、RMB120、RMB80
カップルパッケージ　RMB520・ギフト付（指定席ランクのみ）

深圳龍崗区大鵬葵鵬路106号
(86)755-8860-5250
www.idtown.cn

深圳会展中心6、7、8号館
hbh.szjhw.cn/index-szjhw.html
事前予約：無料
当日券：RMB20

深
圳

広州琶洲南豊国際会展中心
(86)20-3825-0412
www.gh-show.com

広州中山紀念堂
20:00～
http://item.damai.cn/61624.html
RMB980、RMB780、RMB580、RMB380
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東莞

深圳
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Exhibition

2014年の舞台は「シャロットの悩み」
　2003年に初公演を行った「開心麻花」は、10年以上もの間、数多くの

人に笑いを届けている。2011年の舞台「烏龍山伯爵」は1年間で160回の

公演を成功させるなど、彼らの大人気ぶ

りが伺える。今年の「シャロットの悩み」も

爆笑の予感！笑いあり涙ありの時空を越

えるコメディで2014年を笑いながら過ご

したい。

今年も笑って過ごそう！
コメディ舞台「開心麻花」

2月14日、15日

深圳をカラフルに駆け抜けよう！
　地球上最も楽しい5キロマラソンを目指すイベント「The Color Run」。

一風変わったこのマラソン。ランナーたちは白いシャツを着て走るが、

ゴールしたときには誰だか分からなく

なるほどカラフルに染められている！？

申し込んだランナーはもちろん、飛び込

み参加もOKなので、みんなで一緒に楽

しもう！

New Balance主催
The Color Run 5K

3月8日

中国紫檀博物館
展覧会開催

2月28日まで

アメリカンSFアクション
ROBOCOP

公開中

トリックアートの世界を楽しもう！
　目の錯覚を利用した立体絵画やトリックアートが好きなあなた、

ぜひ中国初の4D芸術体験館へ足を運んでみよう。今までよく目にし

た3D絵画に、照明、音響などの機材を

駆使して4D化することで、出会ったこと

のない不思議な世界が体験できる。ぜ

ひ一度、非日常のこの世界を、自ら体感

してみて。

中国初！
4D芸術体験館

2月26日～28日

今申し込むと嬉しいサービスが！  
　広東地区で大人気の語学学校「愛マンダリン」。日常中国語を得意と

し、他にも様々な言語クラスを開講。語学は実践しないと身につかない

と掲げる同校は、様々なイベントも

開催する。そんな愛マンダリンから

2月の特別キャンペーン情報が。今

申し込むと授業料が20％オフとな

る上、ポイントを貯めると嬉しいギ

フトに交換できる！

愛マンダリン
2月の特別キャンぺーン

2月28日まで

広
州

深圳龍崗区深圳大運中心
www.thecolorrun.com.cn/html/shenzhen

深圳華夏芸術中心
www.kaixinmahua.com.cn

深
圳

深
圳

深
圳

深圳龍崗区大芬油画村美術館西側
10:00～18:30
www.mohuanyishu.com
RMB30

広
東

広
東

(86)135-7099-6357（李）
2238-2196（覃）
www.imandarin.net

紫檀の奥秘
　　紫檀（シタン）とは唐木三大銘木の1つとして古くからよく知られ、工

芸材料としても利用されている。そんな紫檀を愛する陳麗華氏は1999年

に「中国紫檀博物館」を設

立した。1000点に及ぶ収

蔵品から厳選された品を、

展示会「紫檀の奥秘」で公

開中。明清時代の工芸に

触れ、中国の歴史の1ペー

ジを覗いてみては。

あのロボコップのリメイク版！ 
　家族と共に暮らす勤勉な警官アレックス・マーフィーは、勤務中に致

命傷を負うがオムニコープ社の最新ロボット技術により“ロボコップ”と

して蘇る。驚異的な力を身につけたアレックス

だったが、そのことから予想もしない事態に直

面することになる…。大ヒットSFアクションのリ

メイク版公開中。

広州市越秀区麓湖路13号
www.gzam.com.cn

監督　ジョゼ・バジーリャ
主演　ジョエル・キナマン、サミュエル・L・ジャクソン、
             ゲイリー・オールドマン他

30 Pocket Page Weekly 07 February 2014 No. 421
B

広東ピックアップ



深圳 広州

多くの人で賑わう天河街の中で一際落ち着いたたずまいを見せる「慧珠Nail Cafe」
は、ネイリストの奥さん（韓国人）と、コーヒーに詳しいご主人（中国人）が経営するネ
イルサロンとカフェが同時に楽しめるお店だ。一般的なネイルサロンよりも広い店内
は、可愛いらしくシンプルな内装だ。この店の特徴は、ネイルサロン特有の鼻につく匂
いがせず、コーヒーの芳しい香りが店内に溢れていること。
お店の入り口には、たくさんのお花が飾り付けられている。素敵な廊下を抜けて、扉

を開けると、きれいな奥さんが親切に出迎えてくれる。店内には様々なコーヒーグッズ
が置かれたカフェスペースとネイルサロン、外のテラスにはきれいな花で飾られたカ
フェテーブル席がある。席数は少ないが、その分アットホームな雰囲気で、自然と店長
夫婦と会話も弾む。

奥さんはネイリスト歴も長く経験も豊富なの
で、色々なデザインやスタイルを提案してくれ
る。言葉に不安がある方も写真や雑誌の切り抜
きを見せれば、イメージ通りに仕上げてくれる
ので心配ない。なんでも相談してみよう。また、
衛生面にも配慮されているので、安心して利用
できる。繊細なデザインでも爪を傷つけないよ

う素早く丁寧に仕上げてくれるので忙しい女性にもピッタリ。
コーヒーが飲みたくなったら、カウンターにいるご主人に注文しよう。鮮度を保つた

め、コーヒーは毎日挽き立てを提供。ちなみに、ご主人はコーヒー教室の講師も務め
るので、コーヒーに対するこだわりと情熱は人並み以上だ！もちろんラテアートもお手
の物で目でも楽しませてくれる。ご主人のおススメはハンド・ドリップコーヒーとサ
イフォンコーヒー。とりわけ、ハンド・ドリップコーヒーは韓国で大ヒット中。
ご主人の持つ高い技術と情熱により、豆の味が十二分に引き出さ
れ、とても味わい深い。機械で入れるお店が多い中、ハンド・ドリッ
プコーヒーは格別だ。ここでしか食べられない特製のサツマイモの
スイーツはコーヒーとの相性抜群。
穏やかな雰囲気の中で、口当たりのよいコーヒーとネイルケア･･･贅

沢な時間が疲れた心を癒してくれる。

慧珠Nail Cafe
住所：広州市天河南一路34号101
電話：(86)20-3734-0013

ネイルとコーヒーの融合
慧珠Nail Cafe

いつも挽き立ての
コーヒーを出してくれる

カウンターのすぐ隣にはネイルスペースが

ご
主
人
の
淹
れ
て
く
れ
る

ハ
ン
ド
ド
リ
ッ
プ
コ
ー
ヒ
ー
は
最
高
の
香
り

ご
主
人
の
ラ
テ
ア
ー
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広東クラシファイド

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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。

求人

クラス

メンバー募集
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

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ネット販売立ち上げの
お手伝いをしてもらえる方募集

深圳在住の方で中国内でのネット販売
立ち上げのお手伝いをしてもらえる方募
集。英語、中国語を多少なりとも話せる日
本人の方。インターネット販売の知識が
ある方。連絡先npsuzue@gmail.com (鈴
江)まで。

HT中国語教室
深圳．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

仕事を探しております
本人は、10年ぐらい日系企業経験があり
ます。現在は、工場管理などの仕事を探し
ています。勤務先は問わず、出張でもかま
いません。
qiangzerong@163.com　じゅう
心からご連絡をお待ちいたします。

お茶歌舞伎・闘茶大会
毎回、4種類以上の中国茶をご用意してお
ります。中国茶を飲んだり見ながら、名前、
特徴、産地などのことを当てて、ゲームを
しながら中国茶を勉強して楽しみましょう！
参加費無料。
張　13710867579
cn-office@chineselife.net

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。

スタッフ募集
深圳に構えている日本料理店「一幸」です。
店員とシェフ、同時募集しています！パー
トタイムも可。
お問い合わせは下記連絡先まで。
住所：羅湖区深南路金城大廈1楼18号店舗。

電話：(86)181-2390-0557、
(86)181-8218-2734

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
お問い合わせ下さい。
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）

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.pocketpagweekly.com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）

その他

イベント

   「深圳国際園林花卉博覧園」、略
して「園博園」は、2004年に開催さ
れた中国国際花博の跡地で、現在
は公園として無料で市民に開放さ
れてる。2008年には国務院住建部
により国家重要公園に指定され、
特に屋外庭園の園芸に力を入れ
ている深圳の新観光スポットだ。
面積66万㎡という広大な園内に
は1800種以上の草花が栽培され
ている。また、園内では各種イ
ベントが随時開催される。
    公園のシンボルは、園内の最も高い場所にある9層8角形の石塔だ。深圳市福田区に建
つことから「福塔」と名付けられている。この場所からは、園内の全景や、深圳湾の風景を
見渡すことができる。中国各地をテーマとした展示は、上海の代表的な中洋折衷民家「石
庫門」、杭州・西湖のほとりにたたずむ「雷峰塔」、河北の「柏坡人家」、アモイの「琴島」、済
南の「趵突泉」、南寧の「壮郷歌圩」、昆明の「石林」、惠州の「新客家伝説」、郑州の「武之
魂」などなど。世界各地の庭園としては、日本庭園はもとより、ネパール、アメリカ、パキス
タン、カナダ、フランス、ブルガリア、インド、ケニアなど、実にバラエティーに富んでいる。
「恐竜館」には世界各国の恐竜が展示され、中でも注目は中国最大のマメンチサウルス、
アメリカのティラノサウルスだ。
   また、この公園は1MWp（約300世帯をカバーできる電力）の太陽光発電システムを備え
ている。これは中国の太陽光発電としては最大規模。世界でも有数の発電基地となってい
る。二酸化炭素排出量の削減や燃料消費の削減など、環境保護につながる今後のエネル
ギー源として注目される太陽光発電を、いち早く取り入れている。
    季節ごとに姿を変える庭園、いろんな時期に足を運んでみて、お気に入りのお庭を探し
てみよう。

深圳国際園林花卉博覧園

どこの庭園がお気に入り？どこの庭園がお気に入り？
世界各地の庭園めぐり世界各地の庭園めぐり

中国古代雰囲気が漂う庭園
国家重要公園に指定された「深圳国際園林花卉博覧園」

緑が多く散歩に最適季節ごとに姿を変える庭園

深圳国際園林花卉博覧園
住所：深圳市福田区竹子林西
電話：(86)755-8282-9075
アクセス：地下鉄1号線「僑城東」駅下車。バス109、113、121、123、204、209、
                 210、21、222、223、232、234、245、26、319、338、350、367、49、54、
                 59、N4、N5、N6、高峰12号専線「園博園」バス停下車
料金：入場無料
開放時間：6:00～21:00
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経済の街・東莞は、観光スポットが少ないと言われている。しかし、そんな
東莞でもせっかく訪れたならぜひ寄ってみたい場所がある。「東莞可園」とい
う、清の時代、1850年に造営された庭園で、2001年には中国国務院により全
国重点文物保護単位に指定された。東莞の中心部に位置し、こじんまりとし
た落ち着いたたたずまいを持つ。
明朝・清朝の時代には、広東でも庭園造りが盛んで、「文花園」、「晩景園」、

「唐園」、「清華池館」、「環翠園」、「荔香園」、「海山仙館」など多くの有名な園
林が造られた。いわゆる「嶺南園林」だ。残念なことに、時代とともに当時の
庭園のほとんどがなくなり、美術作品や文献の中でしか見ることができなく
なってしまった。しかし、その当時の庭園造りを伝える貴重な庭園の1つが
「可園」だ。佛山の「梁園」、順徳の「清
暉園」と番禺の「余萌園」と並び「広東
の四大名園」と呼ばれている。
   「可園」の特徴は、比較的小さな園内
だが、大きく感じるような巧みな設計
がなされていること。この技法は、「咫
尺山林」と呼ばれる。「咫尺（しせき）」と
は距離が非常に近いこと、つまり狭い
空間を表している。屋敷、池、小道などをバランスよく配置し、限られた空間
を最大限利用して、大自然を表現している。考え方としては「盆栽」と通じるも
のがある。孫子の兵法にある「四通八達」（＝四方八方に道が通じる）や三国
志で有名な「八卦の陣」を庭園設計に取り込んでいるため、うっかりすると狭
い園内で迷子になるかも！？
中国の観光地というとどこへ行っても人ばかりというイメージだが、観光客
の少ない東莞ならではの静寂スポット。心を落ち着けて広東庭園の秀作に
身を置いてみよう。

東莞可園 
住所：東莞市莞城可園路32号
開放時間：8:00～17:30
料金：RMB8

広東庭園の逸品広東庭園の秀作
小さな世界の大自然小さな世界の大自然東

莞
可
園

中国4大名園、侘しい雰囲気を伝える可園

広東4大名園、侘しい
雰囲気を伝える可園

バランスよく配置されている屋敷と小道

150年前の中国が感じられる

落ち着きのある園内

 広東ページ

33Pocket Page Weekly 07 February 2014 No. 421
B



 「深圳蓮花山公園」は、深圳市中心区の北に位置する面積1.66k㎡の公園。1997
年6月の開園以来、深圳で最も有名な公園と言われるほど、深圳市民に親しまれ、
身近な憩いの場となっている。
   公園南側の入り口から入ると、色とりどりの熱帯
植物がたくさん植えられている。園内は、木々が生
い茂り、都会にある公園であることを忘れるほど緑
が溢れ、天気の良い日は、爽やかで気持ちがよい。
また、凧揚げなどをする風景から「風箏広場」（風箏
＝「凧」）と呼ばれている。
    公園名にもなっている「蓮花山」は106m、山というよりは小高い丘に近く、ほん
の15分もあれば、山頂にたどり着いてしまう。4000㎡の山頂広場は、深圳で最も
高い場所にある野外広場で、高さ6mの鄧小平の銅像が鎮座する。また、大理石の
敷かれた石畳と花崗岩で造られた欄干がある頂上展望台からは、深圳のビル群
をはじめ市街を一望できる。深圳の街の中にあり、気軽に出かけられるので、休日
ともなれば、ハイキングを楽しむ人たちでいっぱいになる。山登りは好きだけど、
最近体力にあまり自信のない、という方にもお薦めだ。高くて険しい山に登らなく
ても、ここでハイキングの楽しさを十分味わえる。杜甫が「望嶽」の中で詠んだ「会
当凌絶頂、一覧衆山小」（＝いつか必ず泰山の頂上に登って、周りの山々が小さく
見えるのを眺めてみたい）を感じられるかもしれない。ただ現在では蓮花山よりも
高いビルもあるので、期待はほどほどに……

蓮花山公園
住所：深圳市福田区紅茘西路
アクセス：地下鉄4号線「少年宮」駅下車
料金：入場無料

深圳市内でハイキング！
緑豊かな市民公園 深圳市蓮花山公園深圳市蓮花山公園

蓮
花
山
公
園
の
入
り
口

マップには公園の全貌が詳細に描かれている

風箏広場で凧を揚げている人々

鄧
小
平
の
銅
像
は
こ
こ
の
名
所
の
一
つ

雄牛をモチーフにした緑
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