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　パリのマドレーヌで創業以来約150年にわたって、常に美味しさと創造性を追求し続け
ている「Fauchon（フォション）」。味だけでなく、ビジュアル面でも「美味しさ」をアピールし、
多くの商品を世界中に送り出している。そんな同ブランドが先月、2012年に香港上陸以来
の2店舗目をチムサーチョイ（尖沙咀）ハーバーシティーにグランドオープンした。
　このたび日本常駐のエグゼクティブ・シェフ、ニコラス氏(Nicolas Jambert)がわざわざ
香港までやってくるのは、香港をアジアにおける重要なマーケットと捉える同ブランド

の決意の現れだ。”フードブティック”を標榜する同ブラン
ドでは、看板商品であるエクレアや紅茶から、香港でも人
気沸騰中のマカロン、また軽食向けのビスケット、缶詰

類、フォアグラムースなど150種類を超える商品を取り揃えている。商品のパッケージも
常にビビッドな色使いでおしゃれにデザインされ、見るだけでも充分楽しめるのも同ブ
ランドのこだわり。
　浮世絵、花柄、鯉のぼりなど派手なデザインを取り入れ、日本で大人気のエクレアだ
が、香港ではシンプルにおさえられている。「フォションのエクレアは香港人に対しては
まだまだ斬新かも知れませんが、これからどんどん新しいデザインを作り出したいで
す」というニコラス氏。それでも、レシピは日本店と同様で味は一緒なので懐かしい味
が食べたくなったら訪ねてみよう。エクレアのほかに、マ
カロンもぜひお試しを。コーヒー、ショコラ、ローズなど
12種類の味が楽しめる。同店の名物、紅茶と一緒にいた
だけば絶妙なアフターヌーンになるだろう。軽食なら
シャンパンジェリーやフォアグラムースをパンに添えて、
贅沢な1口セットを楽しみたい。
　さらに利用しやすくなった「Fauchon」。ワンストップで
次のティータイムの準備ができてとても便利だ。幅広い
ファンたちの期待を裏切ることなく、味覚・視覚の美味し
さ、楽しさを発信し続ける同店の動向から目が離せない！

FauchonFauchon

香港で2店舗目を展開
お馴染み、パリの美食クリエイター
香港で2店舗目を展開
お馴染み、パリの美食クリエイター

Fauchon チムサーチョイ店
住所：Shop 3233, 3/F., Gateway Arcade, 
Harbour City, 17 Canton Rd., TST
電話：(852)2657-7908
営業時間：11:00～20:30

エグゼクティブ・シェフ・ニコラス氏

今後のデザインも楽しみな同店のエクレア

ギフトとして最適なマカ
ロンボックスセットは8
個・12個・16個の各種が
用意されている

ローズ・ライチーティーと
フォション特注ティーポット
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　香港でも人気の韓国料理だが、デートや女子会で利用できるような、おしゃれで美味
しい店にはなかなか出会えない、と感じている人も多いのではないだろうか。そんなあ
なたに、この度新しくオープンした、素敵なインテリアのモダン韓国料理店「SANCHE
（サンチェ）」をおすすめしたい。
　ガラス張りの明るい店内に足を踏み入れると、天然木のバーカウンターや裸電球の照
明が目に入り、おしゃれながら気取らない空間を作り出してる。また、壁紙にはハングル

が書かれ、どこかモダンで、歴史と新しさを演出している。
シェフが厨房で腕を振るう姿が、客席からよく見えるよう
に設計されているのは、味に対する自信の表れだ。 

　店のコンセプトは「美味しく、そして健康であること」。優しい笑顔で迎えてくれた韓国
人シェフのエドウィン・リーさんは、自国で伝統的な宮廷料理を学んだ後、ソウル、北京、
シンガポールの韓国料理店に数年間勤めていた。日本の有名レストランでも働いた経
歴を持ち、様々な地域の人の味覚を知り尽くした彼が、ここ香港でその腕を振るうのだ。
 そんなシェフの手によって創られる料理は、新鮮で質の高い野菜や魚介のみを使用す
るこだわり。おすすめメニューは、質に自信があるからこそシンプルに調理できる「新鮮
なタコのサラダ・柚子ポン酢がけ(Fresh Octopus Salad with Yuzu Ponzu)」や、少しスパ
イシーで酸味の効いた味付けが舌をくすぐる「コリアンズッキーニとエビのパスタ
(Korean Zucchini Pasta and Shrimp)」など。また、「スパイシー海鮮トッポギ(Spicy 
Seafood Tokbokki)」や「豚のホルモンBBQ焼き(Pork Belly BBQ)」「ペッパー・パンケーキ
(Pepper Pancake)」など、普通の韓国料理店ではあまりお目にかかれない、現代風にア
レンジされたメニューも多い。
　ドリンクメニューも豊富で、韓国産を含めた各国のビールや、世界中から厳選された
ワインも多く取り揃え、スパイシーな韓国料理によく合うものばかりだ。また、キムチの
入ったウォッカベースの赤いカクテル「キムチ・ブラッディ・マリー(Kimchi Bloody 
Mary)」や、ノンアルコールの「ヴァージン・キムチ・マリー(Virgin Kimchi Mary)」も個性
的でとても面白い。ウォッカとブルーベリーとラベンダーを合わせたカクテル「サマー・
ドリーム(Summer Dream)」は女性が喜びそうな爽やかな味。
　質の高い料理と素敵な空間、美味しいお酒を楽しみたい方は、歴史ある韓国料理の
味に新しい風を吹き込んだサンチェにぜひ足を運んでみて。

SANCHESANCHE

SANCHE Modern Korean
住所：Shop C, 32 Gage St., Central
電話：(852)2628-3248
時間：ランチ 12:00～15:00　ディナー 18:00～24:00（日定休）

スパイシー海鮮トッポギ

デートにも女子会にも使える！
モダン韓国レストランがニューオープン
デートにも女子会にも使える！
モダン韓国レストランがニューオープン
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中国にもあった！広州の温泉なら「従化」
碧水湾温泉度假村 (Bishuiwan Hotspring Holiday Inn)

広州従化碧水湾温泉度假村
住所：広州市従化良口鎮流渓温泉旅行度假区（105国道付近）
電話：(86)20-8784-2888
ファクス：(86)20-8784-1003
ウェブ：www.bishuiwan.com/zh-CN/index.html

「従化」（簡体字：从化）は、広州一帯では有名な温泉地だ。広州市内
から日帰りも可能なことから、いつも人々でにぎわっている。泉質は、世
界でも珍しいラドンなどを含むソーダ温泉で、関節炎や皮膚・消化器官、
神経系などの疾病に効果があるとされている。
 その従化の温泉施設の中でも、「碧水湾温泉リゾート」は、2002年の開
業から現在に至るまで、豪華総合温泉リゾートとして多くの人々に親し
まれてきた。緑豊かな「流渓河」という川のそばというロケーションの良
さも注目だ。こちらの施設は、この地域のほかの温泉施設とは明らかに
スケールが違う。温泉だけを見ても、水着着用で利用するSPA、プール、
個別で利用できる露天風呂、漢方を取り入れた薬湯プールまで、その種
類はとても豊富。
リゾート内には、「荔香園」、「麗景閣」などのレストランもある。「食は

広州、味は従化」と言われるとおり、清らかな陽射しと澄んだ清水という

豊かな自然が、この地に「山の幸」をもたらしてくれる。体にも優しい地
元の新鮮な特産「従化五道菜」－渓流魚や地鶏などを味わえるのもこち
らのレストランならでは。たまにはゆっくり温泉に浸かって、日頃たまっ
た疲れを一気に解消しよう！

深圳龍崗珠江皇冠假日酒店
住所：深圳市龍崗区龍崗中心城龍翔大道9009号
電話：(86)755-3318-1888
ファクス：(86)755-3321-0000

閑静な龍崗で最高の居心地を実現
深圳龍崗珠江皇冠假日酒店 (Crowne Plaza Shenzhen Longgang City Centre)深

圳

「クラウンプラザホテル深圳龍崗」は、龍崗にあるインターコンチネン
タルグループの5つ星ホテルだ。龍崗区政府や区文化センターに近く、
地下鉄3号線「龍城広場」駅から徒歩でもアクセスできる。深圳宝安空港
へは車で40分、羅湖口岸へは30分の距離だ。龍崗地区は新しい中国の
街並を体験できるエリアで、静かに過ごすにはとても良い。深圳中心部
ではないものの、送迎サービスが充実しているので、不自由を感じさせ
ない。特に、香港直通の往復クロスボーダーバスは、香港でのビジネス
や観光にとても便利！香港ディズニーランドや香港国際空港へもスムー
ズにアクセスできる。
ホテルには1,100人が一堂に集えるパーティーホールや、11室の多目

的ホールがあり、各種ミーティングやパーティー、ウェディングに利用で
きる。さらに、風格のある各種レストラン・バーも整っている。3階にある
「富臨軒」では主に本場広東料理を提供、11室の豪華な個室はビジネス

の会合やプライベートなお食事にちょうど良い。「Cafe2011」では、世界
中から選りすぐりの料理と、ビュッフェスタイルのランチ・ディナーを毎日
提供している。「桜花鉄板焼」では、輸入食材を使った和風割烹を提供。
特製の「Chop-chopチャーハン」は調理パフォーマンスも含めて、目と舌
で味わえる。騒々しい街の中心部を外して、落ち着いた深圳滞在を満喫
しよう！

広
州
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　1月～2月にかけては毎年寒さのトップシーズンを迎えますが、今年は、
寒さが厳しくなることが予測されており〈気象庁発表データより〉、厳しい寒
さにより、「睡眠障害」に悩む方が増える可能性があります。

■『冷感ストレス』からくる「自律神経」の乱れが「睡眠障害」を招く！
　“冬の不眠サイクル”
　睡眠の専門医、(医)スリープクリニック調布院長遠藤拓郎先生によると
「ストレスは、睡眠サイクルに影響を及ぼします。特に冬の寒さからくる『冷
感ストレス』は、睡眠サイクルを悪化させてしまうのです。『冷感ストレス』
を感じると、コルチゾールというホルモンが過剰に脳の大脳皮質に分泌さ
れ、大脳皮質の直下にある「自律神経」にも悪影響を及ぼします。「自律神
経」の交感神経が優位な状況が続くと、血管が収縮し、全身の「血めぐり」
が悪くなってしまいます。血液は、必要な栄養素を運んだり、老廃物を掃き
出したりする働きをすると同時に、全身に熱を運ぶ役割もあり、「血めぐり」
が悪くなれば、身体が『冷え』、睡眠の妨げとなってしまうのです。良質で十
分な「睡眠」がとれないことで、日中も自律神経が乱れ 『冷え性（冷え症）』

になり“冬の不眠サイクル”に陥ってしまいます。よって「自律神経」を整え
て、質の良い「睡眠」で、全身の「血めぐり」をよくすることが重要です」と述
べています。

なぜ、「血めぐり」をよくするとよく眠れるの？
　人の身体は、寝る前に体温が上がり、身体の表面、特に手足からの放熱
が促され、体温が下がることで眠くなります。しかし「血めぐり」が悪く身体
が『冷え』ていると、この体温調節がうまくできず、寝つきにくくなる傾向が
あり、更に、深い睡眠が得られず、「睡眠」の質が下がるのです。厳しい寒さ
による『冷え』に負けない身体づくりの一環として、血めぐり力を向上させ
て健全な「睡眠」環境を整えましょう。

寒さのトップシーズン到来！『冷感ストレス』が招く“冬の不眠”に要注意！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

（※）調査概要
【調査方法】インターネット調査
【調査期間】2013年12月
【調査対象】首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）在住の
　　　　　20～50代男女400名（各年代100名）

Exhibition今週の広東ピックアップ

咲き誇る梅を満喫
　梅は厳しい寒さでも咲くことができるため、古くから中国人に愛され

ている。1年の始めには咲き始めるため、今が一番の見頃。広州の蘿崗

香雪公園には、梅の木が6000

本以上も植えられており、青梅、

梅州宮粉、緑萼垂枝など様々な

品種を鑑賞することができる。2

月は美人梅が一番綺麗なため、

さっそく足を伸ばしてみよう。

蘿崗香雪公園
梅の花見

1ヶ月に1ヶ国を味わおう
　グルメ愛好家に朗報！広州Wホテルに居るだけで、様々な外国料理を

食べることができるのだ！1月から始まったアジアグルメツアーはインド

ネシア、マレーシア、タイ、ベトナムなどの

料理を、1ヶ月に1ヶ国ずつ提供する。2月

はシンガポール！ホテル内に構える

Kitchen TableとWOOBAR&FEI、2つのレ

ストランで楽しめる。

広州Wホテル
アジアグルメツアー

愛情でお互いを温め合おう
　2012年の大ヒットドラマ「北京愛情物語」と同名の映画。ストー

リーはまったく異なっているが、レオン・カーフェイ、カリーナ・ラウ、

斯琴高娃、王学兵などの中港有名俳優を

集めた豪華キャストが送る、心温まるラブ

ストーリーだ。「この映画を見たら、相手の

心をもっと読み取れるようになると思う」

と監督の陳思誠は語る。

必見ラブストーリー
北京愛情物語

2月14日上映

中国現代芸術界の巨匠の1人
　「芸壇聖哲」、「中国画伯」などの美称を持っている頼少其。幼い頃から芸術家を目指し

ていた彼は1936年に広州美術専門学校を卒業して以来、木彫アートに没頭してきた。

「現代版画研究会」の主宰者でもある彼は、様々な展覧会ツアーを積極的に行い、多くの

人に木彫アートの美しさを知ってもらえるよう、尽力した。新安派に憧れ、干墨・渇墨など

様々な新安派技法を上手く取り入れている彼の作品は、1つのテーマで多端の変化を表

現している。現代美術にも精通している彼は、西洋の技法も取り入れており、他のアー

ティストとは一線を画している。後に彼は、「新徽派」という版画の一派を作り上げた。

そんな中国現代画壇にとって重要な彼の作品を自分の目で味わえば。改めて中国の

芸術の良さを認識できるだろう。

木石画魂
院蔵頼少其作品展

10月19日まで

うちへの帰り道
　深圳出身のシンガーソングライター劉于思は、オーストラリアで

フォークソングや60～70年代のクラシックロックなど様々なジャンルの

音楽を親しんだ。そんな彼の歌にはほか

のアーティストには真似できないオリジ

ナリティーがある。今回の深圳ライブで

は、アレンジしたフォークソングや、ブ

ルース、さらにジャズ風の客家民謡など

も披露。

劉于思
2014年ツアー深圳ライブ

2月15日

広
州

広
州

広
州

広州天河区珠江新城冼村路 26 号
(86)20-6628-6628
whotels.com/guangzhou広州市蘿崗区蘿崗街道

広
東

深圳市福田区車公廟泰然九路
皇冠科技園2棟1楼 紅糖缶空間
21:00～22:30
RMB30（前売）、RMB40（当日）

広州芸術博物院
広州市越秀区麓湖路13号
(86)20-8365-9337
www.gzam.com.cn

深
圳

監督　陳思誠
主演　レオン・カーフェイ、カリーナ・ラウ、
             斯琴高娃、王学兵
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Part13   南頭古城と関帝廟DEEP深圳

南頭古城博物館
住所：深圳市南山区南頭天橋（深南大道沿い）
電話：(86)755-2661-1170
時間：9:30～17:00　月曜定休

　南頭古城（またの名を新安古城）は、約1750
年もの歴史があります。そもそも南頭古城は、
西暦265年に塩を統一管理する行政機関とし
て建てられたのが始まりです。深圳はかつて歴
史のある塩の生産地だったそうです。そして、
現存する南頭古城は1394年に建てられたもの
です。現在は、南門にかつての威容を見る事が
できます。また、南頭古城の敷地内には博物館も併設され、1階が南頭古城の変遷
と深圳の歴史、2階が深圳の新石器時代の遺跡についての展示になっています。
南山区では4ヶ所も新石器時代の遺跡が発見されているなんて、新鮮な驚きでし
た。また、昔の戦争で残された拳銃や空きビンなども展示されており、とても興味
深かったです。入場料は無料ですので、是非見学してみてください。
　また、南頭古城のすぐ横には関帝廟もあります。関帝とは言わずと知れた三国
志の大将関羽。こちらの関帝廟は小規模ながら、なかなか趣があります。お香の炊
かれた境内にはカジュマルの樹が茂り、何とも心が落ち着きます。この日、筆者は
お守りに関帝のお札を頂いて帰りました。

   皆さんも今度の休日は博物館で深圳の歴史を学んだあと、関帝廟へ参拝されて
はいかがでしょうか？

スポット
情報

関帝廟の本殿

南頭古城の入り口

博物館は嬉しい入場無料

今回は、南山区の歴史ある南頭古城と関帝廟をご紹介。
「深圳には歴史がない」とよく言われていますが、
ここを訪れればそんな先入観も変わるかも！？
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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

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

日本習字
出張レッスン致します。取得されました段・
級位で帰国後も継続して頂けます。基礎か

ら丁寧に毛筆・硬筆をご指導致します。
メール：nihonsyujisachi@gmail.com

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。
メール：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
メール：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

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）
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東莞

　「美」を感じるだけではなく、「美」を作ることから来る満足感は、たとえ時代が変っても、
人間の本質にある変わることのない感覚だ。昨年、広州で開催された「フラワーアレンジ
メント」のクラスは、そんな大切な感覚を思い起こさせてくれた。花の魅力を引き出しそ
れを楽しむ方法はいろいろある。日本では古くから生け花、華道が発達してきた。西洋で
は、すでにエジプト文明の彫刻などに花を用いた装飾が登場する。古来から人々は花の
魅力に引きつけられ、癒されてきた。生花は魅力的だが、夏の暑さと高い湿度という広州
の気候を考えると、生花にとってはあまり良い条件ではない。フラワーアレンジメントの
魅力は、生花と比べて持ちが良いこと。5年ほどは鑑賞可能だそうだ。
　広州で2ヶ月おきに開かれているこちらのクラス、趣味として楽しめるのはもちろん、
資格取得が可能で、将来仕事につなげたいという方にもおススメのコースとなってい
る。そんなプラスαもうれしいコースとあって、クラスは日本人女性たちに大人気だ！「フ
ラワーアレンジメント」の作品作りは、知識や能書きだけではできない。実際に自分の手
を動かし、見て、触れて、感じながら、その技術を身体にしみこませる。自由でリラックス
した雰囲気の中、作品と向き合いながら自分のペースで1日に2作品ほど仕上げる。もち
ろん、わからないことは専門の講師が丁寧に教えてくれる。クリスマス・新年シーズン前
ということで、クリスマス・リースなどが制作されていた。受講者に聞いてみると、きっか
けは様々…お友達の紹介、PPWやブログを通して知った方、始めてみて「物を造る」こと
の楽しさに気づいた方…それぞれの感じ方、取り組み方がある。
　目標は、難易度の高い結婚式などで使用されるようなブーケを作れるようになるこ
と、そしてライセンス取得だ。課題として与えられる28作品を制作（目安：2ヶ月ごとのク
ラスを約1年間受講）することで、フラワーアレンジメントの
先生としてのライセンスが取得できる。日本を始め世界中で
教室を運営している「国際フラワーアレンジメント協会」に所
属しているため、途中で日本に帰国した場合でも、引き続き
受講できる。しかもその場合には、花材代のみで受講できる
特典付きだ。たとえ短期間の滞在だとしても、今はじめるメ
リットは大きい！花材代のみで受講できる「体験受講」も受け
付けている。やってみたいけど…と迷っている方、まずは見
て、触れて、フラワーアレンジメントの魅力を体感してみよう！
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時代は変わっても花の魅力は褪せない

小さなアレンジメントで
もたくさんの満足感が
得られるだろう

国際フラワーアレンジメント協会広州支部
まずはお問い合わせメールまで。
メール：fumihikoterao@yahoo.com
ウェブ：www.ginza-ifa.jp
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