
香港クラシファイド

日常会話を楽しく教えます！
教科書がいらない、今すぐ話せる日常
会話を楽しく教えます。生徒さん1人1人
に合せたマンツーマンレッスン。
・北京語、広東語 ・安心の振替制度、駅
近 ・月謝制 ・ミーティングルームでの集
中レッスン、香港や中国の方への日本
語指導、通訳業務も行っております。
お問い合わせは日本語でどうぞ。
電話：(852)9858-4879 LINE、WeChat
からのご連絡も承ります。　
メール：ilove87870403@hotmail.com
佐敦駅 B1、B2出口すぐ。
私、ハヤシにお任せください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北京
語/広東語/韓国語/フランス語/スペイン
語などを学びませんか！日本語が話せる
講師が発音や文法を丁寧に教えます。
マンツーマンまたは2-5人の少人数制
で講師の指名も可能なので、自分の
ペースで語学をマスターできます。ただ
今、英語/北京語/広東語の30分間の無
料授業が体験できます。詳しい内容につ
いては、日本語でお気軽にお問い合わ
せください。
電話：(852)3520-2329  林まで（日本語可）
ウェブ：www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他
校OB会との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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団メンバー募集!!
香港日本人倶楽部合唱団です。練習は銅
鑼湾の日本人倶楽部にて水曜午前に女
声合唱団、土曜午後に混声合唱団と男声
合唱団がおこなっています。（練習場所は
変わる場合あり）。現在2月に行われる新
春コンサートに向け練習しています。初
心者の方大歓迎!!歌が好き!唄うのが好
き!!な方私たちと一緒に合唱を楽しみま
せんか?お気軽にお問合せください。
問い合わせ：
mail:hkjc_choir@yahoo.co.jp（担当:加藤）
HP：www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港いとうの会
香港いとうの会のご案内。11月10日(いい
いとうの日)に、クオリーベイの酒菜処伊
藤で、香港伊藤の会を開催します。お名
前がいとうさんであれば、どなたでも参

加できます。毎回10名前後のいとうさん
たちが集まり、いとうネタで盛り上がりま
す。いとうにまつわる小学校時代のあだ
名、伊藤ハム、伊藤園のお茶など。いとう
の英語表記　ITO、ITOHなど。いとうさん
以外には、どーでも良い話題ですので、
いとうさん以外の方は、参加不可となっ
ております。ご興味のある方は、いとうま
でお知らせください。
メール：yuz110@hotmail.com 
電話：(852)6900-0775
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香港稲門会クリスマス会のお知らせ

香港で最も大きいといわれる自然木の
ツリー点灯式を体験できる「香港カント
リークラブ」にて、クリスマス会を開催し
ます。当日は、大人も子供も楽しめるア
トラクションや、様々な豪華景品を多数
ご用意しております。ぜひお気軽にご参
加ください。
■日時:12月6日(土)17時開場、17時30分
開宴
■場所:香港郷村倶楽部(The HK Country Club)
※帰路は主要エリアへのバスをご用意
いたします。
■会費:大人(中学生以上)600ドル、子供
(4才以上)200ドル※3才以下無料
■お申込・連絡先:糸木・野本
(E-mail: hktomonkai@yahoo.co.jp)
稲門会会員の方は、お送りしているご
案内メール内のリンク先サイトよりお
申し込みください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
テニスサークル「よせなべ」新メンバー募集！
毎週日曜の午後2時間程度テニスをして
います。活動場所は奥運駅 / 美孚駅、参
加者は20代～60代の日本人です。テニス
好きな方のご参加お待ちしております！
連絡先：Higashi@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

京都外大OB会
京都外国語大学卒業生のOB会です。2、
3ヶ月に一度食事会を行っております。京
外大や京都にゆかりのある方はお気軽
にご参加を。
中野：yukari1009@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
香港在住若手交流会とは、自分は今で
も若手と思っている独身者を対象とした
会です。香港在住者がメインですが、中
国在住の方もご参加頂けます。参加目
的は、友情、ビジネス、婚活、恋活、いず
れもOKです。　宴会本部長より。
メール：kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財テクを考える会
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！毎月1回、平日の午後7時30分から集
います。経験不問・登録料などいっさい
ございません。～ユニークなメンバー
が多い、楽しいサークルです～奈津子

携帯：(852)9722-0012
メール：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港青学会
隔月で同窓会を開催中です。青山学院
卒業生および関係者の皆様は、お気軽
にご連絡ください。一緒に美味しい中華
料理を食べつくしましょう！
Email： aogakuhk@gmail.com
Facebook：香港青学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月1回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しもたくさん。詳しく
は、HPをご覧ください！    連絡窓口：高橋
メール：jimu@wa-kyo.org
電話：(852)2730-1055
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尖沙咀BARでスタッフ募集
尖沙咀のバーでは、一緒に楽しく働いてく
れる方を募集しております。
条件は料理が得意な事と、オーナーより綺
麗な方（笑）です。フルタイム・パートタイ
ムどちらも可。独立支援あり。お気軽にお
問い合わせください。
電話：(852)5530-6261 マキまで
メール：mkiki7@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校のスタッフ募集
語学学校でのセールス、運営スタッフを募
集中。フルタイム、パートタイムともに募集
しております。お問い合わせはメールに履
歴書を添付の上お願いいたします。
centralhk@geosasia.com
(852)2504-0220
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集中！
銅鑼湾と尖沙咀のラーメン店「別天神」
では日本語の話せるスタッフを募集し
ています。経験や国籍は問いません。詳
細はお電話でお問合せください。
電話： (852)90114852  ロッキーまで
メール：betsutenjin3@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香港和僑会の新オフィスでスタッフを募集！
この度、香港和僑会としてMTR尖沙咀駅
の近くにオフィスを構えることになりま
した。つきましては下記の通りスタッフ
を募集いたします。どうぞお気軽にお問
い合わせ下さい。
募集職種：オフィスワーク（パート）
勤務時間：週5日 10:00～17:00（応相談）
勤務地：尖沙咀
業務内容：簡単な経理事務、図書管理、
室内の整理整頓、来客接待、データの作
成及び管理など
給与：応相談
条件：週休2日。有給休暇、ダブル・ペイ、

MPFは香港の規則通り。
資格：
①日本語と英語の二か国語は必須。広
東語ができればAdvantageとなります。
②経理の経験者または簿記二級以上の
資格保持者。
③図書館で仕事をした経験のある方は
Advantageとなります。
お問い合わせ:
香港和僑会事務局 担当:高橋
電話：(852)6850-9300
メール：news@wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アルバイト募集
コーズウェイベイ（銅鑼湾）にある日本人ラ
ウンジバー
お酒が好きで人と話す事が好きな女の子募集！！
みんなが仲良しの楽しいお店です。
日本語で気軽にお問い合わせください。
電話：(852)2187-3929（21:00～26:00）
メール：yousbar2014@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集します。条件：幼稚園教論資格＆
ワーキングビザ有。 
電話：(852)2567-9848
ウェブ：www.tanpopo.edu.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビューティスタッフ募集
尖沙咀にある「カルトブランシュ」トータ
ルビューティサロンでは、下記の人材を
募集しています。
◆ネイリスト
◆アイリスト
◆受付兼庶務
フルタイム、パートタイムいずれも募集
しています。
経験者・資格保持者の他、別途未経験者
の枠もありますので、お気軽にお問い合
わせください。
また、ただ今、韓国語のできるネイリス
ト募集中です！
【お問い合わせ・エントリー】
担当：トチカワ
メール：administrator@dionysus-
beauty.com 
電話：(852)9701-8517

【カルトブランシュについて】
日本人技術者が多数在籍する実力派日
系サロンです！
ameblo.jp/carteblanche-hk
1/F&2/F Mody House, 30 Mody Rd.,Tsim Sha Tsui
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベ
ビーシッターを募集しています。新しい
綺麗なオフィスで、一緒に働きません
か？履歴書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

～セントラル紳士靴専門店スタッフ募集～
職務：店頭販売及び関連業務。高級紳士
靴についての知識と理解があり、丁寧な
顧客対応ができる方。出張あり。
資格：高等学校卒業。2年以上の就業経
験。日常会話程度の日本語、英語必須
待遇：月給10K～12K。毎月報酬及び
ボーナスあり。年末ボーナスあり。業務
成績によりその他の報酬あり。毎月社員
特価販売あり。10時から20時まで。週5
日または6日、シフト制。詳細は関Mr. 
Victorまでお問い合わせください。
メール：jobs@tassels.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本語・普通話・広東語講師募集中

ジオスランゲージセンター（セントラ
ル・ホンハム校）では、自分の母語を外
国人に教えた経験を持ち、教師資格と
ビザをお持ちの方を募集しています。
詳細は面談にて。まずは履歴書を下記
までお送りください。
電話：(852)2504-0220
メール：info@geoshk.imsbiz.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集中！
香港で1984年創業のラーメン屋【一平安】
では、元気で明るいホールスタッフを
募集しております。経験や語学は問い
ません。パートアルバイトも可。ワーホ
リの方も大歓迎です。勤務地は応相談。
まずはお気軽にお問合せください。
電話：(852)2722-4826
尖沙咀エナジープラザ店・野崎
hr@ippeian.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語の話せる
ホールスタッフ、大募集！

白木屋、笑笑では日本語の話せる、明る
く笑顔の素敵な方を募集しています。経
験、国籍は問いません。広東語を学びた
い日本人の方や、日本語を学びたい香
港在住の方からの御応募をお待ちして
います。応募、問合せは佐藤まで。
電話：(852)6255-7901
メール：satou@shirokiya.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
コーズウェイベイ（銅鑼湾）のダイニング
バー(Sowelu)ではスタッフを募集してい
ます。勤務時間・曜日は応相談です。詳し
くは中村まで。
電話：(852)2777-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北/広/英語の教師募集
北京語、広東語、英語又は日本語を教え
た経験がある方をパートタイムで募集し
ています。日本人の方及び香港人の教師
も急募しています。まず履歴書をファクス
またはEメールで送りください。詳細はお
電話にてお問い合わせいただけます。
電話：(852)2375-1342　林まで
メール：swlcrecruit@yahoo.com.hk

パートさん募集中！
セントラル（中環）にある日本人オー
ナーシェフのSAGRANTINOでは、パート
タイムで勤務できるホールスタッフを募
集中です。勤務時間・曜日は応相談で
す。まずはお気軽にご連絡ください。
携帯：(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オーケストラ定期演奏会
35回目となるアンサンブル・ディマン
シュ香港定期演奏会。今回のメインは
ベートーヴェン交響曲第五番。ジャジャ
ジャジャーンだけでは終わらない、すべ
ての楽章に息づく「運命」の真髄に迫り
ます。生の音で聴くクラシックはまた格
別。お子様の年齢による入場制限はあり
ませんので、どうぞご家族みなさまでお
でかけください。 2014年11月16日(日)午
後3時開演。会場は緑の借景が瑞 し々い
日本人学校小学部香港校　体育館
(No.157 Blue Pool Rd., HK)。ベートー
ヴェン: 交響曲第5番 /スメタナ:「わが祖
国」よりモルダウ/ ニコライ:「ウィンザー
の陽気な女房たち」序曲/ ジョージ・バ
ターワース/　緑の枝垂れ柳の岸辺/ ほ
か *入場無料 *車での来場はご遠慮くだ
さい*団員随時募集中*お問い合わせ:す
がはら　9465 9140、
Facebook：www.facebook.com/HKDimanche
ホームページ:hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語礼拝
毎週日曜日、午後2時半～4時半、中環
(セントラル)で行われている日本語礼拝
では、日本語で思い切り賛美し、愛と希
望の溢れるメッセージが聖書から語ら
れます。礼拝後、日中交流の時間もあり
ます。誰もが笑顔になれる611霊糧堂所
属の日本語礼拝へ、ぜひお越しくださ
い。どなたでも大歓迎です。
香港中環德輔道中 21-23號歐陸貿易中心1402室
(連絡先：(852)6500-9794　宮崎)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

求人

クラス

その他

不動産

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
pocketpageweekly.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。）

メンバー募集

CLASSIFIED

　今週号の特集にもなっている、おしゃれなレストランやショップが次々オープンし、今
まさに街が移り変わろうとているアバディーン(香港仔)。ここの東側エリア、ウォンチョク
ハン(黄竹坑)にあるL’HOTELの中に新しい注目スポットとして｢Xi Yan Penthouse」が
オープンした。オーナーで名シェフのジャッキー・ユー氏は「お客様に唯一無二の素晴ら
しい食体験をお届けしたい。」との想いから、多目的スタジオやイベントスペースを兼ね
備えるこのレストランを作った。

　6,000平方メートルの店内では、オープンキッチンによりシェフの洗
練された調理姿を見ることができる。メニューはアジアの各国料理を
取り入れたモダン中華料理がコンセプト

で、旬の食材を使用した季節メニューも揃えている。現在
提供中の季節メニューは、もちろん上海蟹！11月末までの
限定メニューなので、このタイミングを逃がすと、1年待た
ないと食べれなくなってしまう。
　レストランのほかに、料理教室も定期的に開催しており、
トニー・ウォングやリッキー・チュンを始めとする約30人の
香港の名シェフたちとのコラボ企画も魅力的。中華料理などのおもてなし料理からケー
キなどのデザートまで幅広く学ぶことができる。またワインテイスティングなどのイベン
トも開催しているので、様々な層の人たちが利用できる。スタジオが空いてる時はレンタ
ルもできるので、クッキングパーティーや友人同士で料理教室で習った料理の復習をし
たり、本格的なプロの調理器具を使って普段自宅では出来ない料理にチャレンジしてみ

たりと、色々な使い方ができるのもこのスタジオ魅力
の1つだ。
　外の広 と々したテラスも貸切が可能なので、プライ
ベートパーティーやイベント用などこれからの季節
には重宝しそうだ。様々な用途で利用できるこの空
間、あなたにピッタリな使い方をぜひ見つけてみて。

Xi Yan PenthouseXi Yan Penthouse

囍宴  Xi Yan Penthouse
住所：4/F., L’HOTEL, 55 Wong Chuk Hang, Aberdeen
電話：(852)3622-3912
メール：penthouse@xiyan.com.hk
ウェブ：www.xiyan.com.hk/hk

リラックスが出来る
オープンテラスエリア

　　

香港トップシェフが主宰
一石二鳥のレストランと料理教室
香港トップシェフが主宰
一石二鳥のレストランと料理教室
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香港

　2000年に創立されたローカル
デザインブランド「Choco l a te 
Rain」は、子供の夢と不思議な旅
をテーマにする。今年PMQでカ
フェをオープンして以来一層注
目を集めている。そこで、今回
は今年28周年を迎える旅行会
社「EGL」に招かれ、コラボの
限定コースメニューをスター
トした！
　ミシュランシェフが考案し

たメニューには各国から取り寄せ
た食材をふんだんに使用した料理が沢山。日本ラー

メン、オーストラリアのホタテ、フランスの芋…世界中の料理を
楽しんだ後に待っている分子クレームブリュレ。これらの料理が
Chocolate Rainの看板キャラクターFatinaが描かれたかわい
いお皿に載せられている。ミシュランシェフの味わいを自分の味
覚で確かめてみよう。
　今回の限定メニューは11月14日まで。早速足を運んでみよ
う！また、11月30日までカフェ内でコラボ展覧会も開催中。

Chocolate Rain Café
住所：S109-S111, 1/F., Staunton, PMQ, 
35 Aberdeen St., Central
ウェブ：www.chocolaterain.com

Chocola
te Rainの

創立者

プルーデ
ンス・マッ

ク

　ワンチャイ（湾仔）で話題のレストランが立ち並ぶ人気エリアに店を構えるイタリ
アンレストラン「Opera House」。2階建ての同店では、本格的なイタリアンがカジュア
ルスタイルでも楽しめるとあって、オープン以来話題となっている。同店では秋を迎え
るにあたって新メニューをラインナップした。

　数あるメニューの中からエグゼクティブシェフ、アルベ
ルト氏のイチオシメニューを紹介しよう。まずは、リゾッ
ト作りのマスターと賞賛されているシェフが考案した4

色リゾット｢Opera House Four Colors Risotto｣。一人で同じ味のリゾット一皿を食べ
るのは、ちょっと重すぎる、味に飽きてしまう、と言う人も多いのでは？新感覚の4色リ
ゾットは、見た目も鮮やかで、一皿で異なる味を楽しめる。4色はイタリアのリグーリア地
方(緑)、シシリー地方(黒)、ピエモンテ地方(茶色)、カンパニア地方(ピンク)を表している
という。これを食べればイタリアを旅した気分になるかも。
　緑色のリゾットは、リグーリア地方が発祥というイタリア産バジルで作った味わい深
いのペーストソースに、繊細でやさしい味わいのオリーブとオリーブオイルを合わせ、
北海道産ホタテとイクラをトッピングした「バジルペーストリゾット」。茶色は同店の人気
メニュー、ピエモンテ地方の赤ワインでやわらかくなるまで煮込んだイベリコ豚のほほ
肉を使用した｢イベリコ豚のほほ肉のリゾット｣。ピンク色は、カンパニア地方で採れる
新鮮なイチゴから色を取り、グレイビーソースで煮たロブスターをトッピングした｢スト
ロベリーロブスターリゾット｣。黒色は、イカ墨を主役に、シシリーで採れるウニ、エビ、ホ
タテなどといった新鮮な魚介類を配合した｢イカ墨リゾット｣。どれも魅力的な味だ。
　その他、｢鯛のオーブン焼き｣もぜひ味わってほしい。185度のオーブンで5分間焼いた
イタリア産の鯛を、オレンジを合わせた鯛の頭と骨を4時間煮込んだスープの上に乗せ
た一品だ。添えられたケッパーとチェリートマト、フェンネルのサラダが鯛の淡白な味を
何倍にもドレスアップしている。｢シチリア産の赤エビのトマトソースリングイネ｣も要
チェック。甘みがありジューシーな赤エビのエキスがたっぷり入っている。アルデンテに
茹で上げられたパスタがオーガニックトマトソースに絡み、深い味わいを醸し出してい
る。早速シェフの新しいメニューを食べに足を運んでみよう。

Opera House Italian Restaurant & BistroOpera House Italian Restaurant & Bistro

Opera House Italian Restaurant & Bistro
住所：109-111 Queen’s Rd. East, Wanchai
電話：(852)2520-6677
時間：ランチ12:00～15:00、ディナー18:00～23:00

　　

気
品
の
あ
る
イ
ン
テ
リ
ア

秋の新メニュー、カラフル4色リゾットで
イタリアを旅している気分！
秋の新メニュー、カラフル4色リゾットで
イタリアを旅している気分！

鯛のオーブン焼き

斬新な4色リゾット

シチリア産赤エビのトマトソースリングイネ
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香港

　常に大勢の人で賑うコーズウェイベイ（銅鑼湾）。そんな街のランドマークの1つであ
るタイムズスクエアから2つ通りを入ったYiu Wa St.にはカジュアルなバーやレストラン
が軒を連ねる。今回はこのYiu Wa St.にあるイタリアンレストラン｢BarG｣を紹介しよう。
ビルの1階にひっそりと佇んでいてまるで隠れ家の様な同店は、一度行けば誰もが納得
する、肉料理が自慢のレストランだ。

　これまでに有名フレンチレストランやイタ
リアンレストランで働き、シェフ歴12年の経
験を持つシェフのこだわりは、良質の食材と

素材そのものの味を生かすこと。アジアンテイストにアレンジしたソースをその食材へ
合わせ、これまでにない驚きの味を作り出している。
　そんなシェフ「イチオシ」メニューは、ボリュームもお値段もびっくりするほどワイルド
なオーストラリア産リブアイステーキ｢トマホークステーキ(1kg)セット｣(2人前)。肉好き
が最も愛するステーキの1つと言われる赤みが多くやわらかいのが特徴だ。手のひらよ
り大きく、見た目も食べ応えも迫力満点。お値段はなんとHKD998！ 某ステーキハウスで
なら、セットではなくステーキ単品で同額するというからお得感が理解できる。もち
ろん、お得感だけではなくその味も確かなのでぜひ食べて納得して欲しい。ウッドオー
ブンで一気に焼き上げ、外はカリッと中はジューシーな味わい。香り豊かな肉汁があふ
れる、旨みがたっぷりのお肉なので、まずはお肉をそのまま味わってみて。次にお肉の
味を更に引き出してくれる岩塩と一緒にどうぞ。その他お好みでわさびソース、マスター
ド、ステーキソースでアレンジを。ついついワインが進む味。お肉はスタッフが目の前で
丁寧に切り分けてくれるので食べることに集中できるのもうれしい。

　セットには、ステーキの他、ワイン2杯、ニュージーラン
ド産のアサリのワイン蒸し、シーザーサラダ2皿が含まれ
る。2人用だが女性なら4人でシェアできる位のボリュー
ム。また、4人用のセットには、生牡蠣とピザも含まれる。
セットを頼み、後はアラカルトで頼んだりドリンクだけ追
加オーダーでシェアして食べるのも良し。早速あなたも
ゴージャスなお肉を食べに出掛けてみては。

BarGBarG

BarG
住所：1/F., Bartlock Centre, 3 Yiu Wa St., CWB 
電話：(852)2834-4114
時間：月～木　ランチ12:00～15:00、ディナー18:00～24:00
　　  金　　　ランチ12:00～15:00、ディナー18:00～翌3:00
　　  土　　　ディナー18:00～翌3:00

　　

原始人もびっくり？
巨大サイズのステーキを隠れ家的なイタリアンで！
原始人もびっくり？
巨大サイズのステーキを隠れ家的なイタリアンで！

茶
色
を
基
調
に
し
た
温
か
み
の

あ
る
店
内

ワイルドなリブアイ｢トマホークスステーキ｣

ニュージーランド産アサリの
ワイン蒸し

ボリュームのあるシーザーサラダ

外はカリッと中はジューシーな豚のすね肉
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香港＆広東

広
州

長澤まさみ・金城武出演 ジョン・ウー監督作品
「太平輪～The Crossing（上）」12月2日劇場上映開始

　映画「男たちの挽歌」など、バイオレンス作品で知られるジョン・ウー
監督が、恋愛作品に挑む。映画「太平輪」は、金城武、長澤まさみ、黒木
瞳、チャン・ツィイー、ソン・ヘギョといった日中韓を代表する俳優陣が顔
を揃える。壮大なスケールで描かれる本作は、二部構成で、今回は上編
が公開される。
　物語は、1949年（明国38年）1月27日、東シナ海で起きた悲劇「太平輪
沈没事件」という史実に基づいている。上海から台湾・基隆に向かって
いた豪華客船「太平輪」は、東シナ海で、貨物船と衝突し沈没、千人近い
人命が犠牲となった。多くの難民が乗船、条鋼などの重量貨物が積載さ
れていた。さらに、航海灯を消した夜間航行中の出来事だった。
　監督は予告編の中で語る――映画では3組の異なるカップルが描か
れる。それぞれの運命は時代の流れに翻弄されるが、困難に直面しても

生き延びる。決して悲しい物語ではなく、希望へと続くロマンスの物語。
複雑な人間模様や当時の世相がどのように描き出されるかに注目して
もらいたい。今までの中国映画にはないストーリー展開を感じてもらえ
るはずだ――。金城武は軍医を演じ、長澤まさみ演じる日本人女性と恋
に落ちる……。キャスティングとストーリー展開に注目だ！

広
東

　広州市の金融・ビジネス地区の中心、天河区に佇む高級ホテル「ソ
フィテル広州サンリッチ」。フランスブランドにふさわしいサービスで
滞在者をもてなしてくれる。この冬、ソフィテル広州に一流シェフたち
が大集結！「ソフィテル・スターシェフ・アジアンツアー2014」が、11月
29日から12月6日にかけて催される。
　同ホテルのエクゼクティブ・シェフ―ニコラ・ヴィエンヌ（Nicolas 
Vienne）氏による発案で、17カ国の有名シェフたちが一堂に会し、その
腕を競う。イベントのメインは、シェフたちの知恵と技の結晶ともいえ
るフランス料理。2014年は、中仏国交樹立50周年、ソフィテルブランド
にとっても50年目の節目。それを盛大に祝うにふさわしく、中国、フ
ランス、アメリカ、オーストラリア、ベルギー、日本などからやってくる50
名のシェフたちによる饗宴となる。50名中11名はミシュランスター・
シェフ、4名はフランス料理のオリンピックと言われる「ボキューズ・ドー
ル賞」受賞者と役者揃いだ。特に注目なのは、12名の腕利き女性シェ

フたちが集まること。12月6日の夜には、女性シェフ陣と男性シェフ陣に
よる料理対決も予定されている。これまでにないフレンチを体験でき
ること間違いなし！イベントに関する詳しい情報については、同ホテ
ルに問い合わせてみよう。

世界の一流シェフたちによるイベント開催！
広州聖豊索菲特大酒店(Sofitel Guangzhou Sunrich)

太平輪～The Crossing（上）
12月2日上映予定
監督：  呉宇森（ジョン・ウー）
出演：金城武、長澤まさみ、章子怡（チャン・ツィイー）、
                 黒木瞳、ソン・ヘギョ（宋慧喬）

広州聖豊索菲特大酒店
住所：広州市天河区広州大道中988号
電話：(86)20-3883-8888
ファクス：(86)20-3883-3333
ウェブ：www.sofitel.com

「2014索菲特星厨亜洲行」
（Sofitel Star Chefs Asian Tour 2014）
メール：h6318-mk@sofitel.com 
問い合わせ：(86)20-3819-0814
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深圳

広州をRock & Roll！
　デビュー13年以来絶対の人気を得ている、台湾ブラックメタルバン

ド「幻日楽団」。数ある大型音楽フェスタの常連客である彼らは、技術

とコンセプトが同時に備えるパフォーマンスで常に強烈なインパクト

を観客に与える。今回は最新リリースの

「黒羽」の発売と伴い、中国ツアーを開

催！

24時間断食の珍しい体験
　「99人書庫」が企画する展覧プロジェクト「断食芸人：24時間の断食

企画」。カフカの有名短編作品で命名された同プロジェクトは、12月の

1ヶ月に渡り、24時間ずつ進行される断食芸で、参加者、観衆たちが自

分自身の生活について反省することを目指す。入場無料。体の丈夫な

方はぜひ。

今週の広東ピックアップ

犬は話せる
　犬が大好きなアーティスト唐海国。2009年から30に近い、パピヨンを始

め色々なペット犬をテーマにした油絵作品を今回の展覧で公開してい

る。眼鏡を掛けたり、ネクタイを付けた

り、音楽を聴いたり、坐ったり、立ったり…

人間のような姿勢をする犬たちの喜怒

哀楽が、絵を通して伝わる。

Talking Dogs
唐海国個人展覧

11月11日まで

亀の忍者たちが復活！
　15年前、動物を人間のような姿に変えるミュータンジェンの力によって、4匹のペット

亀に異変が起こった。同じく変身したネズミから忍術を教えてもらった彼らは、それぞれ

の個性と武器を手にして、ニューヨークを悪党フット団の魔手から救う！

　映画、アニメ、ゲームと90年代に世界中で大ブームを巻き起こしたミュータント・ター

トルズは、今も根強いファンが多く存在している。今回の映画を手がけるのは、近年多く

の古典ホラー映画をリメイクしたマイケル・ベイ監督。そしてヒロインを熱演するのは

「トランスフォーマー」シリーズで知られる、セクシーな女優として注目を集めているミー

ガン・フォックス。

映画名作
Ninja Turtles

10月31日上映

台湾ブラックメタル
幻日楽団

11月2日

広
東

広
州

Exhibition

監督：マイケル・ベイ
出演：ミーガン・フォックス、ピート・プロゼック、ノエル・フィッシャー、
           ジェレミー・ハワード、アラン・リッチソン他

広州市海珠区工業大道北
132号7号楼SDLIVEHOUSE
20:00～22:00 
youyanchu.com/show/10609
前売　RMB80、当日　RMB120

深圳市南山区雲南大理
(86)132-4663-6335
langqingchina@126.com
前売　RMB80、当日　RMB120

米アイドルMeiko
広州ライブ

広
州

ロサンジェルスをベースに活躍する女性シンガー
　名前の読み方はミーコ。5歳からギターを片手に曲を書き始め、18歳

で地元を離れ都市の舞台に立った。2008年にメジャーデビューし、既に

アルバム2枚をリリースしている彼女。日本人の祖母を持つことから日本

でも話題を呼んだ彼女は、日本CMソングとして起用されたことでその

実力も認められている。

断食芸人
展覧プロジェクト

12月1日～12月31日

深圳市南山区華僑城
創意文化園北区B10棟北側
20:30～22:00
(86)755-8633-7602
www.b10live.cn
前売　RMB60、
当日&学生　RMB80

広州市越秀区亀崗三馬路11号
1楼LC芸廊
10:00～18:00
入場無料

深
圳

深
圳
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深圳 深圳

　体育東路のオークウッドホテルの前、六運五街の路地には、日本料理店や日本
人好みのお店が入っている。そんな界隈に居酒屋風のお店として、今年6月にオー
プンしたのが「和食処 千華」だ。同店のメニューは、店長である千華さん自らが手
掛ける家庭料理が中心。居酒屋の雰囲気にピッタリな酒の肴から、家庭的な料理
にいたるまで、日本の味わいが揃う。
　「チキン南蛮」は、おすすめメニューの1つ。タルタルソースと唐揚げの肉汁の組
み合わせは最強！箸が止まらなくなりそうな一品だ。「もやしとひき肉のピリ辛味
噌炒め」は、文字通り、もやしとひき肉がメインの炒めもの。両方の食材をいっそう
引き立たせているのが、ピリ辛味噌。程よい辛さにぐいぐいビールが進む！ 唐揚げ
やトンペイ焼きなど、定番のおつまみを始め、お漬け物、自家製メンマなど、店長
手作りの箸休めも豊富なので飽きが来ることはない。

　飲んだあとのシメはやはりラーメン。こちらの注目は「台湾ラー
メン」だ。辛いものが大好き！という方におススメなピリ辛味だ。
スープの辛さは微辛、普通辛、激辛の3種類で、注文の際に選べ
る。トッピングの決め手は、たっぷり盛りつけられたもやし！もや
しの食感とスープのピリ辛がほどよく合わさり、見事な味わいと
なって口の中に広がる！
　店内はカウンター席と掘りごたつ式のテーブル席に分かれて
いる。日本酒や焼酎が置かれるカウンター席は、千華さんやス
タッフが丁寧に接客してくれるので、一人で飲みに行っても楽し
める。嬉しいことに、店内のテレビでは日本のテレビ番組が視聴
可能。見たい番組があればスタッフにリクエストしてみよう。日本
のテレビ番組を見ながら、家庭的な料理と美味しいお酒で、ここ
が広州であることをしばし忘れてしまうほど。海外にいながら
こんな居酒屋気分を味わえる憩の場はそう多くない！

思わず故郷を思い出す
    ～温かさに安らぐ居酒屋

和食処 千華
住所：広州市天河区体育東路六運五街46号
電話：(86)136-4030-6482（店長 千華）
時間：17:00～24:00

チキン南蛮

もやしとひき肉のピリ辛味噌炒め

台湾ラーメン

【和食処千華】
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香港&広東

髙野さんご自身はどのように日経新聞を購読されていますか。
　はい、実は職場だけでなく、我が家でも日経新聞を購読してい
るんです。仕事柄、なかなか家に帰れないこともあるのですが、た
まに弊社に関するニュースや記事が掲載されていることもあり、
その記事を家族が切抜いて、私が帰宅した際に見せてくれること
もあるんです。日経新聞が、家族とコミュニケーションを取るのに
重要な役割を果たしてくれています。
　また、我が家では新たに電子版も購読し始めました。私自身は
電子版より活字版のほうが安心して読めるのですが、やはり仕事
で海外にいると、タイムリーな情報が知りたいこともあるので、そ
ういった時はスマートフォンを通して記事をチェックしています。

お仕事をされる上で、日経新聞をどのように活用されていますか？
　まず、日経新聞はお客様とのコミュニケーションツールとして
必要不可欠な存在だと感じています。また、日経新聞は、幅広い
情報をバランスよく掲載していただいているおかげで、社会の動
向をすぐに把握することができます。新聞を機内サービスとして
提供させていただいている側としても記事のチェックは必要です
ね。お客様の中にはビジネスで渡航をされていらっしゃる方も多
いので、事前に新聞に目を通しておくと、お客様との会話をする

際に役立つ事も多々あります。実は、どのフライトでも、真っ先に
お客様が手にされるのは日経新聞なんですよ。

普段はどのようなお客様が日経新聞を手にとってくれますか？
　ビジネスマンの方が多いのは事実ですが、実は、旅行者の方が
良く手に取る印象があります。日本発の便ですと日本発行の朝刊
または夕刊をご提供させていただいておりますが、海外発の便だ
と国際版をご用意させていただいております。今の日本の状況を
把握したい方、株価を知りたい方など、手
に取る理由は様々だと思いますが、日本の
活字が懐かしく感じるのか、国際版は特に
人気がありますね。
  また、私自身、今年の春と夏に採用関連
の業務で学生の皆様と接する機会があり
ましたが、「日経読んどかなきゃいけない
ね。」と口々にお話されていたのが印象的
でした。ですから、日経新聞は幅広い層の
方から支持を得ているんだな、という印象
を持っています。それだけ、必要な情報を
うまくまとめてくれているんですね。

お客様との日経新聞関連のエピソードがあれば教えてください。
　偶然にも記事で紹介されている場所にいる、または、記事で特
集されている場所へ乗務で訪れた際、お客様に、「ここ、特集され
た所ですよね。」と会話を弾ませたりすることもよくあります。ま
た、稲盛和夫名誉会長のことが記事になっているのを見た際に
は、お客様から直接声を掛けて頂くことも多々ありました。特に弊
社に関連する記事が掲載されている時は、お客様とよくお話をさ
せていただいたりしております。
　私どもはファーストクラスとビジネスクラスで新聞をご提供さ
せていただいているのですが、一般紙、スポーツ紙などがある中
で、日経新聞は本当にたくさんのお客様が手に取られています。

最後に髙野さん自身好きな記事やよく読まれるコーナーが
あれば教えてください。
　私はなんといっても文化面の「私の履歴書」というコーナーが
好きですね。歴史ある読み物で、偉業を成し遂げられた方々のエ
ピソードがなんの飾りや誇張もなく連載されています。反響の
あった回が書籍化されたり、またBSテレビで番組として放送され
たりすることもあるほど、人の心を引きつける内容のものが多
いんです。大変興味深く、勉強になりますね。実はこちらの「私の
履歴書」ファンのお客様も多く、お客様との会話の題材となること
もあるんですよ。そういうこともあり、毎日欠かさず読んでいます。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

お客様との
コミュニケーションツールとして

必要不可欠な存在です。

日本航空株式会社
客室本部成田第2客室乗員部　客室マネジャー

髙野 基子さん

国内外で多くの人から支持される日本経済新聞。
今回は仕事で多くの日本人渡航者を見てきた日本航空（JAL）の

客室マネジャーを務める髙野基子さんにお話を伺った。

勤務歴20年以上のベテラン客室乗務員。現在は客室乗員
部のマネジメント業務を中心に勤務をしており、配下にい
る6グループ約50名の社員の指導、育成を担当している。
一目見れば、誰でも心を開いてしまうような笑顔が特徴
の、優しさと強さを兼ね備えた女性。

日本経済新聞 国際版、電子版のお問い合わせは日経中国（香港）社まで   Tel : (852)2598-1771    E-mail : nikkei@nikkei.com.hk
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深圳深圳

　広い中国では実に多様な言語が使われている。モンゴル語やチ
ベット語、ウイグル語など、明らかに異なる言語もあれば、同じ漢字
を使う「中国語」というカテゴリーの中でもかなりの多様性がある。
たとえば広東省では、広東語のほかにもたくさんの言葉が話されて
いる。
　広東語についてもう少し説明させてもらおう。広東語は中国語の
主要言語グループの1つで、粵語（yue-yu）とも呼ばれ、広東省の人
は白話（bai-hua）という。広東省、香港と澳門などで広く使われてお
り、海外に住む華僑も広東語を母語としている人が多い。特徴とし
て、中国の古代言語を最も残していること、タイ語やチワン語と関連
が深いことなどが挙げられる。また、9つの声調があり音節も多いた
め、普通話に比べ習得が難しいともいわれる。
　複雑すぎてすべての詳細を紹介することはできないので、手短に。まず、広東圏

の3大言語は、広東語、客家語、閩語。この3大言
語のほかに、少数民族によって話される、瑶語、
壮語、粵北土語などがある。3大言語は、さらに細
かく各地方の方言に分かれる。広東語系では、台
山話や陽江話など、閩語系には潮汕話や雷州話
などがある。客家語系にも方言がある。つまり、町

や村ごとに言語系や
方言が異なると考えて
いただければよい。広
州などの都市部に住
む人たちは、たいてい
地元の言葉のほかに

広東語や普通話が話せるので、地元以外の人とのコミュニケーションには、それら
“共通語”が使われる。ただし、お年寄りや地元からあまり離れたことがない人の場
合、地元の言葉しか話せないことも少なくない。
　それぞれの方言が話せれば、もっと深いコミュニケーションができるはずだが、
残念ながら限界がある。現在では普通話がかなり通じるので、まずはこれを学ぶ
のが必須。さらに、もう1つ挑戦する余裕があるのであれば、それぞれの状況や好
みに合わせて言語を選ぼう。広東省・香港にお住まいであれば、やはり使用の頻度
が多く教材も充実している広東語がよい。そのほかの言葉は、教材なども少なく、
用途も限られるためハードルが高い。
　いずれにせよ、こうした言語背景を知っておくと、さまざまな中国人とのコミュニ
ケーションに役に立つ。友だちに出身や母語について尋ねてみると、思わぬところ
で話が弾むかもしれない。

「日本」の発音は？
普通話   ri ben
広東語   yat bun
閩南語   jit pun
客家語   ngit bun 

こんなに複雑･･････
広東「ことば」事情
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

CLASSIFIED
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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

「乳がんとピンクリボンについて」の調査結果
～正しい知識と情報で、乳がんから身を守ろう！～③

（株）エムティーアイが運営する、女性のカラダとココロの健康情報サイト『ルナル
ナ』では、毎月サイト内で「みんなの声」と題してアンケート調査を行っています。

■乳がん検診は乳腺の専門病院で…若いからと安心しないで早めの検診を！
Q5. 乳がん検診を受けない理由は何ですか？
　ではQ3.で「乳がん検診を受けたことがない」と回答した人に、その理由を聞い
てみました。
　1位が「年齢的に早いと考えているから」で21.6％、2位が「どのように検診を受け
ればいいか分からない」で21.0％、3位が「検診に抵抗があるから」19.1％でした。
　検診を受けるうえで、年齢をひとつの基準にしている人も多いようですが、乳
がんは、年齢が高まるとともに発症しやすい胃がんや大腸がんとは異なり、30代か
ら増加し、40～50代という比較的若い年代で最も多く発症しているという特徴が
あります。
　若い世代が発症することも少なくないので、早くから乳がんに関心を持ち、定期
的な検診やセルフチェックを心がけてほしいと思います。
　また、検診の受診方法が分からない女性も多いようです。乳がん検診を行って
いるのは、乳腺を専門とする「乳腺科」「乳腺外科」「乳腺外来」などを設けている病

院です。インターネットで乳がん検診を実施している病院を簡単に検索することも
できますし、近くの病院で相談してみてもよいでしょう。
　乳がんの検診方法は、主に触診とマンモグラフィまたはエコーの組み合わせで
行われます。費用は病院によって異なりますが1万円前後で、検診にかかる時間
は、1～2時間程度で終わることがほとんどのようです。
　13.3％の女性が「時間がないから」と答えているように、仕事や家事、育児などに
忙しく、自分の時間を持つことが難しいかもしれませんが、何とか時間を作って検
診を受けることが、自分の健康的な未来にもつながっていきます。

■乳がんは自分で発見できるがん！セルフチェック法（自己検診）の認知率
は約8割
Q6. 乳がんのセルフチェック法はご存知ですか？
　次に、乳がんのセルフチェック方法を知っているか聞いてみました。

「はい」21.9％と、「なんとなく知っている」56.5％を合わせると、78.4％の人が何ら
かのセルフチェック方法を知っているという、うれしい結果でした。
　乳がんは自分で発見できる数少ないがんのひとつです。早期発見のためにも、
セルフチェックを行うことはとても大切です。

広州

アンドロイドの

アプリもあります。
アンドロイドの

アプリもあります。

無料配信中！無料配信中！

知らなか
った。
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　今回紹介するのは、深圳の地下鉄僑城東から徒歩5分、近代的アート村「OCT当代藝
術中心」。ここは、中国の現代アートターミナルとして、中国の国有美術館が運営してい
る。海外にあるチャイナタウンがコンセプトになっており、あたかも豊富なテーマの公園
観光地のようだ。またここは、中国と世界の美術・アートの展示会やフォーラムを開催す

るという役割も併せ持ち、国際的視野持つ、中国の現代
美術の国際線ターミナルだそうだ。
　建物内には美術館、雑貨屋、カフェ、レストランなど
が入っている。メインの建物には何社か設計事務所が
入っており、１階の壁にはそれらの事務所が今までデ
ザインしてきた建築や内装の写真が、美術展のように
飾られている。その１社である「PALDESIGE」の担当者
によれば、これらの写真の建物は全て、香港を含む中
国国内のビル。近年の巨大ビルやホテルの建設時に、
他のホテルと違う高級感やデザインの内装の要望が

多いという。「PALDESIGE」は、香港、深圳、上海、北京にオフィスを持ち、深圳ではここ
OCT当代藝術中心が事務所になっているそうだ。「ここに事務所を構えることによって、
多くの美術関係者に訪れていただけます。また、来所された方が他の作品を見て、芸術
の良さを再確認していただけるのは素晴らしいことです。」と語ってくれた。
　また、芸術的なのは設計事務所だけでなく、ヤシの木で演出された南国風のレスト
ランで台湾料理を楽しめたり、竹をモチーフに和風とモダンを融合させた、中国ではあ
まり見かけないようなお洒落な洋服店があったり、10数種類以上のアイスクリームを
オープンテラスで味わえたりと、丸１日いても飽きない。どのお店もとても広く、インテリ
アも全て凝っている。アートな気分で楽しめる注目スポットだ。

今回は、アート好きの若者でにぎわう街
「僑城東」にあるOCT当代藝術中心に行ってきた。

OCT当代藝術中心
深圳市南山区華僑城創意文化村
新浩健康城：深圳市南山区新浩城花園２号

スポット
情報

OCT当代藝術中心の歴史が書かれたアート

PALDESIGEが手がけた空間デザインの数々

その他の設計事務所。基本的に1Fはデザイン展事場、2Fが事務所となっている
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