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日本で獲れた新鮮な鮎を香港で！
銀座大倉

香港

銀座大倉
住所：1/F., Oriental Crystal Finance Ctr.,
　　  107-109 Chatham Rd. South, TST
電話：(852)2957-8777 
時間：12:00～15:00、 18:30～23:00

　銀座大倉のお薦めは、旬真っ只中の「鮎塩
焼」。6月～10月くらいまでの限定メニュー。ラン
チ、ディナーともにHKD120、売り切れ次第終了
だ。朝日本で捕れた鮎が、空輸で午後には香港
に届き、夕方には食べられるとのこと。
　8月からは子持ち鮎が捕れるため、ひと夏で風
味の異なる鮎を楽しむことができるのも魅力。
　また、鮎料理に相性抜群の「蓼(たで)酢」も、同
店なら味わうことができる。日本から仕入れた蓼

の葉をすりつぶして作ってお
り、香港にいながらにして日本の夏の
香りを堪能できる。今年の夏は、冷酒片
手に鮎塩焼を楽しんでみてはいかが。
　もう一つの店主お薦めメニュー「ど
じょうの唐揚」も味わっていただきた
い。詳しくは広告で。

今が旬！ 鮎塩焼で日本の夏を感じる

店主の大倉さん
「お待ちしております」

 

　香港の暑い夏、すでに夏バテ気味で食欲がな
くなりつつある方も多いのではないだろうか。
そんな方にオススメしたいのが元気一杯の宮崎
名物"冷汁"だ。尖沙咀ミラマー内にある同店は、
宮崎で味わうのと変わらない、鮮度のある旬な食
材を堪能できる落ち着いた空間で多くの駐在員
にも愛されている。そこでいただく冷
汁は、ほかほかの白米と共に日本産の
鯵のダシと麦みそ、煎り胡麻が効いた
冷たい味噌汁に、豆腐やミョウガ、紫
蘇、胡瓜などの薬味が香る逸品だ。
　薬味の紫蘇もアクセントとなりさっ
ぱりと食べられるうえに、ミョウガなど
の薬味が夏バテの食欲減退にも効果
的だ。暑い夏は、ほかほかのご飯に豪
快にぶっかけて頂こう！

 
女性にも大人気! 濃厚なタレで頂く冷やしタンタン麺
居酒屋 和月坊

深圳

居酒屋 和月坊
住所：深圳市羅湖区南湖路3009号国貿商厦3A
電話：(86)755-8217-7005、(86)135-1076-5646（日本語）
時間：17:00～ラストオーダー25:00

　地下鉄国貿駅から徒歩ですぐの国貿商住大
厦にある居酒屋「和月坊」。
　テーブル席、カウンター席、座敷を設けていて
平日から常連客で賑わっている。
　そんな同店がオススメするこの夏イチオシの
メニューは、ピリカラ胡麻だれをかけて頂く「冷
やしタンタン麺」RMB40。このうまさの秘密は 
ピーナッツや胡麻の風味豊かな自家製ダレに
ある。
　上に乗った挽肉とシャキシャキのもやし、キュ
ウリと麺をよく絡めて食べて欲しい。この夏刺激
がほしいあなたは、是非同店へ！

 
「日本の路地裏ビストロ」で夏にピッタリの冷製パスタを！
Cafe&Bistro Bar 洋食や

深圳

　洋食屋、パスタ屋、カフェ、ワインバーと4つの顔を
持つ路地裏ビストロ「Cafe&Bistro Bar 洋食や」が今
回紹介してくれるのは、見た目にも鮮やかな「スパイ
シーサルサ風冷製パスタ」。青じそ、トマト、キュウリ
を使って仕上げたこちらは、ピリリと辛いサルサソー
スがパスタに良く絡み、濃厚ながらもさっぱり頂け
る。アクセントになっているのが上にかかった大葉と
チーズクリームソース。酸味をまろやかにし、更には
トマトのコクと旨味をしっかり出してくれる。ガッツリ
派にはミートソースのトッピングもOK。他では絶対
に食べられな
い夏にピッタ
リの冷製野菜
パスタ。この機
会を見逃すこ
となかれ！

居酒屋 元気一杯
住所：Unit 4E, 4/F., Miramar Shopping Ctr.,
　　  132-134 Nathan Rd., TST
　　 (MTR尖沙咀駅B1出口すぐ)
電話：(852)2375-8100
営業時間：ランチ12:00～L.O.14:00
          　　ディナー18:00～L.O22:30

香港

暑い夏にぴったり！ サラっと食べられる
風味豊かな冷汁

宮崎県人でなくともハマる味！
居酒屋　元気一杯

Cafe&Bistro Bar 洋食や
住所：深圳市羅湖区東門南路3045号金城大廈3座1階23号
電話：(86)755-8224-6209、(86)180-2535-2525 (日本語可)
時間：平日、土12：00～24：00　日、祭日12：00～22：30
ウェブ：y7.net/yousyokuya
メール：yousyokuya@wo.cn 

 
牛タン冷しゃぶサラダで夏を乗り切ろう
梅屋 花見小路
　地下鉄淘金駅から歩いてすぐの閑静な住宅地に
ひっそりと佇む「梅屋 花見小路」。2階建ての店内に
はバーカウンター、テーブル席、お座敷も完備して
おり、ひっそりお酒を楽しみたい方から、わいわい
宴会をしたい方まで幅広い方に愛されている。
　今回紹介するのは、同店おすすめのサラダ！1品
目は、「牛タンの冷しゃぶサラダ」。少し酸味のある
和風醤油ダレが柔らかい牛タンとマッチ！ブロッコ
リー、アスパラ、トマト等の色合いが鮮やかで、目で
も楽しめる一品だ。夏バテ気味のあなたにおすす
めなのは、「豚肉とオクラのサラダ」だ。さっぱり自家
製ポン酢で頂くこちらの一品は、疲れた身体に優し
く染みる。上に乗った白髪ネギもいいアクセントに。
　同店自慢のサラダの数々。夏バテ気味の方にも、
夏も元気な方にも、是非味わっていただきたい。

広州

梅屋 花見小路
住所：広州市越秀区華僑新村光明路13号
電話：(86)20-8358-0407
時間：17:30～24:00

牛タンと自家製醤油
ダレがマッチ

シャキシャキの野菜が
アクセントに

冷製スープも一緒にいかが？

アツサに負けない体を作るためには食べるのがいちばん。
旬の味や涼感あふれる料理を楽しむのもいいだろう。
清涼感あふれる料理は見るだけで癒されそうだ。
夏本番のこの時期、編集部厳選の夏メニューを公開！

アツサに負けない体を作るためには食べるのがいちばん。
旬の味や涼感あふれる料理を楽しむのもいいだろう。
清涼感あふれる料理は見るだけで癒されそうだ。
夏本番のこの時期、編集部厳選の夏メニューを公開！

旬を味わう爽やか系に
ひんやり癒されたい
旬を味わう爽やか系に
ひんやり癒されたい

 
せいろから立ち昇る贅沢な香りが夏の暑さを吹き飛ばす！
和食 竹乃里
　日本人に人気の居住エリアであるホンハム（紅
磡）。駅を出てすぐのフォーチュン・メトロポリス内に
ある「和食 竹乃里」は素材にこだわった料理が味わ
えると評判の日本料理店だ。同店では今、舌の肥えた
日本人常連客の間で夏の新メニュー「牛肉のせいろ
蒸し」が話題となっている。
　蒸したてのせいろの蓋を開けると、ほどよく脂の
乗った牛肉が野菜の甘い香りとともに現れる。せい
ろで蒸すことによって牛肉の余分な脂を落とし、野菜
の甘さを引き立たせた、ヘルシーでありながらも肉
本来の味わいがしっかりと楽しめる逸品だ。厳しい暑
さで弱りがちな身体にも嬉しい。ジューシーなアンガ
ス牛のリブアイを贅沢に使ったこの「牛肉のせいろ
蒸し」は、お酒のお供にはもちろんのこと、夕食のメ
インにも十分なボリュームだ。和食 竹乃里特製 人気
メニューで香港の暑い夏を乗り切ろう！

香港

和食 竹乃里
住所：Shop 739, L7 Floor, 
　　   Fortune Metropolis Mall, 
　　  6 Metropolis Drive, Hung Hom
電話：(852)3168-2133　　
営業時間：ランチ11:45～14:30、
　　　　  ディナー18:00～22:00　

温かい笑顔で迎えてくれ
る上品な女将の幸子さん
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贅沢！ サマートリュフのカルボナーラ
Queen Hollywood
　日本人シェフが腕を振るうションワン（上環）の人
気イタリアン「Queen Hollywood」からは、夏限定の
カルボナーラが登場。日本産の卵やイタリアの厚切
りベーコンを使用したこのパスタ。目玉は何といって
もふんだんに使用しているフランス産のサマート
リュフだ。6月からが旬のサマートリュフは、冬のもの
より味、香りともにやさしく、口当
たり軽くいただける。この贅沢な
カルボナーラに合うおすすめの
ワインは、柑橘系の爽やかな香り
が印象的な「グリド甲州」。昨年、
アジア最大のワインコンペで金
賞を受賞した1本だ。食材に徹底
的にこだわる同店。良質のトリュ
フが入荷できない日は提供しな
い日もあるのでご注意を。

香港

夏限定！サマートリュフのカルボナーラ　
左：日本産ワイン「グリド甲州」は爽やかな
香り

Queen Hollywood
住所：G/F., 258 Hollywood Rd., Sheung Wan
電話：(852)2559-6077
営業時間：12:00～15:00（LO14:00）
　　　　  18:00～23:00（LO22:00）
　　　　  日曜定休/月曜ランチなし

夏を元気に乗り切る！キ
ビ
シ
イ

Part 2
特
集
特
集
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　広州地下鉄3号線林和西駅より徒歩5分、
中石化大厦の地下1階に店を構える焼肉・
しゃぶしゃぶの「CHACHA」。人気の「壺漬け
カルビ」や、厳選された「上カルビ」、「上牛
タン」を楽しむことができ、近隣で働くビジ
ネスマンや家族連れで賑わっている。そん
な同店の自慢は何と言っても、食べ放題。
RMB108から楽しむことができ、ランチから
食べ放題を注文する人も多いそうだ。味わ
い深い自家製ダレがご飯ともよく合い、ガッ
ツリいきたいあなたにピッタリ。サイドメ
ニューも豊富でなんと全100品以上が味わえる。プラスRMB65で、お酒類も含む「飲み放題」
も付けられるので、サークルや会社の飲み会にもピッタリだ。ビールが良く合うこの季節、

「CHACHA」を訪れてみてはいかがだろうか？
焼肉・しゃぶしゃぶの専門店　CHACHA
住所:広州市天河区体育西路191号
　　(中石化大厦柏西商都地下1階B01)
電話:(86)20-3892-2201
　 150-1317-3505（立島）
時間:11:00～15:00、17:00～22:00

ガッツリ行きたい人におすすめ!
「CHACHA」の焼き肉食べ放題

広州

　アメリカのプライム・リヴ老舗「ロ
ウリーズ・ザ・プライム（Lawry's The 
Prime Rib）」。現在アメリカに4店舗、
アジアでは日本も含め6店舗を展開
している。8店舗目となる香港店は
2006年にセントラル（中環）にオー
プンした。
　この夏ぜひ試してほしいのは骨付
きのプライム・リブ。骨があることによ
り、肉に直接火に当たらないので、柔
らく、ジューシーに焼きあがる。また、

肉と骨の間の軟骨がゼラチン状になるため、肉の風味が増し、食感も楽しめる。食べ終わった
後の骨は家でスープ作りにも使えるので、お持ち帰りもできるのも新鮮だ。
　ボリュームたっぷりのアメリカンステーキを食べてパワーアップ！

Lawry’s The Prime Rib
住所：Shop 201B, 2/F., Hutchison House, 10 Harcourt Rd., Central
電話：(852)2907-2218
時間：月～日　11:30～15:00、18:00～23:00
ウェブ：lawrys.com.hk

外国のヤキニクもスタミナアップ効果が！？
Lawry’s The Prime Rib

香港

　南山のホリデイ・インの裏、日本料理屋
が立ち並ぶ一画にある炭火焼肉・日本料理

「福寿」。同店の特徴はなんと言っても豊富
なメニュー！その名の通り、焼肉だけでなく
一品料理や定食メニューも多い。
　まず注目してほしいのは同店の「換気シ
ステム」。ここは特に気を遣っており、煙は
テーブルの下から排出されるそう。人気メ
ニューは、「サガリ」（RMB68）。希少価値が

高部位だが、値段も手頃で大変ジューシー。次は、「ハラ
ミ」（RMB88）。程よく乗った脂に、ついつい箸が進む。ご飯
とも良く合うので、是非一緒に食べてみては。
　個室も2部屋用意されているので女子会でも活躍してく
れそうだ。幅広い用途で利用できる同店でスタミナをつけ
よう！

炭火焼肉・日本料理「福寿」
住所：深圳市南山区南光路繽紛假日1階130号
電話：(86)755-2674-6655
時間：11:00～14:00、17:00～24:00（土日は11:00～24:00）

和食も一緒に楽しみたい方にオススメ
炭火焼肉・日本料理「福寿」

深圳

　日本で最も店舗数の多い焼肉チェーン
「牛角」。香港でもその人気は絶大だ。そんな牛
角から7月の新メニューが登場！なかでも特に
おすすめしたいのが、黒毛和牛のサーロイン、
リブロース、特上和牛カルビの「極上和牛三品
盛り合わせ」。最高品質のA5あるいはA4ランク
の佐賀産和牛はどこをとっても柔らかく、口の
中で上質な脂がとろける。カルビ好きの方は

「カルビ四品盛り合わせ」を。特上和牛、骨付き、壺つけのカルビに
上カルビがついたこのセットは、様々なカルビをお得に味わえる。
　同店では日本から持ち込んだ特性タレを、肉の部位ごとに使い
分ける。食べ応え抜群の「骨付きカルビ」はブラックペッパー塩で、
新しい食感の「壺つけホルモン」やジューシーな「壺つけハラミ」は
自家製味噌で味付け。食べ過ぎにご注意を！

牛角ホンハム店
住所：Shop G1, Palm Mansion, Whampoa Garden Site 4, Hung Hom
電話：(852)3904-1368
時間：月～日12:00～23:00
ウェブ：www.gyukaku.com.hk(詳細はウェブをご覧ください)

無性に食べたくなるあの味をここ香港で！
牛角

香港

　深圳・沙井の焼肉屋「牛美」。工場が多いこの地域は、
在住者だけでなく、出張で来る顧客にも愛されている。
広々とした店内は、開放感溢れる作り。ひっそりと食事
を楽しみたい方には、隣接する日本料理「和美」の個室
を使えるとのことで、なんとも嬉しい。そんな同店のお
すすめは、「中カルビ」（RMB58）。食べた瞬間口の中で
とろけるような食感が人気で、日本人顧客は必ず注文するのだとか。もう1つは、「牛ハラ
ミ」（RMB58）。柔らかく旨みが深いこちらは、店長自慢の一品だ。同店では食べ放題も好

評。今なら、RMB128の食べ放題が4
名の来店で10%オフ、6名の来店で
お会計から20%オフに( 7月末ま
で)！良いお肉を手軽に楽しみたい
方は、是非同店を訪れてみよう。

牛美
住所：深圳市沙井中心路新福大廈2階
電話：(86)135-1079-5625
時間：12:00-25:00

食べ放題も人気の沙井の焼肉店
牛美

深圳

中石化
大厦

林和西体
育
西
路

天河北路

林
和
西
路 中信広場

希少価値の高いサガリ

極上和牛三品盛り合わせ

クラゲのゆず風味サラダ

タラチャンジャ豆腐

楽しいイベントが増えるこれからの季節に向け、猛暑にも負けない
パワーを身につけよう。夏バテ防止には、良質なたんぱく質が多く含
まれている焼き肉もおすすめ。焼き肉のにおいには食欲をそそる効果
もあるそうだ。肉を豪快に楽しめるお店を紹介しよう。

楽しいイベントが増えるこれからの季節に向け、猛暑にも負けない
パワーを身につけよう。夏バテ防止には、良質なたんぱく質が多く含
まれている焼き肉もおすすめ。焼き肉のにおいには食欲をそそる効果
もあるそうだ。肉を豪快に楽しめるお店を紹介しよう。
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香港

1/F., Oriental Crystal Finance Center, 
107-109 Chatham Road South, TST
MTR尖沙咀B2、尖東P3出口から徒歩５分程度
(852) 2957-8777（日本語でどうぞ）
営業時間　12:00-15:00 18:30-23:00

個室での宴会も承ります。（８名様まで）

香港香港

　高層ビルが林立するコーズウェイベイ（銅鑼湾）の中でも、一際目を引く商業ビル「サ
ウンドウィルプラザⅡ－ミッドタウン」。今年完成したこのビルの地上階にはランボル
ギーニのミュージアムがあり高級感が漂う。また、人気のレストランも多数入店してお
り、コーズウェイベイの新たなランドマークになるのではという声も多い。そんなビルの
最上階にミシュランスターシェフのハーラン・ゴールドステインの4店舗目となるレスト
ラン、ニューヨークスタイルの料理の「Penthouse」が堂々オープンした。

　最上階というだけでもウキウキする
が、何よりもエレベーターを降りると目の
前に広がる美しいビクトリアハーバーの

パノラマビューに息を呑む。600㎡以上もある広々とした店内はニューヨークの高層ビ
ルをイメージしてデザインされたもの。天井は高く開放感があり、シンプルで温かみの
ある内装が訪れる人をリラックスさせてくれる。店の奥にはモニターを完備した個室も
あるのでイベントやビジネスミーテイングでの利用に最適。屋上にはカクテルやワイン
など多種類のお酒を楽しめるルーフトップバーが。絶景と共にいただくドリンクは一味
も二味も違うことだろう。オーナー兼シェフのハーランさんは「世界の頂点に立ったかの
ような気分をこの店で味わってほしい」と誇らしげに話す。
　同店のおすすめをご紹介しよう。まず前菜にはマンゴーソースの酸味とアボカドのク
リーミーさが絶妙なバランスの「北海道産ホタテのカルパッチョ・マンゴーソース仕立
て」を。ここにしかない新感覚の味を楽しんでみて。マンゴーとブラックビーンズのサル
サといただく「デビルズクラブケーキ」には蟹の旨みがギューと詰まっている。トロピカ
ルなサルサに合わせるとまるで南国にいる気分。イタリア産の温泉卵とアンチョビが
トッピングされた「ツナのタルタル」は、アンチョビの塩気に卵の黄身が程よくツナに絡
み、白ワインが進む。
　自家製のパスタメニューも豊富だ。スペイン産の豚ひき肉をたっぷり使用した「ラ
グーパスタ」は、香辛料をふんだんに使ってパンチを効かせたミートソースがパスタに
よく絡み、食が進む。メインには同店イチオシの肉メニューを。世界各国から良質な肉
だけを取り寄せているという同店の「USDAプライムリブアイ・サーロインステーキ」は焼
き上げる前にスロークック調理することで肉本来の味を閉じ込めている。おすすめの焼
き加減はミディアムレア。肉の味を存分に味わってほしい。また、じっくり焼き上げた

「オーストラリア産チキンのグリル」は必食。驚くほど柔らかく口の中に肉汁がジュワーと
広がる。
　さあ、あなたもこの絶景と絶品料理を堪能しに出かけてみては。

PenthousePenthouse

Penthouse
住所：30/F., Soundwill Plaza II‒Midtown, 1-29 Tung Lung St., CWB
電話：(852)2970-0828
営業時間：ランチ　12:00～15:00　ディナー18:00～22:30
ウェブ：http://hongkongin360.com/virtualtours/penthouse/

気分は世界の頂点！
摩天楼で味わうスタイリッシュなアメリカン料理
気分は世界の頂点！
摩天楼で味わうスタイリッシュなアメリカン料理

香港の夜景を一望できる店内

スロークックされた
「USDAプライムリブアイ・サーロインステーキ」

スペイン産豚を使ったミートソースが決め手の「ラグーパスタ」
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深圳

香港&広東 深圳

「小野リサ」12月 深圳・広州公演
ご予約はお早めに！

広州観光の要「海珠広場」から出かけよう！
華厦大酒店(Hotel Landmark Canton)広

州

　「ホテルランドマーク広東」は、地元広州のホテルグループ「GD　CTS 
Landmark International Hotel Holding LTD.（広東中旅華厦国際酒店控
股有限公司）」傘下のホテル。珠江河畔の海珠広場に佇む。海珠広場界
隈と言えば、雑貨・食品など何でもそろう「一徳路」や、広州の目抜き通り

「北京路」にも近いので、広州を楽しみたい方にはおススメの場所。地下
鉄2号線の駅もあるので、市内の移動も苦にならない。目の前にはリム
ジンバスの起点があり、香港・マカオ行きのリムジンバスが常に待機し
ている。
　39階建てのタワーには566室の客室が用意されており、清潔で快適な
滞在ができる。屋内プール、フィットネスセンター、スチームサウナなど
の設備も整い、無線・有線LANが無料で利用可能だ。3階には中華料理

「華龍錦軒」、A座7階にはお茶処「鳴泉茶芸館」があり、食事とくつろぎの
空間を提供している。39階の全景洋食レストラン「桃源西餐廳」は、美味

な料理もさることながら、珠江の全景を一望できる事が魅力のダイニン
グとなっている。珠江のゆったりとした流れとそこを行き交う船を見てい
るだけでも贅沢な時間を過ごせる。おいしい食事がさらにその雰囲気
を盛り立ててくれるだろう。海珠広場から広州らしい風景を堪能してみ
よう！

　ちょっと早いが、今年のクリスマスの予定はもうお決まり？日本におけ
るBossa　Novaの第1人者である「小野リサ」。今年のクリスマスは、彼女
のウィスパーボイスに癒されてみてはいかがだろう？12月25日は深圳、
26日は広州で公演を行う。
　ブラジル音楽Bossa　Novaを歌い続け、日本国内さらには世界に広め
た彼女の功績は計り知れない。彼女にとって中国には特別な思い入れ
があるという。彼女の父親が台湾・台南の生まれであることも関係して
いるのかもしれない。中国では2004年頃から、特に都市部に住む「小
資」と呼ばれるプチブルやインテリ層を中心にブームとなった。その後、
映画「天下無賊」のテーマソングとして彼女の「LA VIE EN ROSE」が流さ
れたことで、より多く中国人の知るところとなった。そのころから、中国の
おしゃれなバーやカフェ、高級レストランなどで耳にするようになる。
2007年5月、「上海国際爵士周（2007 Shanghai Jazzy）」で訪中、その際、
中国のファンの熱い思いに触れた彼女は、2009年ついに初となる中国
ツアーをスタートさせた。「Bossa　Novaの女王」が放つあの独特な清涼

感あふれるボイスは国境を超え、各地のファンを魅了してきた。今年を
締めくくるのにふさわしいコンサート、きっと思い出に残る夜を演出して
くれることだろう！

深圳公演
住所：深圳市南山区南山大道南山文体中心劇院 大劇場
日時：12月25日 20:00
料金：RMB1280、RMB1080、RMB880、RMB680、RMB480、RMB280
ウェブ：www.douban.com/event/21719813/

広州公演
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：12月26日 20:00
料金：RMB1280、RMB1080、RMB880、RMB680、RMB480、RMB280
ウェブ：www.concerthall.com.cn/events/neweventdetail.php?id=2069

華厦大酒店
住所：広州市僑光路8号
電話：(86)20-8335-5988
ファクス：(86)20-8332-3464
ウェブ：www.hotellandmarkcanton.com/index.htm
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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

中国の糖尿病事情と歯周病の相関性について

　中国はいまや糖尿病大国といわれる。
日本も糖尿病患者数世界6位で1000万人
を越えるが、中国の罹患者は日本の総人
口に匹敵する。経済分野で中国社会の二
極化が叫ばれているが、糖尿病について
も都市部での増加が著しく、農村部との懸
隔が激しい。
　中国人の場合、アメリカ人よりも低い肥
満度で、糖尿病に罹患しているとされる。よ
うするに外見だけでは判断できないのだ。
そういう意味でも、中華圏に暮らす日本人
も定期的な健康診断や健康管理は必須で
ある。
　歯科クリニックの人間がなぜこのような
事を書くのか、というと、実は歯周病の治療

が糖尿病の改善に有用だからである。歯周
病の治療により糖尿病が改善されたり、そ
の逆だったり、とその相関関係が指摘され
ている。
　日本人の成人の約80%が歯周病と言わ
れている。糖尿病などとの相関性から、もう
少し留意されてもよさそうなものではある
が、症状がわかりにくいため、病気として自
覚されていないことが多い。
　中国にきてから、ストレスでタバコや酒
の量が増えたり、栄養バランスが悪いとい
うケースは少なくない。両方とも糖尿病と歯
周病の発症要因であり、案外、共通事項が
多いのである。

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

深圳

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。
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

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、初めての方多数。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。

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
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広州

深圳広東

深圳

最寄りバス停：琶洲石基村總站（黄埔古港）
路線：旅遊3; 229

　広州の海珠区に「黄埔古港」という遺跡がある。かつてはこの港
が「海のシルクロード」の繁栄を担っていた。事実上の鎖国をしてい
た清の時代（17世紀後半）、中国で唯一、外国との貿易が認められた
のが黄埔古港だったのだ。広州の歴史的に重要なエリアであると同時
に、地元のおいしい軽食とも出会える今注目のスポットとなっている。
　もともと風光明美な場所であったこの地域は、宋の時代以降、港町として発展、海外貿易の
拠点として重要な役割を果たすことになる。黄埔古港の西側の入り口に建つ牌坊（門のよう
な形をした中国の伝統的建造物）には「凰洲」の二文字が刻まれている。村の南側、つまり珠
江支流に面する入り口にも牌坊があり、こちらには「鳳浦」の二文字が刻まれている。これらの
文字は、ある伝説に由来する。その昔、一対の鳳凰がこの地に降り立ったという。それ以後こ
の地に人が増え栄えたのだとか。水辺のことを「浦」、水面から出ている場所を指して「洲」と
呼ぶことから、鳳浦・凰洲という名ができたようだ。そして「凰」と「浦」が後に変化して「黄埔」
になったと言われる。
　かつての海運の街「黄埔」にまつわるこぼれ話を一つ。時は18世紀、中国のシルクや磁器、お
茶などの品を求めて、ヨーロッパから多くの船が来航していたころ･･････スウェーデン東インド
会社の商船「ヨーテボリ号」（East Indiaman Goteborg；哥徳堡号）が3回目の黄埔寄港を果たし、
1745年1月11日、中国からの貴重な積み荷を載せて黄埔を出港した。8ヵ月の航海の後、無事に
スウェーデン領海内に入った。ところが、9月12日、母港ヨーテボリ港からわずか1kmの海域で突
然沈没してしまう。天候は良好、船乗りのだれもが熟知する海域で座礁するという不可解な海難
事故だった。240年の間、忘れられていたヨーテボリ号だが、1984年、海底に眠る残骸が発見さ
れた。色鮮やかな磁器、まだ香りが残る密封されたお茶などが見つかったというニュースは、
ヨーロッパ中を驚かせた。そして、再び中国への航海をするために再建造プロジェクトがスター
ト。復刻版ヨーテボリ号は2005年に完成し、中国を目指して出港、2006年に念願の広州寄港を
果たす。ヨーテボリ号の来航にあたり、黄埔古港も整備された。記念展示館、横町公園、飲食店、
広場などが整えられ、古い中にも新しい風を感じる、独特な雰囲気を持つエリアになっている。

　黄埔古港を訪れたら、ついでに地元の軽食も味わってみよう。
名物の1つは「姜汁撞奶」と呼ばれる、生姜入りミルクプリン。ミ
ルクのタンパク質を生姜の絞り汁に含まれる酵素で固めてつく
られる。優しい甘さの地元デザート、ぜひ試してみよう！
　貿易の街「広州」の歴史を感じさせてくれる「黄埔古港」、社
会科見学のついでにおいしい地元軽食もいただいてしまおう！
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　「舌尖上的中国 A Bite of China」は、CCTVで放送されているハイ・クオリティなグ
ルメ型ドキュメンタリー番組で、中国内でたいへんな人気を博している。2012年に
放送された第1シリーズに続き、2014年4月18日から第2シリーズが放送された。
　同番組は、毎回違う角度で、太古の飢えをしのぐ原始的な穀物から現代の食卓
に上る美食まで、さまざまな中国食事情を紹介する。料理番組でありながら「社会
派作品」とも呼ばれているのが特徴だ。その理由は、中国の代表的な食材を使っ
た人気料理を軸に、人間と自然、人間と社会の関係を深く掘り下げているからだ。
単なるグルメ番組ではなく、一歩踏み込んで社会のあり方や暮らしぶり、思想ま
でも紹介する。「幅」と「深さ」を兼ね備えていることが人気の秘密のようだ。
　中華料理といえば世界に誇る食文化なのだが、実はこの手のドキュメンタリー
番組はこれまであまりなかった。
　二年前の第1シリーズは全7話だった。初回の放送後から大きな反響を呼び、問
い合わせが殺到したという。取り上げる最高の食材や料理をビジュアル的にも丁
寧に表現。新鮮さ、匂い、熱などが映像からも伝わってくるようで、人々の心を虜
にしたのだ。番組内で紹介された料理をテーマにしたグルメツアーも各地で注
目を集めた。
　第2シリーズは全8話。異なる地域・民族の主食について、ストーリを交えながら

描いていく。人々の主食に対する追求、主食にまつわる知恵などを通して、中国人の主食に対
する思い入れがいかに深いものなのかを知ることができる。全8話で描かれるのは、「脚歩（足
跡）」、「心伝（伝心）」、「時節（季節）」、「家常（日常）」、「秘境」、「相逢（巡り合い）」、「三餐（三
食）」、「花絮（こぼれ話）」だ。第1部と大きく異なるのは、番組に登場したグルメをすぐにネット
で購入できるという点だ。大手通販サイトがCCTVと提携し、番組に登場した食材などを販売す
る特設サイトを開設。第1話放送後ミャオ族の伝統調味料「雷山魚醤」に関する検索が殺到、半
日で1千缶が売り切れたという。
　中華料理から中華思想までも紹介するこの番組、中国を理解する上でも役に立ちそうだ。

舌尖上的中国 A Bite of China
（舌で味わう中国）
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