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◆巻頭言 162号◆ 

歌を忘れたカナリアはフランス人？日本人？ 

（冨田 健次 ベトナミスト・クラブ代表） 

   

 「アン・ドゥー・トゥロア」。バレエの練習はやはりフランス語でやらなければしっくりきませ

ん。「アイン、ツヴァイ、トゥライ」。応援団長のかけゴエはムカシはナゼかいつもドイツ語でし

た。和式の「ひー、ふー、みー」や中国式の「イチ、ニー、サン」ではナンとなくチカラがはい

らないのかもシれません。 

 ネムれないヨルのオトモは、これもナゼか日本人にはアマりなじみのないヒツジが登場し、そ

のカゾえカタも日本式ではなく中国式の「一匹、二匹、三匹…百匹」で、そこまでカゾえきって

悶々とすることにナンの不審もオボえないのがワタシタチ日本人。いくら不審にオモったところ

で、ヒツジを百匹までカゾえるのに日本語のカズ「ひ、ふ、み…」では全然たりないのですから

シカタありません。ナニねぼけたコトいってるの！「イチ、ニー、サン…」は日本語でしょ？と

大のオトナにイわれたトキには愕然をトオりコして唖然としてしまいます。「イチ、ニー、サン…」

のカゾえカタがモハヤ外国語（外来語）ではなく日本語になってしまい、日本人の血肉となって

しまっている証拠です。「血肉」とイえばこのニクについても中国語からの外来語ではなくヤマト

コトバとオモっているヒトがホトンドで「血肉」とか「肉体」とかの漢語の一部とイわれてやっ

と納得してくれます。日本語にはシシという歴（れっき）としたヤマトコトバがあるのにイマは

ほぼワスれサられてしまっています。イマつかったばかりの「歴（れっき）とした」はどうです

か？歴然とした中国語でありながら日本語（ヤマトコトバ）とオモっているヒトがいませんか？ 

 ハナシをモトにもどして、日本人はどうしてナニかモノをカゾえるトキに、日本語の「ひ、ふ、

み…」をモチいずに中国語の「イチ、ニー、サン…」をモチいることになってしまったのか、そ

れが日本語とまで認識されるようになってしまったのかとイうと、やはり、森羅万象、中国人の

モノのトラえカタの影響がオオきかったのではないかとオモいます。中国系のヒトビトはモノを

トラえるトキ、カナラずそれをグルーピングして、そのナカに属するモノと他のグループに属す

るものとに分類して、マークをしトキにラベルをつけながらトラえることを習慣としているので

す。わがベトナム人も中国系ではありませんが、やはりよくニていて、それをワタシタチは類別

作業とヨび、そのラベルを類別詞とヨんでいます。 

 世界的にミるとそのこと自体はそれほど奇異な現象ではなく、ヨーロッパの各言語も、モノは

カナラず女性か男性、更には中性にまで分類され、マークが必要です。それに連動する動詞や形

容詞、さらにはカゾえるトキの数詞までもが、タトえばフランス語の「ひとつ」un（男性形）、une

（女性形）の様にツカいワけなければならない厳密さ。しかもその名詞がカナラず単数か複数か

を明示しなければならないのですから、ワズラワしくて日本人学習者はウンザリ、ゲンナリする
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のがツネです。 

 この様にモノを分類してマークしていく習慣は日本にはマッタくなかったとオモわれます。と

ころが圧倒的な中国語の影響をウけ、どうしてもモノを分類する作業をセマられたのが、そのモ

ノをカゾえるトキです。ムカシは分類など関係なくスベてのモノを「ひー、ふー、みー…」とカ

ゾえていればヨかったのに、中国語の類別詞（助数詞）が数詞と一体となって日本語に導入され

ると、「一本」「二個」「三匹」「四頭」（「シ頭」より日本語の「よん頭」がベターなのは勿論、「シ」

が「死」と同音であるため）、「五枚」…の様に、モハヤ日本語数詞のデるマクをナくしてしまっ

たのです。そして、カズをカゾえるトキにカギってモノを無理やり分類させられてしまっている

のです。カロうじて、ヒトをカゾえる「ひとり、ふたり」などがノコっていますが「三人」以上

は中国語で、「四（よ）人」だけは例によって同音「死人」をサけ、トキに「よったり」と日本語

でヨんだりするトシヨリをミかけますが、基本、中国語です。「ついたち」は「ツキタチ」（月立

ち）の音便系ですから関係ないとしても、「ふつか」「みっか」「よっか」「いつか」「むいか」「な

の（ぬ）か」「ようか」「ここのか」「とおか」と日本語でまだイえてウレしいのですが、それ以上

になるとモハヤ万歳。カロうじて「はつか」がノコり、特殊な文脈で「三十日」を「みそか」、「三

十一日」を「おおみそか」などとヨぶことがありますが、モハヤ化石です。「はつか」「はたち」

の「はつ」や「はた」は「ふた＋とお」の縮約でしょうし、「みそか」「みそじ（三十路）」の「み

そ」は「み＋とお」の縮約にチガいありません。そうであれば、「よそじ（四十路）」「いそじ（五

十路）」「むそじ（六十路）」、なな（七）は無理の様ですが「やそじ（八十路）」のように「やそ」

（八十）まではカゾえることは可能とオモえます。和歌の「みそひと」（三十一）文字のように。 

 ヤマトコトバでもこの様に「とお（十）」以上のカズでもカゾえることができたのではないかと

オモうのです。実際、おトナリの朝鮮・韓国語ではイマでも９９まで自分たちのコトバでカゾえ

ることが可能で、１００になってヨウヤく中国語にキりカわります。オナじ中国文化圏（漢字文

化圏）のわがベトナム語でも、９９９，９９９まで自分のコトバでカゾえることがちゃんとでき、

100 万でようやく「兆」（triệu）という中国語の単位が登場するのです。 

 日本語のカズは完全に化石化しています。フタゴ（双児）、フタバ（二葉）、フタマタ（二股）、

フタゴコロ（二心）、フタスジ（二筋）のナミダ、初ナヌカ（七日）がフタマワり（二周）したの

が仏教でイうフタナヌカ（二七日）。有名な日光はフタラ（二荒）山にあり、「二荒」を音ヨみし

てそれらしい漢字をアてはめたのが日光のナのはじまり？フタエ（二重）まぶたへのあこがれに

日本人はトエハタエ（十重二十重）にシバられる。ミツバ（三葉）、ミツマタ（三叉）にミツゾロ

イ（三揃）。ミソヒト（三十一）文字の和歌の詩情を現代にヒきツいだのが詩人、西条八十（ヤソ）。

山本五十六（イソロク）はロクのみ中国音で下半身は中国人？全身日本人ならイソムとすべきだ

った？そうイえば、「一男」とカいてカズオとヨませるのは一体ナゼだろう？カズ（数）のハジメ

だから？ヒトヒラ（一枚）、ヒトスジ（一筋）ならでは、などとカンガえると「ヒトオ」の方がし



モン・ナム 第 162 号 2020 年 2 月 1 日 

 

4 

っくりクるのですが…？ 

 ヨーロッパのラッキーセブン（７）や中国のキングナイン（９）が日本では登場する機会はホ

トンドありませんが、その地位は日本ではヤ（８）がニナっています。ヤタガラス（八咫烏）や

ヤマタノオロチ（八岐大蛇）はいずれもカミの化身であり、カミそのものがヤオヨロズノカミ（八

百万神）とヨばれるほど日本にはカズカゾえきれないホドたくさんおられるのです。 

 ヤにアてる漢字「八」がスエヒロガリの形をしているからメデ（芽出）たい、縁起がヨいとイ

うヒトがオオいですが、それはマチガイで、「ヤ」そのものが日本語ではラッキーエイトなのです。

カミのカズとヨんでもいいとオモいます。 

 日本語のカズは実はいつもイうように倍数でナリタっています。 

 ヒ（hi）  → フ（hu） 

 ミ（mi） → ム（mu） 

 ヨ（yo） → ヤ（ya） 

そのナカでもヨ～ヤの対はカミの領域のカズとトラえられていたのだとオモいます。「八百万」を

ナゼ「ヤオヨロズ」とヨむのでしょう？「八百」は「八百屋」（ヤオヤ）や「八百長」（ヤオチョ

ウ）でもオナジミですが、この「八百」をナゼ「ヤオ」とヨむのか？ 

 日本語ではトオ（十）までしか連続して自分のことばでカゾえることができなくなっていると

ウエでノべました。不連続ではハツ、ハタ（二十）、ミソ（三十）、ヨソ（四十）、イソ（五十）、

ムソ（六十）、ヤソ（八十）なども可能でしたがモハヤ化石的存在になっています。そのウエはと

イうと、モモ（百）がありましたね！モモトセ（百歳）、チトセ（千歳）、とクると、チ（千）も

あるじゃありませんか！福岡のワタシの親戚は百道浜（モモチハマ）とイうトコロにスんでいま

すし、サケのみのいとこは百道浜のウチまで千鳥（チドリ）足だそうです。ヨロズが万とすると、

日本人も観念的には百、千、万までもカゾえることができたのではないでしょうか？とすると、

「八百万」のヤオヨロズは、「ヤ＋モモ＋ヨロズ」だったのでは？八百屋も、モトは「ヤモモヤ」

だったのでは？「八百万神」（ヤモモヨロズノカミ）にはカミのカズのヨ～ヤをフクみ、サラに魔

よけの霊力があったとされるモモ（桃）の音までフクむメデタさ！そのアマタ（この語のナカの

マもモモと同源らしい）のカミガミの、モロモロ（この語のモもモモと同源らしい）のカミガミ

のトップバッターがアマテラスオオミカミ（天照大神）、つまりイマの天皇の御先祖さん。ヤマタ

イコク（邪馬台国）をヒキツいだヤマト（倭→大倭→大和）の地にアマクダったアマツカミ（天

つ神）。土着のクニツカミ（国つ神）とチガってヤマ（yama）～アマ（ama）を完全に支配するこ

とになったのです。そして天皇家が大切に保持している三種神器のうちのふたつは、ヤタノカガ

ミ（八咫鏡）、ヤサカニノマガタマ（八尺瓊勾玉）であることを、この新天皇即位の際にあらため

て認識しました。チヨニヤチヨニ（千代に八千代に）、平和がツヅくことを是非ともイノりたいも

のです。 
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 と、イうワケで、日本人は自分のコトバでカズをカゾえることをほぼヤめてしまった民族であ

ることがおワカりイタダけたとオモいます。 

 ムカシムカシのそのムカシ、東京に石原慎太郎というエラいオジイさんがいて、そのヒトが都

知事をやっているトキ、「フランス語はカズを勘定できないコトバだから国際語として失格」とノ

タマって物議をカモしたことがありました。東京都立大学をツブして首都大学東京なるものをツ

クった、その設立総会の祝辞でもその様な発言をしたから大変。特に仏文学科の先生ガタはイカ

りクルって抗議の辞職をしたり、あるフランス語学校の校長を中心に裁判をオコして国際問題に

まで発展しました。その後の結末はヨくシりませんが、トニカク、一国の知識人政治家がよくも

まああんなことを世界にムけて発信したものだと本当にオドロいたことをイマでも鮮明にオボえ

ています。 

 タシカにフランス語のカズのカゾえカタは実に変テコで、オマケにそれでなくてもカズにヨワ

いワタシですからフランス短期滞在中、本当に苦労しましたが、それでもカレラは自分のコトバ

でカズをカゾえているのであって、「カズを勘定できないコトバ」などがイいがかりであることは

明白です。自分のコトバでカズがカゾえられないのはむしろ日本人なのです。基礎語彙中の基礎

語彙である数詞を外来の中国語にこんなにタヨっている日本語こそ「国際語として失格」です。

同じ中国文化圏の朝鮮・韓国、ベトナムでさえ、ちゃんとカズは自分のコトバでカゾえて勘定も

しているのです。日本語を外国人にオシえる先生ガタが随分ハズカシいオモいをしておられるこ

とを慎太郎ジイさんもシるべきです。 

 日本語のカズはウエでもノべたトオり、倍数によってナリタっていますが、日本人はもうそん

なことすら意識することはマッタくありません。中国語による十進法にひたりキっているからで

す。実は、ベトナム語もイマは「十進法」をトっていますが、モトモトは「五進法」の時代があ

ったはずです。現に、ベトナム語と同源とイわれる、オトナリのカンボジア語はイマなお、五進

法で、６以上は５＋１、５＋２、…５＋４とイって１０はサスガに固有語があります。２０も固

有語があるのですが３０以上の単位はオモテむきはタイ語からの借用になっています。しかしタ

イ語そのものがほぼ中国語のカズと同源で百や千のみ特有の単位をモっている様です。ベトナム

語は五進法を十進法にカえてしまいましたが百も千も特有の単位をモっているのは同様です。し

かし２０の単位はアりません。 

 ヨーロッパ語のナカでフランス語はやはりカワっているとイわなければなりません。ワタシは

英語でさえも、ナラいハジメのコロはそのカズのカゾえカタになかなかナれないトキがありまし

た。１１～２０が eleven、twelve…のように固有の単位になっており、「十進法」ならこれは中国

語の様に「十一」「十二」…ten one、ten two…となるべきとオモったのです。よくよくカンガえれ

ば、thirteen、fourteen…のカタチの-teen はオソラく「十」ten で、結局は ten three、ten four とオナ

ジなのだとイマでは合点がイきます。「二十」～「九十」の twenty～ninety の-ty も実は ten で、two 
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ten～nine ten が融合しているのだとカンガえれば納得がイき、やはり「十進法」にチガいないこと

がよくワかります。 

 しかし、フランス語はどうもよくワからないのです。シタに、アラビア数字と中国（漢）数詞

と英語、フランス語のカゾえカタをナラべてオキましょう。ヨーロッパ語には（順）序数詞とイ

う特別なカゾえカタもありますので、それも参考に一部掲載しておきます。 

 

  英語 フランス語 

0 零 zero （序数） zéro （序数） 

1 一 one first un/une premier/-mière 

2 二 two second deux deuxième 

3 三 three third trois troisième 

4 四 four fourth quatre quatrième 

5 五 five fifth cinq cinquième 

6 六 six sixth six sixième 

7 七 seven seventh sept septième 

8 八 eight eighth huit huitième 

9 九 nine nineth neuf neuvième 

10 十 ten tenth dix dixième 

11 十一 eleven …
 

onze …
 

12 十二 twelve  douze  

13 十三 thirteen  treize  

14 十四 fourteen  quatorze  

15 十五 fifteen  quinze  

16 十六 sixteen  seize  

17 十七 seventeen  (10+7) dix-sept  

18 十八 eighteen  (10+8) dix-huit  

19 十九 nineteen  (10+9) dix-neuf  

20 二十 twenty  vingt  

21 二十一 tewnty one  (20 と 1) vingt et un/une  

22 二十二 twenty two  vingt-deux  

…
 

     

30 三十 thirty  trente  

…
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40 四十 forty  quarante  

…
 

     

50 五十 fifty  cinquante  

…
 

     

60 六十 sixty  soixante  

…
 

     

70 七十 seventy  (60+10) soixante-dix  

71 七十一 seventy one  (60 と 11) soixante et onze  

72 七十二 seventy two  (60+12) soixante-douze  

…
 

     

77 七十七 seventy 

seven 

 (60+10+7) soixante-dix-sept  

78 七十八 seventy eight  (60+10+8) soixante-dix-huit  

79 七十九 seventy nine   (60+10+9) soixante-dix-neuf  

80 八十 eighty  (4×20) quatre-vingts  

81 八十一 eighty one  (40×20+1) quatre-vingt-un/une  

82 八十二 eighty two  (4×20+2) quatre-vingt-deux  

…
 

     

90 九十 ninety  (4×20+10) quatre-vingt-dix  

91 九十一 ninety one  (4×20+11) quatre-vingt-onze  

92 九十二 ninety two  (4×20+12) quatre-vingt-douze  

…
 

     

97 九十七 ninety seven  (4×20+10+7) 

quatre-vingt-dix-sept 

 

98 九十八 ninety eight  (4×20+10+8) 

quatre-vingt-dix-huit 

 

99 九十九 ninety nine  (4×20+10+9) 

quatre-vingt-dix-neuf 

 

100 百 hundred  cent  

…
 

     

1,000 千 thousand  mille  

…
 

     



モン・ナム 第 162 号 2020 年 2 月 1 日 

 

8 

10,000 万 ten thousand  dix mille  

 

 フランス語も基本的には「十進法」なのですが、英語同様、「十一」「十二」「十三」…は onze、

douze、treize…のように-ze が「十」dix の変形とオモわれ、融合しているのでしょう。「二十」以

上も、「二十」vingt は dix「十」が融合しているとはオモえませんが、「三十」「四十」…の trente、

quarante のところには-ente、-ante のような語尾が付着しているとオモわれ、dix「十」とはニても

ニつかないのですが、これがオソらく「十」の意味だったことは推測できます。それはそれで英

語と結局は同様のナリタチであったことがウカガえます。 

 ところがよくよくミるとそれではスみません。「十六」までは「１０＋６」の融合 seize（dix＋

six）で順調ですが「十七」～「十九」までは、中国語と同じ方式の「１０＋７」dix-sept、「１０

＋８」dix-huit、「１０＋９」dix-neuf となるのです。本来の「十進法」に逆戻りです。ハイフンで

つなぐところが融合の前段階をアラワしている様で興味あります。それとオソらく連動している

のでしょう、「六十」までは soixante の様に「６＋１０」（six-dix）の融合がハタされているのに、

「七十」になると急に「７＋１０」「８＋１０」「９＋１０」つまり sept+dix、huit+dix、neuf+dix

の融合形はなく、ナンと「七十」は「６０＋１０」soixante-dix、「七十一」「６０と１１」soixante 

et onze、「七十二」は「６０＋１２」soixante-douze…となるのです。そして、これまでノべた「～

十一」のところはフランス語ではすべて接続詞「と」をハサめなければならず、「６０＋１２」「６

０＋１３」…のところもハイフンでつなぐことを原則としています。やはり融合の前段階をアラ

ワしているのでしょう。勿論、シャベるトキにはハイフンはほんのスコしのポーズになります。

その様にして「七十六」までは「６０＋１６」soixante＋seize でイいのですが、そのサキの「七十

七」以上はまた例によって、「十進法」的な「６０＋１０＋７」soixante – dix – sept、「６０＋１０

＋８」soixante – dix -huit、「６０＋１０＋９」soixante – dix – neuf となるのはカワりありません。 

 しかし、サラにサラに不可解なのが、「八十」と「九十」です。「八十」はナンと「４×２０」

quatre vingt の様に、タシ算ではなくカケ算が登場するのです。そして「八十一」からは「４×２

０＋１」quatre – vingt -un/une の様に１～９がタされて「八十九」に達し、１０がタされると「九

十」（４×２０＋１０）quatre – vingt – dix となり、サラに１１～１６がタされて「九十六」（４×

２０＋１６）quatre – vingt – seize に達し、そのサキは例によって「九十七」（４×２０＋１０＋７）

quatre – vingt – dix -sept、「九十八」（４×２０＋１０＋８）quatre – vingt – dix -huit、「九十九」（４

×２０＋１０＋９）quatre – vingt – dix – neuf となり、マコトに複雑怪奇なカゾえカタになってし

まうのであります！オソらく慎太郎ジイさんはこの「怪奇」さについてイけなくて、「フランス語

はカズを勘定できないコトバ」とノタマわれたモノとオモわれます。 

 しかし、カズのカゾえカタも結局は習慣。ワレワレ日本人は中国語由来のカズをモットも合理

的として採用しているだけ。そのメでミれば英語のカゾえカタも不自然。アラビア数字でさえ、
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「十」はなく「１０」とカくしかありません。「百」もなく、「１００」、「千」もなく「１０００」

などなど、どっちが合理的でしょう？ 

 日本人は中国人から文字（漢字）をカりて自分達の文字（ヒラガナ、カタカナ）をツクりアゲ

たと同時に、自分たちのカズをホボ、スてサり、中国語にオきカえた民族として特筆されること

になるでしょう。 

 

べトナミスト・イベント予告 

 

●べトナミスト・シンポ● 

「さをり織り」作品ハノイ展示会報告 

話題提供者：持田昌次氏／前田富士子氏 

日時：3月 12日（木）19：00～20：30／場所：ベトナミスト・ホット・フラット 

参加費：ベトナミスト・クラブ会員／一般 1000円（学生、ベトナム人 500円）、非会員／一般

1500（学生・ベトナム人 1000円） 

 

 障害者の若者達に自力を促すべく「手に職を」のかけ声のもと「さをり織り」普及の会を

精力的に続けておられる持田昌次・普子御夫妻を中心としたグループがハノイでその「さを

り織り」作品の展示会を昨暮れに開催されました。たまたま北部旅行の計画があった臨床検

査技師、前田富士子氏も何と和服地下足袋姿で駆けつけられ、その勇気と行動力で皆をアッ

と言わせて会場を盛り上げられた由。素晴らしいパフォーマンスを含めた盛り上がりを動画

や写真で再現していただきます。お楽しみに。 

（冨田 健次） 

 

べトナミスト・ヨガ・アクティビティ ＜各種講座＞ 

 

ベトナミスト・クラブの諸活動は「知り、考え、そして行動する」をモットーに展開して参り

ましたが、特に身体の機能を活性化させる活動については、これを一種の「ヨガ」活動と捉え直

し、連動した活動の一部として下記のような編成に致しております。これらはすべて自らのパフ

ォーマンス能力を高めるための基礎機能の強化であり、是非とも複数の能力の強化に取り組んで

いただければ幸いです。 
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＜べトナミスト・ランゲージ・ヨガ：ベトナム／日本語楽（ごがく）、文楽（ぶんがく）、

音楽（おんがく）講座＞ 

言語習得活動も身体機能と頭脳の活性化と把え、一種の「ヨガ」活動として、再構成致します。

ふるって御参加下さい。尚、出張授業、出張講演の御要望にもおこたえ致します。 

●ベトナミスト・ランゲージ・コース ＜ベトナム／日本言語・文化講座＞● 

2020年 1月～3月開講分の講座日程をお知らせ致します。 

※すべてのコースについて、通常の受講生は必ずどれか 1つのコースに登録し、入金して下さい。

そうすればかけもちでどのコースを受けていただいても結構です。とにかく空いている時間にお

いで下さい。受講開始は随時。まずは体験受講においでいただき、それからどのコースを受講す

るかお決めください。学生・院生は半額、ベトナム人受講生は原則、無料（miễn phí）とします。 

☆ 場所：ベトナミスト・ホット・フラット  

☆ 費用：22,000円（1～3月、4～6月、7～9月、10～12月の各期、3ヶ月一括） 

★火曜ビギナーズ・コースⅠ（入門・初級コース） 冨田 健次講師★                       

毎週火曜日／18時 45分～20時 15分、90分、全 10回 

1月 7・14・21・28日／2月 4・18・25日／3月 10・17・24日（全 10回） 

※アフタースクール（20時 15分～21時 15分）場所：クラブ・ホット・フラット 

 

★土曜ウィークエンド・スペシャルコース 冨田 健次講師★  

（ブラッシュアップ・コース [中・上級コース] 毎週土曜日／16 時 00 分～17時 30 分、90分、全 10 回 

（土曜ビギナーズ・コースⅡ [初・中級コース] 毎週土曜日／17 時 40 分～19時 10 分、90分、全 10 回 

1月 11・18日／2月 1・8・15・22※・29日／3月 7・14・21・28日（全 11回） 

※10月 12日からの振替分（昨年の台風による中止につき）。御注意下さい。 

※アフタースクール（19時 30分～20時 30分）場所：大阪駅前第１ビル地下 2階「福寿」

（TEL06-6341-1138）。 

 

★水曜エキスパート・コース［上・超級コース］「南部弁で学ぶビジネスベトナム語会話」レ・ゴ

ック・トゥイ・ウエン講師★ 

※ウエン講師アメリカ移住の計画があり、1月からの授業は暫く休止といたします。御迷惑をお

かけします。 

 

銀行口座： 三菱東京 UFJ銀行 天満支店  普通預金 0112390 シャ）ベトナミスト・クラブ 

◎その他、下記の市民講座に冨田健次講師とレ・ゴック・トゥイ・ウエン講師が出講しています。 

●堺市民ベトナム語塾（レ・ゴック・トゥイ・ウエン講師と隔週交替） 
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（毎週金曜日／18：30～20：00 ：於 堺市立国際交流プラザ 南口ビル 6階、担当中原 

携帯:090-7753-9291、e-mail:spike03.06.15@docomo.ne.jp） 

→アフタースクール（20：00～21：00）堺東商店街「八風亭」 

 

●八尾流（ベトナム語）交流会（冨田健次講師） 

（毎週木曜日／18：30～20：00 ：於 八尾市生涯学習センター小研修室 [近鉄八尾駅徒歩

約 15分] 、担当山中（080-1503-4153、e-mail:giaoluuyaoryu@gmail.com） 

→アフタースクール（20：30～22：00）ベトナムレストラン「Lotus Boutique」

e-mail:lotusboutique.jp@gmail.com 

 

●ベトナミスト・ランゲージ・アクション ＜通訳・翻訳サービス＞● 

ベトナムと日本に関わる、あらゆる分野での翻訳・通訳のサービスを提供致します。 

翻訳・通訳の料金は以下の通りです。あくまでも目安ですのでご相談ください。 

＜翻訳料＞ 

言語は日本語からベトナム語へまたはベトナム語から日本語への翻訳。A4サイズ 1枚あたり 

（日本語で 1000字相当） 

商用文の翻訳：10,000円 

契約書、申請書の翻訳：15,000円 

＜通訳料＞ 

セミナー通訳・ビジネス通訳（派遣） 

半日（～4時間まで）：30,000円 

1日（～8時間まで）：50,000円 

※事前打ち合わせ時間を含みます。通訳者が学生・院生の場合は相談に応じます。 

※交通費は別途（実費）。詳細はクラブ事務局までお問い合わせください。 

 

●べトナミスト・ヘルス・ヨガ ＜美容・健康講座＞● 時間が変更になりました！ 

心と体を整えるインド古来のトラディショナル・ヨガ。呼吸を中心とした緩めのヨガですから年

齢・性別・体の柔軟性など気にされずご参加下さい。心身の癒しとリラックス、美容・健康の維

持にヨガを始めてみませんか。 

講師：KAZUYO氏（トラディショナル・ヨガ インストラクター） 

◎ベトナミスト・クラブ教室 

日時：毎月第２･第４火曜日の午前 11：00～12：30 

メニュー：呼吸・関節の運動・アーサナ（ポーズ）・アーユルヴェーダマッサージ・瞑想 
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ヨガの前後にハーブティサービスをしています。 

※体調に合わせたセラピーヨガのメニュー作りをさせていただきます。 

受講料：1回 1,300円（学生・ベトナム人 1000円）、6回チケット 5,000円（チケットの場合は別

途、教室使用料として 1回のレッスンにつき 300円をいただきます） 

※当日は動きやすい服装とバスタオル（ヨガマット代わり）・タオル・水を御用意ください。 

食事は、ヨガの２時間前から控えることをおすすめします。 

随時無料体験レッスン受付中。 

◎宝持会総合健康づくりセンターSports Culture HOLLY EIWA 

場所：JR・近鉄の河内永和駅より徒歩 3分 

日時：毎月第１･第３土曜日 

詳細は 06－6722－6516の事務局まで 

お問合せはトラディショナル・ヨガ インストラクター KAZUYO（本永）迄 

携帯：080－4565－8016（SMSでのメールも可）e-mail: kadota.kazu@cocoa.plala.or.jp 

 

●べトナミスト・背骨コンディショニング● 時間が変更になりました！ 

背骨コンディショニングとは、「背骨の歪みを整え不調を改善する運動プログラム」です。肩こり、

腰痛、膝の痛み内臓の不調など原因のはっきりしない様々な症状を取り除くため、①ゆるめる②

矯正する③筋トレの３要素を組み合わせた体操をしていきます。 

場所：ベトナミストクラブ・ホット・フラット 

日時：A  水曜日の午後 1:30～3:00（不定期ですが連絡をいただいた方には事前に連絡） 

   B  毎月第２・第４土曜日の午後 1：00～2：30 

費用：各回 1500円 

問合せ・詳細は本永 またはクラブ事務局まで 

携帯：080－4565－8016（SMSでのメール可）、e-mail:kadota.kazu@cocoa.plala.or.jp 

 

●ベトナミスト・アート・ヨガ  ＜美術・芸術講座＞● 

◎日本画教室（講師：白潤会メンバー）＋日本書道教室（講師：西島政夫）◎ 

（※書道教室は休止中） 

白潤会のベテラン画家と書道家が、日本画および日本書道に親しむ方法をやさしく教えて

くださいます。ベトナム人の参加もお待ちしております！ 

日時：第１・第３土曜日の 11：00～15:00（原則。変更あり） 

場所：ベトナミスト・ホット・フラット 

費用：各回 1500円（学生・ベトナム人 1000円）、道具一式 1000円（初回のみ） 
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（ベトナミスト・クラブ事務局） 

 

 

べトナミスト・イベント報告 

 

●ベトナミスト・グルメ＆忘年会● 

ベトナム料理で乾杯！ 

日時：12 月 8 日（日）10：00～16：00／場所：ベトナミスト・ホット・フラット 

 

 １２月８日（日）に冬のグルメ＆忘年会が開催されました。テーマは“令和元年みんなで食べ

たい越南料理”です。 

 メニュー： 

 旬のお魚カルパッチョ（ヌクマムソース添え）(gỏi cá kiểu Tây Ban Nha) 

 南瓜の炒め煮と柚子大根（bí đỏ xào củ cải） 

 ベトナムのロールキャベツ (bắp cải nhồi thịt nấu) 

 鶏肉のフォー (phở gà) 

 お豆のチェー (chè đậu kiểu Việt) 

 

 一番人気のメニューは旬のお魚ベトナム風カルパッチョ。今回は鯛１匹と豪華に、片平は皮焼

きにもう片平は皮をすき薄作りにして、皿にニンニクを擦りつけオリーブオイル、薄作りの鯛、

彩のよい香味野菜にヌクマムタレを添えて。五感を満足させていただけた１品でした。この時期

は冬至を意識したメニューを入れます。それが、南瓜の炒め煮と柚子大根です。今回初めて挑戦

したのはベトナム風ロールキャベツです。私もベトナムで食べたことがなかったのですが、木耳

の歯応えキノコの旨味とヌクマムの香りが相俟ってバランスの良い味に仕上がりました。フォー

ガーは言うまでもなく作る度にベストを更新するスープが出来ました。スルメと干しエビ、焼き

野菜と鶏ガラでとったスープは絶品。そして、もう一品間違いのないのは緑豆のあったかチェー、

ホッコリやさしいデザートです。ご馳走様でした。 

 今回も前日の買い出しと下拵え、当日の調理とお手伝い頂きありがとうございました。 

 

（本永 圭代） 
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べトナミスト・ジョブ＆レジデンス情報 

 

 ベトナム人、日本人を問わず、職場雇用、住宅提供の用意がある方、もしくはそれを求めてお

られる方は、社会人、学生を問わずこのコーナーに情報をお寄せください。代表の冨田が責任を

持って仲介させていただきます。日本人、ベトナム人を問わず、若者が安心して勉学に励むには

どうしても安心して働ける仕事、アルバイトと、下宿生は住居が必要です。ベトナム関連の仕事、

アルバイトも大いに役に立ちます。ベトナム人と日本人が共に住める下宿なども理想です。家庭

教師などの仲介もしたいと思います。とにかく、両者ともこのコーナーを掲示板として利用し、

生きていく上での最良のパートナーをお探しください。 

① 働いてくれる方を求めます（日本人、ベトナム人、アルバイトも含む）： 

ハノイもしくはホーチミン市での正規の、もしくはボランティアでの日本語教員が求められ

ています。長期、短期に限らず可能性のある方はお申し出ください。 

緊急！ ★Phở Việt （都島）アルバイト店員急募！★ 

Bính＆Thủy のベトナム料理店がアルバイト店員を募っています。国籍を問わず、実働時

間も相談に応じます。勿論、ベトナム料理のまかない付き。 

連絡は、Bính (090-9164-8752)、Thủy (090-4495-7491) まで。 

 

② 働く場所を求めます（日本人、ベトナム人、学生も含み利用可）： 

③ 住んでくれる方を求めます（日本人、ベトナム人、学生を含む）： 

緊急！ ★「ベトナムの家」（仮称）開設★ 

このたび会員の青海加代子さんより下記のような朗報が入りました。夫君は阪大歯学科の 

先生ですが、この度北海道大学へ栄転され、実家の部屋が暫く空くので、ベトナム人女子学生、

日本人ベトナム語学科の女子学生合計 3 人にルームシェアをして欲しいとの申し出がありました。

6帖 3部屋と 11.5帖のリビングでキッチン、風呂、トイレは共用です。阪急岡町駅徒歩 3分で阪

大までなら自転車通学も可能です。エアコン、インターネット完備で水道・光熱費こみで月 38,000

円は格安でしょう。敷金・礼金は不要ですが、保険には入ってもらうことになると思います。理

想はベトナム人 1人に日本人 2人ですが、今は理想は追求できません。問い合わせは北海道の青

海加代子（kayo246tsuchi@gmail.com）か冨田（nguyenvantom1024@docomo.ne.jp）まで。 

 

④ 住む場所を求めます（日本人、ベトナム人、学生も含み利用可）： 

⑤ 家庭教師（個人教授）を求めます（小・中・高生のあらゆる科目）： 
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⑥ 家庭教師（個人教授）に応じます（小・中・高生のあらゆる科目）：大阪大学ベトナム語学

科の全学生 

※ベトナミスト・ホット・フラットのあき時間を有効に使ってください。会議、研究会、発表会、展

示会 etc…使用料は下記のようにさせていただきたいと思います。申し込みは会員に限ります。1 時

間あたり 1,500 円。なお、クラブ行事等のため、使用できない場合もありますので御了承下さい。

また、お申し込みは事務局まで。事務局で簡単な書式を作りましたので、それにご記入の上、お申込 

みください。   

  

ベトナミスト・ニュースレター 

 

皆さんから寄せられたお便りを紹介します。「ベトナムに行きました」「こんな面白い本を読み

ました」「こんな面白い映画を観ました」「こんな面白いことを企画しました」「こんな情報を得ま

した」などなど、何でも結構ですので、気軽に事務局までお寄せ下さい。記事は数行程度の短い

ものでもメールによるお便りでも構いません。長い場合は、紙面の関係で編集させて頂く場合が

あります。 

 

路地裏から見た「ベトナムは今」・その１８ 

 

第１８回 ２０１９年の気になったニュース 

   

２０２０年が始まって早くも１か月が経ち、ベトナムの暦でも年が改まりました。今回は、２０

１９年にベトナムで話題になった出来事・ニュースの中から、私が印象に残ったものを１０個選

びました。新聞社などが選ぶ１０大ニュースとはかなり異なる「路地裏視点」の内容になってい

るかと思います。ベトナミストの皆様は、どのニュースが記憶に残ったでしょうか。 

 

●２年連続で経済成長率が７％を記録 

成長率が７％を超えたのに対し、インフレ率は２．７３％と低く抑えられました。海外直接投資

（FDI＝Foreign Direct Investment）は７年連続で過去最高額を更新しています。外貨準備高は

史上最高水準となる８００億米ドルに達しました。生活をしていても「ベトナムは景気がいいな」

と感じる通り、経済は順調なようです。 

 

●日本で働くベトナム人が３０万人超え 

日本で働くベトナム人の数は過去５年間で８．４倍に増えており、国籍別に見ると中国に次いで
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第２位。日本で働く外国人の４人に１人がベトナム人という割合です。その中には、NHKのドキ

ュメンタリー番組『ノーナレ』（２０１９年６月２４日放映）で取り上げられたような劣悪な労

働環境に苦しむ人が多数いる一方、ベトナム人が引き起こす問題も増えています。例えば不法滞

在者の人数は２０１３年が１１１０人だったのに対し、２０１９年は１万１１３１人と１０倍以

上。失踪する技能実習生や犯罪を犯すベトナム人も増えています。２０１９年は、今後の日越関

係を考える岐路となる年だったように感じました。 

 

●イギリスでトラックの貨物コンテナからベトナム人３９人の遺体 

１０月２３日に発覚したこの事件は、本当に心が痛むものでした。ベトナムでは、貧困克服や失

業者対策のために海外への労働者派遣を国策として進めています。出稼ぎ者が多いのは経済的に

貧しいベトナム中部です。中には「家族のために」と危険を承知で違法なルートを使い、国外に

出稼ぎに行く人も少なくありません。今回の被害者もそういう人たちだったようです。 

 

●ユニクロなど、ベトナム市場を狙う日本企業の進出が一層活発に 

かつては安価な労働力を求めてベトナムに進出する日本企業が多かったのですが、近年、ベトナ

ムを市場と見て進出する日本企業が増えました。中でも話題になったのは１２月６日にベトナム

１号店をオープンさせたユニクロ。２０２０年早々に２号店をハノイに開くそうです。イオンは、

北部・ハドンに５つ目のショッピングモールをオープン予定です。２０１９年はそれ以外にも飲

食、サービス分野でいろいろな日本企業が登場しました。 

 

●初の国産車の発売など、様々な話題を提供したビングループ 

ベトナム最大の複合企業であるビングループは、２０１９年、ベトナム初となる国産自動車を発

売して大きな話題となりました。一方で拡大傾向だった事業分野の整理・見直しをしているよう

です。シンガポール系のコンビニチェーンを、わずか１ドルで買収（４月）したかと思ったら、

小売部門を別会社に譲って撤退（１２月）したり、航空会社を設立（７月）しましたが、事業を

開始する前に撤退（２０２０年１月）したり、など。今後もその動きから目が離せません。 

 

●ハノイとホーチミンで深刻な大気汚染 

特にハノイがひどく、大気の汚染度数でハノイが世界１位になることもありました。空気清浄機

や高機能マスクなどの需要が急増しているそうです。日本人在住者も、スマホに大気の汚染状況

を表示するアプリを入れている人が少なくありません。 

 

●米朝首脳会談、ハノイで開催 
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主役はアメリカと北朝鮮なのですが、これを機にハノイ、そしてベトナムへの注目度もアップし

ました。また街中では便乗商法が雨後の筍のように現れ、ベトナム商人の抜け目の無さを再認識

しました。 

 

●チョン書記長・国家主席の健康不安 

４月２５日、グエン・フー・チョン共産党書記長兼国家主席が南部視察中に体調を崩し、その後、

１か月公務の場に姿を現さず、重病説もささやかれました。チョン氏が就任したときから年齢が

高いことは懸念材料に上げられていました。ベトナムでは政治的序列１位の書記長と同２位の国

家主席を一人が兼務することは稀。それだけにチョン氏の体調不良は内外から注目されました。 

 

●官民を挙げて「使い捨てプラスチック製品」の削減へ 

プラスチックの買い物袋やストローの使用削減が進む中、５月にサイゴンコープがすべての店舗

でプラスチック製ストローの販売を取り止めたのは、大きな話題となりました。小売大手チェー

ンが全廃を打ち出したのは初めて。それ以外にも、カフェチェーンが相次いでガラス、金属、竹、

紙などのエコストローへの切り替えを進めるなど、ベトナムの小売業、飲食業の間で環境保全に

向けた取り組みが目立つようになりました。 

 

●悪評高い３０日ルールの撤廃が決定 

「３０日ルール」とは、「外国人がベトナムに入国する際、前回の出国日から再入国日までの期

間が３０日以内の場合は、ビザを取得しなければならない」という規定です。これを知らず、ま

たはうっかりしていてビザを持っておらず、ベトナムに入国しそこねた人が、私の知り合いだけ

でも年に数人います。しかし２０１９年の国会で、３０日以内であってもビザなし入国を許可す

る法律が成立しました。同法の中には、他にもベトナムで働く外国人の便宜をはかる内容が含ま

れています。施行は２０２０年７月から。 

 

（中安昭人／ホーチミン市在住） 

 

ベトナム留学報告書・その１６ 

 

１６－気候  

 

ベトナムは南北に細長いＳの形をした国土のため、地域によって気候が大きく異なります。ベトナムは

常夏だというイメージが多くの人にあるようですがそうではありません。ハノイには四季があり、ホーチミ
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ン市には雨季と乾季の２つの季節があります。私は、ハノイの気分が滅入ると言われている曇りが多くど

んよりとした季節と、ホーチミン市の雨季を避けるように半年ずつ滞在しました。 

私が訪れた頃 5 月～10 月のハノイの天候は、スコール、豪雨、突風、破壊的な雨風などが時々起こり

ました。ひどい時には、町中が倒れた木だらけになったことがあります。厳しい天候のときには、街路樹

が根こそぎ風にほりおこされて倒れてしまいます。そこに新しい木を植え直すのですが、また嵐がきて倒

されての繰り返しを毎年行っていると聞きました。悪天候のとき、バスは通れない道を避けて走るのです

が、別のバスに乗り継ぐようにと、過酷な天候の中降ろされて、困ったこともあります。また、雷雨で停電

が起こり Wi-Fi がつながりにくくなったり、大学が急に休みになったりすることもありました。一方、晴れの

時には刺さるような日差しと暑さになります。クラスメイトの日本人の男の子は、私よりも半年前からハノ

イに住んでいましたが、天候に体がついていかないようで、かなり苦労しているようでした。いっとき、学

校のベトナム人の先生でさえも、体調不良で立て続けに 3 人が学校を休みました。それを知っていたの

で、私も体調には十分に気を付けるようにしていましたが、ある時、朝起きると急にお腹の調子が悪くな

って、熱が 38 度を越えて寝込んでしまいました。 

11月から4月まで住んだホーチミン市でも、日差しの厳しさは変わりませんでしたが、暑いということ以

外は比較的過ごしやすく思いました。ある時、同じゲストハウスに住んでいる日本人女性が 風邪をこじ

らせたと思っていたら、重い肺炎だったことが分かり入院しました。彼女は、仕事の過労も重なったのだ

と思いますが、ストレス解消にサイゴン川のほとりで何時間も笛を吹いたのが原因ではないかと言ってい

ました。ベトナムでは「大気汚染」の問題は深刻です。私も、マスクを 2、3 日着けずに外出しただけで、喉

に違和感を覚えました。また、「紫外線」から身を守ることも大切なことです。ベトナム人の多くは昼間、で

きるだけ肌をかくして外出します。長袖をきてフードをかぶり、マスクをし、サングラスをかけ手袋をし、女

性は濃い肌色のストッキングをはいています。ハノイの学生は、さらに携帯用の雨傘を日傘のように使っ

てさしていました。日本だとかなり怪しい格好ですが、みんなこのように肌をしっかり守っています。私が

外で、半袖でいたり上着を脱いだりしていると、ベトナム人の友人に「ちゃんと肌を保護しなさい」と腕を

叩いて怒られました。日本ではいたって普通の格好なのですが、私があまりに肌を露出している？ので、

学校の先生にも驚かれました。ベトナムでは、強い日差しの40度越えをする昼間にでかけるのは危険で

す。始めは、かたくなに昼間に配達してくれない飲料水ボトルの配達業者に、イラっとしたこともありまし

たが、真っ昼間は、体を休める大切な昼寝の時間です。体力の消耗が激しく、働きたくても働けないので

す。私もだんだんと昼寝をするようになり、必要性も理解できるようになってきました。日本に帰国してか

ら、逆に昼寝できないことが辛く思いました。慣れない気候での体調管理は、現地に住む多くの日本人

が苦労していることのようでした。（次号に続く） 

 

（山中 昌子） 
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事務局からのお知らせ 

 

ありがとう・お願いしますコーナー 

 

●ベトナミスト・クラブ各種事業支援基金● 

（一般社団法人ベトナミスト・クラブが独自に展開する各種事業・プロジェクトを応援してい

ただくために設ける基金です） 

2020年 2月 1日現在 32,000円 

（この基金のみは直ちにクラブ会計に計上し、活用させていただきます） 

 

●ベトナミスト救援基金● 

（ベトナム及びベトナム人にかかわるあらゆる困難克服を支援します） 

2020年 2月 1日現在 530,208円 

 

●村瀬裕・エスポアール基金● 

（ベトナムを中心とした国際ボランティアに従事する日本人青少年を支援します） 

2020年 2月 1日現在 5,775円 

 

●ドン・ドン基金● 

（ドン余ってませんか？ ベトナムの孤児や障害者支援に活用します） 

2020年 2月 1日現在 7,281円（円に換算して）＋604.000ドン 

 

●小森経久バトンタッチ奨学基金● 

（日本で学ぶベトナム人留学生・技能実習生等を支援します） 

2020年 2月 1日現在 140,000円 

 

●I.O.G.にっこりベトナム支援基金● 

（日本国内、ベトナム本国のベトナム人子弟を応援します） 

I.O.G.にっこり電器グループからの寄付によるものです。 

2020年 2月 1日現在 172,000円 

 

●中嶋真次郎 18基金● 

（国際ボランティアを目指す日本人中高生を支援します） 
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18歳の若さで亡くなられた中嶋昇・弘子御夫妻の次男、故真次郎君の夢を継いでくれる若者を

支援するために著書『おばさんベトナム留学記』（春風社）の印税の一部を寄付していただき基金

としました。大切に使わせていただきます。 

2020年 2月 1日現在 49,312円 

※以上すべての基金を以下の口座一本に統合しました。寄付をお寄せになる方は必ず基金名をご

明記いただきますようお願い申し上げます。 

※救援基金の振込先が以下のとおり変更しました。御注意下さい。 

☆ 銀行口座： 大阪厚生信用金庫 南森町支店 番号 0032151 シャ）ベトナミスト・クラブ ☆ 

 

みなさまのあたたかいご支援をお待ち申し上げております。 

※尚、上記の基金のいずれかを御利用になりたい方は、お申し出ください。審査、検討させてい

ただいた上で拠出させていただきます。 

 

あなたもベトナミスト・クラブに参加しませんか？ 

 

ベトナミスト・クラブは、専門家、一般人、日本人、ベトナム人などの区別なく、ベトナムに

「関係・関心のある人々」が集まって、大阪を中心に「顔の見える」活動をしているクラブです。

現在、会員約１００名で、ベトナム語講座やベトナムに関するシンポジウムや歴史探訪、ベトナ

ム料理を作って食べる会、その他ベトナムについてのさまざまなことを企画しています。「知り、

考え、そして行動する！」をモットーに「学び合い」「交わり合い」そして「助け合い」を実践す

る会です。気軽にご参加ください。 

※正会員へ切り替えのお願い：一般社団法人としての再出発以来、財政的危機に直面してお

ります。賛助会員から正会員への切り替えによってなお一層の御支援を賜れば幸いです。ど

うかよろしくお願い申し上げます。 

☆正会員／入会金 20,000円、年会費一口 20,000円以上 

☆賛助会員／   

☆個人会員／入会金 2,000円、年会費一口 7,000円以上 

     ただし、学生は年会費一口 3,000円以上とする。  

☆法人会員／入会金 10,000円、年会費一口 50,000円以上 

☆銀行口座 三菱東京 UFJ銀行 天満支店  普通預金 0112390 シャ）ベトナミスト・クラブ 

                                               

●ベトナミスト・クラブ事務局● 

お問い合わせ、入会のお申し込みは、ファックスまたはメールで下記まで。 
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また、会の活動や企画については随時下記ホームページで公開していますのでどうぞ御覧下さい。 

 

◎会員の方は住所やメール等連絡先の変更があった場合は、必ず事務局までお知らせください◎ 

◎又、モンナムなど情報が届かない方がいらっしゃいましたら、必ず事務局迄お知らせ下さい◎ 

 

〒530-0041 大阪市北区天神橋 3－1－39 タニムラビル 2階 200号室 

         ベトナミスト・ホット・フラット（クラブ事務局）  

TEL/FAX：06-6358-6340 E-mail: vnstclub@seagreen.ocn.ne.jp 

Home Page: http://vnstclub.com リニューアルしました。是非のぞいてみて下さい。 

※2013年 11月より新メールアドレスに変わりました。登録変更をお願いします。 

※直接おいでになる時は、正面右側（四つ角側）ではなく、左側の入り口から２階へお越しく

ださい。 地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅下車３分、JR東西線 大阪天満宮駅下車３分、JR環状

線 天満駅下車 12分、地下鉄堺筋線 扇町駅下車 10分、同天神橋筋六丁目（天六）下車 20分。天

神橋筋商店街の一つ東の筋となります。 


