
フィリピンでビジネス英語
「費用対効果No.1」宣言！ 最高級マン
ツーマン授業を格安価格で！ 他校も
経験した生徒様のリピーター率や口
コミ生徒数でも実績証明！ 留学エー
ジェントを介さずSNSフル活用で留学
料金を約30％低減！ 日本人校長の英
語力向上で証明している他校にない
教授法を採用！8年間超の運営実績。
成果コミットプログラム（FEPEP）も利
用可能！ 旅行感覚で利用可能な週末
留学（土日20時間集中マンツーマン授
業）毎日3食（年中無休）・高速WIFIイン
ターネット付の英語留学が1週間
15,000円から可能！ 信じられないよう
な「格安価格」で「高品質」な英語留学
を提供中。夢を応援するＥＢで費用対
効果No.1の英語留学を体験して下さ
い！ EBを通じて一人でも多くの人が
世界へ羽ばたくのを応援します。「英
語」は皆様の人生を更に豊かにしてく
れます。
会社名：English Breakthrough Limited（EB）
代表者：神谷俊介（Shunsuke ”Shaun” Kamiya)
住所：Block5 Lot14, Gabriela Silang St., 
New Capitol Estates1, Batasan Hills, 
Quezon City, Philippines
連絡先：050-3706-3636,
　　　  +63-947-9946607, 
　　　  +63-2-881-5455
EMAIL：englishbreakthrough08@gmail.com
URL：http://english-breakthrough.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団員募集
香港日本人倶楽部合唱団。団員募集の
お知らせ。初心者の方も大歓迎！ 歌が
大好きな方、ぜひ一緒に合唱を楽しみ
ませんか。

【練習時間：水曜 午前（女声合唱）、土曜 

午後（混声／男声合唱）、週一回、二時
間ほどの練習です】見学のお問い合わ
せなどお気軽にご連絡ください。（練習
場所は随時変わります）
連絡先:hkjc_choir@yahoo.co.jp（加藤）、
公式サイト:www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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沢山。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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バンドメンバー募集
香港各地でライブ活動をしております
HINABEYAという60’s～80’ｓのR&Bや
ソウル（MOTOWNからDISCO系まで）
を演奏しているバンドです。現在新た
に即戦力ボーカルとドラマーを募集し
ております。土曜日夜のライブが可能な
方、お待ちしております。まずはご連絡
くださいませ。
連絡先：梅津 さとし
携帯：9681-7299
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県人会メンバー募集

三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので
参加したい方はお気軽ご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
mieken.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海大学同窓会　香港華南支部
東海大学出身・付属高校出身者、その他
ゆかりのある方。定期的にイベントをやっ
ておりますのでぜひご参加ください。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香

港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ
＆飲みでワイワイやってます！
URL:http://jleaguers.exblog.jp
連絡先: jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
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。お気軽に
ご連絡ください。
宴会本部長より
メール： kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

隔月で食事会、BBQ大会、クリスマス会
などを開催中です。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。日本国内および海外にある
校友会支部の紹介も可能ですので、青
学OBのネットワーク作りにお役立てく
ださい。
Email:aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
HP: www.alumni-aogaku.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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19時または、
ランチタイムに集います。経験不問・登
録料などいっさいかかりません。～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
E-mail：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーケストラメンバー募集

アンサンブル・ディマンシュ香港では団
員を募集しています。室内楽や管弦楽
の好きな方、ぜひ一緒に演奏しません
か。<募集楽器>フルート、オーボエ各
若干名。弦楽器(バイオリン、ビオラ、
チェロ、コントラバス)大募集中！月2回
ほど日曜午後3時間練習しています。見
学のお問い合わせなどお気軽にご連
絡下さい。
連絡先:hkdimanche@gmail.com
HP:http://hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語教師募集
教授経験のある方。週20時間以上教授
可能な方はビザサポートあり。委細面接

にて。お電話またはメールにてご連絡く
ださい。ご応募お待ちしております。
担当：パソナエデュケーション岩波
電話：2577-8002　
E-mail:recruit@pasona.edu.hk 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バーで働けるパートタイム募集！

尖沙咀駅N1出口から徒歩1分の日系
バーで働ける。パートタイムスタッフを
募集しています。お酒への興味があり、
おしゃべり好きで、明るく楽しく働ける
方、大歓迎！ご興味のある方は、先ずご
連絡ください。夕方～深夜勤務ですが、
条件など相談可能。
メール：hideomorikawa@gmail.com
　　　 （森川まで）
電話：(852) 6989-0074
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パートタイムの日本語講師募集

1年以上の講師経験者
日本人であること
日本語講師資格取得者 広東語か英語が
流暢に話せる
子供と大人に教えたことがある経験者
教務へのトレーニングはありますので、ご
興味ありましたらエリース　チェンまでご
連絡ください。
Email: elise@geosasia.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、香港人で日本語を話
せる営業スタッフを募集しています。勤
務地は西湾河、明るく誠実な方のご応
募をお待ちしております。
電話：2566 0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：www.san-pou.co.jp/hk
MOTEGI 又は TONG まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートタイマー募集中！
GEOSランゲージセンターでは、パート
タイムスタッフを募集しています。語学
が好きな方、ぜひ下記まで履歴書をお
送りください。ベビーシッターも募集
中です。子供が好きな方、体力に自信
のある方、下記まで履歴書をお送りく
ださい。
メール：geoshk@geosasia.com
電話：2362-9991（日本語でOKです。）
ご連絡お待ちしております！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医療通訳の募集です
セントラルのクリニックで通訳や簡単
な事務作業をおこなっていただける方
を募集しています。できれば看護師の
方を希望します。詳しくはメディポート
の堀または永井まで、お気軽にお問い
合わせください。

hori@mediport.com.hk
 電話:(852)2577-1568
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北／広／日／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。
Tel:(852)2375-1342  林まで
E-mail: swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港で楽しく働こう!
東京に本店がある本場の日本料理店
とん勝は、日本語堪能、接客好きな方を
募集中! 希望シフト制でプライベートも
充実♪TST駅N1出口から徒歩2分、通
勤ラクラク☆日本人店長で日本人のお
客様が多いから現地の言葉が出来なく
ても働ける！興味があれば、まず応募
してください！分からない事や不安な
事をなんでも質問して下さい。一緒に
楽しく働きましょう！
高江洲（タカエス）
電話：(852)3106-3308
メール：tonkachi@f-cation.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bartender Support(part time)

★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 HKD60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL：(852)2376-0633 Ms. Kaiser
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇

（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇

（スタイリストはサロン経験5年必須）
☆ネイリスト、アイリストはパートタイムも可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com
のトチカワまで写真付き履歴書をご送
付ください。
パートタイム希望の方はメールで勤務
可能な曜日、時間帯も記載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ネイリスト、アイリスト募集

国際色豊かな環境で一緒にお仕事し

ませんか？ 今年で10年目を迎える
セントラルのネイル&ラッシュサロン
aquaeria（アクエリア）ではスタッフを
募集しております。フルタイム、パート
タイム可、経験者、英語話せる方優遇。
国籍問いません。現在は日本人5名香
港人3名が在籍中。
メール：aquaeria@gmail.com(西田まで)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。
日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
銅鑼湾（コーズウェイベイ）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)2766-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

娯楽日系ショップ
日本で1991年に創立した老舗のアダ
ルトショップ「ワイルドワン」
現在では東京に８店舗、香港に2店舗、 
中国に1店舗展開しています。
日本製を中心に欧米製の高級商品など
ワイルドワンがオススメする良質・安
心・安全の商品だけを販売しています。
日本語を話せるスタッフが多くいます
ので是非気兼ねなくご来店ください。

・香港MK店
住所 : 九龍モンコック亞皆老街83號
先達広場 2/F S106室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話 (日本語可）: (852)2395-1001

・香港TST店
住所: 九龍チムサチョイ加拿分道 6C號 
集友大廈(ビル) B座 1/F B3室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

求 人

クラス

その他

メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

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。）

香港 中国全土
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深圳広州

広東 広州

哪
nǐ lián shì jiè dōu méi guān gùo，  nǎ  lái   de   shì jiè guān

中国語を上達させたい……それなら中国のドラマや映画を見るのはいかが? ネイティブの表現方法を習得するには
打ってつけの教科書だ！  PPW中国人スタッフが紹介するフレーズをヒントに作品を探して視聴してみよう！
中国語を上達させたい……それなら中国のドラマや映画を見るのはいかが? ネイティブの表現方法を習得するには
打ってつけの教科書だ！  PPW中国人スタッフが紹介するフレーズをヒントに作品を探して視聴してみよう！

今すぐ使いたくなる中国語楽しければおぼえられる！

　「觀」は、見る、観賞する。「世界観」は、日本語の世界観の意味と
ほぼ同じで、世界についての見方や見解のこと。全体では「世界
を見ずして世界を語れるのか？」という意味になる。中国の故事成
語にこれと似た「紙上談兵」という言葉がある。紙の上で兵を談ず
る、机上の空論のことだ。頭の中で考えただけで、実行不可能で
あったり、実際には何の解決にもならない理論や計画を意味す
る。どんなに勉強したとしても、人が知り得るのは広い世界のほん
の一部でしかない。普段知ったか振りな話し方をしていて困った
目に遭う、落語などではそうした人物が登場する。
　とはいえ、社会に出れば、経験のない中で対処しなければなら
ない事の方が多い。学校の先生や親から教えられたこと、本など

で学んだことなど、自分がこれまで知り得た知識の中から一つか
二つの解決策を引っ張り出すことになる。しかし、それでは解決し
ないこともある。少し前、「世界は広い、見てみたい」と書き残して
旅に消えた女性教師が話題となった。彼女はある小さな町に落ち
着いて宿屋を始めたという。各地へ赴き、人々と出会い、自分が一
番やりたいことが何なのか分かったのだそうだ。すべてを投げ出
して世界を見に行く、そんな大胆なことが出来る人は少ない。で
も、空いた時間を利用して見聞を広めることぐらいはできる。行っ
たことのない所、やったことのない事を実際に試してみる――こ
の小さな一歩が世界との距離を縮めてくれるはずだ。

Vol.15Vol.15

後會無期（いつかまた、The Continent）：
　中国の東の小さな島で共に育った3人の若者が、島を離れ、
中国大陸を横断する車の旅に出る。途中でさまざまな出来事に
遭遇しながら、それぞれ自分の居場所をみつけてゆく。
　題名の「後會無期」は、「以後いつ会うか決まった日はまだな
い」という意味で、「いつかまた」と訳されている。「後會有期」と
いう言葉もあり、この場合「以後いつか会える日があるでしょう」
という意味で「そのうちまたお目にかかりましょう」と訳されるこ
とが多い。

作品紹介

「世界を見たこともないのに、何が世界観だ」
「世界を見ずして世界を語るな」
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広州

広州 深圳

広州

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広告企画営業スタッフ募集中！
週刊PPW新聞、電話帳ぽけっとページでは、
一緒に紙面を創ってくれる広告企画営業ス
タッフを募集しております。ご興味がある方
は、弊社のホームページをご覧ください。
http://www.pocketpageweekly.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

広東クラシファイド
メンバー募集
HT中国語教室

日本人生徒に大人気なHT中国語教室
＆深圳．広州．東莞．香港へ中国語教師
派遣可  無料体験１Ｈを実施しておりま
すので、お気軽にご予約ください。
深圳ＨＴ中国語教室に紙切りを体験し
てみましょう！
ＨＴは深圳．広州．東莞．香港でお仕事
や暮らしている日本人の方に向けての
中国語教室です。
皆様は中国語での生活が更に便利と楽
しくなるために、いろいろ特色文化コー
スも開講しています。
今回は大人気な中国紙切りを習いま
しょう！！！
開講時間：毎週木曜日13：00～14：30
授業内容：中国紙切り
授業対象：初心者の方
授業場所：ＨＴ中国語教室内
ご興味がある方は、お気軽にご予約くだ
さい。
                                     
深圳HT中国語教室 Shenzhen HT Mandarin  
Tel:（86）136-3290-9630（English）
　  （86）135-3005-6859(日本語可) 　  
全国ホート：（86）400-622-2026　　 
                        （86）755-3663-0235(深圳)
www.ht-1.cn   info@ht-1.cn
羅湖校：深圳市羅湖区南湖路国貿商住
大厦7G室（地下鉄国貿B出口）

福田校：深圳市福田区金田路現代国際
大厦2302A室（地下鉄会展中心E出口）
南山校：深圳市南山区南光路繽紛假日
E17C室（ホリデーイン付近）
蛇口校：深圳市南山区太子路海景广場
23A室（地下鉄海上世界D出口）
天河校：広州市天河区林和街中怡城市
花園A棟802室（地下鉄林和西路D出口）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サムライニッポン廣州野球倶楽部

毎週日曜日に広州体育学院を中心に、
明るく楽しく真剣に活動しています。ま
ずはお気軽にご連絡ください。
◆連絡先
　担当：日東寺一博（にっとうじかずひろ）
　電話：158-0199-4618
　E-mail：samurai-gz@outlook.jp
　URL：
　http://momonga-net.com/baseball/
　Welcome.do?team=samurai_gz
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州独身貴族会
「独身」で新しい出会いを探している方。
美味しい料理、お酒を飲みながら「OH!友
よ」って一緒に叫ぼう! 友達も誘って参加もOK!
男性連絡先  →のりや　
微信(wechat):noriya5 cel:18922383418
女性連絡先  →あやか
微信(wechat):ayaka-84 cel:15011878571
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

深セン和僑会
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！
Email: info@szwakyokai.com（担当：木津）
Web: www.szwakyokai.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビジネス関係の友達や
一般の友達を探しています

本人はビジネス関係の友達や一般の友
達を探しています。
ビジネスに興味がある方ご一緒に情報交
換しませんか。何か悩んでいることがあれ
ば、教えてくださいね！
茫茫たる人の海の中でご縁があればご
連絡をお待ち致します。
qiangzerong＠163.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お気軽にお問合せください
経験豊富な日本人スタッフを中心に通関
業務一般、工場誘致、通訳サービスを行っ
ております。お気軽にお問合せください。
昆山丸宇国際貿易有限公司
広州事務所
携帯：（86）137-6061-7502(コウ)
メール：kou@maruukokusai.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他

不動産

求人

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）
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広東

　天河北路に「晩酌亭」という新しい日本料理店が
オープンした。店先の竹と手水鉢が、夏の炎天下の中
で涼しげな表情をみせる。店内は1階と2階でデザイン
が異なる。1階は純和風、2階はモダンな装いを演出し
ている。異なるのはデザインだけではなく、それぞれ
の雰囲気にふさわしい食材・料理を提供している。
なんと、使用する器まで変える徹底ぶりだ。オーナーの霍さんは、

「まるで異なる二つの店に入ったかのように感じていただきた
い。お客様の好みでどちらでも選んでいただけます」と話す。
　1階では主に刺身と寿司を提供している。食材はどれも東京で
仕入れ、空輸で広州に届けられる。2階では主に鶏、牛タン、ラムス
ペアリブなどの串焼きを提供している。炭火焼なので味も格別

だ！ もちろん、1階で串焼きを、2階で刺身や寿
司を頼むことも可能だ。
　締めにいただきたいのは「大蔥稲庭烏冬麺」。
同店の看板メニューで、牛骨を二日間煮込んだ
スープに、甘いネギとコシのあるうどんが入る。
漬物や生わさびなどもすべて日本からの直送な
ので、鮮度と味は折り紙つき。

　一日の仕事を終えたら「晩酌亭」で串焼きをつまみにビール
でもいかが？

広東 NEW OPEN！

先取り情報
調査団
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広州オフィ

ス編集部オススメ！
 ニューオープンの店舗を紹介！

Vol. 29

【晩酌亭】
住所：広州市天河区天河北路181号祥龍花園1階
電話：(86)20-8558-3894、(86)158-2025-5662
時間：11:30～14:30
　　   17:30～23:30（日～木）、17:30～24:00（金、土）
※ ランチタイムはランチセットも提供！

【晩酌亭】【晩酌亭】
違うのはデザインだけじゃない！
和風とモダン――好みで選べる二つの和食
違うのはデザインだけじゃない！
和風とモダン――好みで選べる二つの和食
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深圳広州広州

広州

2016_vol.9

イベント報告＆今月のイベント予告をお知らせします。
広州ライフを一緒に楽しみましょう！Enjoy GZ！！

❶オトナ女子会　～Lady’s Night♡
日時:6月21日（火）18:00～22:30
場所:広州ガーデンホテル（広州花園酒店）3Fコノサー（名仕閣）
住所:広州市越秀区環市東路368号3階
■赤・白・スパークリングワイン各種が150元で飲
み放題。前菜＆メインディッシュ付き。センスの
いい個室部屋で、オトナの時間を過ごす夜。

❷ライチ狩り
日時:6月25日（土）、26日（日）
場所:増城市内
■楊貴妃が好んで食べたと言われるライチは、中国の
嶺南地方が原産地となっている。生ライチは鮮度が
落ちやすいため、日本では冷凍や缶詰として出回っ
ているものが多い。そんな中での「もぎたて旬の生ラ
イチ食べ放題」は広州ならではの企画と言える。この
機会に、甘くて新鮮な生ライチを食べに行ってみよう！

❸珠江クルージング
日時:7月16日（土）18:00～20:00

2016年度JWAGに関してのお問い合わせ･ご質問はこちらまで　　メール：gzfurenhui@yahoo.co.jp　TEL：158-2022-7179（藤本）

【イベント報告】
2016年6月5日（日）＠ホテル・ニッコー広州

【今月のイベント予定】
◎イベント内容は直前に変更の可能性があります。
詳しくはJWAGから配信されるWeChat情報にてご確認ください。

「JWAG 2016 Summer Festa」
■当日は小雨の中、1500名余りの方にご参加いただき
ました。深圳などの近郊都市からもご来場いただき、
総出店数38店舗、協賛店4社のSummer Festaは大
盛況のうちに幕を閉じる事が出来ました。Festa内
で開催した第一回のど自慢大会も大いに盛り上がりま
した。早朝からご準備を頂きました店舗の皆様、ホテ
ル・ニッコースタッフの皆様、バス会社の皆様、そして会
場に足を運んでくださった会員の方々、本当にありがとう
ございました。JWAGは今後もますます皆さまに楽しんで
いただけるようなイベント企画をしてまいります。
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広州
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　珠江新城の日本料理店「幸福和房」にて
6月20日～24日の期間、「日本盛」祭りが開催
される。プロモーションイベントは2つの
フェーズで予定されている。

・【第1フェーズ】6月20日～23日：「日本盛」
全商品が20％OFF！
・【第2フェーズ】6月24日19:00～：試飲会

　6月24日19:00から開催される試飲会で
は、中国大陸に近日上陸予定の「生原酒（大

吟醸）」と「生原酒（本醸造）」の他、中国でも

試飲が可能。

「日本盛」試飲会
日時：2016年6月24日19:00～ 
会費：198元/人
内容：・各種「日本盛」、生ビール、焼酎が飲み放題
　　  ・幸福和房特製のお酒に合う料理5品
お問合せ：幸福和房（Japanese Cuisine）
　　　　  電話：(86)134-1809-6704（田原まで）
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近日上陸予定「日本盛」
　　　プロモーションイベント開催！

×

今週の広東ピックアップ Exhibition

Exhibition

古代中国文化の影響を受けるイスラエル美術
　古代中国の哲学者の著作は色々な言葉に翻訳され、世界中の文化に

影響を及ぼしている。その中でイスラエルは特に老子の哲学思想に影

響を受けているとも言われる。この展覧会に参加している、4人のイスラ

エル人アーティストの作品もまた、中国の文化と深く関わっている。

Made In Israel 
イスラエルの現代美術展覧会

愛に苦しむ若者達の姿を圧倒的なダンスパフォーマンスで堪能して！
　2008年創設の、中国トップクラスのコンテンポラリーダンス集団「Beijing Dance 

Theater」（以下BDT）が広州大劇院の舞台で一公演二つの物語を上演する。これまで世

界の主要都市で公演をこなしてきたBDTは、今回、愛に苦しむ若者の葛藤を描いた物語

「The Nightingale and the Rose」と「37°2」を狂おしいダンスで表現する。

　「The Nightingale and the Rose」は結末がない片思いの物語。小鳥のナイチンゲールは

教授の娘に恋をした若い男のために、自分の命と引き換えに赤いバラをつくり、それを娘

に渡した。けれど、娘は若い男の愛を受け取れない…。「37°2」は激しい愛と底なしの慾望

に苦しむ恋人達の葛藤の姿を描く。ハッピーエンドではない結末は観る者を圧倒する。

　思わず息を呑んでしまう、心を焼くようなダンスパフォーマンスをその目に焼き付けよう！

北京ダンスシアター公演
The Nightingale and the Rose & 37°2 

6月26日

Rogue Planet
Liu Bin Solo Exhibition

～7月5日

不思議な夢の空間に迷い込んで
　話題の若手アーティストとして頭角を現す画家・Liu Bin氏が、広州の

逵園芸術館にて展覧会を開催する。夢にしか出てこない光景を描いた

同氏の作品は、観覧者に強烈なインパク

トを与える。今回の展覧会のテーマは「放

浪の惑星」。宇宙や空を描いた同氏の幻

想的な油絵作品を観に足を運んでみては

いかが？

賑やかでバリエーション豊かなパブ
　広州最大級のアイリッシュパブ、「McCawley's Guangzhou」。約千平

方メートルもある店内は2つのフロアに分れており、アイリッシュ以外の

スタイルも思い思いに楽しめる。ステーキ好きな人は1階の「Butcher's 

Block Steakhouse」に、テクス・メクス風やタイ風のパブ料理を楽しみた

いという人は2階に訪れてもらいたい。いつも賑やかな店内で、ライブ演

奏に盛り上がろう！

McCawley's Guangzhou
「欲張りな」アイリッシュパブ

 

若手天才ピアニスト達の演奏会
　ウクライナ出身のピアニスト、ムィハーイロ・トカチョーフの演奏会が

広州の大劇院にて開催される。いつもは著名な指揮者とコラボレートし

ている彼が、今回は広州の才能溢れる子供ピアニスト達と共にエネル

ギーに満ちた演奏を披露する。将来が楽

しみな彼らが奏でる、心躍るピアノの名曲

を聴きに行こう！

広州コンサート
Hand in Hand with Mykhailo Tkachov

6月26日 　～7月24日

越秀区恤孤院路9号逵園芸術館
10:00～22:00

広
州

広
州

広
州

広
州

広
州

天河区員村四横路128号紅專廠藝術区C4棟
10:30～21:00

天河区珠江新城花城大道
16号101商鋪
10:00～26:00
(86)20-3801-7000

天河区珠江西路1号広州大劇院
 20:00～
http://gzdjy.org/perform/show.aspx?id=1601328568　
80元～680元

天河区珠江新城珠江西路1号広州大劇院
15：00～
180元
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 COVER PHOTO：【晩酌亭】オーナー：霍さん
住所：広州市天河区天河北路181号祥龍花園1階
電話：(86)20-8558-3894、(86)158-2025-5662
時間：11:30～14:30 / 17:30～23:30（日～木）、17:30～24:00（金、土）

広東ページINDEX

耳寄り情報盛り沢山！ 広東PickUp・・・・・・・・31ページ
近日上陸予定「日本盛」プロモーションイベント＠幸福和房
6月20日～24日まで「日本盛」全品20％OFF・・・31ページ
“JWAG”広州ライフをより充実したものに！
今月のイベント報告＆イベント告知！・・・・・・・・・・・29ページ
好評連載！ 「広東 NEW OPEN!」先取り情報調査団Vol.29
好みで選べる二つの和食【晩酌亭】・・・・・・・・・・・・28ページ

定期連載！ 流行事情【北回帰線公園】・・・・・・・・・・27ページ

好評連載！ 中国ドラマから学ぶ中国語Vol.15【後會無期】・・・26ページ

広東元気【晩酌亭】
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