
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。）

～語学を楽に ！～
生徒募集中。大人の英/広/北京語/TOEIC/
TOEFL対策。子供の英/日/広/北プレイ
グループ。 
TEL/WhatsApp/LINE：ケント93464743
（大人）ヘレン61893941（子供）まで。
日本語可。
ウェブ：www.facebook.com/MissHeleneLang
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニールズヤード認定
アロマセラピー基礎クラス5月期生募集
◆募集日程：
①木曜日午前クラス：2014年5月8日～6
月12日　9:45~12:00  (週1回全6回）
②木曜日午後クラス：2014年5月8日～6
月12日　14:30~16:45　（週1回全6回）
③土曜日3回集中クラス：2014年5月10
日～5月24日　13:15～18:00※途中休
憩あり（1日2回全6回）
◆募集人数：4～6名（各クラス）
◆場所：MTRフォートレスヒル（炮台山）
駅徒歩3分
◆受講料：HKD2,800（実習教材費＋テ
キスト代込み）
※4名様以上のグループでお申込みの
場合は、日時に関して別途ご相談をさせ
ていただきます。
詳しくは、下記ブログをご確認のうえ、
メールにてご連絡いただけますようお
願い致します。
ブログ：http://ameblo.jp/furong-jp
メール：info@furong.jp  (大和田まで）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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(クォリーベイ)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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港邦友会
3月中旬・下旬頃に在香港の駒場東邦中
･高校卒業生の同窓会（卒業年を問わな
い）を企画してます。ご興味のある方は
気軽に下記メール宛ご連絡ください。
連絡担当：絹川
メール：komato_dosohk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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！
メール：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
メール：mtakahashi@wa-kyo.org
電話：(852) 6850-9300
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビューティスタッフ募集
尖沙咀にある「カルトブランシュ」トータ
ルビューティサロンでは、下記の人材を
募集しています。
◆ネイリスト
◆アイリスト
◆受付兼庶務
フルタイム、パートタイムいずれも募集
しています。
経験者・資格保持者の他、別途未経験者
の枠もありますので、お気軽にお問い合
わせください。
また、ただ今、韓国語のできるネイリス
ト募集中です！

【お問い合わせ・エントリー】
担当：トチカワ
メール：administrator@dionysus-
beauty.com 
電話：97018517

【カルトブランシュについて】
日本人技術者が多数在籍する実力派日
系サロンです！
ameblo.jp/carteblanche-hk
1/F&2/F Mody House, 30 Mody Rd.,
Tsim Sha Tsui
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
メール：admin@streamwisdom.com
電話：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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

またまた伊藤の会
3月14日に香港いとうの会を開催しま
す。場所は、料理長がいとうさんの『兎に
角』にて、 名前が「いとう」であれば、どな
たでもご参加頂けます。ご興味のある方
は、下記まで。 
連：いとう　6900-0775
メール：yuz110@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
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香港香港

美と健康によいことを求めて、日々探し求めて記事にして
います。ほぼ毎日更新していますので、ぜひ遊びに来てくだ
さいね♪

［くまこさん プロフィール］
香港生活も5年目に突入した主婦です。
美と健康に良いモノ、ファッション、コス
メが大好きなミーハー女子です。
ヘルシーで美味しいモノを見つける
レーダーが搭載されているのが特徴。
よく行く街は中環・銅鑼湾。

 フォーシーズンズホテル
「The Lounge」

こんにちは♪
☆HongKong美活日記☆を書いているくまこです。
今回はぽけっとグルメさんとのコラボ企画でくまこの大好き
なお店の必ずリピしちゃう料理BEST４をお届けします。
美食の街、香港。
美味しいモノがたくさんあるのですが、移り変わりが早く、
あっという間になくなってしまうお店もたくさんあります。

そんな中でも人気があり、美味しく、これからもずーっとあり
続けるであろうレストランを紹介します。
海南鶏飯が食べたいときは「ラウンジ」、焼き豚まんが食べた
いときは「夏宮」、ヘルシーな野菜中華が食べたいときは「功
徳林」、パンケーキが食べたいときは「Rococo」に行きます。
どのお店もアクセスしやすい場所にあり、定休日がないのも
魅力。

☆HongKong美活日記☆

　中環ifcmallの中にある有名ホテル、フォーシーズンズ。
　「The Lounge」は何時何を食べてもハズレなしの便利
なレストラン。
　なかでも、海南鶏飯は絶品！！柔らくジューシーな鶏肉と
ジャスミンライスに秘伝のタレや薬味を混ぜて、食べると
お口の中はパラダイス☆多くの人がオーダーしている人
気メニューです。
　ピアノの生演奏を聴きながらの優雅な食事が楽しめま
すよ♪

The Lounge
●住所：8 Finance St., Central
●時間：朝食6:30～11:00、ランチ11:30～14:30、
　　　  オールデイダイニング 11:00～23:30、
　　　  アフタヌーンティー 15:00～17:30
●料理種類：アジアン・中東・アフリカン・南米
●値段：300～500HKD/RMB以内

from ☆HongKong美活日記☆のくまこさん

ameblo.jp/usamikumako/ameblo.jp/usamikumako/

www.pocketgourmet.com.hk

今すぐアクセス！
「くまこが選ぶ 女子会に
       ピッタリ！！なお店」は で特集中！

人気ブロガーくまこさんの
香港
美食歩き

香港在住

人気ブロ
ガーが

おすすめ
！

女子会にピッタリ！！ 
美味しくておしゃれ、アクセス抜群のお店をご紹介します。

と人気ブロガーくまこさんのコラボが実現！コラボが実現！

続きは
コチラ！
続きは
コチラ！
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広州

盲点１ 空気清浄機は床に溜まった花粉の除去に弱い！
　花粉は床に落ちやすい性質を持っています。屋内の花粉対策に活用さ
れている空気清浄機ですが、床に落ちてしまった花粉を取り除くのには不
十分であることが分かりました。
●対策のポイント
　床に落ちた花粉は人が歩くたびに空中に舞いあがってしまい、空気清浄
機で除去する前に人体に取り込まれてしまう可能性があります。そのため
床に落ちた花粉は、舞いあげないように掃除機などで小まめに除去してあ
げることが重要です。空気清浄機も上手に活用しつつも、掃除機をサッと
かける“掃除の習慣”を身につけましょう！

盲点２ 掃除機をかけても排気やゴミ捨て時に花粉が逃げていく！
　床に溜まった花粉を掃除機で除去しても、掃除機をかけている時に出る
排気から、除去したはずの花粉が漏れてしまうことがあります。花粉を確実
に取り除いた後、排気やゴミ捨て時に漏らさないことが重要です。
●対策のポイント
　2度目の飛散を防ぐには、掃除機そのものに目を向けてみましょう。排気
を部屋の中に漏らさないよう、掃除機で吸った花粉やホコリを密閉してく

れるタイプの掃除機を使うことが効果的です。集塵方式も、サイクロン式よ
り紙パック式の方が、そのままゴミ箱に捨てられるので、ゴミ捨て時にホコ
リなどの舞い上がりを抑えることができます。

盲点３ 衣服に付いた花粉は手で払い落とすだけでは不十分！
　衣服に付着した花粉を手で払い落とそうとすると、むしろ花粉を飛散さ
せてしまうことがあります。まずは、徹底して屋内に花粉を持ち込まない対
策が必要です。
●対策のポイント
　スティックとハンディが一緒になった2in1タイプのコードレススティック
クリーナーを玄関先に常備しておくと便利です。まずは、帰宅後すぐにハン
ディで衣服に付着した花粉を取り除きます。その際、帽子やカバンについ
た花粉を見落としがちですが、これらも忘れずに掃除機を掛けて花粉を取
り除くことが大切です。また、床に落ちてしまった花粉の除去には、小まめな
掃除機かけが効果的です。そんな時活躍するのがコードレススティックク
リーナー 。玄関先に置いたままでも邪魔にならず、コードレスで手軽に掃除
ができるので、花粉が溜まる前にサッと掃除できます。

花粉対策で陥りやすい落とし穴を検証！ 最大の盲点は、“掃除機かけ”だった！？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

【花粉対策の知られざる盲点】

深圳

深
圳 アニメ・映画音楽の宴
「浪漫今春」 深圳公演

浪漫今春―中外経典影視作品視聴盛宴
住所：深圳市南山区後海浜路与文心五路交界処深圳保利劇院
日時：3月22日 20:00
料金：RMB480、RMB380、RMB280、RMB180
ウェブ：www.polytheatresz.com/ticket/1150

   今回演奏を披露する「中国広播電影交響楽団」は、中国で最も古く設立
されたオーケストラの1つだ。60年以上にわたり、活発に中国音楽界を
牽引してきた。定期的にコンサートを開催し、主に中国内外のスタン
ダード作品や2千曲以上の映画、ドラマ、テレビ番組などのテーマ曲を
演奏してきた。国際文化交流のために、アメリカ、ドイツ、フランス、日本、
スイス、ベラルーシ、デンマークなどの著名な指揮者、作曲家、演奏家、
ダンサーと共演、広く音楽界と観衆から高い評価を受けてきた。
 今回、タクトを振るのは張列氏、「国家一級指揮者」だ。1984年、西安音
楽院を卒業。1990年代末、中央音楽学院で指揮学に対する造詣を深め
た。さらに、ドイツの「指揮者クラス」で熱い指導を受けた。これまで、
オーストリア、フランス、オランダ、スイス、ベルギー、カナダ、日本、シンガ
ポール、香港、マカオ、台湾等でその実力を発揮してきた。張列氏の指揮
は「繊細」かつ「明晰」が特徴。作品に含まれる真意をしっかりとつかみ、

なおかつ創造力を持って表現される。今回の演目には、馴染み深い「風
の谷のナウシカ」や「千と千尋の神隠し」などのジブリ音楽を含め、だれ
もが耳にしたことがあるアニメ・映画のテーマ曲がたくさん含まれてい
る。さわやかな春にふさわしい調べを、臨場感たっぷりのオーケストラ
で楽しもう！

東莞松山湖凱悦酒店
住所：東莞市松山湖高新技術産業開発区沁園路
電話：(86)769-2289-1234
ファクス：(86)769-2289-8666
メール：dongguan.regency@hyatt.com
ウェブ：dongguan.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html

くつろぎの空間－東莞松山湖にある「ハイアット」
東莞松山湖凱悦酒店(Hyatt Regency Dongguan)東

莞

　東莞市街地より南東へ約30kmの松山湖科学技術産業園区は、2001
年11月に広東省人民政府により設立されたハイテク産業開発区だ。約8
平方キロの淡水湖を持ち、環境にたいへん恵まれたこのエリアは、ハイ
テクと自然が共存する未来の街のあり方を示すモデル地区の役割も担
う。この松山湖畔にたたずむのが、5つ星ホテル「ハイアット・リージェン
シー・東莞」だ。19.2ヘクタールのホテル敷地内には、1ヘクタールのライ
チ園があり、美しい景観を損なわないよう、あえて8階建ての低層建築に
している。外観は、石材と黒の原木を基調にしたシックなデザインが特
徴的。客室は、フローリングで、どの部屋にもベランダがある。
　ホテルには、総面積2,000平方メートルを超えるイベントスペースや
最新技術を駆使した設備などが充実している。食事は、アジア料理とイ
タリア料理の「珈琲庁(The Café)」、広東料理の「沁園(Qin Yuan)」と「松
山茶居(Song Shan Tea House)」、軽食やドリンク類が揃う「荔之吧(The 

Lychee Bar)」やロビーラウンジがおススメ。ステーキハウス「The 
Copper Grill」では、珍しいライチの木を使用したオーブンで調理を実演
してくれる。東莞を訪れたら、やすらぎと最新の技術が共存するこのホテ
ルで、くつろぎのひとときを過ごしてみよう！
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広州 広州

今週の広東ピックアップ

1枚の紙から物語が浮かび上がる
　中国伝統芸術の1つ、紙切り。たった1枚の小さい赤い紙を使い、職人

のハサミだけで奥深い物語を伝える。まさに枯樹生華とも言える。今回

の作品展は広東美術館収蔵の、紙切りのツー

ル、関係書籍も展示している。さらに紙切りの

作り方のビデオも随時放送中。精緻な中国芸

術をより深く勉強したい人は、ぜひ足を運ん

でみよう。

夢剪生花
紙切り作品展覧会

3月23日まで

安定の中華料理
　中国に来て本格的な中華料理を食べようとしても、手頃な値段で美

味しい料理を楽しめるところは知らない･･･と嘆いている人、「稲香酒

家」はいかがだろう。香港のチェーンレス

トランのため、そのクオリティーは信用で

きる。メニューの種類が豊富な上、注文を

受けてから調理するというこだわりも、安

心できる要素のひとつ。

香港発中華料理
稲香酒家

中国の若者の情熱と才能を見せる 
　“One Night Only”が語源の芸術結社「ONO」のメンバーは全員

80、90年代に生まれた、芸術を愛する青年たちばかり。自分の信念

を貫き、自分の意志をはっきり示すのが

彼らの創作のコンセプト。そんな彼らが

作り出す作品をぜひご覧あれ。ペイント

や撮影、装置芸術など様々な表現形式で

作られる作品は、情熱で溢れ多彩。

YOUTH SPACE
絵画展覧会

3月9日まで

浮気しちゃダメだよ
　30代女性の許。結婚してから7年経っても子供がいない、変化のない生活を送ってい

る。旦那の浮気を発見して黙っていた彼女は、ついに決意して1人で離婚の手続きに行

く。だが、帰り道で交通事故に遭い、車も壊される。そんな失意な許の元に、康が現れる。

早くも恋に落ちる2人だが、上手く行かなさそうな一方、許の元旦那・劉は許の前に来て

復縁を求める。日々の暮らしに疲れた許はイスラエルへ行く。

　2010年出版された話題小説「如果不能好好愛」の映画化作品。男女の感情、婚姻の問

題など、現代社会の重要な課題をフォーカスする。「小章子怡」と呼ばれる、34歳の美人

女優張静初の等身大の演技も期待したい。 

人気小説の映画化
「脫軌時代」

3月7日

US POST ROCKシーンが誇る4人組バンドの初中国ツアー！
　ポストロックバンド「Caspian」。ツインギターの典型的な轟音系とし

て業界では注目されている。厚みと重みのある個性的なメロディーで世

界中にマニアックなファンを持つ。最大

の魅力はライブにあるという彼らが、つ

いに中国にやってくる！初の中国ツアー

の広州公演は3月12日。ポストロックの

新鋭パフォーマンスを見逃すな。

Caspian
広州公演

3月12日

深
圳

広
州

広
州

広
州

天河城店
広州市天河区天川路288号天河城706-708B舗
(86)20-8559-0808
www.gdmoa.org

広州市越秀区二沙島烟雨路38号広東美術館
www.gdmoa.org

広
東

Exhibition Exhibition

広州天河区広州大道中361-365号
東方花苑首層 TU凸空間
20:00～22:00
前売 RMB70、当日 RMB100

深圳羅湖区建設路3018号1234space四楼
10:00～22:00
weibo.com/onoart
入場無料

監督　五百
主演　張静初、潘粤明、呉克群、朱珠、班嘉佳
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深圳

深圳

Exhibition

四角鍋がトレードマーク！
　四川鍋を提供する「海底撈火鍋」。全国で91店舗展開している同グ

ループは、多くの賞を獲得していることから、その実力と人気ぶりが伺え

る。安心安全な調理過程、常に進化している

メニュー、さらにトレードマークである四角

鍋！ぜひ斬新な中華鍋を体験をしに行こう。

海底撈火鍋
斬新な中華ホットポット

文字と言葉の視覚表現の極限を追求しよう
　東京タイプディレクターズクラブ。デザインがより人々に理解され有効

活用されることや社会に望ましい活力が生み出されることに寄与する

ことを目的とし、常に積極的に活動している。そんな彼らが主催する東

京TDC賞2013へ参加した165

の作品が、深圳にて展示され

る。毎年、多くの斬新かつクオリ

ティーの高い作品が集まる同展

示会は見逃せない。

東京TDC
作品展示会

3月1日～2日

人形劇
テディ・ベアの夢の旅

3月15日

ホビット　2作目
広東上映

2月21日

ナイトライフならここ
　コロンブスによる初の大西洋横断航海のときに使われた最も大

きい帆船の1つ「サンタマリア号」をモデルにして作られた、深圳華

僑城洲際大酒店内のバー&

レストラン「船吧」。客席はテ

ラス席を含めると600席以上

ある。プライベート気分を味

わえるシャンパンバーがあ

る店内で、ラテン音楽を楽し

みながらグルメとワインを

楽しんでみては？

バー&レストラン
船吧

2月26日～28日

海外のエンターテインメントの有力サポート 
　海外にいても日本のことに関心のある方は、ぜひ忠基TVに気軽に問

い合わせを。同社は10年間、優れた技術とアフターケアで信用を獲得

し、効率の良い作業で多くの顧客に支

持されている。ただいま、2月中に1年

契約を申し込むと、1ヶ月分追加してく

れるキャンペーンを実施中！日本語で

丁寧に対応してくれるとこも心強い。

忠基TV
テレビ設備システム

2月中

広
州

深圳南山区華・美術館
10:00～17:30
RMB15、RMB8

深圳市福田区卓越世紀中心4層L401-2
(86)755-2389-0492、 (86)755-2389-0493
www.haidilao.com

深
圳

深
圳

深
圳

深圳市華僑城深南大道9009号深圳華僑城洲際大酒店3楼
www.ihg.com/intercontinental/hotels/cn/zh/reservation

広
東

広
東

(86)136-1007-8921（日本語）
(86)138-0297-4563
www.gzzjkj.com

ファミリーで見たい心温まるストーリー
　テディがアニーの元に来る前に居たおもちゃ屋のオーナーは、いつも

店に来るおもちゃを買うお金がない子供に怒鳴っていた。「買わないな

ら出て行け！」という言葉は何度も聞い

た。おもちゃ屋を始めた頃の彼は、おも

ちゃが好きな子供たちに楽しさを伝え

たいという夢があったのだが･･･

竜に奪われた王国
　ホビット族のビルボ・バギンズと勇敢なるドワーフの一行は、ドワーフ

の王国を取り戻すため、危険な旅に乗り出

す。王国を奪ったのはスマウグという名の1

頭の竜。行く手にあるものはすべて炎を吹

きかけて破壊する恐ろしい竜だ。だが、行く

手を阻むものは竜だけではない･･･果たし

て彼らは王国を取り戻すことができるのか。

広州少年宮蓓蕾劇院
www.ticket-easy.cn

監督　ピーター・ジャクソン
主演　イアン・マッケラン、マーティン・フリーマン

30 Pocket Page Weekly 21 February  2014 No. 423
B

広東ピックアップ



深圳

広州 広州

東莞

　昨年12月、海上世界にオープンしたばかりの「Baia」
は本格的なイタリアンを味わえるお洒落なレストラン
だ。白を基調とした店内は、窓も大きく開放感抜群。
まるで海辺のテラスにいるような雰囲気だ。
　お昼の一番忙しい時間帯という事もあり、厨房は大
忙し。ひっきりなしに厨房から料理が運ばれていく。
そんな活気ある厨房で40年の経験を持つイタリア人
シェフの指揮の下、こだわりのイタリア料理が生み出
される。
　同店の料理への情熱は食前のパンから体現されて
いる。自家製のパンはシナモンが練り込まれ、ハーブ
入りのバターと一緒に頂く香り高い1品となる。自慢のピザもぜひ試して欲しい。お勧めはポルチー
ニ･マッシュルームリゾット。本場イタリアのリゾットの味を再現するため、リゾットに適した米を使
用している。ゆっくりと手をかけて調理する事により、少しだけ芯の残った本場のリゾットができあ
がる。また、イタリア産のパルマハムを使用したパルマハムメロンもお勧めだ。ブラックトリュフの
香りを移した蜂蜜がかけられていて、ハムの味わいが一層引き立っている。肉料理では、オーストラ
リア産の肉を使用したビーフテンダーロインが人気だ。
　ワインは世界各地からオーナーによって厳選されたものが揃っており、コルテ･ジャラのピノ・グ
リージョ2012、ジャン・ルイのシャルル・ド・フェールなどが楽しめる。アサヒビールがあるのも日本
人には嬉しいところ。天気のよい休日にはテラス席でビール片手に美味しいイタリアンを楽しもう。

Baia -Restaurant.Bar.Grill-
本場イタリアの味が海上世界に

レストラン外観。日本人が嬉しいテラス席もある

明るく開放感のある店内

海辺のレストランのように
リラックスした雰囲気も

世界各国のワインが揃う

ボリュームたっぷりのパルマハムのピザ

ポルチーニマッシュルームリゾット

Baia ‒Restaurant.Bar.Grill-
住所：深圳市蛇口望海路8号海上世界船尾広場B301
電話：(86)755-2681-8836
ウェブ：baia.com.hk
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

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）

広東クラシファイド
メンバー募集

求人

パソコン好きの会
黙々とパソコンやインターネット、プロ
グラミングを独習したり、好きな作業を
する会です。自作PC、電子工作、インター
ネット、プログラミングなどに興味のあ
る方、広めの会議室、有線・無線LAN、無
料VPN接続を用意してお待ちしてます。
Win、Mac、Linux、iOS、Android、何でも
可。初心者歓迎。要パソコン持参。
場所：深圳市南山区桂苗路口新緑島ビ
ル3F大会議室
時間：毎週土曜日15:00~17:00 出入自由
ご連絡は斉藤 電話：(86)186-6434-2775
 メール：saito@szx.jp 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！！
メール：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@sumitomocorp.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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）
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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

招聘！ 能讀寫日本語的人
週刊PPW現正招募
居住在深圳和廣州並能讀寫日本語的人。
我們正在等候有興趣成為我們的外包兼
職編輯的您。
無需往返辦公室，在空餘時間即可上任。
歡迎來郵查詢
zets_ppw@pocketpage.com.hk
原先生
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

イベント

Part14   厨房用品の卸売り店DEEP深圳

厨安居
住所：深圳市羅湖区湖貝路2163号
電話：(86)755-8883-8182

  地下鉄湖貝駅からすぐの「厨安居」は、東京の合羽橋のような、プロ向けの厨房
機器や道具を専門に扱うお店です。1階から4階まですべてが厨房用品。1階は
土鍋や雑貨、2階は鍋やグラス、鉄板などのキッチン用品売り場です。日本料理
の専門コーナーもあり、刺身をのせる舟や漆の重箱など日本料理屋さんでよく
見かける道具がたくさん。また、月餅用の型や
大きな蒸篭など中国ならではのキッチン道具
も。ケーキの型やカップケーキの型が充実して
いるのも嬉しい所です。筆者は、お好み焼きのコ
テ(RMB13)を購入しました。これがあれば自宅
でのお好み焼きも、ちょっと本格的になりそう。
　3階には、大型の厨房機器があります。一体何
に使うのかは素人目には良く分かりませんが、プロの厨房を覗いているようで、
見ているだけでも楽しめました。
　そして、4階は陶器売り場。真っ白な陶器が中心ですが、様々な形やサイズが
取り揃えられています。

　こちらのお店の価格表示は会員価格と原価で表示されています。会員になる
と全商品15%割引で購入可能です。RMB2000以上買い物すれば無料で会員に
なれますし、会計時にRMB50で会員カードを購入することも可能です。

スポット
情報

お菓子作りの道具も豊富
本格的なコーヒーサイフォンも購入できます

使い勝手のいい白い陶器がたくさん

   深圳で生活していると、キッチン用品を手に入れるのが難しかったり
しませんか？近くのスーパーには自分の探している道具が置いていな
かったり。でも、プロ御用達のこちらのお店に行けばあなたがお探しの
キッチン用品が見つかる事うけあいです。

お
店
の
外
観

日本料理用品コーナーも
ありました
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嶺南水郷文化をいまに伝える

　「小洲村」は広州の嶺南水郷文化を伝える古い村
で、村そのものが民俗博物館のように、嶺南水郷特有
の「小橋、流水、人家」の景色を残している。水辺に並
ぶ民家、古木、井戸、書院、講堂、石畳の道、すべてが
見どころだ。
　この水郷は元代末から明代初期に建てられ、村民
は昔からずっと果樹栽培で生計を立ててきた。珠江
の数千年の堆積作用によって形成された土壌は、長
さ約10キロに達する。川がくねくねして村の中を流
れ、様々な橋がかかる。特に有名なのは「牡蠣屋」だ。
かつて、村民たちが地元の資源を活用し、海辺から掘
り出した大量のカキの殻で部屋を建てた。カキの殻

で建てられた部屋は冬は暖かく、夏は涼しく、虫に食
われる心配もないので、嶺南の気候にはピッタリ
だった。
　素朴な水墨画のような世界は、都会生活で忘れか
けている伝統の暮らしを思い起こさせてくれる。最近
では、週末を小洲村で過ごす人も少なくない。思い思
いに写真を撮ったり、風景を眺めたり……騒音から
離れて、歴史ある静かな水郷の村をのんびりと散策
してみよう。

アクセス
広州東駅より45番或いは252番バスで約1時間、
終点「小洲村」下車

小洲村小洲村

広州 広州上海

　自然が豊かで、ゆっくりとした時間が流れる福建
省永定で、都会にはない中国のもう1つの魅力に触
れる事ができました。
　深圳駅から寝台列車に乗り込み、揺られること
7時間。まだ夜も明けきらない永定駅に到着しまし
た。手配していた車に乗り、先ずは「初渓土楼群」へ。
背中を山に守られ、ひっそりと佇む初渓土楼群にど
こか懐かしさを感じます。初渓土楼群の中で最も大きな「集慶楼」は約600年の歴史ある土楼です。
内部が博物館になっており、当時の人々の生活の様子や土楼の歴史を学ぶ事ができます。印象的
だったのは、敵に攻め込まれたときに避難する為の隠し扉。防衛意識の周到さに関心してしまい
ます。2mもある分厚い土楼の壁は600年もの長い間、敵の攻撃や自然災害から住民を守ってきたん
ですね。 
　続いて、もう1つの有名な土楼群へ。山道を登る事30分。「田螺坑土楼群」に到着します。こちらは
四角の土楼と円形の土楼で構成されています。丘の上から見下ろす土楼群は思わず感嘆の声を
あげてしまうほどの素晴らしさです。また、こちらの土楼群には食堂もありますので、地元で採れた
魚料理や、花を使ったスープなどご当地ならでは料理を味わってみてはいかがでしょうか。
　現地での移動手段ですが、永定では滞在中一度もタクシーなどを見かけませんでした。また、見
所も点在しているので、宿などで車の手配をしておいたほうがいいかもしれません。福建の郷土料理

先祖様を祭る、一番大事な「祖堂」だ

長きに渡り人々が平和に暮らしている

＜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ます。Vol.3

タ
バ
コ
を
人
の
手
で
巻
く
こ
と
も
珍
し
く
な
い
風
景

深圳駅寝台列車で7時間で到着

もう1つの中国に出会う、
福建省土楼の旅

歴史感と懐かしさが感じられる土楼群「初渓土楼群」

上
か
ら
見
ると

不思
議な光景の「田螺坑

土
楼
群
」

上
か
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不思
議な光景の「田螺坑
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　「この週末、何をしよう？広州市内の観光地は行きつくしたし、かといって
家で過ごすのも…」という時は、広州市内の喧騒を逃れ、手軽な日帰り
トリップに最適な白水寨がおすすめだ。広州市内から車で約2時間、增城
市にある白水寨は中国一の落差428．5ｍを誇る滝で有名だ。登山道は、観光地としてきちんと整備さ
れているので初心者さんも大丈夫。滝見台のようなスポットがいくつか設けられており、ゆっくりじっくり
滝を眺めつつ、登ってみよう。

※2013年2月の情報。料金や営業時間などは変更することがある。
※途中、休憩スポットはあるが、衛生的ではないので、お弁当や
　おやつを持参することをオススメ。

アクセス：広州市内から約2時間
開放時間：8時30分～17時（祭日は8～18時）
料金：RMB60
ウェブ：www.bsz.cc

　広州市内を離れるにつれ、車窓の風景は緑が多くなり、視界を遮るビルもなく、旅のワク
ワク感アップ！到着して車から降りると、広州市内より涼しく、空気が綺麗という印象だった。
　入場後、少し歩くと登山道と桟道にわかれるのだが、滝を見ながら歩ける桟道を迷わず
チョイスしよう。川のせせらぎを聞きながら、真正面に滝を望み、整備された木道を歩こう。マ
イナスイオンたっぷり、空気も綺麗だ。
　登山道はほぼ階段になっており、頂上までは9999段あるが、スポットごとに段数（級）が
書かれているので現在の高さを把握しつつ登ることができる。桟道沿いには、699級の双龍
匯や1499級の瀑鳴台、2199級の親瀑台などの滝見台があり、水しぶきを浴びるほどの近距

離で眺めることができる。
　桟道が終わるといよいよ、山の中へ…。滝が見
えなくなり、かすかな滝の音を聞きながら、ひた
すら階段を登る。少し急な階段もあるが、ゆっくり
休みながら登れば大丈夫。3299級の沐瀑台、
3799級の神仙溝、4099級の仙姑天池を目指しひ
とふんばり。ここまでくると、だいぶ登ったなと実
感できる。
　仙姑天池から先、頂上の9999級まではかなり
本格的な山道の様子だったので、今回は9999段
まで行かず下山。仙姑天池まで登らずとも、比較
的歩きやすい桟道内で一番高い1499級の瀑嗚台
まででも充分、山と滝を楽しめる。持参したお弁当
を食べ、ゆっくり登って下山して、約4時間、是非一
度、脱日常トリップへ！ 

広州から
車で約2時間！

中国一の落差を誇る滝へ中国一の落差を誇る滝へ
白水寨白水寨
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