
　上海に本店を構える歴史ある名店「王
家沙」では、今が旬の上海蟹セットメ
ニューを提供している。
　紫蘇と一緒に蒸した上海蟹は、何と
いっても柔らかい肉と甘い内子と蟹み
そがクセになる。千切り生姜を入れた酢
につけて食べるのが本場上海流。セット
には上海蟹丸々1杯の他に、上海料理の
前菜やメインディッシュもついてくる。
そんな中でも特にオススメしたいのが
「蟹粉小龍包」だ。小龍包で有名な同店
の、この時期にしか食べることのできな
い看板料理！蟹みそと豚肉が、絶妙な
バランスで混ざり合った絶品をぜひお
試しあれ！

王家沙  モンコック(旺角)店
住所：Shop 205, 2/F., Grand Century Place, 
　　  193 Prince Edward Rd. West, Mong Kok
電話：(852)2394-6600

　尖沙咀(チムサーチョイ)の中心地に店
を構え、今年でオープン29年目を迎える上
海レストラン「滬江飯店」が、人気を集めて
いる。一般的な上海料理よりもヘルシーさ
を重視した独自の味を日々追求している。
　同店のシェフは、16歳から修行を重ね
た筋金入りの上海料理人。食材の鮮度も
抜群で、蟹は毎日上海から空輸するという
こだわり様。そんな同店で注目したいの
は、「蟹肉と蟹みそ入りフカヒレスープ」
だ。中華料理でも特に贅沢な食材として
名高いフカヒレをたっぷり使ったスープ
の中に、濃厚な蟹みそが！これはもう病み
つき御免！
　最高の上海蟹盛宴を期待できるだろう。

滬江飯店　チムサーチョイ店
住所：LG, Alpha House, 27-33 Nathan Rd., TST
電話：(852)2366-7244
時間：11:30～23:30

　「上海小南国」では、今年も最もクオリ
ティーが高いと言われる太湖蟹を選びぬ
き、秋の味を届ける。
　人気セットメニュー以外もゆっくり味わ
いたい人には「蟹みそスープ入り焼き饅
頭」や「蓮の葉のサクラエビと蟹みそ入り
包みご飯」のような贅沢な料理が沢山あ
る他、持ち帰りギフトボックスも用意され

ている。HKD100クーポンと紹興老酒、酢、
紫蘇の葉っぱと専用はさみをセットで太
湖蟹と共に購入でき、4杯セットと6杯セッ
トが選べる。レストランではスタッフに殻
を剥いてもらえるが、自宅で周りを気にせ
ず思うままに蟹を味わい尽くすのもいい。
秋のホームパーティーの主役は蟹に決まり！

本場上海の老舗で上海蟹を！本場上海の老舗で上海蟹を！

ヘルシーに上海蟹をいただこう！ヘルシーに上海蟹をいただこう！ 至福のひととき、おうちに持って帰れば？至福のひととき、おうちに持って帰れば？

上海小南国　北京道店
住所：10/F., 1 Peking Rd., TST
時間：11:30～15:00、18:00～23:00
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香港

　寒い季節になると恋しくなる、香港人も大好きな鍋。今回は数ある香港の鍋料理の中
でも鶏鍋を紹介したい。カオルーンシティ（九龍城）は、地下鉄が通っていないのにも関
わらず多くの食いしん坊達がわざわざ足を運ぶ、言わずもがなのB級グルメ激戦区。こ
こに新しくオープンしたのが「小肥鶏（リトルファットチキン）」だ。新鮮さにこだわった食

材と独自の絶品スープに斬新さを加えた鍋メニューで、業界に
新たな風を吹き込んでいる。
　鶏肉とスープの両方が主役の鶏鍋。同店では、鶏肉本来の旨

みと肉汁を最大限に引き出すために、捌いた直後の鶏肉を特別な方法によってマイナ
ス65℃で急速冷凍。この技術により、いつでも新鮮な鶏肉の味わいを堪能できるという
わけだ。また、ピーナッツソースとカレーをベースに作られる奥ゆきのあるスープには、
何と20種類のスパイスが使われており、他にはない濃厚で風味豊かな味が楽しめる。
　こだわり鍋メニューが充実している同店のオススメは、店名を冠した「小肥鶏鍋」。こち
らは好みに合わせて辛さを調節できるので、鶏肉と濃厚なスープを思う存分味わえる。
そして、「辛いものが大好き！」という方にぜひ試し
てほしいのは、「鶏同鴨講（鶏とカモの辛子煮込み
鍋）」。何とこの鍋、激辛の辛子煮込みソースに
ビールを入れて煮込んでいる。この斬新なスープ
により鶏肉とカモ肉の旨みも瞬間アップグレー
ド！また、鍋の〆にジューシーな牛肉をいれると
いう同店独自の鶏鍋の楽しみ方にもぜひトライし
て欲しい。病み付きになること間違いなしだ。
　鍋の具材は肉、海鮮、野菜など50種類以上の中から選ぶことができる。鍋メニューの
他にも、「マーラーきゅうり」や「酔っ払いチキン」などの四川料理も充実。香港ならでは
の食欲の秋を、まずはここで堪能してみてはいかがだろう？

小肥鶏小肥鶏

小肥鶏　Little Fat Chicken
住所：G/F., Shop No.11,12,13 Prince Ritz, 
           448 Prince Edward Rd. West, Kowloon City
電話：(852)2382-6988

　　

天高く鶏肥ゆる秋
B級グルメ激戦区の新しいスター
天高く鶏肥ゆる秋
B級グルメ激戦区の新しいスター

辛い物好きには堪らない「鶏同鴨講」

看板メニューの1つ 「小肥鶏鍋」

鍋の具材は50種類以上！
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香港

香港

香港

エンジェルのプロフィール
香港在住5年目。暇があればジムやヨガに通い詰める運動大好き主婦。週
末には香港の自然を楽しみにハイキングにも！その反面、ワインが大好き
で食べ歩きが大好き。新しいお店ができたと聞けば友人を誘い足を運
ぶ。プラスマイナス０でなかなか痩せられないのが悩み(笑)

　まだまだ昼間は夏日が続きますが朝晩は涼しくなり秋めいてきまし
たね。秋といえば食欲の秋、読書の秋、運動の秋！！私には食欲の秋
が一番しっくりきますが（笑）。
　今回は私が実践している食事方を紹介したいと思います。といって
もそんなに特別なことではないのですが、同じ量を食べても食べ方1
つで痩せやすくなったり太りやすくなったりするのです。私の友人は高
いお金を出してダイエットプログラムを実践して痩せてたんですが、制
限が多すぎて悪戦苦闘していました。でもどうせするなら楽して痩せ
たい、体形維持したいというのが本音ですよね。
　当たり前のことなのに、知っているけどできていないことってあります
よね。そこで、食べる順番を変えてそれを習慣付けるだけで痩せやす
い体質を作れる方法を紹介。実はこれ、友人が某ダイエットプログラム
を購入した際に食べ方のアドバイスとして記載されていたもの。私に
は昔から習慣づいているので特別なことではないのだけども…慣れ
ていない人にとっては最初はきついと思うかもしれません。でも全ては
慣れです。一度習慣付けばこっちのもの！
　さて、お腹がすいているときに手っ取り早くお腹を満たそうと思うと、
うどん、ラーメン、パスタ、ワンタン麺などの麺類や丼物などを選ぶ人も
多いでしょう。でも空腹の時に最初に炭水化物をお腹に入れるとすぐ
にそのカロリーは体内に吸収されてしまいます。もちろんエネルギー源
として炭水化物は必要です。でも消化に時間が掛かるため食べ過ぎ
ると太る原因になります。なので、その吸収を抑えるためにも野菜から

食べることが大切なのです。野菜は繊
維質やビタミンが豊富。また、かさもある
ので量を食べればお腹も膨れます。次
にお肉や魚類などのたんぱく質を。そし
て最後にご飯や麺などの炭水化物を。
メニューによってはこの食べ方が難しい
時もありますができるだけ試してみてくだ
さい。
　私はお酒が大好きなので毎日これを
実践できているわけではありませんが炭
水化物を食べていたときよりも、身体が
軽くなり体が引き締まったように思いま
す。たまには羽目を外すことは誰にでも
ある事。まずは無理をせずできる時に
やってみるとそのうち習慣づいてきます。
食欲の秋だからまた太っちゃったーなん
て言わないように頑張りましょうね。

Vol. 22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

食
欲
の
秋
！！ 
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香港で毎日ヘルシーライフ香港で毎日ヘルシーライフ❹



香港

　酸辣湯（サンラータン）などが有名な中国8大料理の1つ、湖南料理は、辛さと酸味が
特徴だ。香港大学の教授が手掛けるレストラン「書湘門第」では、本格的な湖南料理が
いただける。1号店は名門の香港大学に近いサイワン（西環）にあり、今年、ミシュランガ
イドに推奨店として掲載され話題を呼んだ。その人気を受け、最近、ワンチャイ（湾仔）に

2号店をオープン。今後ますます火がつく予感だ。
　ワンチャイ店、サイワン店ともに、店内はまるで古い書
物の世界に迷い込んだよう。至るところに中国の絵画や

置物が飾られ、独特の雰囲気を醸し出してい
る。さて、同店おすすめのメニューをいくつか
紹介しよう。

　1皿目は、「剁椒魚頭（ドッジャウユータウ）」。これは出汁がよく出る魚の頭をふっくら
蒸しあげ、スパイシーなソースで仕上げたもので、湖南料理において最もメジャーな料
理の1つ。同店では、「大頭魚」と呼ばれる、その名の通り大きな頭の魚を使い、唐辛子の
発酵調味料である「剁椒（ドッジャウ）」と酸味のある「酸辣椒（サンラージャオ）」を使っ
て仕上げる。蒸した魚の頭は、身がたっぷりで柔らか。この1皿で2つの味が楽しめる。赤
い剁椒ソースはスパイシー好きな人におすすめで、食べやすい黄色の酸辣椒ソースは
辛さが苦手な人でも美味しくいただける。正式な湖南スタイル「剁椒魚頭（ドッジャウ
ユータウ）」は、ぜひ白ごはんと一緒に食べていただきたい。
　続いては、「冰鎮厥根粉（ベンジャンキュガンファン）」と呼ばれる冷たい麺。あまり聞き
慣れない名前だが、「厥根粉」とは、シダ科植物の根に含まれるでんぷん質を麺にしたも
ので、栄養をたっぷり含んでいる。同店では、食感をさらによくするために冷した状態で提
供。そこにシェフ特性のソースで味付けする。スパイシーで酸味の利いたこの1品は食欲
を刺激すること間違いなし。
　最後は、クミンと大量の唐辛子を使ったスペアリブ「孜然寸骨（ジーインチュングワット）」
を紹介しよう。スペアリブは香ばしく脂っこすぎず、肉質が柔らか。豪快にかぶりつけば
無意識のうちにどんどん食べてしまいそうだ。
　香港湖南料理レストランは貴重な存在だが、同店の料理は、見た目、香り、味と、全て
満足においてでき、ミシュラン掲載店であることも納得のレストランだ。すでにはまって
いる人も、まだ味わったことのない人も、ぜひとも足を運んでみよう。

書湘門第 Cafe Hunan書湘門第 Cafe Hunan

書湘門第 Cafe Hunan
住所：1/F., Wayson Commercial House, 68-70 Lockhart Rd., Wan Chai 
電話：(852)2528-3699
時間：12:00～22:00

　　

香港大学教授の手掛ける湖南料理店
ミシュランも認めたその味をご賞味あれ
香港大学教授の手掛ける湖南料理店
ミシュランも認めたその味をご賞味あれ

体にもいいシダ科植物の根から作った
冷麺「冰鎮厥根粉」

2種類の味が楽しめる
「剁椒魚頭」

生唐辛子や独特なソース
が湖南料理の決め手

クミンとたっぷりの唐辛子で味付けしたスペアリブ
「孜然寸骨」
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広東

食はココにあり！？広州駅に近い老舗ホテル
広州中国大酒店（China Hotel, A Marriott Hotel, Guangzhou）

　「チャイナ・ホテル・マリオット・ホテル広州」は、広州駅から地下鉄2号
線で一つ目の駅「越秀公園」の目の前にある。1984年に開業、1998年に
リニューアルした同ホテルは、近代的でありながらも中国伝統的な雰囲
気を残している。女性宿泊客が一人でも安心して利用できるように、女性
用にデザインされた部屋を用意するなど、細やかな気配りはさすがだ。
　中国には、「民以食為天」（民は食をもって天となす）―「人間にとって
食事が一番」という言葉がある。同ホテルで腕を振るうシェフたちはこの
言葉を胸に、舌の肥えた賓客たちをもてなしてきた。中華レストラン
「Food Street」（食街）は、広東の市場や大衆食堂のようなイメージで、
見ているだけで楽しめる、劇場のような見世物的要素が特長。「食街」の
シェフはこう言う。「昔ながらの伝統的な広東料理を守ってきた。ここにし
かない特別なものだから」。料理人たちの巧みな手さばきを見ながら、

次はどんな料理が出てくるのだろう？とワクワクできるのはオープンキッ
チンの大きな魅力だ。広州の老舗ホテルが、人々から支持されてきた理
由は、こんなこだわりにあるのかもしれない。

広
東

広
州

　時代を超えて子どもたちに愛されるグリム童話、その中でも特に人
気のある「白雪姫」。お父さんやお母さんが、絵本を開いて子どもたち
に読み聞かせる温かな光景は、世界中の家庭で繰り返されてきた。
　今回は、雑技劇と白雪姫を融合！中国が誇る雑技は、この物語に新
たな息吹を吹き込むことになる。雑技には様々な技があるが、シーン
ごとにテンポよく披露される数々の技が見ものだ。賢くてかわいらし白
雪姫が花かごに乗って舞い降りるシーン、魔法の鏡でのマジック顔変

化（変面）、七人の小人たちによる麦わら帽子を使った雑技、白雪姫と
小人たちのお家ができたことを祝うシーンでの縄跳び雑技など……。
雑技は、「台上三分鐘，台下十年功」（舞台上でのたった3分間の演技の
ために、舞台裏では十年間の練習が必要）という中国の諺もあるほど、
厳しい修業が必要と言われる。おなじみの物語と一緒に、その巧みな技
に見入ってしまうはず。家族みんなで驚きと感動のステージを楽しもう！

家族みんなで楽しもう～雑技劇「白雪姫」
精彩歓楽合家歓雑技劇

広州中国大酒店
住所：広州市越秀区流花路122号
電話：(86)20-8666-6888
ファクス：(86)20-8667-7288
ウェブ：www.marriott.com.cn/hotels/travel/canmc-china-hotel-a-marriott-hotel-guangzhou

深圳公演
住所：深圳市福田区福中一路2002号深圳少年宮
日時：2014年11月30日 10:30、14:00、16:30
料金：RMB500（RMB200×3）、RMB400（RMB160×3枚）、 RMB200、
          RMB160、RMB100、RMB60
ウェブ：www.228.com.cn/ticket-51465618.html

精彩歓楽合家歓雑技劇《白雪公主》
広州公演
住所：広州市越秀区東風西路167号 人民北路873号広州蓓蕾劇院
日時：2014年11月29日 10:30～、15:30～
料金：RMB400（RMB160×3）、RMB300（RMB120×3枚）、 RMB160、RMB120、
          RMB90、RMB60 
ウェブ：www.228.com.cn/ticket-53555900.html
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深圳

コンセプトは生と死
　中国初のビジュアル系バンド「Silver Ash」が10年振りの全国ツ

アーを開催する。1999年末に結成された彼等は、華麗なビジュアルと

それまで中国音楽シーンになかった独特な音楽性で、一時絶大な反

響を巻き起こした。15年の時間を経て、彼

等がどこまで成長したのか今回のツアー

で確かめてみよう！最新ミニアルバムに

収録されている曲にも期待したい。

息もつかせぬ迫力シーンと緊迫のストーリー
　有名な武術家たちが何者かによって次々に殺されてゆく。それまで

数々の事件を自分の力で解決してきた女性警官・陸は、やむを得ず刑

務所に収容されているカン

フーの達人・夏を釈放し、事件

捜査の助っ人を依頼する。彼か

ら得たヒントで、陸は遂にこれ

らの事件の犯人を追いつめる

が、その時夏は彼女の前から

姿を消す…。

今週の広東ピックアップ

変わりゆく花の紋様は芸術家の思いを映す
　新石器時代から続くという長い歴史の中で、さまざまな技術革新を重

ね、華麗な中国陶磁は世界の陶磁器の発展に多大な影響を及ぼしてき

た。そんな芸術は現代でも多くの

人々に愛されており、作り出され続

けている。「花間隠」と名づけられ

た陶磁作品展覧会が深圳のおしゃ

れスポットOCT創意園にて開催

中。生で陶磁の美しさに触れられ

る機会に、ぜひ足を運んでみては。

花間隠
現代陶磁作品展覧会

10月31日まで

全米No.1獲得！謎の巨大迷路！
　ハンガーゲームの次の秀作と言われる、同名ベストセラーヤングアダルト小説の映画化。

世界滅亡後の世界が舞台。自分の名前も含めて一切の記憶を失った主人公の少年

トーマスは、同じように記憶のない少年たちの集団社会へと捨てられた。「ザ・グレイ

ド」と名づけられた巨大な迷路の空間の中で、少年たちは恐ろしい怪物と戦ったり、機

械仕掛けの罠を避けたりしながら、迷路の出口を探し求める。だが、失敗して命を落と

す者が続出･･･。そんなある日、ここに初の少女、テレサがやってきた。彼女とトーマスと

の間には過去の絆が隠されていた。いったい誰が何の目的でこのような迷路を作った

のか？なぜ少年たちには記憶がないのか？走り続ける中で徐々にその謎が明らかに…。

パニックアクション映画
The Maze Runner

10月28日上映

Silver Ash
全国ツアー広州ライブ

10月25日

広
東

Exhibition

監督：ディラン・オブライエン
出演：ディラン・オブライエン、カヤ・スコデラリオ

監督：テディ・チェン
出演：ドニー・イェン、チャーリー・ヤン

広州越秀区広州大道中路191号191 Space
19:30～21:30
(86)20-8737-9375 
www.musikid.com/tour/79
前売　RMB60、当日　RMB80

米発乳幼児教室
ジンボリー 広

東

広
州

深
圳

広
州

子供の理想的な遊び場
　アメリカ発、0歳から満5歳までを対象としたグローバルな乳幼児教

室、「ジンボリー」。幼児発達学・脳科学の最新の研究結果を取り入れ、子

供が安全にのびのびと遊び、学べる環境づくりに力を注いでいる。2003

年に中国上陸して以来、既に200以上の教室をオープンした。11月には

子供達のスポーツ大会を開催する予定！

ドニー・イェンの新作
カンフー・ジャングル

10月31日上映

広州市天河区体育西路191号
中石化大廈佳兆業広場2楼208
(86)20-3884-8008 
www.gymboree.com.cn

深圳市南山区華僑城OCT創意園
開平街2号G2棟一楼
10:00～21:30
(86)400-018-0798
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　中国に来て、持参したパソコンでいざインターネットを見ようとした
時、通信速度が日本にいた頃と比べ遅い、重いなどの違和感を感じたこ
とはないだろうか？これは日本で使用してきたブラウザが中国のネット
環境と相性が悪いために起こる現象である。スムーズにネットがしたい！
と考えるならいっそ中国製のブラウザを使用してみてはいかがだろう？
今回は中国ネットユーザーの中で支持率が最も高いブラウザ「360安全
閲覧器」について紹介しよう。
　「360安全閲覧器」を提供しているのは「奇虎360」という中国最大のセ
キュリティ企業。「全てのユーザーに無料で安全なネットサービスを提供
する」という企業理念の基に開発されており、安全性を前面に押し出した
ブラウザである。
　実際に中国のネット環境は安全とは言えず、ネット内には詐欺広告や

ウイルスが蔓延しているのが現状である。そこで活躍するのがこの「360
安全閲覧器」。このブラウザはネット上でウイルス感染の疑いがある広告
やプログラムを自動的にブロックしてくれるのだ！ ページの表示速度も
速く、外国サイトを閲覧する場合も待つことなく閲覧出来る（※注 規制対
象となってるサイトは閲覧不可）。またファイルなどをダウンロードする際
のスピードの速さも魅力的だ。このような機能のおかげで中国ネット
ユーザーからの支持は高く、現在中国国内使用率NO.1のブラウザソフト
となっている（2013年度の調査）。
　この他にも「奇虎360」が提供する360系列のソフトウエアはいくつかあ
る。セキュリティソフト「360安全衛士」はパソコン内部やハードディスクを
スキャン（掃描）し、ウイルスや故障している機能がないかをチェックして
くれる。さらに、ウイルスを発見した場合は削除し、故障箇所が見つかっ
た場合は修復してくれるのだ。またハードディスクに溜まったデータの残
骸も清掃して容量を広げてくれる。
　他にもソフトウエアの検索、アップグレード（升級）、アンインストロー
ル（卸載）も出来る「軟件管家」など10種類以上のソフトウエアが存在す
る。安全にネットが出来ることを考えれば使用して損はない。ただ、中国
のネットユーザー向けなので全て中国語表示になる。中国語表示でも問
題なければ、中国での滞在期間中のネット関連は360系列のソフトウェア
にお世話になってみてはどうだろう。同ブラウザは「百度」などで検索す
ればすぐダウンロード（下載）出来るのでぜひお試しあれ！

もっと快適で安全なネット環境を！
中国製ブラウザ「360安全閲覧器」に注目

ダウンロードはこちら：se.360.cn

深圳広州
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビューティスタッフ募集
◆ネイリスト
◆アイリスト
経験者、資格保持者の方。
お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ・エントリー】
担当：中島
メール：r.nakaji819@gmail.com
Prim hair salon
深圳市 海上世界駅近く
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

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

関西外大同窓生集まれ
上海を中心に40名の登録数を超えまし
た。10月に上海で同窓会上海支部総会
を開催します。中国全土に駐在している
大学、短大、大学院の卒業生へも情報を
配信してゆきます。詳しくはメールにて
お問い合わせください。
関西外大同窓会上海支部
窓口：藤井    fujiik@sh163.net
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）
mail： info@fudou3navi.com
URL： www.fudou3navi.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビジネスに興味がある友達募集
ビジネスに興味がある友達募集です! 
小売販売、化粧品、日本料理店経営など
幅広い情報交換していただけば幸いだ
と思います。
qiangzerong@163.comまでお気軽に連絡
してください。宜しくお願いいたします。

その他

不動産

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

　毎度です。濱島です。夏休み、国慶節と大型連休も終わり、普通の生活に
戻ってきましたネ。心身共に穏やかにしていきましょう。　
　今回からQ&A方式で皆様からの質問に答えていきたいと思います。
Q1．40代半ばの女性からです。
　最近、髪が薄くなってきたと言うか、ボリュームが出なくなって困って
いる・・・。
A1．人間の毛髪･皮膚は25歳～30歳までがピークと言われており、それ以後
徐々に衰えはじめ、40代に入ると髪に弾力とかハリとか言われるものが弱く
なります。50代に入ると髪が細くなり60代に入ると少なくなってきます。皮膚
も同様で少しずつ弾力がなくなり引力の法則で下に下にひっぱられてきま
す。頭頂部の毛髪密度が少なくなる訳です。
　ご理解いただけると思いますがトリプルパンチ（痩・細・少）です。対処方法
としては、やはり物理的刺激が一番良いと思われます。朝・晩の丁寧なブラッ
シングで頭皮に刺激を与え、シャンプー時のマッサージ・お顔のお手入れで
マッサージをする時にも少し伸ばして頭皮にも行って下さい。なるべく早くか
らの履行をおすすめします。次に補助として、科学的な療法と言いますか、育
毛剤・養毛剤・発毛剤を使用することです。特に発毛剤は医薬品に分類され
る事が多いので、医師、薬剤師の指導に従ってください。
Q2．40歳の女性の方からです。
　最近、白毛が目につくようになりました。抜かない方が良いと聞きますが、
どうなんでしょうか？
A2．結論から言えば、抜いて切っても抜かなくても白毛は増えてきます。でき
る事であれば、切ったほうが良いでしょう。抜くと化膿する場合があります。
　白毛が出来るメカニズムは、毛根の最深部にあるメラノサイトというメラ
ニンをつくる色素細胞があります。このメラノサイトが何らかの原因によって
働きをストップすると、メラニンをつくらなくなり白毛になるという事です。
白毛が1本見つかると、その周辺は同じ環境にありますので、自然と白毛がか
たまってできてきます。多くの美容師が老化という言葉で簡単に言ってしまい
ますが、何か原因があるのではないか？と考え、対処できれば黒髪にもどる
可能性は十分あります。
　ストレス・栄養失調・血行不良等、色々と考えられますが、年齢が上がるに
つれ皮膚とか髪に栄養が行き渡らなくなってきます。なるべくリラックスして
適度な運動・適切な食事・規則正しい生活を心がけると良いでしょう。
　それではまた次回をお楽しみに～～～。

知っているようで知らない髪と肌のこと㉘
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広州
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

航空性歯痛（その１）

　飛行機に乗ったときに歯が痛くなった経験

をお持ちの方がいらっしゃると思う。機内は

気圧を調節する装置（与圧装置）とエアコン

により地上に近い環境を人工的に作り出して

いるが、地上と全く同じ環境ではない。

　歯のエナメル質の内部には「歯髄腔」とい

う神経が入っている空洞がある。歯髄腔は

通常、外の気圧と等しくなっている。しかし、

飛行機の離陸、降下で短時間の間に外の気

圧が下がると、気圧の変化に対応しきれず、

低下した外の気圧との差で内側から圧がか

かり一時的に痛みが生じる。

　飛行機に飲みかけのペットボトルを持ち

込むと、上昇や降下後、凹んでいたりする

が、まさしくそれこそが気圧の変化である。

　機内の気圧変化は航空機の離陸後の上

昇および着陸前の下降の各々15～30分間

に起こるとされ、水平飛行中の機内気圧も

約0.8気圧程度、機内酸素分圧も地上の約

80％といわれている。

　気圧の影響で激しく歯が痛む場合は虫歯

であることがほとんどであり、普段はさほど

痛みがでていない虫歯でも、気圧の低下に

より激しく痛むことがある。これらを「航空性

歯痛」もしくは「気圧性歯痛」と称する。

　在港、在中邦人の皆様は飛行機に乗る機

会が比較的に多いと思われる。機内で歯痛

に苦しむ前に治療をおすすめしたい。

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



広州

　オープンしてもうすぐ1年になる、
居酒屋「美豚」は、地下鉄体育中心駅
から歩いて15分の場所にある。店内
にはカウンター、テーブル、和室が用
意されており客席が充実している。
仲間とワイワイ飲むのもよし、和室で
会食もよし、カウンターでひとり飲む
のもよし。この隠れ家的名店は、日本
人のみならず中国人の間にも知られ
ているようで、国籍を問わず多くの
人の胃袋をトリコにしている。

　今回は自慢の豚肉料理をいただいた。まず１番手、炭火焼黒豚カル
ビ。カルビを炭火でじっくり焼き上げると、ジューシーな旨みが溢れ出す。
胡椒とタレが絶妙にからんでたまらない美味しさだ。ビールが進むこの
一品だが、白いご飯とガッツリいただくのもいいだろう。そして次にネギ
塩トンテキ。トンテキとは豚のステーキのこと。分厚い肩ロースのソテー
だが、驚くほど柔らかい。たっぷりのネギと塩ダレがからむトンテキはポ
テトとの相性も抜群。塩ダレでさっぱりしていながら食べごたえがあり、
カルビとはまた違う味わいだ。
　その他、美豚特製トロットロのとんこつスープベースがベースとなった
3種類のラーメンも人気。白、黒、赤の各種ラーメンは、白が基本のとんこ
つ味、黒が香ばしい焦がしニンニク味、赤が激辛とそれぞれ個性的な味
わい。スープの濃さや麺の硬さなどはお好みでオーダーでき、辛さ調節も
できる。とんこつスープと縮れ麺のコンビネーションはやみつきなること
間違いなしだ。その他、たこわさ、もずく、チャンジャなど珍しい品々や、オ
クラ豆腐、オニオンサラダなどのサイドメニューも豊富だ。
　オーナー曰く、食材の仕入れにもこだわり、良い食材を使ってひと手間
加えることで、「この値段でこの旨さ」と感じてもらえるよう工夫を重ねてい

るとのこと。良い素材
と、その素材に合った調
理法が出会うことで、満
足のいく美味しさが生
まれるのだと改めて感
じた。また豚肉はビタ
ミンB1が多く含まれ、ス
タミナと美容に効果を
発揮するので、キレイになりたい肉食系女子にもぴったりの店だ。
　個性が光る品々が楽しめる同店。オープン以来客足は徐々に増え、今で
はほぼ毎日満席状態でにぎやかに営業している。路地の奥に店舗を構え
ているため決して立地が良いわけではないが、料理の確かな味が常連客
を引きつけているのだろう。早速足を運んで「豚肉ってやっぱり美味い！」
と、新しい豚の魅力を発見して欲しい。

豚肉の奥深い味わい、知ってる？
確かめたいなら「美豚」へGO！

熱狂酒場  「美豚」
住所：広州市天河区体育東路六運五街12号
　　 （オークウッドホテルの裏口、中国建設銀行とセブンイレブンの
　　   間の通りをまっすぐ進んで突き当たりの角）
電話：(86)20-8753-1717
　　  (86)185-0201-4948
時間： 17:30～24:30　（ラストオーダー　23：30）

チキン南蛮
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炭火焼き黒豚カルビ
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