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Tru Trussardi 
住所：Shop 2402, Harbour City, 3 - 27 Canton Rd., TST

　イタリアの高級ファッションブランドとして世界中に多くのファンを持つ「Trussardi」
は、創業当初は高級手袋を作る工場だった。高品質な原材料を使い、優れた皮加工の
技術で作られた製品は、瞬く間に世界の注目を集め、イギリス王室の御用達業者に選
ばれるまでに。現在ではアクセサリーを始め、靴、服などファッション界の幅広い分野
に進出している。創業100周年を記念して2011年より「Tru　Trussardi(トゥルートラサル
ディ」にブランド名を変更して新たにデビュー。上質、ナチュラル、そしてオリジナリ
ティーをコンセプトにイタリアのミラノの香りを表現。そんな同ブランドの2014年の春
夏コレクションのテーマは“スポーティー＆エレガンス”。最近、ハーバーシティーに移
転オープンした店舗には多くのコレクションの品々をが取り揃えている。
　店内にはスポーティーでありながらエレガントな服や小物が並ぶ。2014年春夏は
黄、青、赤、緑などの原色を多く使用し、カジュアルすぎないシンプルで洗練されたデザ
インが多くみられる。堅苦しさにとらわれることなく仕事からプライベートまで様々な
シチュエーションに対応できるデザインはまさに現代を生きる大人のための都会派カ
ジュアルとも言えるだろう。気軽でありながら、肩の力を抜きすぎないデザインは人気
を呼んでいる。

　メンズラインには人気のデニムを始め、夏に涼しく着こなしたい白
や青のパンツやショートパンツが多く並ぶ。原色を組み合わせても爽
やかに見えるポロシャツも今年のおススメ。シンプルでキレイ目なデ
ザインが多いのでゴルフウェアとしてもちょうど良いだろう。もともと男
性ラインのみで展開していた同ブランドは数年前から女性ラインもス
タート。原色使いはメンズと同様、街での買い物や食事に着ていける
サマードレスから、リゾートにピッタリのお洒落なデザインのドレスな
ど、今すぐ着てお出かけしたくなるデザインが女心をくすぐる。
　さあ、早速足を運んで凛とした大人のカジュアルを楽しんでみては。

［ Tru Trussardi ］

イタリアのファッションブランド
大人カジュアルラインの2014年春夏コレクションを発表
イタリアのファッションブランド
大人カジュアルラインの2014年春夏コレクションを発表

寒色の爽やかなラインアップ

カジュアルだけれども洗練された
コーディネイト

夏らしいカラフルなデザイン

秋を先取りしたシャツやジャケット

26 Pocket Page Weekly 04 July 2014 No. 442
B

 ショッピング（香港・広東共通）



香港

香港 香港

香港



深圳

深圳

深圳

深圳

草原天籟――内モンゴル青少年合唱団コンサート
広州・深圳公演

ビジネスで使える実践的英語コース 
Berlitz Global Education Company深

圳

　英語コースと言っても様々な種類があるが、やはり「使える」英語を学
びたい。特にビジネス英語は、普段の英会話とは違うスキルが必要だ。
　仕事に関する事柄を英語で意思疎通するのはもちろん大切。しかし、
会議の前後のちょっとした話題やジョーク、パーティーや社交の場での
話題、家族や趣味についても英語で話せればいいのにと思ったことが
あるだろう。今回紹介するこのコースは、そんな思いにも応えられるはず
だ。他にも、クライアントや患者と信頼関係の築き方、自然なイントネー
ション、アクセント、リズムの修得も可能だ。これまで以上にビジネスを
潤滑に進めるためには役立つはずだ。
　このコース以外にも、4歳からの子供英会話から日常英会話や旅行英
会話、社会人向けのビジネス英会話まで、年齢や目的に応じたプログラ

ムで質の高い英会話を提供。また英会話スクール、英会話教室での語学
提供だけではなく、ネットを活用した利便性の高いレッスンや英語でビ
ジネススキルを学ぶプログラムも用意している。

　「内モンゴル青少年合唱団」（内蒙古少年合唱団）は、2008年9月に創
設された内モンゴル史上初となる児童合唱団だ。音楽監督であり指揮
を務めるのが、指揮者として名高い婭倫・格日勒（Yalun Gerile）。団員数
は80人を超え、その多くが12歳から17歳までの学生たちで、内モンゴル
草原地帯の出身。彼らはこの合唱団でピアノ、馬頭琴、バイオリンなどを
学び、才能に磨きをかける。故に、歌唱力、演奏力には定評あり、第11回
中国国際合唱祭では金メダルを受賞、格日勒は最優秀指揮者として認
められた。披露されるのは、外国やモンゴルの民謡。伝統の華やかな民
族衣装をまとい、雄大で清らかな伝統民謡を奏でる。情熱的で豪快な内
モンゴル・科爾沁（コーアルチン）の舞い、素朴な馬頭琴と蒙古筝

（Yataga）の音、どれも草原で育まれた彼ら独特の音楽感覚が生み出す
「天籟」だ。
　「天籟」とは、自然の音、風が物に当たって鳴る音などを意味する。内
モンゴルの大草原で聞こえる自然の響きがテーマとなっており、遠い

モンゴルの草原へと聴く人の心をいざなってくれるだろう。
　彼らの合唱と演奏を聞きながら、夏のこの時期に雄大な姿を見せてく
れる遥か彼方の草原に思いを馳せてみよう！

内モンゴル青少年合唱団コンサート
住所：広州市越秀区二沙島晴波路33号星海音楽庁 交響楽演奏庁
日時：7月25日（金）20:00
料金：RMB480、RMB380、RMB280、RMB180、RMB100
ウェブ：www.concerthall.com.cn/events/neweventdetail.php?id=1984

住所：深圳市福田区福中一路2016号深圳音楽庁 二楼演奏大庁
日時：7月26日（土）20:00
料金：RMB860（RMB480×2枚）、RMB680（RMB380×2枚）、
　　 RMB480（RMB280×2枚）、RMB380、RMB280、RMB180、RMB100
ウェブ：www.szyyt.com/index.php/Perform/view/id/1295

ベルリッツ　ランゲージセンター
住所：深圳市羅湖区深南東路金山大厦9階ベルリッツ
アクセス：地下鉄大劇院駅F出口
電話：(86)755-8231-1456　（日本語でお気軽にお問い合わせ下さい）
メール：Rex.Xie@em.berlitz.com

&
深
圳

広
州
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広州

今週の広東ピックアップ

平静不動なるアタラクシア
　1985年に結成されたイタリアバンド「Ataraxia」。フォーク、クラシカ

ル、バロック･･･様々な音楽要素を見事に音楽に融合させた作品たち

は、その完成度の高さと斬新さで多く

の人を虜にしてきた。今回はベストアル

バム発売に伴い中国ツアーを開催す

る。メロディーを通して心の静穏を求め

てみては。

イタリアバンドAtaraxia
広州ライブ

7月15日

あなたも絵画の一部に？！
　去年大成功を収めた「全国3Dトリックアート巡回展」が深圳で再び開

催！様々なメディアにも取り上げられているトリックアート、二次元である

壁や床に立体感のある三次元的な世界を表現してその効果を楽しむも

の。カメラを通すことでリアルな世界が見える。ポーズをとり写真に写

り、不思議なトリックアートと遊んでみよう！

3Dトリックアート展
深圳で開催

7月31日まで

スペインのDAYLIGHT
深圳ライブ

7月17日

アメリカの老舗名門ホテル
　米テキサス州ダラスの名門ホテルブランドである「ローズウッド・ホテル(Rosewood 

Hotels)」は、来る夏に、北京に進出することに続いて、2017年広州にも新店オープンを告

知した。

　世界中の18箇所でホテルを構えている同ブランドは、開業以来「A Sense of Place」の

概念を持ち、当地の歴史、建築と文化などを融合させ、優れたホテルサービスを顧客に

届けることを目指してきた。今回は広州市が誇る高層ビル周大福金融中心、トップの16

階で位置するホテルは、市中心のショッピングモールはもちろん、広東省博物館や広州

大劇院など文化スポットは徒歩圏内。設備の中に注目したいのは、一部のレストランと

バーのデザインを担うのは、東京からのSUPER POTATO。

　まだ建築中の周大福金融中心は、築成後は530メートルで世界の高層ビル・トップ10

の1つになる。

ローズウッドホテル
広州進出

2017年

ゼロから達人を目指そう！
　絵画が好きだけど、1人ではなかなかうまく描けない･･･ペイント教室

「ART HOUSE」が開催する油彩体験教室までぜひ訪れてみては。優雅な

空間に音楽とコーヒーの匂いを浴びな

がら、プロの先生の指導の下、経験がゼ

ロの人でも画伯に変身できる！毎回3時

間の体験教室は10人まで申込が可能。早

めにお問合せを！

ART HOUSE
油彩教室

7月6日まで

深
圳
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Exhibition

広州市越秀区広州大道中361-365号
東方花苑首層TU凸空間
20:30～22:00
前売RMB80、当日RMB100

広州市天河区棠東毓南路15号
303-307冠達商務中心旁
月～金　9:30～12:30、14:00～17:00
土　9:30～17:00
(86)136-3133-2901
RMB110/1人

ポップ・パンクのパワーを見せてやる！
　スペインのポップ・パンク・バンド「DAYLIGHT」が結成10周年で中国

ツアーを展開する。そして、7月17日に深圳に到来！ヨーロッパでも日本

でも絶大な人気を誇る彼らは、2012年

に初めて中国に進出した。今回のツ

アーはバンド自身2回目の中国ツアーと

なり、新しいアルバムのナンバーも披露

する予定だ。

深圳市福田区宏威路38号
深圳書画芸術学院一楼展庁
9:00～21:30
団体チケット　RMB25

広州市天河区珠江新城周大福金融中心
www.rosewoodhotels.com

深圳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
前売　RMB40、当日　RMB50
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　今回紹介するのは、深圳の地下鉄大劇院駅の近くにある高級なショッピング
モール「萬象城（ワンシャンチャン） the mixC」だ。
　ここはかつて深圳で最も高かったという地王ビル（今は2番目です）のすぐ隣
にある。ほんとうにここは中国なのか？と疑問を持つぐらい広く、高級ショップが
立ち並ぶオシャレなショッピングモールだ。内部はゆとりのある吹き抜けになっ
ていて、高級ブランド店がずらりと並んでいる。このようなブランドを見ると中国

人はお金を持ってるのだと実感する。有名ブ
ランドが、香港のお店、いや東京でもあまり見
ないくらい広く、そして数多く入っている。
HOLISTARに関しては、ハワイのアラモアナ
ショッピングセンターと同じ位の大きさ、品揃
えで、香港より巨大だ（笑）。
　そして、面白いのが萬象城中にはスケート
リンクがあること。香港も室内スケート場があ
るが、それらより広く、またリンクもよく整備さ

れている。営業時間は平日は9時～21時、土日祝は8時半～21時、
値段は個人だとRMB70～80となっているので、ご家族連れやカッ
プルにおすすめしたい。
　また、中央部には未来の深圳の様子をイメージした模型なども
あって、今まさに発展している最中なんだということを再認識させ
られた。作品のコンセプトは「ビーチのある生活」で、実際にビーチ
付近に建設中のマンション模型やそのマンションに設置中の部屋
のパンフレットなどが置かれている。このような、未来の形を模型
にして展示することは、気持ちをワクワクさせるためにも、必要だ
と感じた。

Part20   大劇院 萬象城DEEP深圳

萬象城
住所：深圳市羅湖区宝安南路1881号

スポット
情報

今回は、スローライフの休日生活を提案する大劇院駅周辺の萬象城ショッピングセンターを隅々まで紹介していく。

1F展示会場にて行われていたPOLICEの展示

頻繁に氷面を整備しているので危険も少ない大きなスケート場

今まさに変革している躍動感が伝わる
深圳貨潤小径湾の未来模型
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お問い合わせ：

天河大都会校：(86)20-2282-9282 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）

天河珠江新城校：(86)20-2238-2196 広州市珠江新城華明路9-13号華普広場西座1211室　（地鉄三号線珠江新城A1和A2出口）

越秀世貿校：(86)20-2884-8682 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）

福田新城校：(86)755-25987982 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）

愛マンダリン中国語学校
info.guangzhou@imandarin.net
www.iMandarin.net

語学がしっかり身に付く！
さらには、国際交流もできちゃう！

 10月 25日 珠江新城キャンパス 中国の伝統切り紙を作りましょう
 11月 22日 都内のあるレストラン 中華料理の試食会
 12月 20日 都内のあるバー クリスマスパーティー
 

 7月 19日 珠江新城キャンパス 珠江の夜遊び
 8月 23日 地下鉄駅陳家祠の近所 中国カンフー
 9月 20日 荔枝湾涌（広州の名所） 荔枝湾涌で一日遊び

☆2014年7月～12月　愛クラブイベントスケジュール☆
夏休みキャンペーン夏休みキャンペーン

①プライベートレッスン
　　RMB12,880で140レッスン
②奥様クラス　RMB399/月
③キッズキャンプ　RMB380/日

①プライベートレッスン
　　RMB12,880で140レッスン
②奥様クラス　RMB399/月
③キッズキャンプ　RMB380/日

自分の学びたい言語が身に付くのはもちろんだ
が、それだけではない愛マンダリン。料理教室が
あったり、中国伝統の切り絵を体験できるなど、
イベントも盛りだくさん。今回は5月の優秀教師
を紹介しよう。

こんな熱い愛マンダリン教学チームたちと一緒に語学を始めよ
う！ぜひ気軽に問い合わせを。さらに、語学と同時に楽しめるイ
ベントも常時開催中。同校の愛クラブの情報も要チェックだ。

〈先生からのメッセージ〉
　自分自身も成長できるので漢語の先生になれたことは、とても
ありがたく思います。生徒たちに教えているとき、教師である私も
日本文化についていろいろ勉強になることがありました。生徒た
ちにも、ありがとう！と伝えたいです。個人的に一番嬉しかったの
は、生徒たちが私と一緒に勉強していく中で、いつの間にか流暢
な漢語が話せるようになったことです。満足しますね。これからも
楽しい教学スタイルを続けて、最も分りやすい方法でさらに多く
の生徒たちに漢語を教えたいです。一緒に頑張りましょう！

朱嘉慧 先生
広東外国語外貿大学卒

〈先生からのメッセージ〉
　明るさは誰にも負けない私は、小さい頃から教師になることを
一生の夢として、大学の教育学部で教師育成の指導を受け、中国
の標準語一級乙等資格及び中国の小学校から高校までの国文
教師免許を取得しました。1年間、中国国文教師を務めた際、不思
議な縁によって日本に行くことになりました。静岡のSBS学苑中国
語レッスン（入門、初級、中級）講師を2年間経験した私は、いろん
な日本人の生徒さんと出会い、その時に日本と中国両国の人々
の会話や交流の大切さ、面白さを実感しました。今は、この思い
を授業を通して共感して頂けるよう、正しい中国語と中国文化を
教えたいと思っています。

陳琪宇 先生
韶関学院漢語言文学部卒

〈先生からのメッセージ〉
　愛マンダリンの先生になって1年が過ぎました。私は異なる国
からの生徒に中国語や中国文化を教えるのが好きです。自身の
外国語力を活かして、会話の場景を設定し、なるべく分りやすい
授業にしたいです。多くの生徒が中国語や漢字ができるように
なっていくのを実際にみると素敵だと思います。それと同時に生
徒から異なる文化と風俗も勉強できます。私は教師として中国の
ことを世界に広げたいと心から望んでいます。

黄 潔 先生
広東外国語外貿大学卒
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　広州ではすでにお馴染みの「広州
萬治クリニック」。風邪やその他の病
気でお世話になった方も多いので
は。そんな同院、実は診察だけでな
くエステも行っているとの情報を得
て実際に体験してみた。
　ドキドキしながら同院を訪れる
と、流暢な日本語で通訳の金さんが
迎えてくれた。中国語が苦手な私も
ほっと一安心。金さんに案内され早
速施術室へ。
　今回施術をしてくれるのは美容科
の劉先生。まずは、リラックス効果の
ある背中のマッサージから。ラベン
ダーのエッセンスの香りに心身とも

に癒される。頚椎や背中のツボを優しく押してくれるので痛みは全く
ない。生理不順や生理痛にも効果がある腰のマッサージは女性には
大変嬉しい。
　次は胸のマッサージ。乳腺やリンパに沿って行っていく。「胸の辺り
に瘤があると癌になる可能性が高くなります。胸のリンパをマッサー
ジすることで癌を予防することもできるんですよ。」と劉先生。家で簡
単にチェックできる方法も教えてくれるので、是非参考にしたい。
　胸のマッサージの後は頭部のマッサージ。首から頭部にかけて
時々ツボを刺激しながら行っていく。こちらはリラックス効果も高く日
頃ストレスを感じている方にピッタリだ。
　続いて女性必見のフェイシャルマッサージ。最初に先生が化粧を

落としてくれるので、メイクをしたまま来院してもOK。外国製のク
レンジングオイルを使ってくれるので安心して任せることができる。
顔のマッサージもリンパの流れに沿って行っていく。こちらはリフト
アップ効果もあるとの事で期待大。お次はフェイスマスク。先生が冷
たく冷やしたパックを優しく顔に広げていく。夏の暑さでほてった顔
が徐々に冷めていくのを感じることができる。ここで「華南の夏は暑く
湿度も高いので保湿は必要ないと感じている方も多いようですが、
実は冷房等でお肌はとても乾燥しているんですよ。」と劉先生。確か
に広州に来てから保湿にあまり力を入れていない。汗をかいたりし、
皮膚の水分は足りていると勘違いをしていた自分に気づく。
　最後はお肌を整えるために化粧水などで保湿を。希望に沿って先
生が眉毛を整えたり、BBクリームを塗ってくれる。全て終えると先生
が鏡を手渡し今回の施術内容のおさらいをしてくれる。肌はしっとり
し、たるみも改善されたような気が！ファンデーションのノリは確実に
良くなっている。心も体も癒され大満足。これからも続けて通うこと
を決意した。
　今回受けたのはトータルで70分の充実した内容のエステ。施術室
にはベッドが2つあり、友人と一緒に来院し
ても問題なし。タオルやシーツも毎回交換
し、部屋も定期的に消毒しているので衛生面
に不安を抱えている人にも安心だ。料金は
初回RMB300だが定期的に通いたい方には
4回RMB1200のチケットがおススメ。（1ヵ月
有効）予約制なので必ず前もって同院に電
話を。この夏萬治クリニックで綺麗になっ
ちゃおう。

広州萬治クリニック
住所：広州市天河区天河北路233号中信広場
　　  辦公室大楼2502室（地下鉄3号線「林和西」駅近く）
電話：(86)20-3877-3123（日本語通訳常勤）
ファクス：(86)20-2223-0133
ウェブ：medicentre.cn
※土日は要予約

劉 先生

無料肌ケア体験チケットを先着５名様にプレゼント
広州萬治クリニックで綺麗になろう！

※チケットをオフィスまで受け取りに来ていただける方に限ります。
　広州市天河区林和西路167号威尼国際商務大廈626室（広州東駅すぐ隣）

先着５名様にこちらの無料肌ケア体験チケットをプレゼント！
まずはPPW広州オフィスにお電話（020-3877-6402）を。
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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

インプラントと歯科医の思い出
　歯科の事務局長という職名で仕事をして
いるが、実は「患者」の方で職場にお世話に
なることが多い。生まれて始めてのインプ
ラントも勤務先である。
　インプラントは、天然の歯と同じような構
造を人工的に再現する。歯茎の上に歯をた
だ乗せる、というだけではなく、歯茎の中に
ある、歯を支える骨とインプラントの歯の
パーツを結合させるのだ。
　これにより、物を噛んだ感触が、天然の歯
と同じように歯茎と顎に伝わるので、「物を噛
む」という感触が健康な歯の状態に近いの
である。ちなみに、インプラントの咀嚼率は
天然の歯の80％と言われ、かなり効率的で
もある。
　私の場合、インプラントの前はブリッジ。や
はりインプラントの方が物を噛むという感覚

と審美性で秀でている。主観的には価格と治
療期間の長さ以外の欠点が見当たらない。
　10年前に、歯科医の友人に、インプラント
を「26万円でやってやるよ」と言われた。当
時は歯の重要性をあまり鑑みてなかったが、
今のインプラントの出来具合を考えると、そ
のときに「友達価格」でやってもらえばよかっ
た、と後悔している。ちなみにその友人は首
都圏で開業しているが、インプラントの施術
費用は当時の「友達価格」の倍とのこと。彼
は歯科医師としては、確かに優秀である。故
に報酬もそれなりなのだろうが、いまだに一
度もご飯をおごってくれたことがない。勤務
医時代に、給料前になると私に「金貸してく
れ」と言っていた若い頃のエピソードを思い
出した。

筆者紹介 林原 祐一
大学卒業後、世界最大手の
医療法人に勤務。各国の総
合病院や福祉施設の運営に
携わる。8年前に中国へ。
2012年9月より、しろもとデン
タルクリニック事務局長。
プライベートで香港や日本
のトレイルランやマラソン大
会に出場し、表彰台の常連選
手に。「白眼鏡」と言われてい
るらしいが、広東語が全くわ
からない。  

深圳市南山区南山大道1122号鵬愛医療美容医院二階
(86)755-8650-0166、(86)135-3090-3900（日本語専用ダイヤル）
paiyake@pengai.com.cn

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
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