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ぽけっと レピーク

【楊さちこ先生のプロフィール】
1961年大阪生まれ。南京中医薬大学。

中医美容教授・中医学博士。

日本と香港・中国のアジアンコスメブームに火

をつけた第一人者。アジア各地において商品開

発から美に関するトータルプロデュースを手が

けるほか、各地において美容セミナーを開き、「楊

さちこ式美容メソッド」「脱ファンデーション」を伝

え、幅広い年齢層の男女から絶大な信頼と支持

を得ている。

楊さちこのアジアンビューティースタイル公式サイト

Repeque®-レピーク

www.yo-sachiko.com

香港ときどき海外発！

中医学博士・楊さちこの『アジアンビューティ

まっしぐら』@アメブロ

www.asian-cosme.asia

●二の腕とは
二の腕の裏側にある上腕三頭筋はひじを曲げるときに使う筋肉。何かを
押したり、物を投げたりするときに使われます。しかし、このような動作は
日常少ないため、特に女性では衰えやすく、余分なお肉がつきやすいと
ころでもあります（ちなみに、この皮下脂肪の厚みは男性の1.7倍程度あ
るとも言われています）。 だからといってそれを放っておくと、有無を言わ
ず脂肪がつき、重力の影響もあり垂れ下がってしまいます。これがダラン
とした二の腕の正体です。これを解決するにはこの上腕三頭筋を鍛える
事が大切なのです。
※ちなみに、ゆっくりとした軽い運動では、ムキムキにならないのでご心配なく。

■二の腕がタプタプになる理由とは！
その1　脂肪が蓄えられ易い。
その2　日常生活で使うことが少ない。

だからやっぱり運動で引き締めるということは必須です。
ご紹介する運動は超簡単！
まず立ってでも座ってでもいいので（座ってなら背もたれのないイスで）
背筋を伸ばし手のひらを上に向けて腕を思いっきり後ろに上げます。
そして二の腕の後ろが痛いくらいに上げたところで7秒キープ、そして肘
を曲げてまた伸ばしまた7秒キープです。
ポイントは後ろに上げた左右の腕の間をあまり開けずにどちらかという
と内側に寄せ気味にする事です。
これを数回繰り返せばあなたは間違いなく明日は二の腕が筋肉痛！
でもこれなら道具がなくともいつでも思い立った時に始められます。

～締ったボディに変える入浴法～
むくみをとる体の洗い方
体を洗う順番は、ひとによってそれぞれクセがあるようですが、正しい方
向を理解して洗うと、むくみや疲れをとることができます。
正しい方向を見極める時の決め手がリンパ節。
リンパ節とは、細菌が侵入するのを防ぐ作用をする部位で、とくにおおき
なリンパ節が脇の下と脚の付け根の近くにあります。
洗う時には、体の端からこの2ケ所に向かって動かしていくと、リンパ液が
スムーズに流れ、むくみや疲れをとってくれます。
足はつま先から太ももに向かって、ヒップは膨らみに沿って円を描くよう
に洗うのがポイント。
ウエストから下は、脚の付け根に向かうように下向きに、ウエストより上
は脇の下のリンパ節に向かって上向きに動かしましょう。

熱めのお湯と水シャワーで肌にハリを
美しくハリのある肌を保つためのひとつの方法として、シャワーを浴びる
時に、熱いお湯と冷たい水を繰り返して浴びるという方法があります。
冷たい水をかければ血管が縮んで、皮膚の毛穴が引き締まり、反対に熱
いお湯では血管が広がり毛穴が開く。コレを交互に繰り返せば、新陳代
謝が活発になり、すっきりした肌になります。
最初は40～45度くらいのかなり熱めのお湯を勢いよく出して指先やつま
先から徐々にかけていきます。
そのあとで、冷たいと感じるところまで温度を下げて同じように浴びる。
これを5、6回繰り返しましょう。

楊さちこの中医美容学的　バイバイ肉とバイバイするために
「バイバイ」と手を振ってぷるぷる揺れる二の腕のお肉を「バイバイ肉」と呼びます。
二の腕というのは全体的なダイエットをしても一番脂肪が落ちにくい所の1つです。それにただ痩せただけでは二の腕は多少細
くなっても皮はタルタルのままです。
このタルタル二の腕の「バイバイ肉」とバイバイするためのポイントは「継続する事」です。

◆新刊のお知らせ
美味しいものも気持ちいい
ことも大好きで、普段忙しい
自分にご褒美をあげたい女
性のために贈る、永久保存
版のガイドブック。『72時間
で自分を変える旅　香港』
（幻冬舎）発売中。
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　ションワン（上環）にあるJervois　Street（蘇杭街）には、最近は様々な種類のレスト
ランが続々オープンしているが、その昔は生地屋が多く軒を連ねる通りだったそうだ。そ
こに今年5月にオープンしたスープが自慢の「SOUPer Authentic」を紹介しよう。
　ウッド調のシンプルな外観は茶餐庁と言うよりはカフェのようでお洒落。店内には白
いテーブルと椅子が置かれ、すっきりしている。清潔さにこだわり、店内だけでなく厨房
も定期的に消毒するそうだ。お店のモットーである「健康」、「美味」、「迎人（来客を大切
に扱う）」、「講心（心が大事）」の書が壁にかけられ、意気込みが感じられる。オープンし
て間もないが、すでに常連客も少なくなく、昼は界隈のオフィスで働く人たちで大賑わ
いだそうだ。
　店をオープンするきっかけは、店主のアルバートさんの母親が料理上手で、特にスー
プは絶品だったから。その母親から受け継いだレシピを参考に、家庭料理を提供する店
を始めたいと考えた。
　オススメのスープは8種類で、季節により内容は変えていく予定だ。まずは大鍋で豚の
肋骨を使って基本のスープを作る。スープ碗に材料を入れ、そこに基本のスープを注
ぎ、蒸し器で調理する。大鍋で一気に調理しないのは、お碗に入れることにより、食材の
風味、香りが凝縮され、それが全てスープに染み出すから。タンスのような蒸し器の引き
出しにスープ碗を入れて、じっくりと蒸していく。お店の名前にも入っている漢字「燉」は

「煮込み」の意味があるため、ここのスープは全て「燉湯（braised soup）」と呼ばれる。
　スープ以外にも、様々な料理が楽しめるが、品数はそれほど多くない。その理由は、厨
房の大きさを考慮、そして料理の品質を下げずに提供したいから。特に品質と味にはこ
だわり、もしお客さんの食べ残しが多ければ理由を聞き、新しい料理を出すときは店の
スタッフだけでなく常連客も味見し、意見を述べてもらったりと、より良い料理を作る追
求心を忘れない。健康にも気遣い、化学調味料は一切使わず、ご飯も茶餐庁では珍しく
白米と紅米から選べる。そして、料理はなるべくシンプルに、食材の味を楽しめるように
と心がけている。「シンプルでありながら味わい深い料理を作る方が難しいんだよ」とア
ルバートさん。

SOUPer Authentic　球哥燉湯SOUPer Authentic　球哥燉湯

SOUPer Authentic　球哥燉湯
住所：G/F., 88 Jervois St., Sheung Wan
電話：(852)2111-0904
時間：月～土　7:45～21:30

来客を心から大切に扱う
ほっとする家庭の味
来客を心から大切に扱う
ほっとする家庭の味

リンゴの甘みが口いっぱいに広
がる、爽やかな味わいのリンゴと
リブのスープ（蘋果雪耳排骨燉湯）

野菜の風味があふれる、優しい味
のトウモロコシのスープ（玉米青
紅蘿葡排骨燉湯）

大きな蒸し器に並べられる
スープ碗

店主のアルバートさん。中国名は
傅振球さんなので、「球兄さん」の
意味の「球哥」が店名になっている。

店
の
外
観

清
潔
感
溢
れ
る
店
内

白米、紅米が選べる。牛肉とネギの炒
め物（京葱爆西冷條）は肉が柔らか。
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デブショウ夫人のプロフィール
海外駐在９年、香港は３年。色々試したい気持ちがあるが、出不精の性格が災い
し、アクティブな香港生活には程遠い。しかし、趣味の食べ・飲み歩きだけは例
外。酒税のない事に深く感謝の毎日を過ごしている。

前回までのあらすじ

　習い事のネタもつき、外部との交流手段を探すデブショウ。思い付き
で「ボランティア」が良いと決定。ネット検索の結果、第一候補に挙がっ
たのは「Hands on Hong Kong」。オンライン登録をするかどうかはひと
晩寝て考えよう…
　ひと晩寝てから考えるはずが、すっかり登録の件は忘れてしまい、ひと
晩以上の時間がたってしまった。今度は忘れないうちにと早速コンピュー
ターに向かう。候補のサイトを再訪、もう少し詳しくサイト内を閲覧した。
ボランティア活動の詳細ページを発見。最近の活動内容は
•少数派民族(ethnic minority)の子供たちの宿題の手助け。
•知的障害を持つ学生との交流。
•小学生の英語学習の手助け。
•老人ホームへの訪問。
•幼児と遊ぼう。
•少数派民族(ethnic minority)の大人の広東語レッスンの手助け。
•アジア各国の発展途上地域へ送る再生石鹸(recycled soaps)の製作。

　広東語スピーカーを求める活動が大半を占める。それ以前に、内容
はかなり真面目だ。思い付きで始める自分には、ちょっと荷が重い。唯
一、参加ができそうなのは再生石鹸の製作だが、それより、再生石鹸っ
て一体何??

　サイトによると、ホテルなどで少しだけ
使われた石鹸を集め、加工して、アジア
各地の衛生状態が良くない地域で生
活している家庭に送るらしい。石鹸を
使って手を洗うだけで、防げる病気が
多くあるので、この再生石鹸で子供た
ちの命を守るという取り組み。また、香港
内での資源の無駄も減るという一石二
鳥の活動のようだ。
　活動の主旨には賛同するが、注意書

きが少し気になる。「作業中は強い臭いと埃が発生します。」どのくらい
強い臭いなのだろう? 鼻が敏感だから、埃でくしゃみが止まらなくなった
らどうしよう？ 皆様すでにご存知の通り、性
格は出不精、優柔不断。実は心配性も加わ
るので、始める前から、すでに不安になってい
る自分がいる。
　さて、やるかやらないか、「To be or not to 
be, that is the question」と言ったハムレット
の気持ちがよく分かるデブショウであった。

Vol. 09ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

何
が
で
き
る
か
な
?
　

参
加
で
き
る
活
動
を
求
め
て

デブショウ夫人の
  「ボランティア奮闘記」

Vol.2
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　タイで不動の人気を誇るカジュアルレストラン＆カフェ「Greyhound　Café」。2011年
に香港進出を果たして以降、着々と店舗を拡大させてきた同店が、今度はタイクー（太
古）のシティープラザに新店をオープンさせた。
　本場のタイフードを味ってもらうため、同店では現地から直輸入した食材を多数使
用。またファッションブランド「Greyhound」が立ち上げたレストランということもあり、あ

みだされるメニューの数々は伝統的な
タイ料理をお洒落にモダンアレンジし
たものばかり。そんな同店が今回、新店

舗オープンにちなみ、タイクー店限定の新メニューを提供する！
　「バジリコソースのタコサラダ」の紹介からスタートしよう。こちらは新鮮なタコにニン
ニクとバジリコの酸味のあるソースが掛けられた一皿で、チェリートマトやきゅうりなど
旬の野菜も一緒に楽しめる。こちら他店でも味わえる一品だが、さっぱりとこの前菜をい
ただくと、胃が活性化されメインがさらに待ち遠しくなるので、ぜひオーダーしていただ
きたい。「牛肉ベーコンの炒飯」は、サクサクとした食感の牛肉ベーコンとご飯のモチモ
チ感がたまらない。どちらも味付けは濃い目だが、きゅうりの箸休めとあっさりとした
スープが中和してくれる。ショートパスタを使った「海鮮トムヤムクンスープのジェメリ」
は辛さと酸っぱさのバランスがとれた一品。香辛料の香りは食欲をそそる効果があり、
辛いものが苦手な編集部も見事に完食。ドリンクのおすすめは、栄養豊富なグアバと干
したプラムのカクテル「Oriental Kiss」。甘すぎずスッキリといただける。
　メインディッシュを存分に楽しんだ後は、別腹のご用意を。開店以来「LIFE　IS　SHORT, 
MORE　DESSERT?（人生は短い。もっとデザートを食べない？）」というコンセプトを掲げ、
多くの女子の心を見事に掴んだ同店。ここ新店でも定番人気のミルクレープはもちろん
いただける。マンゴー味をはじめ、イチゴ、バナナ、チョコレートなどがあり、どれにしよう
か迷ってしまう。さらにタイクー店限定の新メニューがこちら！ 遊び心満載の「DIYワッフ
ル」。DIY（Do　It　Yourself）の名の通り、自分だけのオリジナルワッフルが作れるこのデ
ザート、オリジナル、チョコレート、真っ赤なレッドベルベットからワッフルを2つ、さらに
10種類のトッピングメニューを3つ選べる。トッピングとアイスの追加も可能なため、無
限大にDIYを楽しめそうだ。「海鮮トムヤムクンスープのジェメリ」は

程よい辛さ

Greyhound CaféGreyhound Café

Greyhound Café　
住所：Shop 007, G/F., Cityplaza Phase 2, Taikoo Shing, Tai Koo
電話：(852)2560-9668
時間：11:00～23:00

大人気のタイ料理レストラン
オリジナルメニューを携えて新店オープン
大人気のタイ料理レストラン
オリジナルメニューを携えて新店オープン
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ニンニクの効いた「バジリコソース
のタコサラダ」

グアバと干しプラムの
カクテル「Oriental Kiss」
でリフレッシュ！

自分だけのオリジナル味を
楽しもう！「DIYワッフル」
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日本料理 いろり
住所：2/F., Bartlock Centre 3, 
　　  Yiu Wa St., CWB
TEL：(852)2838-5939
時間：平日：ランチ 12:00～15:00
　　  ディナー 18:00～23:30

　銅鑼湾で今月3日にグランドオープンした
本格日本料理店「日本料理 いろり」では、東京 
麻布十番の老舗・「更科堀井」の「さらしなそ
ば」と「もりそば」を本店の味をそのままに味
わうことができると評判だ。
　その「更科堀井」の堀井良教社長が今月11
日、視察のため来港した。堀井社長は、韓国、モ
スクワ、ロンドンなど世界各国でプロモー
ション活動を行い日本そばを世界に紹介して
きた日本そばの“伝道師”。「香り、食感とそばの
持ついろんな表情を知ってほしい」という同氏
は、今後も提供方法などを香港の文化に合わ
せながら「本格的な日本そばの味を世界に広
めていきたい。」と今後の意気込みを語った。

創業200余年の味

洗練された日本そばが
香港でも味わえる

29日は、土用の丑の日
日本直送の極上うなぎで

　「日本料理 いろり」のもう一つの看板メ
ニューであるうなぎ。同店では、日本から直送
される活きうなぎを贅沢に使ったうな重、ひ
つまぶしをはじめ、白焼き、更には肝串まで
鮮度抜群のうなぎを余すところなく堪能でき
る。日本では昔から、「土用の丑の日」に栄養
満点のうなぎを食べると、夏バテ防止・解消
に効果があるとされてきた。
　今月29日は、ちょっと贅沢に「日本料理 いろ
り」自慢のうなぎ料理を味わって香港の暑い
夏を乗り切りたい。

「日本料理 いろり」自慢のうな重
(特上)460HKD、(並)260HKD

「更科堀井」の日本そば 左から
「もりそば」100HKD、「さらしなそば」140HKD

東京五輪招致活動
でもIOC委員に日本
そばをふるまった
「更科堀井」の9代目 
堀井良教社長

香港

香港
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　沖縄産豚肉と言えば、品質の高さが有名で、日本国内のみならず、海外にもその名を
知らしめている。ここ香港も例外ではない。そして、今回紹介するのはその沖縄産の豚肉
を中華料理で楽しめるお店だ。
　「太湖海鮮城(Tai Woo Restaurant)」は沖縄県産豚肉のメニューを提供する香港では
数少ないローカル中華料理店。沖縄県産豚肉との出会いは、同店が以前から食材を仕

入れていた康田商事に沖縄県食肉
輸出促進協議会の宇江城氏が飛び
込み営業をしたことがきっかけで、

今年の4月より同豚肉を使用したメニューの提供を開始した。沖縄県産にこだわる理由
は、その品質の高さはもちろん、肉の風味が中華料理によく合うからとのこと。甘味が感
じられる深い味わい、そして柔らかな肉質は火を通すと色味が一層白くなる。
　沖縄県は日本でも豚肉の消費量が多い県の1つ。県は豚の品質を保つため、生産量
を限定している。沖縄の温暖な気候と、自然豊かな土地で日本各地の一般的な豚よりも
1ヵ月程長く、大事にのんびりと飼育される。そうすることにより、甘味のある、赤身と脂身
のバランスのとれた良い肉質となる。肉に含まれる脂肪とコレステロールは比較的低
く、体内で消化されやすく、健康にも良いと言われている。また、グルタミン酸やアミノ酸
も多く含まれ、味わいも深い。
　現在、同店では沖縄県産豚肉を使った料理3品が味わえる。豚肉本来のおいしさが最
大限に引き出せるよう、他の材料にもこだわっている。
　「沖縄豚とヒユナのスープ煮（沖繩黑豚肉泡莧菜）」はさっぱりした味わい。そして、「沖
縄豚のネギとキノコの炒め物（三葱野菌爆沖繩黑豚肉）」では豚肉の違った味わいが楽
しめる。そして、沖縄で人気の「ソーキ肉」を使った「レモン風味のローストソーキ（火炙
檸蜜一字排）」は肉をローストすることにより、味わいと香りがより深くなる。同店では、今
後も同豚肉を使った料理を増やしていく予定だ。
　香港で沖縄産豚肉を中華料理で楽しみたい時は、ぜひ同店へ足を運んでみよう。

太湖海鮮城（Tai Woo Restaurant）太湖海鮮城（Tai Woo Restaurant）

太湖海鮮城
コーズウェイベイ(銅鑼湾)店
住所：9/F., Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Rd., CWB 
電話：(852)2893-0822
時間：月～日　11:00～03:00

香港にいながら
おいしい沖縄の豚肉を中華料理で味わえる
香港にいながら
おいしい沖縄の豚肉を中華料理で味わえる

沖縄豚とヒユナのスープ煮
（沖繩黑豚肉泡莧菜）

沖縄豚のネギとキノコの炒め物
（三蔥野菌爆沖繩黑豚肉）

レモン風味のローストソーキ（火炙檸蜜一字排） 切り分けた後

チムサーチョイ(尖沙咀)店
住所：14-16 Hillwood Rd., TST
電話：(852)2368-5420 
時間：月～日　10:00～03:00

サイワンホー(西湾河)店
住所：Shop A, Ellen Bldg., 192-198 Shau Kei Wan Rd., Sai Wan Ho 
電話：(852)2569-5144
時間：月～日　10:00～16:00、17:30～23:00

切り分け前
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広州

越秀を見渡す高層ホテル
広州中心皇冠假日酒店(Crowne Plaza Guangzhou City Centre)広

州

　「クラウンプラザ広州シティーセンター」は、地下鉄「淘金」駅から徒歩
10分、広州市内の中でも交通の便の良い場所に位置する。同ホテルに
は日本語対応スタッフが常駐しているので、中国語ができなくても安心
して利用できる。ホテルのある「環市東路」には、各国の領事館やグロー
バル企業などが事務所を構えており、広州の顔の役割を担うエリアだ。
63階建ての同ホテルからは、緑が点在する越秀区の風景も眺められる。
近くにある観光スポットとしては、越秀公園、白雲山、黄花崗七十二烈士
墓などがあり、羊城・広州の歴史文化と伝統的風景を身近に感じること
も可能だ。
　460室の広々とした客室・スイートは、細やかで行きとどいた設計が魅

力。さらなる居心地の良さを目指し、選択可能な枕や高品質ベッドを揃
える。洗練された雰囲気の3つの異なるレストランでは伝統的な広東料
理からエスニックまで、幅広い顧客層に応えられる料理を提供。「滋味
館」では、広州式点心・麺料理を、「百粤楼」では、身体に優しい新鮮な食
材を使った広州料理を堪能できる。「原素全日餐庁」は、ホテルにふさわ
しい優雅なひとときを演出。様々な種類のアラカルトとビュッフェが用意
されていおり、広州でも屈指の国際料理が、一日中提供されている。食
事の後は、ロビーバーのリラックスした雰囲気の中で、カクテル、ワイン、
選りすぐりのおつまみで落ち着いた時間を過ごすのも良い。

広州中心皇冠假日酒店
住所：広州市越秀区環市東路339号
電話：(86)20-8363-8888
ファクス：(86)20-8363-6666
ウェブ：cn.ihg.com/crowneplaza/guhhr/hoteldetail

原素全日餐廳
時間：6:00～23:00（朝食6:00～10:30、
　　  ランチ12:00～14:30、ディナー18:00～22:00）
ビュッフェ：RMB155+15％サービス料（一人）
予約：(86)20-8363-8888 ext.88318

　昨年12月5日、惜しまれつつ亡くなった元南アフリカ大統領、ネル
ソン・マンデラ。そのマンデラの実像を描いた映画「マンデラ・自由への
長い道」が中国で7月18日から上映されている。アパルトヘイト撤廃に尽
力し、27年間の獄中生活の後に大統領就任を果たした彼が歩んだ激動
の人生を、妻ウィニーとの愛の軌跡とともに描く。
　人種隔離政策「アパルトヘイト」―白人が優位に立ち黒人が迫害され
る―かつての南アフリカ共和国で、弁護士ネルソン・マンデラ（イドリス・
エルバ）は、差別や偏見が当然のように存在する社会に疑問と怒りを感
じていた。反アパルトヘイトを訴える政治活動に身を投じた彼は、当局
から目を付けられるようになり、ついには逮捕され、終身刑を言い渡さ
れる。
　これは、生身の人間の姿を描く壮大なヒューマンドラマであり、「人と
はどうあるべきなのか」という大切なメッセージを伝えている。「生まれ

ながらに、肌の色のせいで他者を憎む者などいない。人は後から、憎む
ことを覚えるのだ。ならば、愛することも学べるはずだ。なぜなら愛とい
うものは、人の心にとって、ずっと自然だから」。復讐と憎しみの連鎖を断
ち、赦すことの大切さを強調する彼の生き方は、新たな種類の差別化・
ギャップが生じている現代社会においても共通する貴重な教訓を含ん
でいる。社会派映画は難しいと敬遠するなかれ、見応えある本作に注目
してみよう！

「マンデラ・自由への長い道」
（Mandela: Long Walk to Freedom）
監督：ジャスティン・チャドウィック
キャスト：イドリス・エルバ、ナオミ・ハリス

広
東
映画「マンデラ・自由への長い道」
中国上映中広

州
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深圳

深圳 深圳

深圳

今週の広東ピックアップ

ベルギーからやってきたフォーク音楽
　4人組のLonely Drifter KarenはボーカルTanjaとピアノ奏者Marcを

中心として2003年から活動をスタートした。スウェーデンやカナダなど

各地を巡った彼らは、既にアルバムと

シングルを3枚ずつリリースしている。

今回の中国ツアーのラストライブ会場

は深圳。爽やかなベルギー民謡に酔い

しれてみては？

Lonely Drifter Karen
中国ツアー

7月30日

中濠文化交流
　オーストラリアから3名のアーティストを招き、「一半・一半（ハーフ・

ハーフ）」と命名された作品展覧会が開催される。3名のアーティストは

各自の創作テーマを持っているが、共通

しているところはオーストラリア育ちで

ありながら、体内に流れている血の一部

は中国人の血であることだ。そんな背景

を持っている彼らがどんな才能を開花

するか、お楽しみに。

一半・一半（ハーフ・ハーフ）
芸術展覧会

8月17日まで

墨剣館
無料剣道体験

海辺でワイワイしよう！
　Shenzhen 80's企画、毎年夏の大好評イベント「ビーチパーティー」。今年も月半湾@西

沖ビーチで開催決定！

　西沖といえば深圳の最も美しいビーチの1つとして知られている。自然の風情と魅力

で溢れているが、少し都市中心部から離れており、交通の便はいいとは言えない。そのた

め、今回も送迎バスといううれしいサービスが付いている。入場料RMB200だけで、羅湖

発送迎バスが利用できる上、生ビールと多種類のカクテルも楽しめる！ 今回も広東省の

名DJたちが送るミュージックで盛り上がりながら、BBQ、ジャークチキンなどのメニュー

がたくさん食べられる！お申込みの最終締め切りは7月27日まで。今年のラストチャンス

を掴め！

SZ80Sのビーチパーティー
今年も開催

8月2日～3日

怪談は夏の風物詩
　朝内大街にある荒れ果てた立派な屋敷。百年前に栄えていた霍とい

う一族が暮らしていたが、ある不祥事によって彼らは没落し、この屋敷だ

けが残された。百年後、遺族の少女

がこの場所を訪れると一連の不思議

なことが起こる･･･北京にある幽霊

屋敷・朝内81号をモデルにしたホ

ラー大作。

3Dホラー映画
京城81号

上映中

広
圳

広
圳

広
東

深
圳

深
圳

Exhibition

Exhibition

深圳南山区B10現場華僑城
文化創意園北区B10棟北側
20:30～22:00
前売　RMB60、当日　RMB80

監督：葉偉民
出演：吳鎮宇、林心如、莫小棋、楊佑寧

剣道で友達を作ろう
　広州に構える剣道教室「墨剣館」。さらに多くの人に剣道の楽しさを理

解してもらおうとただ今無料剣道体験教室を開催中。勝利を収めること

でなく、自身の欠点を見直すことや、命の大

事さを感じることこそ剣道の精神。ぜひ家族

で一緒に体験してみよう。

広州天河区員村四横路128号
紅専廠E9芸術館
11:00～19:30
入場無料

羅湖地王宝安南路1881号華潤中心萬象城1楼
集合時間：13:00
開催時間：16:00～26:00

広州越秀区広州大道中205号海平閣楼403
火、木　19:30～20:30 
QQ：1055315227 
無料

shenzhen80@gmail.com
QQ：15813838351（CEETEEまで）
予約　RMB200、当日　RMB250
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
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

広州広東

トマトと卵の炒めもの
【材料】
トマト（1個）、卵（2個）、塩（少々）、

砂糖（少々）、刻みネギ（適量）、油

【作り方】
1. トマトを適当な大きさに切る。卵を溶き、塩少々を混ぜる。

2.多めの油をフライパンに注ぎ、十分熱してから溶き卵を入れる。卵がボ

ワっと膨らむまでは、箸でまぜたりフライパンを動かしたりしない。（油が

少ないと焦げてしまうので注意）。ふわっと半熟に焼きあがったら、ひっく

り返して両面が黄金色になるまで焼き、フライ返しで軽くザックリと分け

る（決してかき混ぜ過ぎたり炒り卵のように細かくしないように）。皿にあ

ける。
3.フライパンに残っている油（足りない場合には足して）で、刻みネギを軽く

炒め、トマトを加える。トマトの水分が出きったところで2の卵を再びフラ

イパンに戻し、調味料で好みの味に整える。

　「中華料理の定番といえば？」日本で尋ねたら、餃子、マーボー豆腐、チャーハン･･･
といった答えが返ってくる。中国で生活している方はお気付きだろう、たいへんポピュ
ラーでしかも日本人の口にも合う中華料理が、日本では意外に知られていない。その
1つがトマトを使った料理。今回はトマトにまつわる中華をご紹介したい。
　トマトのふるさとは南米と言われ、百年以上前に中国に伝わった。広い中国、北と
南でトマトの呼び方にも違いがある。一般に、北方の人々は「西紅柿（xi-hong-shi）」
と呼び、南方の人々は「番茄（fan-qie）」と呼ぶ。「西」と「番」は、共に外国から入ったも
のであることを表しているが、それぞれ連想するものが違った。一方が「柿」、もう一方
は「ナス（茄子）」だった。いずれにせよ、新たに入ってきたこの食材は中華料理に取り
込まれた。
　代表的な料理は「トマトと卵の炒めもの」（「西紅柿炒鶏蛋」または「番茄炒蛋」）と
いうシンプルな料理だ。この料理、作り方は簡単、味も最高、見た目もきれいと三拍子
揃っていることもあり、あっという間に中国各地に広まった。今では、中国の国民的な
メニューとして知らない人はいない。単品のおかずでも良いが、ご飯やゆでた麺にか
けて食べるなど、いろいろなバリエーションがある（ご飯にかけたものは「番茄炒蛋蓋
澆飯」、麺にかけたものは「番茄炒蛋蓋澆面」または「西紅柿炒鶏蛋拌面」）。
　トマトと卵を使った料理は中国人にとってはとても身近な誰もが知るメニューなの
で、卵とトマトの炒めものやスープと聞くと、食べたことのない人にとっては意外に思
えるかもしれない。でもちょっと考えれば、オムレツにトマトケチャップをかけて食べ
るように、この組み合わせはとても良く合うのだ。本場の手軽で美味しい中華料理、ま
だ食べたことがないならぜひお試しを！

中華料理には中華料理にはトマトトマト中国人家庭の定番、中国人家庭の定番、
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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。暑くなって来ましたネ。

　本来、汗と混じった皮脂は皮膚の健康には、非常に良いものですが、気持

ちが悪いから洗い落とします。

　前回、洗顔の話しをしましたが、軟油で汚れた油を溶かし、石鹸で洗い落と

す。これが今でも一番皮膚の健康を考えた洗顔方法と思います。今回は、洗顔

した後のお手入れ方法ですが、まず、化粧水の事を考えていきましょう。

　生物はもともと海から発生したもので、表皮にとって水は欠く事のできな

い環境であることは皆様にも理解できる事と思います。人類も汗をかいて皮

脂でその一部の水分を取り込み、水の環境を保つとされています。

　私達人間の習慣としての化粧水は、昔から皮膚の健康に異状を感じた時

に温泉、海水浴に行く事が良く行なわれました。これは皮膚が弱ると、酸塩を

補充すると良いと感じていたのでしょう。柚湯、菖蒲湯などにつかったり、ヘチ

マ水を酸性リンスの替わりに使用したりと、自然と良い習慣を身につけてき

ました。

　と言う事で、酸性化粧水は洗顔後の処理としては一般的に一番良いとされ

ています（皮膚の環境は弱酸性が良い）。女性の皮膚、弱った時の皮膚には、

弱酸性化粧水が有用と思って下さい。

　収れん化粧水も酸性化粧水の一部と考えて良いでしょう。酸性も皮膚を引

きしめる効果がありますし、特に収れん効果の高いものにはミョウバン、硫酸

アルミニウム、硫酸亜鉛などが配合され、たんぱく質凝固剤として皮膚を丈夫

にする働きを持っています。

　反対にアルカリ性化粧水の使用は柔軟化粧水として用いられ、特に加齢の

方であったり、角質が厚く硬くなってしまった方であったりする人達が、臨時

的に使用する事が望ましいと思います。

　もちろん皮膚は弱酸性の環境が良いのでアルカリ性化粧水を使用した後

は、酸性化粧水を使って中和し、弱酸性の状態に戻しておきましょう。

　今回はここまでです。8月4日から8月12日まで日本に帰って、また新しい情

報を仕入れて来ます。お楽しみに～

知っているようで知らない髪と肌のこと㉕
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乳由来成分の“血管機能改善”研究　乳由来成分「年齢ペプチド」が

更年期に起こる血管機能障害を抑制する可能性を確認

　カルピス株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：山田藤男）発酵応用研
究所は、カルピス社が発見した「年齢ペプチド」が、更年期に起こる血管
内皮機能および血管柔軟性の低下を改善することを、国立循環器病セン
ター心臓血管内科部長の北風政史先生の協力のもと、動物試験にて確
認しました。
　この研究成果を2014年7月10～11日に開催された第46回日本動脈硬
化学会（東京）にて発表しました。

1． 「年齢ペプチド」は血管内皮機能を改善する
　更年期障害モデルラット群では、更年期障害に伴い血管拡張度が有意
に低下しました。一方、更年期障害モデルラットに「VPP」、「IPP」を摂取さ
せた群では、血管拡張度の低下が有意に抑制されました。また、血中NO
濃度も同様の結果を示しました。

2． 「年齢ペプチド」は血管柔軟性を改善する
　更年期障害モデルラット群では、更年期障害に伴い脈波伝播速度（
PWV）が有意に上昇し、血管が硬くなりました。一方、更年期障害モデル
ラットに「VPP」、「IPP」を摂取させた群では、脈波伝播速度の上昇が有意
に抑制され対照群と同程度の柔軟性を示しました。

【結論】
　「年齢ペプチド」は、更年期に起こる血管機能障害を改善することが、
更年期障害モデルラットを用いた試験で明らかとなりました。今回の結
果はヒトにも応用が可能であり、更年期を迎えた女性の動脈硬化や循環
器疾患の予防に役立つ可能性が考えられます。
　当社では、今後も「年齢ペプチド」が循環器の健康に寄与する可能性
について積極的に研究を進めていきます。

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_ppw@pocketpage.com.hk

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

深圳

深圳

広州
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