
香港 香港

　有名な時計技術者であるフランク･ミュ
ラーが1992年に創立した時計ブランド
｢Franck　Muller｣は、高級時計の歴史にお

いて大きな技術革新をもたらした作品の数々で世界を感嘆させ続けている。
　そのフランク･ミュラーがコーズウェイベイ(銅鑼湾)にある｢マイション･フランク･ミュ
ラー(MAISON FRANCK MULLER)｣の3階に新しいレストラン｢EIGHTEEN SHARP｣をオー
プンした。
　使用する食材は全て高級品にこだわり、西洋の独自性を吹き込んだモダンチャイ
ニーズ料理は、その盛り付けもフランク･ミュラーの職人芸と同様、最高の芸術品のよ
うだ。中華と西洋の双方の影響を受けて作られる料理の数々はモダンチャイニーズの
意味を新たな次元へと駆り立てることだろう。
　同店ではこちらのメニューをまとめて体験してもらえるようにと、HKD680から
HKD1,888まで、3種類のセット･ディナーを提供している。 
　数多くある料理の中から、おススメ料理を紹介しよう。まずは｢焼きエビとフランス産
カラシナの種と蜂蜜レモンソース(Baked　prawns　with　French　mustard　seed　and 
honey　lemon　sauce)｣。 新鮮な海老を日本のわさびと日本酒と一緒に調理し、そこに甘
酸っぱいソースと仕上げに赤胡椒の粒をトッピングしたものだ。
　そして｢バンブー･グローリー(Bamboo　Glory)｣は、竹に見立てたきゅうりの中に、ライ
ムと辛子に漬けこんだあわびの千切りや和牛ロール、蟹とキャビアのカリフラワー添え
などを詰めた盛り合わせ。多様な味が舌を刺激すること間違いなしだ。 
　店内には中国における、「長寿」「希望」「快活」のシンボル、イチョウの葉が描かれ
ており、静かで落ち着いたダイニングエリアは食事する人々がくつろげる空間となっ
ている。

EIGHTEEN SHARPEIGHTEEN SHARP

EIGHTEEN SHARP
住所： 3/F., 15 Sharp St. East, CWB
電話：(852)2153-3366 
時間：月～日　12:00～15:00、18:00～24:00
ウェブ： www.eighteensharp.com

高級時計ブランド「フランク・ミュラー」による
新たな中華料理の世界
高級時計ブランド「フランク・ミュラー」による
新たな中華料理の世界

まるで皿に竹が描かれたようなバンブー･グロリー
(Bamboo Glory)

落ち着いた高級感があふれる店内

　　

焼きエビとフランス産カラシナの種と蜂蜜レモンソース
(Baked prawns with French mustard seed and 
honey lemon sauce)
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香港 香港

　エレベーターを降りるとすぐ目に飛び込ん
でくる「銀座から世界へ」の書。店内へ一歩入
ると、ションワン（上環）の喧騒とは無縁の緩や
かな空間は、まるで日本に戻ったような感覚
に。銀座に本店を構え、パリ、ハワイに続き香
港に出店し、今年中にロンドン、ニューヨーク
にも出店を予定している鮨「銀座おのでら」。こ
こ香港では、個室をメインに鮨と鉄板焼「銀座
すみかわ」を展開する同
店は、音や香りが一緒に
なることがないよう気配り
を施す。その落ち着いた
優雅な空間でエグゼク
ティブ・シェフ の 斎 藤
さん、阿部さんにお話を
伺った。
　6月のオープン以来、忙
しい毎日が続いている。客
層は香港人が多く、VIPも
訪れる。店で提供する料
理のクオリティーは日本と
同じレベル、もしくは日本
以上を心がけているとのこと。「高級店として、
美味しい食事は当たり前。そこにどれだけ付加
価値を付けられるかが大切。そのひとつがど
れだけお客様に食事を楽しんでいただけるか
です」と斎藤さん。
　「香港人と日本人の客の違いは？」の質問
に、まず返って来た答えが「舌」。やはり味付け、
好みが日本人とは微妙に違うそうだ。また、香
港人のVIPゲストは気さくな人が多く、食事を
皆で楽しむ事を好むという。知らない者同士で
も会話が弾み、酒を酌み交わすこともしばし
ば。言葉の壁にはやはり苦労する、そんな時は
英・日・広・北京語が話せる頼もしいフロアース
タッフが通訳をしてくれるので、安心だそうだ。
　「鮨おのでら」の斎藤さんのこだわりは食
材。毛ガニ、イカ、エビなど食材によっては活き
たまま空輸。そして、様々な産地から、その時期
一番良いものを選んでいる。その多くは北海
道産だといい、「北海道」ブランドが好きな香
港人には喜ばれるそう。また、ドリンクメニュー
は決まった銘柄を置くのではなく、四季折々、
その時期に美味しいものを厳選。ブランド名に
縛られず、様々な商品を仕入れるため、毎回、
同じものが店に置いてあるかどうかはわから
ない。
　「鉄板焼すみかわ」では素材が活きるよう、
日本と同じ手法で調理される。肉は正真正銘
の神戸牛、野菜は日本古来の伝統野菜を使う。
なかでも、阿部さんが惚れ込んだ素材のひと

つが富士市から仕
入 れる マッシュ
ルーム。オランダ
から菌種を取り寄
せて栽培されてい
るこちらは 身 が
ぎっしりと詰まった
肉厚、味が濃く生でも食べられる。このマッシュ
ルームは、実は鮨でも使われている。
　鮨と鉄板焼きの店が一緒に営業するならで
はの強みも。例えばこんなことがあった。寿司
を食べに来たゲストにお吸い物か味噌汁かの
希望を尋ねるとなんと「コーンポタージュ」の
オーダーが！すし職人の斎藤さんには無理な
注文だったが、阿部さんがいたおかげで、無事
にリクエストに対応することができた。「ジャン
ルが違うからこそ、お互いに持っていないもの
を補い合い、そこから学べる。お互いを尊敬
し、一緒に働けて光栄。」と語るお二人。
　お話を伺った部屋「桜」には、伊勢神宮で使
われる檜と同材で作られた一枚板のカウン
ターが、そして壁には菅原健彦氏の作品「春爛
漫」の絵が掛けられている。VIP用の個室では
厚さ9センチもある吉野檜がカウンターに使用
され、惜しみなく高級素材が使われた店内は
供される食事にも引けを取らない。一見の価
値ありだ。

鮨 銀座おのでら・鉄板焼 銀座すみかわ
住所：1/F., Hollywood Centre, 77-91 Queen’s Rd. West, Sheung Wan

電話：(852)3568-7788
営業時間：月～土　12:00～14:30、 18:00～23:00　日曜定休

ウェブ：www.sushi-onodera.com
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シェフと言うより職人。左から林さん、斎藤さん、阿部さん

個室「桜」、柔らかな手触りの檜のカウンター、
壁の絵画は菅原健彦氏の作品

調理するシェフを間近に見られる鉄板焼きの個室

シェフが目の前で焼いてくれる神戸牛
職人技が光る握り

鉄板焼 銀座すみかわ
鮨 銀座おのでら
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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

減量と虫歯について

　「明日のジョー」や「はじめの一歩」などの
ボクシング漫画で、減量に苦しむボクサーが
無意識に冷蔵庫をあけていたり、水道の蛇
口をひねっていたりという描写がある。
　私もいまでこそ痩せているが、2年前まで
結構な肥満体であった。そこでランニングを
するなどして減量し始めた。90キロ近くあっ
た体重を63キロくらいにするまではよかっ
たが、そこから先が簡単ではない。
　ある程度、減量したあとなので、落とそうと
思っても落ちるところも少なくなってきてい
る。それでも我慢して食事制限をしていた。
　ボクサー同様、意識が清明なときは我慢
できるのだが、就寝して意識が散漫になる
と、冷蔵庫をあけて中のものを食べていたり

ジュースを飲んだりしていた。
　夜、寝ているときに口に食べ物を入れると
いうことを歯学的にみると、当然歯にはよく
ない。寝ているときは唾液の分泌量が落ち
自助作用が及ばないため虫歯になりやすい
し、朦朧とした人間の歯磨きに効果など期待
できようはずもない。ただし、同時期に歯科
治療で散財していたので、体重と同様、歯も
気になっていた。
　夕飯を普通に食べてさっさと寝るようにし
た。現在の体重は60キロ前後。もっともラン
ナーとしてのベスト体重は56キロ。ただし、
そこまで落とすと、立ちくらみがしてきて、少
し病的な感じになってしまうので、そこまで
落として試合に出たことはない。

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・龍崗区の総合ビジネスホテル
百合酒店(Century Kingdom Hotel)

　「センチュリーキングダムホテル」は、ビジネス・レセプション・レ
ジャーを一体化した5つ星クラスのホテルだ。龍崗区における総合ビジ
ネスホテルの先駆けとして誕生し、2012年に全面リニューアルしてい
る。快適で居心地の良い空間と心のこもったサービスが自慢だ。ホテル
は立地もよく、「大芬油画村」に出かけたり、「OCT東ゴルフクラブ」を利
用する場合には大変便利な位置にある。ホテル内にある、「楽健休閑中
心」（Le Kang Recreation）では中国式、タイ式、韓国式、アメリカ式といっ
た各種マッサージを揃えており、自分に合ったリラクゼーションを見つ
けることができる。
　また、ホテル内には「香榭里西餐廳」、「百合豪宴中餐廳」、「和味日本
料理」、「譚厨小菜」といったダイニングがそろう。「香榭里西餐廳」には
200席を擁するホールがあり、落ち着いた照明とインテリアがゆったりと

した食事を演出してくれる。「和味日本料理」は、心地良い気配りを旨に
行き届いたサービスを提供している。美食を味わうのみならず、心身と
も健やかになれるようなおもてなしが売り！便利で快適な深圳・龍崗の
滞在先をお探しなら、「センチュリーキングダムホテル」はおススメだ！

百合酒店
住所：深圳市龍崗区布吉白鴿路
電話：(86)755-8996-9999
ファクス：(86)755-8996-9988 
ウェブ：www.szckhotel.com

　「ボルヘスとわたし」は、アルゼンチン出身の作家「ホルヘ・ルイス・ボ
ルヘス」（Jorge Luis Borges）の珠玉の一冊と評されている。ボルヘス
は、いわゆる「世にも奇妙な小説」というカテゴリに大きな影響を与え
た。「ボルヘスとわたし」で描かれるのは、人間の運命が無限に反復する
迷宮的世界だ。
　今回この物語を演じる「Idle Motion劇団」は、イギリスの新興劇団。役
者たちのイキイキとした演技は、強いインパクトを与えてくれることだろ
う。同作は2009年と2013年のエジンバラ芸術祭で上演され、「トータル・
シアター・アワード」にノミネートされている。
　物語は、オックスフォード大学図書館から始まり、作家ボルヘスの伝奇
的生涯を描いてゆく。この美しい主線と並行して流れるもう1つの線が、
読書クラブで出会うソフィーとニックのストーリー。イギリスの恋愛モノ
によくありそうなティータイムの場面、ユーモアたっぷりに愛をはぐぐむ

二人。文学に対する情熱を唯一の共通項とするこの2つの線の間に、一
見何の関係もないたくさんの要素が入り混じる。まるで小説が人間の想
像力を捉えたその瞬間のように、日常と文学世界の関係に思いを導く。
世にも奇妙な物語、想像力が命綱の作家へ敬意を表しながら鑑賞して
みよう。

ボルヘスとわたし
住所：広州市天河区珠江新城華夏路広州大劇場実験劇場
日時：8月29日～31日　20:00
料金：RMB280、RMB180
ウェブ：www.gzdjy.org/perform/show.aspx?id=0704115491

広
東
世にも奇妙な物語―「ボルヘスとわたし」
「英国Idle Motion劇団」上演広
州

深
圳
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深圳

深圳

巨大でありながら軽快な旋律を操る
　台湾高雄発のMath Rockバンド「大象体操」。緻密に計算された軽

快なメロディーの主役は低音のベースであることが彼らの特徴。結成

して僅か2年で既に多くの大型音楽

フェスタへの出演経験を持ち、2013

年にリリースされたEPも中国語圏内

だけでなく、ヨーロッパや日本でも注

目を集めた。そんな彼らが中国ツ

アーで広州にやって来る。

今週の広東ピックアップ

ゴージャスのG。グルメのG。
　G…。この一文字は何を連想させるだろう。グルメのG？それともゴー

ジャスのG？広州グランドハイアット22階の「G」は、オープンキッチンで

経験豊富なシェフが腕を揮うグリル・レストランだ。こちらの人気は無煙

バーベキュー。洗練され

た空間で、新鮮なスパイ

スと天然海塩、岩塩で調

理される、素材を活かし

た料理であなたの「G」を

楽しもう 。

グランドハイアット
Gレストラン

失われた蟻の渓谷がここ
　フランス・ノルマンディーの美しい田園を舞台に、そこに暮らす小さな虫たちの冒険を

魅力たっぷりに描いたコメディーアニメ。実写の風景にCGアニメを組み合わせたユ

ニークな制作スタイルが特徴で、ヨーロッパでは放送開始直後から大人気となり、日本

でもNHK E テレで放送され話題となっている。今回はシリーズ初の劇場長編版3D作品と

して制作された。南フランスの自然保護区を舞台に、困難を乗り越えるムシたちの冒険

を描写する。

　平和な森のなかで暮らしている黒アリと赤アリの2つの集団。ある日、森に遠足に来た

人間が残した角砂糖の入った小箱が、ムシ達の小さいながら壮烈な戦いを引き起こす

ことに…。

ミニスキュル ～森の小さな仲間たち～
映画公開

8月22日上映

清明上河図と台湾風物図
　上海万博で展示された動く3D「清明上河図」は、北宋当時の市街図

や風俗図として、資料的価値も極めて高いものである。そして「台湾風

物図」は島の自然風景、人文景観、民俗風景を描いており、台湾版「清

明上河図」と呼ばれている。中国と台湾の有名な画巻で両岸の文化交

流となる今回の展覧会、お見逃しなく。

中台交流
著名画巻展示会

8月24日

深
圳

広
東

広
州

Exhibition

監督：エレーヌ・ジロー＆トマス・ザボ
出演：フィリップ・デラリュー

監督：プラッチャヤー・ピンゲーオ
出演：トニー・ジャー、チーチャー

深圳宝安区宝安新機場
9:00～21:00
前売　RMB60

トム・ヤム・クン！
続編上映

8月15日

広
東

タイアクション映画が、再び頂点を目指す！
　象と生活するムエタイ兵士の末裔が暮すタイの静かな村。ある日、村

に現われた密輸組織によって象舎の主人は殺され、2頭の象が連れ去ら

れてしまう。息子であるカームは家族同様

である象を救うため単身シドニーへと向

かうが、そこでどんな陰謀が彼を待ってい

るのか…。前篇より続くシンプルなストー

リーで、痛快なアクション作品だ！ 

大象体操
中国ツアーの広州ライブ

8月17日

広
州

広州市海珠区工業大道北132号
花城往事創意園内7号楼
20:00～22:00
t.cn/Rvgebe7
前売　RMB60、当日　RMB80

広州市天河区珠江新城珠江西路12号
ランチ 11:30～14:30
ディナー 18:30～22:00
夜食 22:00～翌6:30
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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
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

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

広州生活クラブ・メンバー募集！
広州在住の日本人が生活に慣れ、楽しく
過ごせるようにするクラブ。毎月1～2回、
飲茶や周辺の観光や中国語、広東語交
流会などを開催！広州の文化をいっしょ
に楽しみましょう！年齢性別国籍問わず。
連絡先：canton_life@sina.com (Ms.謝)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。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

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

Exhibition

フランスの「人間国宝」のブルース・パフォーマンス
　フランス出身のクイーン・オブ・テキサス・ブルース、NINA　VAN 

HORN。ダンサー出身という特異な経歴を持つ彼女のパフォーマンスは、

他のブルース歌手と一味違う。世界中を巡ってきた彼女が、中国での演

奏でその旅を締めくくる。女性版のボブ・シーガーと呼ばれる彼女の声

に感動してみては。

NINA VAN HORN
広州ライブ

8月24日

枯れ木がアートで蘇る
　幼い頃から彫刻に触れ、親しんでいた海弟は彫刻を通して芸術を理

解していく。木材への深い愛情を持ち、2006年に大学を卒業した後、多

くの古い良木を探して創作活動を続け

ている。今回は「初開（The　Origin）」を

テーマに、1つの木材から「物事の最初

の模様」を表現していく。

海弟のウッド展覧会
ザ・オリジン

9月7日まで

オリエンタル銀座ホテル
Coffee Restaurant

8月24日

南国書香節
2014年も開催

8月15日～21日

夏限定ランチセットを満喫
　東部華僑城に近いキングキーパレスホテルでは様々なグルメが楽

しめる。その中の洋食レストラン「繽紛年代西餐廳」では夏限定ランチ

セットを提供している。安心・安全の旬食材を使用したメニューの中か

らピザ、ハンバーガー、エッグタルト、サラダなど、多彩なチョイスが満

喫できる。

キングキーパレスホテル
繽紛年代西餐廳

9月30日

彼女の才能に耳を澄ましてみよう 
　アメリカ育ち中国人Vienna Tengは6歳で初めての曲を創作し、その

後、高校生にしてソロアルバムをリリース。その才能は早くから彼女の

育ったロサンゼルスで広く知られ、プ

ロデビューのきっかけとなる。今回、初

の中国ツアーで広州にやって来る彼女

の古典的な声と優しいピアノ演奏を楽

しもう。

シンガーソングライター
Vienna Teng

8月22日

深
圳

広州越秀区広州市
北京路225号歌莉婭225
11:00～23:00
入場無料

広州海珠区琵洲会展中心B区
9:00～18:00
入場無料

広州越秀区広州大道中361-365号
東方花苑大廈首層
21:00～22:30
shop61345640.taobao.com
前売　RMB60、当日　RMB80

深
圳

深圳市塩田大梅沙塩路90号
大梅沙京基海湾大酒店一楼大堂
(86)755-8268-8888
RMB35～48

広
州

深圳市南山区華僑城
恩平路OCT-LOFTF3棟 
前売　RMB70、当日　RMB100

多国籍料理のビュッフェを楽しもう！
　福田区のビジネス街の中心に位置する、新しいデラックス・ホテル「オ

リエンタル銀座ホテル」。その中の「Coffee Restaurant」では、さまざまな

多国籍料理を取り揃えたビュッフェスタイルの朝食、ランチ、ディナーの

ほか、アラカルトも用意している。地下鉄竹子林駅に隣接しており、アク

セスも便利だ。

読書を日常生活の一部としよう
　毎年好評を博している大型図書フェスティバル「南国書香節」が今年

も開催される！今年のテーマは「読書を日常生活の一部としよう」。琵洲

の5万平方メートルと広大な会展中心

で30を越えるエリアの中に30万点以

上の図書が展示される。そのほかに、

イベントとワークショップも行われる。

深圳市福田区深南大道西
深圳宝安区宝安新機場

深
圳

広
州

広
州

29Pocket Page Weekly 15 August 2014 No. 448
B

広東ピックアップ



深圳

深圳

広州

　珠江新城駅から約徒歩10分の場所に店を構える「ice nail salon」。今
年、保林苑華訊街から遠洋明珠大廈に店舗を移したばかりだ。新しい店
舗は、以前に比べると広くなり、開放感のある作り。白と茶色を基調とし
たシンプルなデザインは来るものをリラックスさせてくれる。
　そんな同店は顧客の40％くらいは日本人だが、実は店長また店員が
日本語が通じない。それにも関わらず、日本人に人気の秘密は一体どこ
にあるのだろう？その謎を突きとめるため、店舗にお邪魔することにし
た。ドアを開けると、店長のAllyさんが笑顔で迎えてくれた。とてもオシャ
レで美人！早速彼女にジェルネイルをお願いすることに。まず驚いたの
は手際の良さ！ネイルをしたことのある女性だったら誰でも経験したこと
があると思うが、オフから完成まで約2時間～3時間。綺麗になるのと引
き換えにある程度の時間を費やさなければならない。準備不足だった
り、手際が悪いと、ついイライラしてしまうものだ。でも同店なら安心。慣

れた手つきで手際よくしてくれるので気持ちがいい。更
に、店内にはテレビも設置されているので洋画を見な
がら施術してもらえば時間が経つのもあっという間。
　次に、同店で使っているネイル用品について伺ってみ
ると、アメリカ製と日本製のものを使用しているとのこ
と。有名ブランドの物を使用しているので、心配なし。器
具も全て消毒しているので、衛生面に不安を抱えている
方も安心だ。
　オフが終わり早速ジェルネイルの施術にとりかかる。
何も考えず来てしまったので、Allyさんにオススメのデ
ザインを聞いてみると、さすが店長！日本人である筆者
にパステルカラーやシンプルで可愛らしいデザインを
提案してくれた。日本人好みのデザインを熟知している。

その中で一番気に入ったものをお願いした。途中、なぜ日本語が通じな
いにも関わらず、日本人顧客から指示されているのか直接聞いてみると、

「わからないですね。ただ当たり前の事をしているだけですよ。そして、前
の店舗の時、たくさんの日本の方に来て頂き、たくさん経験をさせていた
だきました。それで何となく日本人の方がどんなデザインを好むのかも
わかるようになりましたね。」とAllyさん。やはり経験が全てのようだ！
　楽しく話をしているとあっという間に終了。早いし、綺麗に仕上がり大
満足！次回もお世話になることに決定。同店は、上記でも申した通り、日
本語は通じないが、雑誌やサンプルからデザインを選べるので問題な
し。デザインが決まっていれば、スマホを見せたりプリントアウトをしてく
ればその通りに施術してくれるので安心して来店してほしい。Allyさんの
センスを是非あなたにも感じていただきたい！

ice nail salon
住所：広州市天河区珠江新城華利路
           遠洋明珠大廈101舗（工商銀行近く）
電話：(86)20-3833-6596

店長のキラリと光るセンスが人気の秘密
広州ice nail salon

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

初回のみ
施術費から

このチャンスを見逃すな！
10％オフ！PPW

見ま
した
！

で、
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Part22   少年宮DEEP深圳
　今回紹介するのは、香港側から見てMTR落馬洲駅の深圳側は福田口岸
駅。そこから地下鉄でたった4駅の少年宮駅付近に行ってきた。ここは、ファ
ミリーには欠かせないお出かけスポットだ。まずはA1出口すぐの少年宮を
紹介しよう。ここは中華人民共和国全土の各地で作られている、子供たちの
課外活動用の施設で、現在も補習、運動、音楽などさまざまな活動に盛んに
利用されている。ここ深圳少年宮にも、ミニ科学館や4D映画館などがあり、
入場料は無料だ。
　まず1階にある巨大展示会場には、中国の子どもたちが訪れたアメリカや
ヨーロッパ、日本などの写真や、その時子ども達が感じたことなどを絵画に
したものなど、様々な作品が展示してあった。また、「能源天地」というアトラ
クションもあり、これはトロッコに乗りながらエネルギーのことが勉強できる
優れもの。しかも無料！そのため平日でも多少の列ができ、土日には子ども
たちが長蛇の列を作るそうだ。
　2階には「科普王国」という科学館がある。深圳科学館と似ているが、こち
らの方が音声量をデジタル化したり、科学実験のクイズゲームがあったり
と、よりデジタル化されていて施設が新しい。ここもお子様連れにはもってこ
いだ。
　また、3階には「美丽家园」という環境保護をテーマにした展示があり、ミ
ニテーマパークや環境についてのクイズゲームがある。中国語ができる方
は、ぜひクイズにも挑戦していただきたい。
　そして4階には映画館があり、恐竜やサメなどをテーマにした4D映画が
上映され、RMB20で30分程度の映像を楽しむことができる。ただ中国語の
みなので、言葉がわからない方は映像だけも結構楽しめる。

深圳少年宮
住所：福田区上歩中路1003号

スポット
情報

巨大なロビー
深圳少年宮にあった「天空の城ラピュタ」の
ロボットとの写真

深圳少年宮の外観

今回は少年宮駅周辺の子供の楽園、少年宮をご紹介。
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　人の呼称には国や文化によって違いがある。人と人とをつなぐ第一歩は、
お互いへの呼びかけから始まる。つまりこの違いを理解しておくと、お互いの
距離を一層縮めることができ、スムーズな人間関係を築きやすくなる。
　日本語にはとても便利な呼称である「～さん」がある。この「さん」に当たる
中国語として、男性は「～先生（xiān shēng）」、女性は「～女士（nǚ shì）」と教
えられることが多い。だが、日常会話の中でこれらが使われる頻度はそれほ
ど高くはない。面識のない人同士が商談などをする時や、サービス業に従事
する人がお客さんと話すときなど、改まった場でしか使われない。中国で同
僚やプライベートの知り合いに「～先生」や「～女士」と呼びかけることは感
覚的にありえない。よそよそしい感じを与え、なんとなくぎこちなくなってしま
うからだ。
　では、中国人同士は相手のことをどのように呼ぶのか？知り合いの間柄

（同僚・同級生・友人）で年下または年齢が近い場合であれば、フルネームや
下の名前で呼ぶケースが多い、つまり呼び捨てだ。日本人の感覚では、とても
親しい間柄でもないかぎり下の名前で呼び合うことはない。上司が部下に苗
字で呼ぶことあってもフルネームで呼びかけることもほとんどない。しかし、
中国人の場合、そもそもフルネームで呼ぶ時の響も考慮して名前が付けられ
ているので、そのほうが自然なのだ。
　ほかに、普通話圏でよく使われる呼びかけ方は、「小（xiǎo）+姓」や「老

（lǎo）+姓」という呼び方で、男女の区別はない。例えば「李」さんという知り合
いの場合、自分より年下であれば（場合によっては少々年上でも）「小李」、年
齢が離れている年上であれば「老李」と呼ぶ。微妙な距離感の違いによって
どちらを使うかが決まるようで、外国人にはわかりにくい。ちなみにこの呼び
かけは広東語圏など南方では比較的少ないように思われる。逆に、北方には
なく、広東語圏など中国南方で使われるのが「阿（ā）～」だ。これはかなり親し
い呼びかけで、日本語の「～ちゃん」に近い感覚で使われている。広東語など

地元の方言で発音されることが多いため、外国人が普通話の発音で呼びか
けることに違和感を感じる人も多いようだ。
　このほか、年上の男性に対しては「姓+哥（gē）」、年上の女性に対しては

「姓+姐（jiě）」、自分の親と同年代の男性に対しては「（姓+）叔叔（shū shū）」、
女性に対しては「（姓+）阿姨（ā yí）」といった呼び方がある。既婚の女性に対
しては「（ご主人の姓+）太太（tài tài）」と呼ぶこともある。中国語の「太」には
「肥っている」という意味はなく、「太后」など位の高い人を表す。なので「奥
様」という敬称となる。注意しなければならないのは、中国は夫婦別姓である
ということ。太太を使う場合は本人の姓ではなくご主人の姓を使わなければ
ならない。さらに、未婚の女性に対する呼称として「小姐（xiǎo jiě）」がある。こ
れは、水商売のホステスなどを連想させることから「小姐」単独ではあまり使
用しなくなっている。とはいえ、南方では「姓+小姐」としてよく用いられてお
り、丁寧な敬称としてビジネス上の知り合いなど、改まった場で使用される。
ただ、北方ではあまり好まれないようだ。地域によって受ける印象が異なる
ようなので、周りがどのように使っているかを観察してみよう。

友
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？
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」（cheng-hu

）

袁先生 老吳 黄太 陳女士

阿妹

小李
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　広州市天河区は体育東路に面白い焼鳥屋がオープンしたと聞き、早速某
フリーペーパー営業マンのUさんと行ってみた。その名も“長州力”ならぬ“鳥
州力”だという。正佳広場を背に道を渡り、ローカル飲食店独得の油の香り
が漂う道をしばらく進むと、ビルの2階からちょっと開けた雰囲気が伝わって
くるお店がある。暗い階段を上りきると出迎えてくれるのはレゲエの神様ボ
ブ・マーリーが描かれた暖簾。「え？これが焼鳥屋？」と思いながらも暖簾を
くぐると、元気な声に出迎えられる。「いらっしゃ
いませぇ～！！ ようこそっ！」あまりにも威勢が良
いので一瞬驚くが、左手に焼場とカウンター、奥
に小上がり席がある店内は天井が高く開放感も
あり、今の広州にはない雰囲気が心地よい。そ
れもそのはず、彼らは天津や北京の華北地区か
ら満を持して進出してきたそうな。お揃いの黒い
Tシャツに身を包んだ彼らには、若いエネルギー
が漲っている。焼場を仕切るのは、ラスタファリ
アンとも侍ともお見受けする髪を結わえた店長
の吉田さん。このお店のムードメーカーだ。お客
が焼酎を注文すれば、吉田さんが「黒霧島ご注
文いただきましたぁ！！」と大きく発声し、他のス
タッフが続いて元気に「ありがとうございまぁ
す！！」と応える。お客が面白がって、3回も「この
店、美味しいね。」というと、すかさず吉田さんが

「3回目の美味しいねを頂戴いたしました！」「あ
りがとうございます！」といった感じで、他のお客
にも笑顔が広がる。
　「鳥丸さんはビールですね？ 僕はハイボール
で。」珍しく営業マンUさんが一杯目から焼酎ロックではなかっ
た。この季節になって坊主頭のUさんの額には汗がじわっと広が
ることが多くなったが、ここまで暑いとやはり最初の一杯は炭酸
物が飲みたいんだろう。一杯目のお供に我々が選んだのは冷菜
の鳥皮酢。適度な酸味と葱の風味をまとった鳥皮のプリプリ感が
夏に心地よい。さてさて、ここは焼鳥屋なので、焼鳥を頂こうでは

ないか。1本8元からの焼鳥は大振りとは言
えないが、種類が豊富で楽しめる。中でも
僕のお薦めはツクネだ。隣のお客が吉田
さんと話しをしていたが、「俺はこういうツ
クネの方が好き。軟骨が入っていてコリコリ
するよりも玉葱とか野菜が入っていて甘みがあるのが
好みなんだよなぁ～」というように、肉々しいジュー
シーさの中に野菜の甘みが溢れている。2杯目の芋焼
酎も進む逸品だ。
　Uさんと食事をしていると、氷を取りに行ったスタッ
フが着たTシャツの背中に書かれた華北地区の地名
が目に飛び込んできた。「最近の天津はどうですか？」
吉田さんに聞いてみた。「今、天津ではこういう感じの

カウンターで日本料理を食べるのが中国の方に受けています。それ
がトレンドのようですね。」「天津のお店はどの辺りですか？老房子
がある方ですか？開発されている方ですか？」「老房子がある旧市
街の方です。」天津かぁ。懐かしいな。タクシーが捕まらず、途方に
暮れながら雪が大降りの零下の中を歩いた事もあった。天津名物の狗不理
よりは、北京の包子の方が旨かったな。

　回想を遮る様にUさんが聞く「鳥丸さん、そろそ
ろ締めは？」ここ最近Uさんに連れられて広州旨い
もん巡りをしているせいか、体重が増えてきた僕は
ツクネ入りのスープで炭水化物は控えることにし
た。鶏でダシを取ったスープは優しい味で、飲んだ
後には持って来いだ。
　あ、懐かしい一升瓶が目に留まる。次回は天津で
造られている日本酒“朝香”でツクネを味わうことに
しよう。

鳥州力裏庭
住所：広州市天河区体育東路74号2楼202室
電話：(86)185-8871-8586（吉田）
　　  (86)185-1100-4404 (李)
時間：17:30～深夜2:00

文：鳥丸雄樹

鳥丸雄樹（Torimaru Yuki）プロフィール
香港を拠点に活動するフリーライター。ロスの日刊
サンへの寄稿を経て今に至る。自身がベースボーカ
ルを担当したオルタナティブなハードコアバンドを
引き連れて90年代は、ロンドンのコヴェントガー
デンにてライブ活動を行う。現在、随筆風フェイス
ブックも更新しお友達も募集中。

広州の他の飲食店記事は
こちらから！

ダイレクト！
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