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　美しい体作りは女性にとって生涯の仕事と言ってもいいだろう。ボディケアは年中心
がけるべきだが、嫌でも肌の露出を避けられない夏は特に要注意。この夏、せめて1回
は海水浴に行きたい！と思う編集部は、今回チムサーチョイ（尖沙咀）にある「Inzpire 
Beauty」で美脚トリートメントを体験した。

　脂肪の溜まり、水分によるむくみ、筋肉の衰え･･･脚のライン
が崩れる理由は人それぞれなので、1つの方法だけでは完璧な
美脚を手に入れるのは難しい。リンパマッサージ、磁気マッ
サージ、痩身マシンという徹底的な体作りを行う同店。なかでも

編集部が注目したのは、このたび新しく導入した3-MAXと呼ばれる機器だ。高い痩身効
果が期待できると話題のこのマシンは、キャビテーション、ラジオ波、LED、クラッシュ吸
引という4つの機能がある。キャビテーションとは、セルライトや余分な脂肪細胞膜を特
殊な超音波で破壊する機能のことで、気になる部分の脂肪を効果的に減らすことがで
きるという。コースでは、まずこのキャビテーションでセルライトをつぶした後、次にLED
かラジオ波を使って体の表面だけでなく深部を温める。これにより速やかに脂肪を溶か
したり、燃焼を促進させたりすることができる。10段階の強弱レベルと4パターンのリズ
ムがあるクラッシュ吸引は、その人の脚の状態により組み合わせることで優れた痩身効
果が期待できる。
　現在オフィスで座りっぱなしのことが多く、学生時代には運動部でグラウンドを走り
回っていた編集部は、むくみと筋肉質の2タイプだ。実際、日ごろから美脚への道のりに
悪戦苦闘しており、リンパマッサージや着圧ソックスなどいろいろな手を打ってはいるも
ののなかなか効果が出ない。今回はリンパマッサージを含む約2時間のコースを受け
たが、このたった1度の施術によって脚全体で5ミリも痩せることができ、その効果を確
実に実感した。効果を最大限に感じたければ、フルコースで1週間に2回、3ヶ月通うこと
が必要だそうだが、十分価値がある。
　そんなInzpire　Beautyでは現在、3-MAXを使った痩身コースが1回HKD2790⇒
HKD980という初回体験キャンペーンを提供している。実際にこの効果を感じたら、うち
の着圧ソックスは捨ててしまってもいいかも？

Inzpire Beauty
住所：2/F., Taurus Bldg., 21A-B Granville Rd., TST
電話：(852)2367-1678
ウェブ：www.inzpire-beauty.com

1度で驚きの痩身効果！
あこがれの美脚を手に入れよう
3-MAX
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

究極の痩身マシンと呼ばれる3-MAX
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身体のどの部位にも対応できる様々な
ハンドピース
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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



深圳深圳

合唱の音色による心地よい「風」
「シュトゥットガルト室内合唱団」広州公演広
州

　「シュトゥットガルト室内合唱団」（Stuttgart Chamber Choir）による広
州公演が予定されている。指揮を務めるフリーダー・ベルニウス
（Frieder Bernius）によって1968年に創設された合唱団で、長年にわた
りその歌声を響かせてきた。合唱のスタイル・バリエーションも豊かで、
16世紀のヨーロッパ合唱作品から最新のポップスに至るまで異なる
ジャンルの音楽を合唱という形で表現する。
　指揮者ベルニウスによれば、同合唱団創設の目的は、プロのオーケス
トラ演奏と比べても遜色ないレベルの合唱団を作ることだったという。
人の歌声でどこまでできるのかと心配になるところだが、彼は実際にそ
れを実現してみせた。合唱による音色には、強力な感化力があり、その
魅力を余すところなく発揮している。繊細で深みがありながらしなやか
ではっきりと―難しく思えるこれらの要素を融合させたその歌声は各界

で高く評価されており、ドイツの有力紙上では「完璧な歌声。傑出した叙
情表現、澄みきった音色、柔軟な表現力。この組み合わせを超えるもの
はない」とまで絶賛された。
　ぜひこの機会に合唱という魅力的な世界に足を踏み入れてみよう！ 
清らかで心のこもった歌声があなたの心に心地よい風を感じさせてく
れることだろう。

シュトゥットガルト室内合唱団　広州公演
住所：広州市天河区珠江新城華夏路
日時：8月9日　20:00
料金：RMB880、RMB680、RMB480、RMB380、RMB280、RMB180
ウェブ：www.gzdjy.org/perform/show.aspx

　「ヒルトン広州天河」は、広州東駅からほど近いインターナショナルホテ
ルとして、広州での観光・ビジネスを目的とした滞在者に広く利用されて
いる。
　現在、同ホテルでは「中秋月餅」を販売中！　伝統的な「蓮蓉」、「伍仁」、
「豆沙」はもちろん、今年の新作として、口当たりのスッキリした「粒粒鳳
梨（パイナップル）」、程よい甘さの「奶香椰蓉（ココナッツ）」、香り豊かな
「桂花龍井（キンモクセイ龍井茶）」など、一工夫凝らした月餅も登場！
コーヒーに目がない人におすすめ「藍山咖啡蓉（ブルーマウンテン）」な
どもある。ブラウンとゴールドを基調とした落ち着いた高級感のある箱
に包装されており、選りすぐりの月餅は贈答用としても喜ばれること間違
いなし。
　200セット以上の大量注文の場合、RMB268またはRMB388の「中秋礼
券（クーポン）」も贈呈。月餅購入に充てられるほか、ホテルのレストラン
でも使用できる。例えば、RMB388のクーポンは、ホテルの「隨軒中餐廳」
の「点心任点任食套餐」2人分と交換可能だ。月圓人団圓（満月に団欒）
―ヒルトンの月餅キャンペーンで団欒のひとときを過ごしてみよう！

2014中秋月餅礼盒
【珍月礼盒】RMB268（4個詰め）
蛋黄白蓮蓉（165g）、精品伍仁（165g）各2個
【古月礼盒】RMB228（6個詰め）
蓮蓉蛋黄（60g）、豆沙蛋黄（60g），精品伍仁（60g）各2個
【雅月礼盒】RMB268（8個詰め）
粒粒鳳梨（60g）、奶香椰蓉（60g）、桂花龍井 （60g），藍山咖啡蓉（60g）各2個
【茗月礼盒（大伍仁）】RMB388（1個詰め）
伍仁大月餅（1000g） 1個
お問い合わせ：(86)20-6683-3666/3668

広州天河新天希爾頓酒店
住所：広州市天河区林和西横路215号
電話：(86)20-6683-9999 
ウェブ：www.guangzhoutianhe.hilton.com

広
東
ヒルトン特製「中秋月餅」発売中！
広州天河新天希爾頓酒店(Hilton Guangzhou Tianhe)広

州
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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
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）

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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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今週の広東ピックアップ

ただ歌が好きだから
　海外の芸術大学で舞台デザインを勉強したが、幼い頃からギターを

愛し続けているジン・ウォンが昨年メジャーデビューした。いつも自ら

作詞作曲する彼は、中国語、英語の歌

を披露する。今回は新しいCD「How to 

Disappear」のリリースと伴って開催す

る全国ツアーで広州を訪れる。

ジン・ウォン
広州ライブ

8月15日

重力無視！ テンポのいいアクションをたっぷりご堪能
　街の一角にある"ブリック・マンション"と呼ばれる犯罪者の巣窟。そこは警察にも野放

しにされていた。リーノは、ブリック・マンションを牛耳るリーダーのトレメインから麻薬

を盗み、全てを破棄した。そして、トレメインの手下K2から命を狙われ、さらには元彼女

が誘拐された。一方で、覆面捜査で麻薬取引を追うダミアンは、トレメインの一味が爆弾

を盗んだので取り戻すよう命令される。元恋人を救おうとするリーノとダミアンはブリッ

ク・マンションに侵入するが、2人を待ちうけていたものは…。リュック・ベッソンが脚本を

手掛けたフランス映画「アルティメット」をリメイクしたアクション映画はハラハラどきど

き興奮すること間違いない。交通事故で亡くなり、本作が遺作となってしまったポール・

ウォーカーがダミアンを演じる同作品を見逃すな。

映画
Brick Mansions

8月1日上映

日本からの新感覚ジャズサウンド
　それぞれ違った個性を持つバンドで活動する3人が集まり、「Fox 

Capture Plan」を2011年に結成した。“現代版ジャズ・ロック”をコンセプ

トとした情熱的かつクールで新感覚なピ

アノトリオサウンドで、ジャズ愛好者の間

で瞬く間に知名度を上げている。そんな

バンドの中国ライブ、ぜひご鑑賞を。

Fox Capture Plan
広州ライブ

8月6日
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圳
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広州大道中361-365号東方花苑首層
20:30～22:00
shop61345640.taobao.com
前売　RMB60、当日　RMB80

監督：カミーユ・ドゥラマーレ
出演：ポール・ウォーカー、RZA、カタリーナ・デニス、ダヴィッド・ベル

深圳市南山区華僑城創意文化園
北区B10棟北側
20:30～
前売　RMB60、当日　RMB80

明剣館
無料剣道体験教室

8月23日まで

深
圳

家族で楽しく汗を掻こう！
　子供たちにとっては古臭く感じられるかもしれない剣道だが、精神力

を訓練すること、自身の欠点を見直すことなど、剣道ならではのいいとこ

ろがたくさんある。深圳の明剣館では、さらに多くの人にこれを理解して

もらうため、親子の無料剣道体験教室を開催している。本格的な剣道を

家族で体験したら楽しさも倍増する予感！

深圳南山区南山白石洲
沙河工業区41幢4楼
10:00～12:30
(86)755-8259-8368
無料

パワフルで繊細なる音楽の詩人
　ロシア出身のStanislav Khristenkoは、11歳にして自身初のソロコン

サートで一躍有名になった。海外の有力紙に「パワフルで繊細なる音楽

詩人」と絶賛された彼はウィーン楽友協会やカーネギー・ホールなど世

界中の名門会場を廻ってパフォーマンスを披露した。今回は広州で1回

限りのコンサートを行う。

Stanislav Khristenko
広州コンサート

8月10日

広
州

広州大劇院実現劇場
15:00～
RMB280、RMB180、RMB80
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　広州も夏本番！！じめじめ暑いこちらの天気の中、
女性の皆さんはメイクをどうしているだろうか？汗
に強いものやウォータープルーフのものを使って

るいるけれど、帰ったら目の周りが真っ黒というパンダ状態になっている方も多いので
は？せっかく長い時間をかけて化粧したのにこれじゃあ台無し。そんな方々に是非おすす
めしたいのは、「まつげエクステ」。
　今回は、まつげエクステ初体験の編集部が「Waxing Salon gz」を訪れた。店に入ると店
長の岡田さんが温かく迎えてくれた。まずは、どのタイプのまつげをつけていくのかを選
ぶ作業から。何種類かあるカールや長さ、形などを悩んでいると、「そうですね。初めての
方は自然に見える形を選ばれますね。でもお客様の目の形だと、少しカールの強いCカールで、真ん中を長くする方が
似合うと思います。13ミリがおススメですね。」と岡田さんからなんとも的確なアドバイスが。「たまにカラコンをつける
こともあるんですが、そのとき不自然になってしまわないか心配です。」と私。「そうなんですね。それでしたらよりこちら
のタイプをおすすめします。黒目が強調されるので可愛らしい目元になりますよ。」としっかり説明してくれるので、ぜひ
安心して訪れてほしい。
　事前に体験者の意見を集めてみたところ、中には「施術中は目が痛い」や「お風呂の際に染みる」との意見もあった。
だが、施術中も施術後も全く染みることなく、違和感も感じない。逆に、こんなに快適にしてもらえるのならもっと早く体
験しておくべきだったと後悔するほどだった。施術中は、岡田さんとの楽しい会話であっという間。終了後、鏡を見ると
なんとも華やかな目元に！これなら、朝のメイク時間も大幅に短縮できるはず。今回岡田さんにしていただいたのは、
2時間つけ放題のコースで、なんと初回はRMB240。手頃な価格できれいになれるのがなんとも嬉しい。
　また同店では、ブラジリアンワックスの施術も行っている。かみそり処理に比べゆっくり生え戻り、角質もとれるので、
終了後はすべすべの柔らかな肌に。ローカルのサロンでは、用具の使い回しや、シーツを変えないなどでトラブルも発
生しているようだが、同店では資格保有者である岡田さんが施術してくれるので衛生面でも安心だ。顧客のカルテも
しっかり作成し、一人ひとりに合った施術をしてくれる同店、気になった方は是非下記までご連絡を。

Waxing Salon gz
完全予約制プライベートサロン
住所：広州市天河区竜怡路113号銀匯花庭
アメブロ：waxing-salon-gz
電話：(86)186-8886-7963
定休日：日曜、祝日
メール：msekubonacchi@gmail.com
※施術中は電話に出られないこともございますので、メールでのご連絡をお待ちしております。

広州で“まつエク”体験！

日
本
人
に
よ
る

日
本
式
美
容
サ
ロ
ン
で

き
れ
い
に
な
ろ
う
。

Waxing Salon gz
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　「碼農」とは「編碼的農民（コード農民）」の略
で、先の見えないシステム開発に従事するプロ
グラマーたちのことを表現している。彼らは、プ
ログラマーとしての技術向上はできるが、その
他の技術を学ぶ機会が極端に少ない。多くの
「碼農」は、高収入だが残業は当たり前、労働時
間が往々にして長時間である。農業従事者が苦
労して種を撒きやっとの思いで収穫までこぎつ
けるように、IT業界において同様に役割を担っ
ているように感じている一部のITエリートが自
嘲気味に使う言葉のようだ。
　IT化が著しい社会の中で、どの業界において
もコンピュータシステムなしには仕事ができな
くなってきている。そのため、どこにおいても基
礎的なシステム構築のために大量のIT技術者
が投入されている。優秀なプログラマーは、聡
明な頭脳、プログラミングやデザイン開発の面
で熟練した技術を持っている。その技術を役立

てたいとも思っている。それを知ってか知らずか、経営者側は利益追求のために、彼ら
をとことん利用しようとする。企業として同然のことではあるのだが、比較的新しい業
界であるがために歯止め効かないのが現状となっている。とはいえ、建設業界の肉体
労働者と比較すれば、「碼農」の地位ははるかに良いということは言うまでもない。
　この言葉が表す別の面として、彼らの勤務地の環境があげられる。多くのIT関連企業
は都市の郊外にある開発区などに勤務地を置いている。例えば、北京の上地や深圳の
科技園などがそうだ。そのため「農」という言葉がピッタリくるようだ。

「碼農   」(Ma Nong)

ITフィールドで
勤勉に耕している彼らは
こう呼ばれている…

どの業界でも自分しかわからない苦労はある。
高度な技術を生かして常に世界の先端に立ち向かうIT業者は
一見魅力的な職業だが、実際はどうだろう。

碼農の特徴：
①仕事量の割に低収入
②単調な仕事
③長時間労働
④ストレス過多
⑤独身で恋人もいない
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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

意外と怖い歯周病

　ギネスブックに歯周病は“人類史上最も感
染者の多い感染症”と掲載されている。日本
人は特に多いといわれ、その割合は成人の
80%にのぼる。原因として指摘されるのは予
防意識の低さである。日本の場合、虫歯にな
れば保険で治療することができるが、海外で
の歯科治療は保険対象外の場合が多い上
に、治療費用自体が高額に及ぶケースがほ
とんどである。そうしたことが背景にあり、欧
米などの先進国は予防意識が高い。
　虫歯に関しては痛みに耐えきれずに、や
むを得ず歯科に行く事もあるが、痛みのな
い歯周病で自ら通院しようと考える人は少
ない。元々、歯周病はかなり進行しないと痛
みや腫れなどの自覚症状が現れないため

「サイレント・ディジーズ（沈黙の病気）」とも
呼ばれる。
　歯周病は35歳以上から増え始め、40代に
なると急激に増加、60～64歳あたりがピー
クになる。歯周病で歯を失う人は全体の4～
5割で、実は虫歯よりも多いとも言われてい
る。特に50歳をすぎたころから、歯周病が原
因で歯を失う人が急増する。
　かつては「不治の病」とさえ言われていた
歯周病も近年の医学の進歩により、治療が
できる範囲が拡大している。不治の病とい
いながら、疾患に対する認識が甘いのは直
接生死に関わる病気ではないことが原因で
あろうか？

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
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　日本では人気がある自家焙煎コーヒー、ここ広州では少ないと感じて
いるコーヒーマニアの方も多いのでは？焙煎してすぐのコーヒー豆は新
鮮で香り高く、コーヒーの味がしっかりしているという点でファンも多い。
広州東駅の近く林和東路の通りに「わかなや」という自家焙煎コーヒー
ショップがオープンしたのはご存知だろうか？2014年3月にオープンして
以来、コーヒーのテイクアウトや自家焙煎コーヒー豆を販売している。

　日本語が話せる中国人店長の雪さんが今回
カプチーノを淹れてくれた。コーヒー好きの記
者が常々感じてきたのは、鮮度が良い珈琲豆
は旨いということ。煎りたての豆を使用したカ
プチーノはミルクに負けないコーヒーの味が
引き出されていると感じた。また、お店には上

海万博で使用されたのと同じ軟水器を設置しており、日本人に向けての
配慮がうかがえる。おいしい水を使ってコーヒーを淹れるというこだわり
がうれしい。
　デザインラテを楽しみつつ雪さんと談笑しながら飲むのもよし、テイ
クアウトして甘いスイーツと一緒に頂くのもよし、自家焙煎の良さを確認
できるだろう。顧客は意外にも夕方以降に多いそうで、仕事帰りの人たち
がコーヒーで一息つくようだ。今のところ中国人と日本人の顧客は半々
だという。

　焙煎は生豆を外国から輸入し、白
雲区の焙煎室で煎ってから同店へ陳
列される。ブレンドはブラジル、インド
ネシア、アフリカ豆を独自の配合で作
り上げており、この豆を使い店内でアメリカン、カフェラテ、カプチーノを
提供している。またストレート豆もマンデリン、エチオピア、グアテマラな
どなじみのある銘柄がRMB68／250gと手に入れやすいのもいい。
　コーヒーはもちろんのこと、味噌やお米、お酒など日本人が欲しくなる
商品も取り揃えている。かわいい雑貨や珍しい日用品もあるので店内を
見て回るのも楽しい。最近では海外から輸入した環境にやさしい洗剤を
扱い始めた。普段の洗い物をしたり野菜を洗って農薬を落としたり、消臭
に使えるなど用途は幅広いそうだ。雪さんも使ってみて肌への優しさと
洗浄力に驚いたという。
　日本人にうれしいコーヒー店でほっと一息ついてみるのはいかがだ
ろうか？

自
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メニューは日本語で書かれている

アメリカン　　　RMB18
カフェモカ　　　RMB22
カプチーノ　　　RMB20
エスプレッソ　　RMB15
（いずれもミディアムサイズ）

自家焙煎コーヒー　わかなや
時間：10:00～22:00
電話：(86)135-3990-1552
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