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　「健康的な食生活」と「非営利団体のサポート」、この2つに共通点が！？　一見ありそう
にないが、実は今回紹介する「Happy　Veggie（楽農）」にとっては重要な組み合わせだ。
こちらは香港の非営利団体が営業する、ベジタリアン料理を提供するレストラン。健康

で環境に優しい食生活を促進、また、聴覚障害
者や高齢者に雇用の場を提供し、自立を促す
ことが目的だ。

　ベジタリアン料理は品数が少ない、そんな先入観を持つ人も多いと思うが、ここのメ
ニューを見ると種類の多さに驚かされる。その中から、今回は4品を紹介しよう。
　まずは3種類の餃子から2種選べる「双併湯餃（2種の餃子入りスープ）」。今回は「樂農
流沙餃（トマトとじゃがいもの餃子）」と「健康蒸水餃（キャベツ、ニンジン、キノコ、豆腐の
餃子）」をチョイスした。「樂農流沙餃」は皮を破ると中身が流れ出す、珍しい一品だ。店
でも一番人気な理由が頷ける。「健康蒸水餃」はシンプルな味わいで、ローカルの人に
は「お袋の味」を思い出させるそう。化学調味料不使用、塩・砂糖・油は控えめ、肉を使わ
ないというこの店のこだわりの結果だろう。
　次に、「千與千層　梅子醬汁（薄揚げと梅のソース）」は薄い豆腐を油でカリッと揚げ
た一品。梅風味のソースと薄揚げの相性は抜群だが、ソースのつけ過ぎにはご注意を。
ソースの味に負けて、薄揚げ本来の味が感じられなくなってしまってはもったいない。
　驚きの一品は「欖頭欖髻（黒オリーブとグルテン）」。運ばれてきた料理はまるで

「チャーシュー」そのもの! 日本の「麩」の原料と同じグルテンを使い、チャーシューと同じ
要領で焼かれたそれは、カリカリで、香りもまるで本物そっくり。言われなければ、普通
のチャーシューと思い込んでしまうかも！
　最後は「有咖哩冇雞（鶏肉なしカレー）」という、ユニーク
な名前のついたカレー。ナス、じゃがいも、キノコ、ピーマン、
ニンジン、玉ねぎと様々な野菜がたっぷり入っている。日本人
にはカレーには白飯が定番だが、こちらはフランスパンが添
えられている。パンとカレーの組み合わせもなかなか美味だ。
　料理を楽しむ以外にも、お店のスタッフと簡単な手話で会
話したり、店内にある「フェアートレード（公正取引）」の商品
を手に取ったり、これまでの「ベジタリアン・レストラン」とは
ひと味違うこの店、ぜひ一度試してみて。

樂農 Happy Veggies樂農 Happy Veggies

樂農 Happy Veggies
住所：1/F., Bayfield Bldg., 99 Hennessy Rd., Wan Chai 
電話：(852)2529-3338
営業時間：月～土 11:30～14:30、18:30～21:30

　　

人間は平等に交流すべき
料理を楽しむだけでなく社会貢献もできる
人間は平等に交流すべき
料理を楽しむだけでなく社会貢献もできる

双併湯餃（2種の餃子入りスープ）
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有咖哩冇雞（鶏肉なしカレー）

欖頭欖髻（黒オリーブとグルテン）

千與千層　梅子醬汁
（薄揚げと梅のソース）
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　金融と商業の中心地、セントラル（中環）の中心にあり、駅からも直結、規模と知名度と
もに香港を代表するショッピングモールの1つ「ランドマーク」。中央部が吹抜けになっ
ており、優雅に買い物を楽しむことが出来る。そんな同モールの１階に店を構える「カ
フェランドマーク（Café LANDMARK）」は、吹抜け部分のどの階からも店内が見えるとい
うオープンな造り。朝食時からランチ、アフタヌーンティー、ディナータイムと、常に多くの
人で賑わっている。開放感のある店内からは、行き交う人々を眺めながら、またお目当て

のブランドの場所をチェックしながら、食事を
楽しむのもいいだろう。お買い物の前後や合間
に立ち寄るにはちょうどいい場所にあり、昔か

ら一流香港マダムや芸能人の出没率も高いのだとか。そんな同店が、この度、インテリ
アとメニューを一新、リニューアルオープンを果たした。
　新しい内装は、オレンジ、赤、マスタードイエロー、青など、カラフルなインテリアを取
り入れつつ、モール全体の優雅な雰囲気を損わない、調和の取れたシンプルな空間。壁
に描かれた桜が、モダンな雰囲気の中に華やかで淑やかなアジアの要素を加えており、
訪れる者に癒しを与えてくれる。
　同店のおすすめ料理を紹介しよう。まずは暑い季節にぴったりな「蟹とアボカドのサ
ラダ（Crab meat with avocado salad）」。新鮮な蟹の身が豆腐とレタスの上にたっぷり
トッピングされた一品だ。オープン以来、不動の人気を誇る定番メニューの「ロブスター
のリングイネパスタ（Lobster　Linguine）」は必食。大ぶりでプリプリの身を惜しみなく使
用し、ロブスターの味をしっかり感じることができるアルデンテのパスタは癖になる味わ
い。次に紹介するのは、新しくメニューに加わった「ランドマーク・クリスピーチキン

（Landmark Crispy Roasted Chicken）」。野菜とハーブに12時間じっくり漬け込んでス
ロークックされたチキンは、やわらかくてジューシー。野菜やハーブの香り
が肉にしっかり染み込んでおり、とても味わい深い。チキンと相性抜群な、
軽い口当たりの同店オリジナル赤ワインと一緒にいただこう。
　食後やアフタヌーンティーに食べたくなるデザートを紹介しよう。同店の
1番人気は、3層の異なる食感を味わえる「ピスタチオのケーキ（Pistachio
　Cake）」。今やピスタチオはケーキの定番だが、ほかとは違う楽しい食感
はぜひとも味わって頂きたい。チョコレート派だという人は、リッチな味わ
いの「ラズベリーダークチョコレートケーキ（Rouge Box）」はいかが。

Café LANDMARKCafé LANDMARK

Café LANDMARK
住所：Shop 107-108, 1/F., LANDMARK ATRIUM,
　　 12-16 Des Voeux Rd., Central
電話：(852)2248-8871
時間：月～土　8：00～21：00、日祝　9：00～21：00

都会の中心地で
優雅な気分を味わいながら食事をしよう
都会の中心地で
優雅な気分を味わいながら食事をしよう
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人気メニュー「ロブスターのリングイネパスタ
（Lobster Linguine）」

シェアして食べたい「クリスピーチキン
（Landmark Crispy Roasted Chicken）」 大人な味わいの「ラズベリー

ダークチョコレートケーキ
（Rouge Box）」

爽やかにいただける「蟹とアボカドの
サラダ（Crab meat with avocado salad）」

食感が楽しい
「ピスタチオのケーキ
（Pistachio Cake）」
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　近年香港では、カスタードの月餅が人気を集めて
いる。そんな中、今年の中秋節に向け、A-1ベーカ
リーも「Joyous Mooncake（金紗月菓）」と名付けた月
餅の販売を開始した。ひと箱に8個入った金色の月餅
は、ひとつひとつこだわって、手作りされている。ひとつの
箱で2種の味わいが楽しめるのもうれしいリッチ・カスタード味
が6個、そして残りの2個は黒ゴマカスタード味だ。上質な月餅を作るため、ア
ヒルの卵の黄身を始めとする原材料は慎重に選び抜かれ、製造工程も厳しく管理されている。
　リッチ・カスタード味はパリパリの皮をかじると中から口当たりがよく香り高いクリームが。黄身
の塩気、そして甘みが同時に感じられる濃厚な味だ。黒ゴマカスタード味は黒ゴマとカスタードの

香りが混ざり合い、一度食べたら忘れられない
はず。
　どちらの味を選んでも、今年の中秋節はA-1
ベーカーリーの月餅の虜になってしまうだろう。
この素晴らしい月餅を是非とも家族や友人と分
け合って楽しんで欲しい。

　今年の中秋節は、お世話になっている方へ感謝の気持ちを贈り物で表してみては
いかがだろう。“フルーツのプロ”が日本全国の農家を駆け巡って厳選した旬の果物
を詰め合わせたギフトセットなら喜ばれること間違いなし！
　この時期は、豊潤でジューシーな旬のメロンに艶やかな桃、糖度が抜群で瑞 し々
いぶどうがオススメだ。一部は、契約農家からの直接買付けというから鮮度はもち
ろん価格もお手頃。産地選定から出荷、香港へ
の配送に至るまで丁寧に扱われているので、
見た目も美しい「日本産旬の果物玉手箱」。ク
ロネコヤマトのクール宅急便で最短翌日配送
＆時間帯指定お届けが可能だから忙しいあ
なたでも安心して注文できる。
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ヤマイチフルーツ
電話：(852)5615-1115(HK)
　　  (86)150-1252-8501(CN)
メール：akichanhk@gmail.com

PPW読者様限定
特別HKD30ディスカウント

香港内無料配送!! 最短翌日・時間帯指定OK

セット内容
・赤肉メロン×1玉  ・桃×3玉

HK$480→HK$450GB-01

セット内容
・マスクメロン×1玉  ・桃×3玉

HK$570→HK$540GB-02

セット内容
・シャインマスカット×1房
・巨峰/ピオーネ×1房  ・桃×3玉

HK$570→HK$540GB-03

GB-01

中秋節の贈り物に最適！！
果物屋さん厳選 もぎたてピチピチ玉手箱

GB-03

※写真はイメージです。

お問い合わせは、日本語でお気軽に

A-1 Bakery
ウェブ：www.a-1bakery.com.hk

Starbucks
［香港地区］
ウェブ：www.starbucks.com.hk
HKD258/8個

［中国地区］
ウェブ：www.starbucks.cn
RMB238/4個

　世界中にファンを持つ「Starbucks」では大福月餅を発売中。なんとこちら、香港と
中国国内で異なる味が楽しめる。香港では、香港Starbucksファンに好きなドリンク
を4種類選んでもらい、今年の月餅の味を決めた。大福月餅の皮は白インゲン豆で
作られており、適度な甘さと程良い噛み応えがある。中の餡は「チョコレート＆コー
ヒー＆ヘーゼルナッツ」、「エスプレッソコーヒー＆杏仁」というStarbucksらしい2種
類のほか、和菓子をイメージさせる「ほうじ茶＆モクセイ」、「抹茶＆あずき」の2種
類だ。特に、「ほうじ茶＆モクセイ」は、香り高いほうじ茶とモクセイの組み合わせが
日本人の口にも良く合う。これらを食べながらゆっくり月見をするのも良いだろう。

　中国地区の方でも地元ファンから選
ばれた4種類の月餅がある。「海塩＆
キャラメル＆モカ」、「ヘーゼルラテ」、
「ヴェローナコーヒー」、「ラズベリー
チーズケーキ」だ。注目は「ラズベリー
チーズケーキ」。中国地区に人気が高い
フードメニューに入選したこの月餅は、
中華と西洋の味が融合した一品だ。

一年に一度の中秋節
2種類の違ったカスタード味を楽しめる

　日本でも大事に扱われている中秋節、本場の中国で
も様々な過ごし方がある。広州の太古匯から徒歩5分
の場所に店を構える「長崎屋 日本料理」。オーナー自ら
味の指導をしているというこだわりの本格日本料理は、
たくさんの顧客を満足させてきた。
　そんな同店、実は「料理教室」としての顔も持ってい
る。日本料理、韓国料理、西洋料理、点心（初級、中級）と
様々な料理を学ぶことができ、日本人奥様の間では既
に話題になっている。今回中秋節も近いとのことで「月
餅教室」を開催！経験豊富な香港人講師が一から丁寧
に教えてくれる。また日本語のレシピも一緒にくれるの

で中国語がわからない方も安心。5名から好きな日にち・時間で予約ができるそうなので
是非問い合わせてみよう。今年の中秋節は友人を誘って月餅づくりにトライ！手作りの月
餅を食べながら見上げる月は、また格別かも。

長崎屋　日本料理
住所：広州市天河区天河東路153号
　　  富海大廈2階（K歌王隣）
電話：(86)20-38900079
　　  (86)139-0221-2676（梁まで）

〈月餅教室〉
日程：お好きな日にち、時間
※５名から予約可
※授業料、締め切りに関しては
　上記連絡先までお問い合わせを。

手作りの月餅を大切な人へ･･･
長崎屋の月餅教室

広州

香港

香港
広東

香港
広東コーヒーだけじゃない

月を見ながら違う味わいを楽しんで

中秋節中秋節
特集 パート２パート２

月餅
だけ

じゃ
ない
！
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cocomojo
ウェブ：www.cocomojoworld.com
セントラル店
住所：Unit B, 2/F., Entertainment Bldg., 
　　　30 Queen’s Rd., Central
電話：(852)2203-4013
時間：11:00～20:00

Mira Mall Hotel店
住所：Shop 112, 1/F., The Mira Mall Hotel, 
　　　118-130 Nathan Rd., TST
電話：(852)2191-9468
時間：11:00～20:00

　香港に2店舗、中国北京に1店舗を構える女性向けハンドバッグブ
ランド「cocomojo」。ここ香港では、セントラル（中環）とチムサーチョイ
（尖沙咀）に店をもつ。店名にある「mojo」とは、中国語では「魔呪」、つ
まり呪文のこと。幸運を運んできてくれ、天の恵みを与えてくれる魔法
の言葉だ。

　ジェネラルマネジャーでデザイナーのウェンディー・マック氏は、2006年に同ブランド
を立ち上げた。彼女の父親は、プラダやコーチ、マークジェイコブスといった名だたるブ
ランドのハンドバッグも手がける革製品メーカーを運営しており、そんな父の背中を幼
少期から眺めていた彼女は、自分も洗練された女性に送るホンモノの革バッグを作ろう
と決意した。ビジョンはアクセサリーの世界にアートを融合させること。その思いを込め
たバッグはどれも、部屋に飾っておきたいほどアーティスティックなものばかりだ。
　同店のおすすめバッグをご紹介しよう。牛革とヘビ革で作られた「Vivienne Crossbody
　Mustard-Multi」は、白いヘビ革に赤やオレンジ、黄色といった鮮やかなペイントが印象
的なショルダーバッグ。カラフルだが、バランスのとれた色味で、大人な装いの時も使え
そう。夏には、白色などシンプルなワンピースに合わせることで、バッグがアクセントと
なって、全身をうまくコーディネートできそうだ。また、ボートの形をした小さなサイズの
ショルダーバッグ「Fold　A　Boat　Mini　Crossbody　Apricot」は、アプリコットの可愛らし
い色味が女性らしさを演出してくれる。パーティーバッグとしても重宝しそう。
　cocomojoのデザインは、ふくろう、トンボ、タツノオトシゴ、フラミンゴ、象など、自然界
の生き物からインスピレーションを受け、デザインすることも多い。「Neptune　Junior 
Crossbody　Ocean」は、ネプチューンの名の通り、海王星のような品のある鮮やかなブ
ルーのアニマル柄バッグ。耳までついた可愛い動物柄が印象的で、注目度抜群の1品だ。
羊革とヘビ革でできた「Livia　Satchel　Fuchsia-Gold」は、鮮やかなピンクと音符のデザ
インが若 し々い印象。元気いっぱいに街へ繰り出したいこの時期に活躍しそう。
　また、こんな可愛らしさとは逆に、落ち着いた紫紺の牛革に品のいい紫染めのパイ
ソンをポイントにした「Savanna　Crossbody　Nay-Gun」は、上品な大人の女性の香り
が漂う。
　cocomojoのアイテムはどれも、個性的で自分らしさをめいいっぱいに表現できるも
のばかり。主役級のバッグをお1ついかが？

［ cocomojo ］

個性的なデザインがたくさん
香港メイドの革バッグはいかが？
個性的なデザインがたくさん
香港メイドの革バッグはいかが？

大人カラフルVivienne Crossbody Mustard-Multi
（牛革とヘビ革）HKD3,980

カラフルなデザイン
Livia Satchel Fuchsia-Gold
（羊革とヘビ革）HKD4,580

上品な香り漂う
Savanna Crossbody Nay-Gun
（パイソンと牛革）HKD5,680

可愛いパーティーバッグ
Fold A Boat Mini Crossbody 
Apricot（牛革）HKD2,180

お得意のアニマル柄
Neptune Junior Crossbody Ocean
（牛革）HKD4,580
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 ショッピング（香港・広東共通）



広東

華南では貴重な「プラチナ5つ星ホテル」
広州花園酒店(The Garden Hotel Guangzhou)広

州

　広州ガーデンホテルは、中国に3つしかない、プラチナ5つ星ホテルの
1つ。華南地区では同ホテルだけとなる。ホテル内には日本駐広州領事
館が入っており、日本人にも馴染みが深く、愛用されている。一流の施
設、良質なサービスと独特の嶺南文化の雰囲気が特徴で、ビジネス、旅
行の際の理想的な宿泊施設として多くの人々に愛されてきた。
　ホテルは、地下鉄5号線「淘金」駅の目の前、広州市の繁華街、商業地
区に位置し、市内でも有数の観光及びショッピングスポットにあたる。
828室もの豪華でゆったりとした客室、いくつもの国際色豊かなレスト
ランとバーを備えている。中でも、最上階、30階にある回転洋食レスト
ラン「カルーセル」、3階のフランス宮廷風「コノサーレストラン（名仕
閣）」は、市内有数のレストランとして知られている。2階にある「茘湾亭」
は、古き時代の西関茘枝湾の夜店の情景をモデルにデザインされてお
り、ライチやガジュマルが生い茂り、小船が行き交う往時の雰囲気を味
わうことができる。

　現在、同ホテルでは、特色ある美食を味わいながらホテルを満喫でき
る「ガーデンホテル美食探究の旅」と題するキャンペーンを実施中！　この
機会に中国屈指のサービスを誇るガーデンホテルを体験してはいかが？

広州花園酒店
住所：広州市越秀区環市東路368号
電話：(86)20-8333-8989
ウェブ：www.thegardenhotel.com.cn/jp/home.php

「ガーデンホテル美食探究の旅」
内容：エリートルーム（1泊）＋RMB400分のホテル直営レストラン食事券
料金：RMB988（お部屋価格は別途サービス料 15% を加算）
期間：12月31日までの金曜から日曜までのみ
予約：(86)20-8333-8989 ext. 3669
ファクス：(86)20-8332-5334
メール：rsvn@thegardenhotel.com.cn

　「ロシア・バレエ団」（Russian State Ballet）は、1979年、ボリショイ・バ
レエの元プリマとモスクワ交響楽団会長によって設立された、ロシア国
家文化部直属のバレエ団だ。現在、芸術監督を担うのは「ヴァチェスラ
フ・ゴルデーエフ」で、1984年からこのバレエ団を率いている。これまで
優に80カ国を超える国や地域に趣き海外公演を行っている。かつては、
日本人ダンサーやソリストも活躍しており、日本とも馴染みが深い。ロシ
ア・バレエ団の特徴は、ロシア伝統のバレエを今に継承していること。メ
ジャーなバレエ団では既にレパートリーから消えて久しい名作をも残し
ているのだ。レベルの高い表現力と技量で、観客を魅了し続けている。
　9月18日の演目は「白鳥の湖」。バレエといえば「白鳥の湖」と言われるほ
ど有名な作品。誰もが知っている名シーン、月明かりの中、純白の衣装を

まとって踊る群舞は、「白鳥の湖」の見どころの1つ。一糸乱れることのない
演舞にその実力を感じることができるだるう。9月19日の演目は「眠れる森
の美女」。こちらはゴージャスな作品で、美しい曲と各幕にちりばめられた
見せ場が魅力だ。彩り豊かなロシア・バレエの世界に浸ってみよう。

ロシア・バレエ団広州公演
住所：広州市天河区珠江新城華夏路広州大劇院歌劇庁
日時：9月18日　20:00（白鳥の湖）、19日　20:00（眠れる森の美女）
料金：RMB1,280、RMB1,000(RMB680×2枚)、RMB900(RMB580×2枚)、
　 　 RMB880、RMB680、RMB580、RMB380、RMB280
ウェブ：www.gzdjy.org/perform/show.aspx?id=2204026560
              www.gzdjy.org/perform/show.aspx?id=2204253889
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州
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ジャーなバレエ団では既にレパートリーから消えて久しい名作をも残し
ているのだ。レベルの高い表現力と技量で、観客を魅了し続けている。
　9月18日の演目は「白鳥の湖」。バレエといえば「白鳥の湖」と言われるほ
ど有名な作品。誰もが知っている名シーン、月明かりの中、純白の衣装を

まとって踊る群舞は、「白鳥の湖」の見どころの1つ。一糸乱れることのない
演舞にその実力を感じることができるだるう。9月19日の演目は「眠れる森
の美女」。こちらはゴージャスな作品で、美しい曲と各幕にちりばめられた
見せ場が魅力だ。彩り豊かなロシア・バレエの世界に浸ってみよう。
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広州

広東深圳

広州

Part23   少年宮2DEEP深圳

　前回に引き続き、少年宮駅周辺の施設を紹介することにしよ
う。たくさんの人が地面に座って売り物の本を無我夢中で朗読
している深圳書城内には、手芸鹿村という手芸教室兼ショップ
がある。中では子供たちが一生懸命凧を作成したり、絵を描き
色を塗ったりしている。このショップでは実際に凧や工芸品の作
成ができるため、子供に人気のスポットとなっている。価格は凧
の作成1つにつきRMB30だ。普段はうるさい子供たちも真剣に
作成している。この時はなぜ凧なんだろうと不思議に思ったの
だが、この後、その謎が解けることになる。
　深圳書城を後にし、癒しスポットと聞いていた、少年宮駅の北
側にある「蓮花山公園」に行ってみた。蓮花山公園は深圳中心区の北端にあ
る面積1.66k㎡の公園で、1992年に建造が始まり1997年6月にオープンし
た。山頂公園の敷地は4,000㎡あり、巨大な鄧小平像がある。入場料は無料
で、天気のいい日は散歩するのにオススメだ。公園の中心には高度100m程
度の小さな山があり、なだらかな階段を20分ほど登ると山頂に到着するの
で、簡単なハイキングには丁度いい。また、山頂の鄧小平の大きな銅像は
なんと、高さ6メートル、重さ7トンもあるそうで、中国国民にとってはちょっと
した記念撮影スポットになっている。山頂の広場からの景色も良く、市民中
心などの福田区の高層ビルを見る事ができる。山を下ると広い広～い芝生
があり、ここで先ほどの子供たちが自分たちで作成した凧揚げをしているの
だ。中にはかなり凝った巨大なデザインもあり、よく見ると大人の集団も凧
揚げをしていた。これで先ほどの謎は完全に解けた！

今回は、少年宮駅周辺のレストランやカフェ、本屋さん、文具や雑貨などのお店
がある「深圳書城」と、ハイキングに凧揚げとリラックス気分満載の広大な敷地
面積を誇る「蓮花山公園」に行ってきた。

深圳書城
住所：深圳書城南山城

蓮花山公園
住所：福田区紅荔路

スポット
情報

広い公園で遊ぶのは子供たちだけでなく大人も
意外と多い

凧の作品例
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深圳 深圳

深圳

　「開平望楼」（中国語では「開平碉楼」）は、広州から南西約120キロに位置するこの地域独
特の建物群だ。2007年の世界遺産登録後、様々なメディアでも取り上げられ、現在では広東
省の1大観光地となっている。これから数回に分けて、開平望楼の魅力や特徴、成り立ちなど
を紹介していこうと思う。
　開平に入ると、道路の両側の村々に、奇妙な建物がポツポツと見えてくる。平地から突きだし
たように高く聳え立つ望楼だ。十棟以上も建ち並ぶ村落もあれば、わずか数棟しかない村落も
ある。縦横数十キロに渡って現れるこの独特な景観、専門家の統計によれば、最盛期には3000棟
以上の望楼があったと言われるが、現存するのは1833棟のみ。
　望楼は一般の住宅よりも高さがあり、壁は丈夫で厚く、窓は高い位置にあって小さく外側に
は鉄格子、外敵を防ぐ鉄板の窓と扉が付けられている。別名「華僑洋館」とも言われるように、世
界各地に渡った華僑が、それぞれの地の建築芸術設計を持ち帰り造った建物群だ。石、レンガ、
版築（土を突き固めてつくる土壁の建築法）、コンクリート、鋼材などを使い、丈夫で耐久性にす
ぐれたものを建てた。様式も様々で、中国式、中洋折衷式、ローマ式アーチ、アメリカ城塞式、欧
米の別荘式、イスラム風ドーム、庭園式など。これら多種多様なスタイルと周囲の農村風景との
対比で、得意な光景が生み出されている。
　望楼を機能ごとに分類すると主に3つに分けられる―「衆楼」、「居楼」、「更楼」だ。「衆楼」は、
村全体あるいは数軒の家が共同で建てたもので、緊急時のみ使用する臨時避難場所のような
役割。「居楼」は、裕福な人たちが専用に建てたもので、生活及び防御機能を持つ。高層で部屋
が広く、生活に必要な施設が完備されている。「更楼」は山賊を見つけるための警備の役割を
持ち、主に村の外の丘の上や川岸に建てられた。
　さて次回は、なぜ華僑たちがこうした望楼を建てることになったのかに焦点を当ててみよう。
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広州
女性ホルモンをサポートする成分『「エクオール」産生能力の実態調査』結果
10代の4人に3人が将来の更年期・骨粗しょう症・メタボに危険信号！？

　「エクオール」とは、女性ホルモン“エストロゲン”の働きを補い大豆イソ
フラボンの効果を最大限に発揮する食品成分です。本調査は、大塚製薬株
式会社がヘルスケアシステムズ（株）に依頼し、2011年6月～2013年12月ま
で、全国2,094人の13才～89才の男女に対して、女性ホルモンの働きを補
い更年期症状・骨粗鬆症・メタボリックシンドロームのリスクを低減させる
成分「エクオール」の産生能力について調べたデータです。

■「エクオール」産生能力調査結果10代27％、60代54％の半分
　今回の調査の結果から「エクオール」を産生できる人は、世代別によって
差が見られます。10代の産生者は27％と一番低い結果になっています。対
して70代80代は50％以上と10代と比較すると大きな差がみられます。
大豆摂取頻度と「エクオール」産生能力にも関連性がみられ、摂取量が少
ない人ほど、産生者の割合も低くなっています。
■調査詳細　アジア諸国に比べ欧米も低い結果
　右のグラフは、各国のエクオール産生者の割合を示したものです。日本

人全体の50％という確率は実は高いのです。日本や中国など大豆を良く
食べる国々では、エクオールをつくれる人は約50％。大豆食の習慣がない
欧米では20～30％にとどまっています。

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

イギリス

イタリア

オランダ

ベルギー

フィンランド

中国

台湾

日本

アメリカ

オーストラリア

（内山成人： 更年期と加齢のヘルスケア, 7（1）, 26-31, 2008）
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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

広州



香港

香港
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