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■アンダーヘア脱毛についての問い合わせは増えてきていますか？
　ここ数年、ビキニラインからデリケートゾーンの脱毛をする
日本人のお客様が増えています。2002年のオープン当初は年
に数件でしたが、今では一ヶ月に何件か問い合わせの電話が
入るようになりました。欧米では、脇や腕の処理と同じように
アンダーヘアの脱毛をしているんですよ。日本は欧米より遅れ
ていますが、香港・中国のアンダーヘアの脱毛に関してはさら
に遅れています。
　香港はウォシュレットがなく、湿度も高いです。また、日本に
比べ生理用品の質もイマイチなのでアンダーヘアの処理をす
ることで蒸れや雑菌の繁殖を防ぎ衛生的です。また、かぶれに
くく、肌のキメも細かくなります。いつでも水着になれるのも
オススメですね。

■脱毛をすることで何かデメリットはありますか？
　脱毛処理後1～2週間は、毛がのびてきてチクチクすることも
あり気になる方もいらっしゃいますが、脱毛が進むとなくなりま
す。また、トイレのときに不便が生じたりすることもあります(笑)

■アンダーヘア脱毛って全部きれいに処理するんですか？
　全部処理してしまうのに抵抗がある方は、フロントの中央
部分を少し残したり、減毛といった処理もしているのでお気軽
にご相談下さい。

■ブラジリアンワックスとは違うんですか？
　ブラジリアンワックスは、ほっておいたら生えてきますが、当
店は医療用のI2PLの機械を使用して脱毛するので完了後は
生えてきません。

■毛がなくなり綺麗になるにはどれくらいの期間が必要ですか？
　個人差はありますが、インサイドは1年～1年半くらいです。

■やっぱりアンダーを全部見られるのは恥ずかしい場合は？
　当店では、恥ずかしい方にはTバックの使い捨てショーツを
使用するので安心してくださいね。

■どの年代の方が通われているでしょうか。
　30代後半～50代までが一番多いです。幅広い年齢の方に
ご利用いただいていますよ。旦那様に勧められて来店される
方もいらっしゃいますよ。

■脱毛の途中で帰国した場合は？
　途中で帰国される方もいらっしゃいます。コース契約の場
合、帰国が決まり、出来ない回数をフォトエステや他の脱毛に
振り代えることが可能です。帰国がご心配なら1回ごとの施術
もあります。

目に見えない部分だからこそ美しく！ 気になっている方は、この
機会にぜひ！

肌の露出が増える夏は、ムダ毛が気になる人も多いはず。脇や腕などの目に見える部分は処理していても、意外とできていないのがアンダーヘアのお
手入れ。気になってはいるけれどどう処理していいのか人に聞けない・・・そんな人も多いのでは？
今回は、そんな女性たちの声に応え、PPW編集部女子が京都に本店を持つ本格永久脱毛専門店「西田專業美體中心」の西田先生と、脱毛事情に関し
て対談を行なった。

NISHIDA IPL PROFESSIONAL CENTRE　西田専業美體中心
住所：Rm.B, 17/F., Capitol Centre Tower 2, 
           28 Jardine’s Crescent, CWB（MTR銅鑼湾F出口すぐ）
電話：(852)2732-2028
営業時間：11:00~20:00  日祝不定期営業(前日予約のみ)
詳しくはブログをご覧下さい
ブログ：http://nishidaipl.exblog.jp/
メール：iplprofessional@gmail.com

医療メーカーのDDD社の機械を使用して行われる
脱毛は毛乳頭に到達して熱処理される
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人には聞けない？！
大人女子のイマドキの脱毛事情
NISHIDA IPL PROFESSIONAL CENTRE　
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

西田美保さん　
「NISHIDA」代表
2002年に香港で日系脱毛店の先駆けとして
「NISHIDA」をオープン。豊富な経験をもったス
タッフによる施術が安心して受けられるサ
ロンとして支持されて、香港で今年で12年目を
迎える。西田さんは20年来の香港フリーク。
3人の息子さんは20代。いつまでも若 し々くて
はつらつとした西田さんに憧れる女性も多い。
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名刺貼り付け位置

PPW新聞の短所を3つ挙げてください。

お名前

電話番号

E-MAIL

携帯電話番号

読み仮名 ご年齢 0 代

1

2

3

※ご記入いただきましたご情報に誤りや虚偽がある場合は、発送できませんので予めご了承ください。また弊誌ご請求の方には、ぽけっとページメールマガジンをお届けする場合があります。発送は香港地区・広東省に限ります。 ＊PPW441掲載分

弊誌お送り先ご住所

お申し込み期限 :2014年7月5日

（お一人様一冊限り）

差し上げます!

2014-15 ぽけっとページ電話帳 香港・華南版
14年のご愛読、ありがとうございます！
ぽけっとページ電話帳、今年も無事発行致しました。
充実した30ページの読み物でさらにボリュームアップした
14～15年度版は、下記の場所で配布されています。

将軍澳
麺屋一平安（将軍澳店）

荃湾
間口運輸（香港）有限公司

新界

金鐘
なだ万日本料理店
四季

中環
PRES LANGUAGE CENTER
Sagrantino
RGF
Tempstaff 中環オフィス
AGEHAN
日本国総領事館
GEOS（中環校）

跑馬地
帝京香港幼稚園

銅鑼湾
Kapas By D'Note
SAPPORO Japanese Restaurant
TO・KIO HAIR DESIGNING
麺屋一平安 (銅鑼湾店)
Vegi DINING KITCHEN
BEE (CURRY)SOGO地下B2店
写楽堂 (日本語書店)
旭屋書店 (SOGO)
日本人倶楽部
CARICY hair Salon
焼肉 伊呂波
AEON MaxValu Prime
神屋流　博多道場
AUBE hair Design

湾仔
日本貿易振興会 (JETRO)
Language World Hong Kong

クオーリーベイ
FUJI書店(UNY店)(Apita)
AEON   お問い合わせセンター
Apita (B1/F   お問い合わせセンター)

太古
大戸屋(太古店)
PARIS MIKI OPTICAL
丼丼屋(太古店)

香港島

尖沙咀
丼丼屋（Elements店）
EN
京笹
大戸屋（尖沙咀店）
Tomato Books
八海山
焼肉 伊呂波
博多道場
元気一杯
H.I.S. HK
豆富・健康美食 白木屋
Carte Blanche
Gateway Apartments
麺屋一平安（Elements店）
麺屋一平安（Miramar店）

Pasona Asia Co. Ltd
王子飯店（尖沙咀店）
王子飯店（Elements店）
niji bistro
Tempstaff 尖沙咀オフィス
Intelligence Ltd.
Panda Travel Agency
HOKAHOKA酒処
麺屋一平安（Energy Plaza店）

紅磡
華御結
UCC Vienna Café
恒隆白洋舎有限公司
竹乃里
稲庭養助

GEOS（紅磡校）
東京堂（AEON内）
AEON   お問い合わせセンター
REBEAUX

佐敦
Stream of Wisdom Language Center
Ramen Champion
Madera

九龍湾
麺屋一平安（九龍湾店）
白木屋

九龍

赤文字は大型配布店となります。

あなたの職業を
教えてください

□ 会社経営者
□ 駐在員
□ 現地採用者
□ 主婦
□ 出張者
□ 学生
□ 旅行客
□ その他

下記アンケートにお答えいただき、名刺を貼り付けて
香港（852）2376-0399までFAXでご返信ください。
後日お一人様一冊弊誌をお送りします。下記記入漏れが
ある場合は送付いたしませんので、ご了承ください。

早めに
ゲットしよう！

配布リスト

サッカーの裏方。表舞台を語る。　【第28節】

香港サッカー協会賛助会員

香 港 紫 荊 會 有 限 公 司

香港新界屯門震寰路3號
德榮工業大廈20樓B3室
Tel :(852)2854-9051
Fax:(852)2854-9052
Mail:ikeda@bchk.info 
URL:www.bchk.info

　5月の第4週で、香港プロサッカーの2013/14年シーズンの全
日程が終了した。
　1部のリーグ戦は名門傑志（キッチー）が、15勝3分無敗得失
点差+35点の他を圧倒しての優勝で、2015年のAFCカップの出
場を決めた。途中でスペインから招聘した監督の離脱こそあっ
たものの、前監督が構築した攻撃サッカーをベースに、アジアレ
ベルでも戦えるチーム力を保った。
　リーグ戦終了後に迎えた香港協会杯（HKFAカップ）の決勝で
は、その傑志との激闘を制した東方沙龍（イースタンサロン）が
栄冠に輝いた。1部復帰の初年度から潤沢な予算を投入して、早
くもタイトルのひとつを手中に収めた。
　リーグ戦と香港協会杯の結果を基に開催されたAFCカップ出
場権プレーオフでは、南華（サウスチャイナ）がその東方沙龍と
のファイナルに競り勝ち、2015年AFCカップへの2枚目の切符を
手にして、非常に苦しんだ今季を締め括った。
　これらタイトルを獲得した3つのクラブと、リーグ戦を2位で終
えた太陽飛馬（ペガサス）を加えた4つのクラブが、来季もタイト
ル争いを繰り広げるものと思われる。
　リーグ戦を中位から下位で終えたクラブからは明るい話題

はない。
　4位に躍進した皇室南區（サウザン）は、メインスポンサー撤
退の影響で来季の参戦が見送られる事態に陥り、8位の日之泉
JC晨曦（サンヘイ）も慢性的な資金不足で同様の決断を下した。
　9位の公民（シチズン）は来季から始まる新リーグ構想に対し
て、当初から反対の意思を示しており、最終的には新リーグへの
不参加だけに留まらず、クラブ自体の解散を決定してその長い
クラブ史の幕を閉じた。
　10位の横浜FC香港は、突然の参戦表明から2季連続の大苦戦
で下位に低迷。来季の新リーグへの参戦を決めているが、クラブ
の運営母体にテコ入れが為された模様で、来季は新体制にて運
営するとの発表があった。
　11位の愉園（ハッピーヴァレー）と12位の屯門（トゥンムン）の2
つのクラブに至っては、リーグ戦序盤から組織的な無気力試合に
及び、今季のリーグ戦績のすべてを抹消され、リーグ中盤以降は
姿を消してしまった。来季の運営についても正式な発表はない。
　今秋に始まる来季2014/15年シーズンは、ここ数年に渡って
議論が繰り返されていた本格プロリーグ構想の新リーグが始ま
る。従来の香港1部リーグの上位カテゴリーとして新しいプロ

リーグが発足する。
　6月初旬までの時点で1部リーグの7つのクラブに、2部で優勝し
た和富大埔（タイポー）と2部2位の黄大仙（ウォンタイシン）を加
えた9つのクラブが、来季の新リーグへの参戦を表明している。
　今後は更に参戦を断念するか、または参戦を表明する下部クラ
ブの出現がある可能性も残されており、来季の新リーグ運営の骨
格が明るみになるまで、まだ少し時間が掛かるものと思われる。
　新リーグの参戦クラブ数や、アジア人選手枠の有無などの詳
細がはっきりしていない事で、クラブの強化方針と、多くの選手
達の落ち着き先が定まっていない。
　来季に向けての噂話も多く存在しているが、各々の正式な発
表が為されるまでは憶測に過ぎず、この紙面での開示は遠慮さ
せて頂く。
　新リーグに参戦する各クラブは、7月の初旬から中旬に掛けて
始動する予定だ。

≪つづく≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   文/池田宣雄
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香港 深圳 香港&広東
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港景峰 The Victoria Towers ザ・ヴィクトリアタワーズ

（所在地） 九龍駅
（間取り） 3LDK　1163sq ft.
（室　内） 高層階、家具購入
（環　境） MTR九龍駅上のマンション、日本人多い
（備　考） バルコニー付き。高級ショッピングモール「エレメンツ」があり、

飲食店・高級スーパー・アイススケートリンク・映画館・ブティック
などの多数店舗がそろっている。

（月　額） HKD38,000　管理費、税金込み

星域軒　Star Crest　スタークレスト

香港

擎天半島　Sorrento　ソレント

（所在地） 金鐘駅　
（間取り） 3LDK　1164sq ft.
（室　内） 築浅物件（未入居）
（環　境） 家電あり
（備　考） 単身者から家族向けまでの部屋がそろう。
 セントラルまでも近く、お勤めの方には人気が高い。
 MTR金鐘まで徒歩約6分。MTR金鐘～MTR尖沙咀まで約5分。
（月　額） HKD55,000　管理費、税金込み

（所在地） ジョーダン（佐敦）駅
（間取り） 3LDK　1258sq ft.
（室　内） 全家具家電あり
（環　境） 学校送迎バス有り。
（備　考） 70階建ての高層マンション。駅も広東道も徒歩圏内。九龍公園が

隣にあり、緑の多い環境ながら都会の中心地。
（月　額） HKD35,000　管理費、税金込み

STARTS香港STARTS香港STARTS香港STARTS香港
Company License No. C-023320Company License No. C-023320

香港（852） 2836-0760
広州（86） 20-3877-0041
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB

スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB

第一不動産 TEL (852) 2885-7711
Rm. 818, 8/F., Zung Fu Ind. Bldg., 1067 King's Rd., Quarry Bay

三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho

南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley

グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB

CEO property agency ltd TEL (852)3417-9811
Rm. 1505 Bangkok Bank Bldg., No. 28 Des Voeux Rd, Central

ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号

友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F

スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区天河北路233号中信広場1205室

フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 

ミドリ不動産 TEL (86) 20-3868-3090
広州市天河区林和西路167号威尼国際1601室

広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河路371号 隆德大厦西塔1610室

ABC不動産 TEL (86) 755-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階D

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8217-1880
深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室

ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室

OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805

不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室

不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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香港クラシファイド

ママのためのサバイバル英会話
発音を矯正して、通じる英語に変身させ
ましょう。英検・TOEIC受験対策、国語・英
語の家庭教師も承っています。当方、英
語学専攻。テキストにてご連絡ください。
What'App：(852)9462-9820
または msmasako@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語プレイグループ
コロボックルは毎週火曜日の午前中跑
馬地にある聖マーガレット教会で約1歳
から3歳くらいまでの子供を対象とした
日本語のプレイサークルです。只今参加
希望の親子を募集しています。お見学の
申込は、korobokkuruhk@gmail.com 
笹木までどうぞ!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニールズヤー ド認定アロマセラピー
基礎クラス2014年9月期生募集

◆募集日程：
①木曜日午前クラス：2014年9月4日～
10月16日　10:00～12:15（週1回全6回）
※ 10月2日祝日のため休講
②金曜日午前クラス：2014年9月5日～
10月10日　10:00～12:15（週1回全6回）
③日曜日午前クラス：2014年9月7日～
10月12日　10:00～12:15（週1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、開講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：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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

テニスサークル「よせなべ」新メンバー募集！
毎週日曜の午後2時間程度テニスをし
ています。活動場所は奥運駅 / 美孚駅、
参加者は20代～60代の日本人です。テ
ニス好きな方のご参加お待ちしており
ます!
連絡先：Higashi@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バドミントンメンバー募集！
バドミントンやりませんか！性別、年齢、
経験問わず！メンバーは経験者から、香
港で始めた人まで様々です。毎週土曜
の朝、主にホンハム（紅磡）近郊で活動
しています。希望者は、年に数回他チー
ムとの交流試合にも参加しています。ぜ
ひ、ご参加ください！
電話：(852)9018-0357 古川（こがわ）
メール：kowloon_bado@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バスケやりたい子集まれ！部員募集

小4から中2までを対象にしたバスケクラ
ブJSBBCでは、新入部員を募集していま
す。練習は、土曜日の午前9時半～12時半、
場所は日本人学校中学部の体育館です。
参加希望の方は、電話(852)9086-9180、
もしくはメールjsbbchk@gmail.com
（担当：佐野）までお問い合わせください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多国籍社会人ジャズビッグバンド・メンバー募集
Island Express Jazz Orchestra
18歳以上の楽器経験者で譜面が読める
方。ジャズの経験は問いません。現在以
下のパートメンバーを募集しています。
サックス・ピアノ・バストロンボーン・ト
ランペット
毎週火曜日・夜8時からモンコック（旺
角）で練習しています。
お気軽にご連絡ください。
ウェブ：www.iejo.hk
メール：info@iejo.hk　まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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とは、自分は今で
も若手と思っている独身者を対象とした
会です。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。
宴会本部長より
メール：kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
隔月で同窓会を開催中です。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。一緒に美味しい中華
料理を食べつくしましょう！
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
メール：mtakahashi@wa-kyo.org
電話：(852)6850-9300
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アルバイト募集
コーズウェイベイ（銅鑼湾）にある日本
人ラウンジバー
お酒が好きで人と話す事が好きな女の
子募集！！
みんなが仲良しの楽しいお店です。
日本語で気軽にお問い合わせください。
電話：(852)2187-3929（21:00～26:00）
メール：yousbar2014@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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：(852)9701-8517
【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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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・野崎
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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

早慶合同パーティーを6月27日（金）に開催します。
「永遠のライバル」である早稲田・慶應
義塾の仲間と語り合い、そして早慶戦香
港ラウンドを競います。伝統の「レガッタ
レース」など、熱き闘いを繰り広げる早
慶合同パーティーに、どうぞ奮ってご参
加ください。会場手配の都合上、出席ご
希望の方はお早めにご連絡ください。
日時：6月27日（金）
19:00開場、19:30開宴予定
場所：Eaton HK, 380 Nathan Rd.,
 Jordan, Kowloon, HK
会費：社会人HKD550、学生HKD300
問い合わせ先：
香港稲門会（早稲田）
メール：hktomonkai@yahoo.co.jp
香港三田会（慶應義塾）
メール：hk.mitakai@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

調理師さん欠員で困られてる方に朗報
ZETSインターナショナルでは、調理師
さん不足で悩まれているレストラン
オーナー様のご相談をお受けしており
ます。 日本語でお問い合わせください。 
電話：(852)9225-8287　原
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集

求人

クラス

その他

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。）
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　コーズウェイベイ(銅鑼湾)にある「炉端焼 一番」は、新鮮な刺身から丼物・煮物まで日
本人の大好きな料理を豊富に取り揃える居酒屋。気さくでお酒の大好きな店長、折原
さんが出迎えてくれる同店では、今年3月から沖縄産の豚肉を提供している。同年1月に

SOGOで開催された「沖縄フェア（物産展）」で出会
い、その味に惚れたのだという。同店で取り扱う
沖縄豚の特徴は、他地域の豚より飼育日数の長い

こと。通常よりも1ヵ月程長く育てることで、肉の旨み成分がさらに熟成し、コクが出るの
だという。「豚肉の質は、匂いや色から判断するけど、それはお肉を数秒お湯にくぐらせ
るだけで、すぐに分かるよ」と折原さん。
　ここ香港では、脂身は敬遠される傾向があるが、沖縄にはその脂身をも上手に活か
す、独特の食文化がある。最近、動物性油脂が再認識されてきているが、それはマーガ
リンなどの植物性油脂（不飽和脂肪酸）は体内で分解されず、蓄積されてしまうのに対
し、豚や鶏肉などの動物性油脂（飽和脂肪酸）は、体内で容易に分解され蓄積されないと
いう事が分かってきたからだ。つまり、動物性油脂のほうが断然体に優しいということ。
　他のものと比べ、臭みの少ない沖縄豚は、
お肉が苦手な人や「赤身はいいけど脂身は
…」という人にも食べやすい。そのお肉の
味わい深さと脂身の旨みを存分に活かし
た同店の豚肉料理はカツ煮、串カツ、カツ
うどんなど全8種。中でも店長おすすめの
料理が「串かつ」と「串焼き」。柔らかく
ジューシー、とお客さんの評判もかなり良
い。今月中旬からは、大人気夏メニュー「冷
やし中華」もお目見えするが、こちらに使わ
れるチャーシューも沖縄豚を使用するとの
こと。ぜひこの機会にお試しあれ！

炉端焼 一番炉端焼 一番

気さくな店長さんのいる日本居酒屋で、
絶品の豚肉料理を！
気さくな店長さんのいる日本居酒屋で、
絶品の豚肉料理を！

炉端焼 一番
住所：12/F., Macau Yat Yuen Centre, 525 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2890-7580、 (852)2890-7720

優しく気さくな折原さん
各料理にあったお勧めのお酒を出してくれる

店長おすすめ。串カツ（上）、モツ煮（左）、串焼き（下）
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　お洒落なレストランやバーが立ち並ぶ湾仔(ワンチャイ)のシップストリートから少し
入ったところに、イタリアンレストラン「Opera House Italian Restaurant & Bistro」がオー
プンした。同店は香港では珍しい2階構成のレストランで、階ごとに異なったコンセプト
を展開している。

　エグゼクティブシェフのアルベルトさん
はイタリアの有名レストランやホテルでの
勤務経験を持つ。2006年にヨーロッパから

アジアに移り、北京にイタリアンレストラン「Tavola」をオープンさせた。現地の人はもち
ろん、北京に遠征してきたオリンピック選手やACミランのサッカーチームの選手までも
彼のレストランを好んで訪れるという。そんな彼が今年ついに来港し、このレストランを
オープンさせたのだ！
　1階のビストロはナポリピザとタパス（小皿料理）を堪能できるカジュアルダイニング。
仕事の後にワインやビールを片手に軽めの食事をするのに最適だ。2階のレストランは
1階とは異なり落ち着いた大人なダイニング空間。個室は22人、ホールは172人まで収
容でき、エレガントなイタリアンクラシックのインテリアが食事をさらに楽しませてくれ
る。大切な人や友達との食事から記念日、誕生日、そして女子会などにもピッタリ。
　1階でも2階でも楽しむことのできる同店自慢のピザには、イタリアで最高品質と言わ
れるピザ粉「00」と、イタリア産のミネラルウォーターを使用。この最強の組み合わせを、
少なくとも36時間寝かせることで生地に弾力が加わり、外は香ばしく中はふわっとした
ピザに焼き上がる。トッピングのトマトやバッファローモッツァレラチーズなどの食材も
新鮮さを保ったままイタリアから直輸入しているので本場のナポリピザを味わうことが
できる。
　同店のオススメは食べ応え抜群の「Grilled Wagyu Rib Eye Steak」で、2～3人でシェア
していただこう。450℃の炭火で焼かれたお肉は柔らかく肉汁たっぷり。赤ワインと一緒
なら更に味わい深くなる。
　グランドオープニングを記念して、6月8日(日)からは前菜ビュッフェ付きのサンデーブ
ランチをスタート。大人HKD298、子供HKD108とリーズナブルなのも嬉しい。さあ、早速
足を運んでみてはどうだろうか。

ボリュームたっぷりのカルツォーネピザ「Calzone」

和牛を使ったリブアイステーキ
「Grilled Wagyu Rib Eye Steak」

Opera House Italian Restaurant & BistroOpera House Italian Restaurant & Bistro

Opera House Italian Restaurant & Bistro
住所：109-111 Queen’s Rd. East, Wan Chai
電話：(852)2520-6677 
営業時間：ランチ　12:00～15:00　ディナー　18:00～22:00
ウェブ：www.operahouse.com.hk

今熱いエリアにニューカマー登場
伝統的なイタリアンを2通り楽しめるレストラン
今熱いエリアにニューカマー登場
伝統的なイタリアンを2通り楽しめるレストラン

トリュフオイルが
香ばしい北海道産ホタテのグリル
「Pan-fried Hokkaido Sea Scallops」

テリーヌとグリルの2通りを
楽しめるフォアグラ
「Goose Liver Combination」
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広州

昨年オープンした珠江の新ランドマーク！
広州南豊朗豪酒店(Langham Place Guangzhou)広

州

ノーベル賞受賞作家の話題作が演劇に
「悪い娘の悪戯」広州上演広
州

　ペルーのノーベル文学賞受賞作家、マリオ・バルガス・リョサ(Mario 
Vargas Llosa)の小説「悪い娘の悪戯」から命名されたお芝居が広州話劇
芸術中心で上演される。2011年には原作小説の日本語訳が刊行され、
多くの読者を惹きつけてきた。舞台作品としてその魅力がどのように表
現されるのか期待されている。
　愛の正体とは何なのか？「悪い娘」で問われているのは、この永遠の
テーマだ。小悪魔的な女性ニーニャ・マラとお人好しな男リカルディー
ト、彼らの一生にまつわる「悪戯」……この作品で描かれるのはいわゆる
普通の恋愛小説で語られる愛と比べるとより現実的で正直な愛なのか
もしれない。「既にあるものだけでは決して満足できない、より多くのも
のを得たい」―この言葉がヒロインの心の内をありのままに描写してい
る。彼女は時にはチリの少女、外交官夫人、大富豪の夫人、日本人女性と
して立ちまわる。貧しい境遇から抜け出すために自分の存在を入れ替

え、男を乗り換える……そんな彼女に翻弄されながらも彼女を見捨てる
ことができない彼……喜劇的な要素を持ちながらも二人のキャラク
ターが織りなす切ない余韻が印象的な作品だ。描かれる舞台もペルー
のリマ、パリ、キューバ、ロンドン、日本と実にワールドワイド、このスケー
ルの大きい作品が舞台でどのように表現されるのかも見ものだ。

　昨年オープンした「ランガムプレイス広州」は、琶洲展示館から徒歩わ
ずか2分の豪華ホテル。建物の風貌が独特なことからこのエリアの新た
なランドマークとして、ひときわ目立つ存在だ。多くの部屋が珠江に面し
ており、広州らしい風景を望める。現代のトレンドを取り入れた広州の今
を表現するのにふさわしいデザインが隅々まで施されており、訪れる者
に優雅なひとときをプレゼントしてくれる。
　ダイニングでは、世界各地のグルメが勢揃い！10室のVIPルームが各
種パーティーやビジネスレセプションなどのために用意されており、会
食や公式行事に最適なスペースとなっている。ホテル自慢の本格広東
料理のレストラン「明閣」（Ming Court）では、ビュッフェスタイルで豊富
な粤菜メニューからお好みの料理をチョイス！「ランガムプレイス・モン
コック香港」のミシュラン・スター・レストラン同様、ランガムが誇る伝統
的なサービスでもてなしてくれる。4階にあるのが、アウトドアBBQレスト

ラン「Alfresco」（「炉焼」戸外焼烤餐廳）。こちらでは海鮮バーベキューが
おススメだ。「Sky Bar」（「星」戸外酒廊）は、眺めの良いアウトドアバー設
計。広州の夜景に酔うのにピッタリな空間だ。
　現在の広州を象徴するような豪華なホテルで、お気に入りのレスト
ランがみつかるかもしれない！

広州南豊朗豪酒店
住所：広州市海珠区新港東路638号
電話：(86)20-8916-3388 
ファクス：(86)20-8916-3333 
ウェブ：guangzhou.langhamplacehotels.com.cn/index.html

広州話劇芸術中心十三号劇院
場所：広州市白雲区沙河頂新二街13号
日時：7月11日、12日 19:45、　7月13日 15:00
料金： RMB448（RMB280×2枚）、RMB320（RMB200×2枚）、
　　　RMB288（RMB180×2枚）、RMB280、RMB200、RMB180、RMB130
ウェブ：www.228.com.cn/ticket-50870933.html
中国語名：「壊女孩的悪作劇」
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広州

広州
アゴに違和感がある、こめかみ周辺が重い・・・ 

そんなアナタは要注意！
いま20代、30代を中心に、ストレスが原因による顎関節症患者が急増して
います。じつはこの「アゴの緊張」、顎関節症だけでなく、肩こりや腰痛、疲
れの原因でもあるのです。なぜ、ストレスで顎関節症になるの？
　ストレスや緊張を感じると、無意識に奥歯をかみしめる性質があるか
らです。歯をくいしばることにより、アゴの筋肉が緊張し、咬むための筋肉
（そしゃく筋）に異常が出てしまうのです。近年、ストレス社会を反映して
か、顎関節症の人が増えています。

「アゴの緊張」が、肩こりや腰痛、疲れの原因!?
　このことを突き止めたのが、長年にわたり、顎関節症の治療に当たって
きた第一人者である歯科医師の佐藤青児。
（月見歯科クリニック院長、メディカルエステ・メディカサトウ主宰）。
こわばったアゴの筋肉をゆるめ、治療を行ったところ、「肩こりが治った」
「腰痛がよくなった」という患者が多くいたのです。

筋肉をゆるめて、体液（間質リンパ）の流れをよくすることで、肩こり・腰痛、
疲れが取れる
　「揉む、押す、引っ張る」でもなく、マッサージでも整体でもない。しか
も、たった10秒で効果が得られる独自の健康法。【アゴをゆるめる】　【皮

膚をさする、なでる】　だけ。

アゴをゆるめると健康になる！　　
肩こり、腰痛、疲れも吹き飛ぶ間質リンパの整え方
・肩こり・腰痛・膝の痛み解消
・ほうれい線、たるみ解消
「リンパは流すのではなく、整える」

揉みほぐすことともストレッチとも違う「筋ゆる」が
あなたの身体を若返らせる！
　歯科医師だからこそわかった新しい体の整え方。筋肉をやわらかくす
ることで、リンパ液の流れを促し、老廃物の排出機能がアップ。その結果、
「こりや痛みが10秒でなくなった」「疲れにくくなった」「おなか周りの脂肪
がとれた」など驚きの声が寄せられました。

　頑張って体力づくりをしなくても、体内のリンパ液がスムーズに循環し
てさえいれば、内臓も筋肉も若いまま。いつまでも動ける体、疲れない体
になれる。

広州

ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは

HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402
EMAIL: zets_pp@pocketpage.com.hk

スタイリスト　濱島一二
美容師歴36年を誇り、日本で美容メーカーの社
外講師としても活躍。技術はもちろん折り紙つ
きだが、頭皮や髪に刺激の少ない薬剤を使用す
るなど髪の健康を一番に考えており、広州で人
気のスタイリストの一人。

住所：広州市天河区天河南一路六運一街7号101房
TEL： (86)20-3734-0372
 (86)134-5042-2334(濱島)
営業時間：11:00～21:00

体育西路
B出口

天河城
体
育
西
路

天河南一路

体育西路
H出口

CYNERGI

　こんにちは。濱島です。
　暑くなってきましたネ。ブラジルワールドカップも始まり暑い暑い夏がやっ
て来ました。
　2回にわたり、紫外線とシミについてお話してきましたが、これからまた肌
についてと化粧品の話をしていきましょう。
　最近の化粧品は、色々と魅力的なコマーシャルをしていますが、私達の
グループから見ると人間の皮膚（肌）を物として見ているような気がしてな
りません。
　シワができればシワをとればいいでしょう。シミができればシミをとればい
いでしょう。
　という考えで、肌、皮膚の健康をおろそかにしているように見えて仕方があ
りません。人間の生きている細胞は、皮膚の再生能力があり、また自然治癒能
力があります。皮膚の健康を守るためには皮膚の構造を知り、皮膚の生理機
能を理解してお手入れをしてください。
　まず皮膚のお手入れで一番気にする事が洗顔ではないでしょうか。顔は身
体の中で一番汚れやすい場所で酸敗した皮膚、汗、落ちた角質、ホコリ、常在
菌などが多い場所です。特に女性の場合は、メイクアップ化粧品等も常用し
ており、汚れは大きいと思って下さい。
　他の部位は衣類などを着て保護されまた吸収されているので、さほど汚れ
は大きくないでしょう。
　皮膚の酸敗は老化をしやすいので老化を防ぐなら、1日3回ぐらい（朝、昼、晩）
洗顔するとい良いと言われています。しかし、なかなか実行できないですね。
　夜の洗顔はどうすれば良いか？というのは、顔の汚れは先程も書きました
が、非常に大きく化粧品等も相まって石鹸では落ちないとされてます。
　昔から硬い油は柔らかい油で解かせと言われていますが現在も同じです。
機械工場の工員達は、結構きれいな肌をしています。本来なら女性も同じよ
うな方法で洗顔すればいいのです。コールドクリーム等で油を落として、石鹸
で洗顔する。多分これが肌の健康を考えた一番良い洗顔方法だと思います。
次回も皮膚のお手入れ方法をお話していきます。
　お楽しみに～！

知っているようで知らない髪と肌のこと㉔
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こんな症状の時どうしたらいい？ 海外生活では不安も倍増！

ここでは、海外でもなりうる病気、その予防法、治療法を紹介します。

今回は、グローバルドクター（東莞）の石田先生が登場します！

　一般的に持続時間によって急性、慢性のせきに分けられます。急性のせきの多くは、か
ぜに伴うものが多く、そのほとんどが1週間位で自然に快癒します。
　ところが、中国在住の日本人の方たちの間でかぜ後のせきが治らずに何週間にも続く
ことが非常に多く見受けられます。
　これには、中国の空気汚染が強く関係していると思われますが、詳細は分かっていま
せん。
　日本のかぜが一週間程度で治癒し、中国のかぜが何週間も続くことを心配されて、多数
の方がクリニックを受診されます。中国特有のせき、中国せきと説明させていただいてお
ります。
　通常のせきとは違う治療が必要となる場合が多く、注意を要する他の慢性のせきもあ
りますので、せきが持続する時は遠慮なく、クリニックを受診してください。

中国せき

私の近くの
お医者さん
私の近くの
お医者さん

グローバルドクター（東莞）
住所：広東省東莞市東城区星河伝説IEO国際街区28号3階
電話：（86)769-2203-2881　（24時間日本語）
時間：9:00～18:00（月-土）24時間緊急対応
ウェブ：www.globaldoctor.com.au
メール：ishida@globaldoctor.com.au

石田 医師
中国と日本、両国で診療しています。



深圳

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

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

楽しい大阪人交流会深圳
大阪人あつまれ！大阪出身、大阪好きな
方も、飲み会へ参加ください。大阪人じゃ
ない方、始めての方多数。7月15日19:00か
ら羅湖ユエハイ周辺の日本料理
(86)136-7000-4201 永島
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政チャイナ広州支部
法政チャイナ広州支部は、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！ 
連絡先　hoseichina_hk@yahoo.co.jp
事務局まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仕事を探しております
本人は男性で日本語流暢、工場管理、市
場調査などの仕事を探しています。勤務
先不問。出張可能です。
メール：lili1978729@126.com
皆さんからのご連絡をお待ちいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他

CLASSIFIED CLASSIFIED

広東

　広州市天河区中信広場14階にあるイーストウェスト
メディカルセンターは、去る6月11日、12日の2日間、慶
応義塾大学名誉教授・南里清一郎先生による乳幼児・
小児定期健診及び邦人・進出企業向け医療相談会を
開催し、好評を得た。
　2年ぶりとなった同健診には約40組のお子さんとそ
の家族が参加。保護者の方からは子供の発育・発達、

予防接種や気候と病気の関連性など数多
くの質問が寄せられた。南里先生からは
「環境水準、衛生水準の高い日本と異なる
生活環境にある海外での生活では、小児の
定期・任意接種のどちらもスケジュール通
りに行うようにし、感染を防ぐようにしま

しょう。また、お子さんの発育・発達で気になる点がある場合には、インターネッ
ト等の情報に惑わされるのではなく、専門家の先生に相談することが大切で
す」などの様々なアドバイスがあった。中でも多くのお母さん方が悩む卒乳のタ
イミングに対し、「心の栄養は母乳に勝るものはないのです。お母さんとお子
さんの絆を生む大切なスキンシップですので、卒乳するにはお互いにストレス
がかからない程度にゆっくりと進めましょう」というアドバイスがあり、お母さん
方も安心した表情で先生の話に耳を傾けていた。
　企業医療相談では、予防接種や鳥インフルエンザ、また駐在員のメンタルヘ
ルス面の質問が投げかけられた。それに対し南里先生からは「予防接種はA型
肝炎・B型肝炎・破傷風・狂犬病・日本脳炎の5種の接種が大切です。これ以外に
も腸チフスも比較的多く見られる感染症ですので、日本のトラベルクリニックで
接種をしてから来るのが良いでしょう。鳥インフルエンザについては動向を注
視し、マスクやタミフル等会社として備蓄を行うことも考えておくこと。メンタル

面については身体の健康が心の健康に繋がるので偏りがちになる海外での食
生活や飲酒の習慣などに気をつけ、メンタル面が気になる社員については
チェックリスト等を使用して社員の状態を把握することが必要になります」と
いったアドバイスがあった。
　今回の健診及び医療相談を通し、参加者の海外生活での不安を和らげ、今後
の健康管理の指針を得られた人が少なくないのではないだろうか。なお、同ク
リニックでは通常同院の小児科専門医師による乳幼児定期健診（無料）を実施
している。詳しくは電話で問い合わせをしてみよう。

乳幼児定期健診（無料）
健診日： 毎週火曜・水曜
時　間： 午後2時～4時
お持ち頂く物： 母子手帳
電　話： (86)20-3879-7605

イーストウェストメディカルセンター 
住所：広州市天河区天河北路233号中信広場14階1401室
電話：(86)20-3879-7605
健康ホットライン：(86)138-2216-9509
診察時間：月～日曜　9:00～18:00　（時間外、祝日は電話予約制）
内科、小児科、婦人科、耳鼻咽喉科、皮膚科、理学療法、定期健診、予防接種ほか。
日本人スタッフ常駐　送迎車サービス有（要予約）
WEB：www.eastwestmedico.com

慶大・南里清一郎名誉教授による
無料乳幼児・小児定期健診／企業向け医療相談会開催！
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Q. どうして当校を選ばれたのですか？
　専任講師の方が多く講師のレベルが安定しているにも関わらず、
マンツーマン料金が他校に比べて安かったからです。あと、中国語を
全く話せなかったので授業の予約や変更の時の受付電話を日本語
で対応してくださるのも安心でした。雰囲気がアットホームでリラック
スして通えそうだと思いました。

Q. 実際当校で学習してみてどうですか？
　授業が分かりやすいのはもちろんですが、現地の幼稚園に通う子
供の連絡帳を一緒に訳していただいたり、幼稚園への連絡の文章作
成を手伝っていただいたりと個人的なことまでフォローしていただい
てとても助かっています。イベントの連絡や授業に関することも事前

に連絡・相談してくださり、きちんとしていて信頼できます

Q. これからの目標は？
　子どもの幼稚園の先生やクラスメートの親御さんとコミュニケー
ションをとれるようになることです！あとはHSKにも挑戦してみたいです。

中元さん、ありがとうございます！

んでます！んでます！学学私は、
ココで
私は、
ココで

目指せ
中国語の達人！

中国語を勉強中の生徒さんにインタビュー

中元　陽子さん
中国生活3年5ヶ月目。夫が広州に赴任し家
族で帯同してきました。子ども一人を育てる
専業主婦です。2012年8月から学び始めても
うすぐ2年です。

中国で暮らし始めると中国語を学びたいと思うことが多いですよね。
そこで、本コーナーでは、中国で中国語を習得しようと頑張っている方にインタビューし、
学校の紹介をしていただきます。
今回紙面を飾って下さるのはコスモス言語学校に通っている中元さんです！

中国で暮らし始めると中国語を学びたいと思うことが多いですよね。
そこで、本コーナーでは、中国で中国語を習得しようと頑張っている方にインタビューし、
学校の紹介をしていただきます。
今回紙面を飾って下さるのはコスモス言語学校に通っている中元さんです！

コスモス言語学校
住所：天河区林和中路138号天譽花園二期D座1806室
電話：(86)2336-8426　137-1916-8437
時間：9：00～22：00
ウェブ：kosumosuschool.seesaa.net
メール：jiayou_for5_in923@yahoo.co.jp

広東

広州深圳
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