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◆巻頭言 163号◆ 

漢字「生」に託す日本人とベトナム人のココロ 

（冨田 健次 ベトナミスト・クラブ代表） 

   

  「生す」と漢字をアてる日本語は「ムす」とヨみ、「苔生す（コケムす）」などとツカわれます。この連用形

の「ムし」が自然から発生した「虫（ムシ）」になったのではないかとスコしマエにカきました。この「ムす」とイ

う動詞そのものがモトモトは「生（ウ）む」から「生（ウ）むす」のカタチをヘて「生（ム）す」に変化したともイわ

れ、そのモトモトの「生（ウ）む」の連用形の「生み」が「海（ウミ）」になるとオモわれ、人類がウミから「生（ハ）

え」、ハいダしてキたことをオモえば、スベてがツナがってキます。「生える」とイう動詞も動・植物ともども

「ハいダす」「ハいデる」の「這（ハ）う」「腹這（ハラバ）う」かもシれず、「ムす」「ウむ」「ハエる」「ハう」の各語

にはやはり一体を感じざるをエません。「ウむ」は勿論、「産湯（ウブユ）」とか「産着（ウブギ）」「産土（ウブス

ナ）」などの「ウブ」になり遂に「初（ウブ）なムスメ」などに発展し、サラに「初々（ウイウイ）しい」「初産（ウイザ

ン）」「初孫（ウイマゴ）」などの「初（ウイ）」という形容詞をウみダしました。ウまれタテの語感がよくデている

とオモいます。「生える」の他動詞形「生（ハ）やす」のまたまた連用形が「生やし」でこれが「林（ハヤシ）」と

なることはアキらかです。これより「盛（モ）り」アがった方の「森（モリ）」よりはマバラにハえている感じがヨく

デているとオモいます。ヒトの「群（ムラ）が」っているトコロが「村（ムラ）」で、この語にもモりアがり感がありあ

りです。 

 もうヒトつ、カミやヒゲなどが「生（ハ）える」ことを「生（オ）う」「生（オ）える」とイうことがあります。ワタシがコ

ドモのコロ、カミがナガくなるとオヤに「カミの生（オ）えかぶっとる。ハよトコヤにイかんば！」と散髪にオい

タてられたことをオモいダします。あの「生（オ）い茂（シゲ）る」や「生い立ち（オイタチ）」は共通語でしょ

う？この「生（オ）」は「生（ハ）」つまり「這（ハ）う」「這（ハ）わす」とはコトなり、「大（オオ）きくなる」「大（オオ）

きくする」の「大（オオ←オホ）」にサカノボる様にオモいます。 

 「生（ウ）む」「生（ム）す」「生（ハ）える」「生（オ）う」のヤマトコトバのすべてが漢字「生」一字で表記されて

いるのもスゴいですが、もうヒトつワスれてならないのが「生く」「生（イ）きる」で、この「生く」のまたまた連用

形が「生き」つまり「息（イキ）」で、これまで「イキをする」「イキがデる」から「生きる」という動詞ができたとカ

ンガエていましたが、これはオソらく逆で、「生きている」アカシとして「息（イキ）」スナワち「生（イキ）」がある

のでは？ノチに、出産の際の「息（イキ）む」とか「勢（イキオ）い」や「憤（イキドオ）る」などが派生したので

はないかとカンガえます。日本語語源研究者に今後は「生き生き」と「活（イ）かし」てイタダケれば「生きガ

イ」があるとイうものです。 

 蛇足か藪蛇（ハブヘビ）かワカりませんが、もうヒトつ「生」の漢字をアてる「生糸」「生娘」「生一本」「生で

焼酎を飲む」などとイうトキの「生（キ）」は一体ナニかとイうと、「生（ナマ）」と同様に「生（ウ）まれたてで混

（マ）じりけのない純粋な」の意でツカわれていて、やはり「生（イ）き」と関係があるとオモいます。「きざす」

というヤマトコトバは「兆す」とか「萌す」の漢字をアて、元来は「気指（ザ）す」「気差（ザ）す」の漢字「気」に
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サカノボるとする説が有力の様ですが、ワタシは「生（キ）ざす」「生（キ）ざし」とずっとカンガえています。

「生（イ）きざす」「息（イキ）ざす」つまり「生（イ）き」ハジめる気配、「息（イキ）」をする気配なのではないかと

オモうのであります。息（イキ）をするモノを「生物（イキモノ）」とイい、イキをしないモノを単にモノとイうので

しょう？ 

 もうヒトつ、混（マ）じり気のない「純粋な」の意味で、「粋な」の漢字をアてる「イキ」。一般には簡単に「意

気」だとイわれますが、それなら「意気」と漢字でカいておけばヨいハズですが、ナゼ「粋」の漢字をアてる

のでしょう？「粋（スイ）をアツめる」のスイは音ヨみで「ヨいモノ」「スバラしいモノ」の意の様ですが、それを

訓ヨみにしてわざわざ「イキ」をアてる理由がワカりません。やはりこれは純粋でマジり気のない「生（キ）」に

サカノボるとカンガえる方が自然でしょう？「生（キ）娘（ムスメ）」が「粋（イキ）」なのは「溜息（タメイキ）」がデ

るほど「初（ウブ）」で「初々（ウイウイ）しい」からにチガいありません。すべてが漢字の「生（ナマ）」に通じて

いるからです。最近、「着（キ）のみ着（キ）のまま」を「生（キ）のみ生（キ）のまま」とヨみかえた題の小説があ

るのをシり感動しました。「生（ウ）まれたまま」「生（ナマ）のまま」、男も女もなく、老も幼もなく人間としてトモ

にイいきることの大切さをオシえてくれる小説だそうです。いずれ読んでまた御報告致します。 

 そしてもうヒトつがその「生（ナマ）」。「生（ウ）まれたて」で「テのクワワっていない」の意ですが、これをどう

して日本語で「生（ナマ）」とイうのかはイマでもヨくワカっていない様です。冗談でイっていた「生（ウ）まれ

たママ」の「ママ」が「ナマ」と訛（ナマ）ったのではないかとイうのがワタシ流の語源解釈でイマその私説へ

の支持をツノっているところですが…？ウエの「訛（ナマ）る」のヤマトコトバが「生（ナマ）」からキたであろう

ことは確実の様です。「生（ナマ）」には「生（ウ）まれたて」でマじり気のない、純粋な「生（キ）」とイうプラス

の意味があるのに対して、未発達で未熟、中途半端で不十分などと「成熟」とはマ反対のマイナスの意を

オビることがあることはヨくシられています。日本人はこの「生（ナマ）」の状態をムシろヨしとし、未熟こそコ

ノミとするナンとも変テコな民族です。「生きている」ことこそが「粋（イキ）」なのです。 「活（イ）き」ヅクりこそ

が料理の神髄。未熟であってもそのナカに気品や優美を感得する「なまめかしさ」こそが芸術の本道？ 

 しかしそれとは逆に、「なまぬるい」生活に「なまけ」て「なまくら」坊主になってしまった人間をキラうのもま

た日本人です。スパッとキれない「鈍（ナマ）った」ナイフ、標準をツきヌけてスッキリしない「訛（ナマ）り」コト

バに愛着はあってもホトンドは揶揄がコめられています。「なまっ白（チロ）い」作家のカいた「なま乾（ガワ）

き」の作品は、とても「現なま」でカうには気がひける文章でミちミちていてこれを中国語でも「生硬」とイうら

しく、「ナマでカタく」、「ニてもヤいてもクえない」の意味でしょうか？ヨんでイタダいているワタシのこの文

章がヨいミ本です？ 

 トニカク、「生（ナマ）」はモロハのツルギで、ワビもサビもアワせノんだ日本的な概念の模様です。 

 イズレにせよ、日本人が漢字「生」にこめたキモチは「なま半可」なコトではヨみトることは不可能です。

「生（ウ）む」「生（ウ）まれる」にはじまり「生（ム）す」「生（ハ）える」「生（オ）う」「生（イ）きる」「生（イ）かす」「生

（キ）」「生（ナマ）」…。漢字「生」がこれらのヤマトコトバのスベてをセオうのはチとニがオモそうにミえます。

この漢字そのもののナリタチは、実は「土（ツチ）」のウエに「半」のカタチにニた草（クサ）が生（ハ）えたカタ
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チにスぎず、せいぜい「生（ウ）む」「生（イ）きる」「生（ナマ）」ぐらいで、「生（ウ）まれ」つきのココロは「性」と

カき、「生（ウ）まれた」チスジは「姓」とカくことにしましたし、「牛（ウシ）」をナマのままカミに「献（ササ）げる」

ことは「牲」などとカきワケることでそのキモチをコめることにしています。チナみに、「献」の漢字には「犬」

ニクがフクまれ、「生（ナマ）」ニクは「羊（ヒツジ）」や「魚（サカナ）」をフクむ「鮮」の漢字もあります。「生（ナ

マ）」ぐさいコトは「腥」とカきワけ、「ナマス」は肉をつけて「膾」とカき、「生（ウ）まれ」たアトに「生（ウ）まれ

た」ココロには「情」という漢字をツクりダした模様。わがベトナム語でこれらの漢字を音ヨみしてみるとこれ

らがほぼすべて親戚であることがヨくワカります。 

 生 sinh / sanh > sống 

 性 tính                情 tình 

 姓 tính 

 牲 sinh                腥 tình > tanh 

      

＜参考＞ 

 献 hiến               鮮 tiên 

 膾 khoái, quái, > gỏi 

ベトナム人も日本人同様、これらの漢語も十分にトりコんでサマザマな表現をココロみていますが、その他

の意味はやはり「生」を音ヨみしてスませています。基本的には以下のフタつの音で意味を完全にワけア

っている様です。 

 sinh / sanh ＝ 生（ウ）む、生（ウ）まれる、生（ウ）みダす 

 sống   ＝ 生（イ）きる、生（イ）きている、住（ス）んでいる、生（ナマ）の、生々（イキイキ）とした 

「生（ウ）む」にはもうヒトつ固有語でオソらく「生（ウ）む」ヒトつまり母（ハハ）mẹに由来する đẻの語があり、

地方によってどちらかがエラばれてモチいられている様です。 

 「子（コ）を生（ウ）む」 

  sinh con ~ đẻ con 

出産そのものも両者を複合させて表現しています。 

 「出産する」 

  sinh đẻ 

チナみに đẻのカワりに花（ハナ）のツボミがヒラいたり、卵（タマゴ）が孵化したりする状態をアラワす nởをク

ワえて、 

   sinh nở 

などともイいます。 

 英語では be born のように「受動態」で、日本語ではオソらく「自発」で発せられる「生（ウ）まれる」もマッ

タく同様に、タトえばツギの様にイいます。 
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 「ワタシは 2001 年に生（ウ）まれました」 

  Tôi sinh năm 2001. 

 「ワタシは大阪の生（ウ）まれです」 

  Tôi sinh ra ở Osaka. （ra は「出（デ）る」の意） 

 「病気を生（ウ）む」「疑問を生（ショウ）じる」 

 sinh bệnh （「生・病」） 

 sinh nghi  （「生・疑」） 

などもベトナム語の固有の表現だろうとオモいます。 

 一方の sống はトニカク、日本語にチカくサマザマな意味でモチいられています。 

 「百年近く生（イ）きている＝生存している」 

  sống gần 100 năm 

 「南部に住（ス）んでいる」 

  sống ở miền Nam 

 「生（イ）きたままの魚（サカナ）」 

  cá sống 

 「生（ナマ）で食（タ）べるサラダ」 

  xà lách để ăn sống 

 「生（ナマ）ゴム」 

  cao su sống 

 「生（ナマ）煮（ニ）えの飯」 

  cơm sống 

 「生（イ）け獲（ド）りにする」 

  bắt sống 

 「とても生々（イキイキ）とした姿」 

  hình ảnh rất sống 

この sống は漢語 sinh động（「生動」）を出発点として sống động をヘて生（ウ）まれたものとオモわれま

す。 

 この様に、漢語「生」はその正当な音ヨみの sinh / sanh（日本語でイうと「ショウ」「セイ」）のカタチとイワユ

ル「越化」つまりベトナム語に訛（ナマ）った音のカタチ sốngのフタつで意味を補（オギナ）いアいながら現

代のベトナム語をヤシナってキたのです。チナミに冒頭の「苔生（コケム）す」の「生（ム）す」はベトナム語

では、鬚（ヒゲ）が「生（ハ）える」同様、sinh ~ sống ではなく mọc という語をモチいます。  

「苔生（コケム）す」 

  mọc rêu 
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 「鬚（ヒゲ）が生（ハ）える」 

  mọc râu 

ナンと「日（ヒ）が出（デ）る）」もこの動詞ですからオドロキです。 

  mặt trời mọc lên 

 しかし、「芽（メ）が出（デ）る」は別の đâm や nảy があり、これは日本語の「生（キ）ザス」にチカいのでしょ

う。 

đâm chồi 

nảy lộc 

前述の「疑義が生じる」sinh nghi を đâm nghi ともイう様です。この đâm はモトモト「突（ツ）きダす」、nảy

はモトモトは nạy, cạy 同様 bẩy「テコでモちアげる」 に由来するとカンガえています。いずれにせよ、漢

語「生」よりもリアルな語で「生（ウ）まれる」「生（ウ）みだす」をオギナっているのです。 

 

べトナミスト・イベント予告 

 

●べトナミスト・シンポ● 

ベトナム仏教美術の旅（ハノイ５連泊）見聞記 

話題提供者：辻田 順一氏（国際交流サービス社長） 

日時：5月 14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円（学生・ベトナム人 1000円） 

 

 丁度 1年前の 2019年 5月 14日（火）に、ベトナミスト・クラブに入会、第 1回目のベトナム

語のレッスンを受けました。当日の発表は、私にとりまして入会 1周年、ベトナム語学習 1周年

の記念日にあたります。 

 発表の主な内容は、発表者が社長を務める旅行会社「国際交流サービス」が、創立 30周年記念

ツアーとして、企画・募集・実施しました「ベトナム仏教美術の旅［2020年 2月 1日（土）～7

日（金）、15人］」の見聞記です。 

 ハノイ 5連泊でハノイのホテルをベースとして、専用バスを利用してバクニン省、もとのハタ

イ省（現ハノイ市）などの古寺 11ヶ寺を訪ねました。 

 ベトナム仏教初伝の地に建つベトナム最古の寺として尊重されている法雲寺。建初寺、ベトナ

ム仏教彫刻の宝庫と言われる、ドゥンラム村の崇厳寺（ミア寺）などです。 

 発表者は、中国語・中国旅行（漢詩・古代史）を得意分野としていますので、発表では、ドゥ

ンラム村で見かけた中国の漢詩の一節についても、紹介したいと思います。 
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（辻田 順一）  

 

●ベトナミスト・グルメ● 

みんな大好きバインセオ 

日時：6 月 28 日（日）10：00～16：00／場所：ベトナミスト・ホット・フラット 

 

 ベトナム料理を楽しむベトナミスト・クラブのグルメ会。美味しくお喋りの楽しいテーブルを

囲みましょう。今回のメインはバインセオ。おいしさのポイントは生地のパリパリ感！ベトナム

で食べたパリパリのバインセオに挑戦します。たっぷりの野菜を添えたパリパリバインセオとビ

ールで梅雨の鬱陶しさを払いましょう。皆様の参加をお待ちしております。 

 

 メニュー： 

 アサリのパクチー蒸し (ngao hấp rau mùi) 

 サラダカルパッチョ (nộm kiểu Tây Ban Nha) 

 鶏のレモングラス揚げ（gà rán sả） 

 バインセオ (bánh xèo) 

 冷たいチェー (Chè đậu xanh lạnh) 

 

参加費／ベトナミスト・クラブ会員：一般 2,000円（学生・ベトナム人 1,500円）非会員：2,500

円（学生 2,000円） 

※エプロン・マイ包丁・パック（持ち帰り用）・タオル（手拭き用）などお持ちください。 

申し込み方法：定員（先着 30名様）に限りがありますので FAX、メールにて、6月 11日（土）

必着でお申し込み下さい。勿論、電話などで直接のお申し込みでも結構です。 

また、前日（6月 27日（土）午前 11:00にホット・フラット集合）の材料の準備や買い出しのお

手伝いをしていただける方もあわせて募集中です！ グルメ当日不参加の方でも結構です。簡単な

昼食つきとさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

（本永 圭代） 
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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。 

＜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 4月～6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 

4月 14・21・28日／5月 12・19・26日／6月 2・9・16・23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 

4月 4※・11・18・25日／5月 9・16・30日／6月 6・13・20日（全 10回） 

※講師都合により、5月 23日からの振替分。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
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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が出講しています。 

●堺市民ベトナム語塾（冨田健次講師） 

（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！ 
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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 

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＞● 
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◎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） 

 

（ベトナミスト・クラブ事務局） 

 

べトナミスト・イベント報告 

 

●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円（学生・ベトナム人 1000円） 

 

私たちが枯葉剤障がい児施設ハノイ平和村を始めて訪問してその被害のひどさにびっくりしま

した。 

・・・戦争はいつも最も弱い立場の人々をもっと困らせる・・・ 

では、その障がい児の皆さんに喜んでもらえるものは何か無いかなぁ、と始めたのが小さな織り

機で自由に布を織る「さをり織り」の楽しさを伝えることでした。 

それは今から 13年前のことでした。 

子どもたちが喜んで織ってくれた布を日本に届けてもらい、それを洋服などに仕立てて、大阪

で展示会を開き皆さんに買っていただき、そのお金を平和村に届けることや、平和村から大阪に

「さをり織り」の研修に来ていただいたり、ハノイを訪れて「さをり」の布でのハンドバッグの

作り方の講習会を開いたり、広いハノイ国際見本市会場でのファッションフェスティバルに参加

させていただいたりしました。 

昨年 12月にも 3回目のファッションフェスティバルに参加することができ、たくさんの方々が

来場してくださり、平和村の子供たちとファッションショーを楽しみました。 

昨年からはハノイ平和村だけでなく、友好村（国立）や Ba Vì 村（国立）の枯葉剤障がい者
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施設でも「さをり織り」の楽しさが広まりつつあります。 

また、手足を使って楽しくモノづくりをする、ということが普通一般の病院でのリハビリテー

ションにも効果がある、ということでも注目されつつあります。 

近年、私は老齢ながらベトナミスト・クラブのベトナム語レッスンに参加させてもらっています

が、この歳ではベトナムの皆さんとの会話も難しく！学生ボランティアの通訳の方々のお世話に

なりながらも楽しく活動を続けています。 

ベトナミスト・クラブでお友達になった前田さんは、今回のハノイ見本市会場での展示会に一

人旅で展示会場に和服姿でサッソウと来てくださり、お客様の熱い視線を一身に集めておられま

した。   

帰国後私たちの「さをりをベトナムへプロジェクト」の仲間にも加わって下さり、「さをベト」

もずいぶんと若返ることが出来ました！。 

 

（さをりをベトナムへプロジェクト 持田 昌次） 

 

2019年「ハノイひとり旅」Du lịch Hà Nội một mình のはずが、ベトナム人に助けてもらいっぱ

なしの感謝！感激！の旅でした。 

 

【自己紹介】 

べトナミスト・クラブでは、火曜日・土曜日の冨田先生の授業に参加して、もうすぐ 2年にな

ります。職業は、病院で勤める「臨床検査技師」です。子ども 3人は独立して、現在は 3匹（母、

子 2匹）の犬と暮らしています。恩師の杉原先生（臨床検査技師）は、元ベトナム残留日本兵の

杉原剛さんの奥様だったことから、以前からベトナムに興味がありました。ベトナムの歴史や、

文化、言葉、人を知ることによって、さらに好意を持つようになりました。いつかベトナムで住

んでみたいと思っています。 

【今回の旅のポイントと目的】 

人生で初のひとりきりの海外旅行です。ホテルの手配も初めて WEBでしました。旅の目的は、

クラブで出会ったベトナム人のご家族にお世話になり、ベトナムの日常生活を感じること。前回

ツアー添乗員のタイさん、日本語教師の為川さん、教室で出会ったハイくんに再会し、ベトナム

を楽しむこと。ベトナム語はどのくらい話せるか、理解できるかを感じてみたいと思いました。 

【ハノイひとり旅】 

12/10 ノイバイ空港到着。チュンちゃんの弟でハノイ在住のキエンさんが空港に迎えに来てく

ださいました。西川さんに教えてもらったスマホの SIMカードの入れ替えをしようと 2時間ほど

奮闘しましたが結局できず、SIMフリー可能な機種があることを知りました。キエンさんが用意
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してくださった SIMカードは使えず、事前準備の大切さを感じました。夕食はキエンさんとフォ

ーボーをいただき、食後は隣のカフェでベトナムサッカーの国際試合を観戦しました。ベトナム

が 3-0で勝利して街中は夜中まで大騒ぎでした。ハノイの季節は冬なので、皆さんライトダウン

くらいのものを着ています。ホテルには冷房のみのエアコンしかありません。寒くて寝付けず、

毛布を２枚かけて眠りにつきました。ハノイ教会の近くで場所は良かったのですが、部屋は 501

号室。1階がロビーで、2階から客室（101号）となるので、ナント 6階まで階段でした（泣）。

ホテル代は 4泊で 12000円でした。 

12/11 持田さんの展示会へ、着物と地下足袋とリュックでハノイの街を歩きました。道を迷い

ながら到着すると、持田さんが展示場の玄関で出迎えてくださいました。周りのお店がまだ準備

中だというのに、「さをり織り」のブースはきれいに仕上がっていて、日本語通訳のボランティア

の女性やリハビリ病院のハーさんやソンさんに会いました。午後は、前回ツアー添乗員のタイさ

んの案内で、昼食は為川さんと 3人でダックキムのブンチャー、ベトナムコーヒーをいただきま

した。為川さんは午後の授業のために帰られ、タイさんの案内で全寮制の日本語学校の見学に行

きました。仕事終了後のハイくんと 20時に会う約束をして、タイさんと夜のホアンキエム湖を散

歩中にスマホの盗難にあいました。ようやく久しぶりにハイくんに会えて嬉しかったけれど、夕

食はのどを通りませんでした。明日からのタイビン行のことを考えると、不安だらけの夜を過ご

しました。今回のひとり旅の計画を後悔し、大袈裟ですが家族や友人、冨田先生に遺書を書きま

した。 

12/12 朝からキエウさんのご実家があるタイビンに行く予定です。キエウさんの親戚の 21歳

のズンちゃん（N4合格）と運転手のトゥンさんがホテルまで迎えに来てくれました。タイビンま

では 3時間で到着し、ご実家ではご両親、娘のリエンちゃん、息子のフッくん、妹さんの息子さ

んが迎えてくださいました。玄関先の土間には応接セットがあり、リビングには日本の仏壇のよ

うなものが目線より高い場所にあり、この部屋と玄関先がみんなの集まる場所です。台所は土間

で、トイレ、シャワーは別棟です。さらに奥には、鶏、小鳥、猫がいる小屋があります。庭には、

バナナの木や実のなる木が植えられています。昼食・夕食は、チムの炒め煮、青菜スープ、豚肉

の角煮、野菜煮、ソーセージ、白ご飯です。大きなアルミのお盆の上に料理のお皿が並びます。

リビングでは大きなお盆を囲んで、家族が床に座ってお箸でいただきます。朝食は、バインミー。

ママの手料理は美味しかったです。到着して昼食の後に、同じタイビンのフンくんの家に寄せて

いただきました。ご実家は竹籠を作っています。フンくんのお父さんが大きなテレビで、息子が

過ごす大阪難波や天満橋のビデオを見せてくださいました。 

12/13 翌日は、チャンアンへ行くことになりました。6時に出発して 8時半に、チャンアンに

到着しました。チャンアンの入場料は 200000ドン/人で、9つの洞窟と 3つの寺があります（所

要 3時間）。我々5人の船は、女性の船頭さんが一人で漕いでくれました。映画「第 3夫人と髪飾
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り」では、美しい風景がロケ地になりました。その後、キエウさんの家族とは別れて、ズンちゃ

んとふたりでニンビンからハノイまでバン（150000ドン/人）で向かいました。ハノイ到着後は、

市内からホテルまでバイクタクシー（40000ドン/2人と荷物）に乗り、ヘルメットなし 3人乗り

のスリルいっぱいの経験でした。 

12/14 午前中、警察にスマホの盗難届を出しにハイくんと向かいました。ベトナムの警察では、

「タバコを吸ってはいけない」と部屋に書いてあるのに、警察官がタバコを吸っています。我々

の対応をしながらスマホゲームをしています。私が日本語で記入した書類を、ハイくんがベトナ

ム語で新しい書類に記入してくれて、無事に提出することができました。ハイくんも警察は初体

験だったそうで、とても緊張したと思います。大変お世話になりました。後日、ハイくんの記入

したベトナム語の「事故報告書」に印鑑が押され、「盗難証明書」となりました。午後からはハイ

くんと持田さんの展示会を訪問しました。持田さんや「さをり」の方々と再会できてほっとしま

した。その後はハイくんのバイクでハノイ観光へ。昼食は、ハイくんの案内でブンカーとチェー

をいただきました（お店は歩道、椅子はいつもの小さい椅子）。その後は、冨田先生の授業で聴い

た、歴代の科挙合格者の名前が亀の上の石碑に刻まれているといわれる文廟へ。「奎文閣」は 10

万ドン札のデザインです。そして、観劇の時間に間に合うようにバイクを飛ばして「水上人形劇」

へ。ハイくんも私も初めての観劇に、感激！言葉は分からずとも音楽や人形の動きで楽しみまし

た。夕食は、ホアンキエム湖近くの有名店「ソイ・イエン」にておこわをいただきました。その

後、タクシーでノイバイ空港へ。ハイくんが一緒に空港まで送ってくれて、搭乗口まで付き合っ

てくれました。ハイくん、貴重なお休みの 1日をありがとう！ 

12/15 6：35関空着。翌日からの生活のために、午後から新しいスマホを契約に行きました。

iPhoneだったので、iCloudからのバックアップがあり、情報は後から新しいスマホに入ってきま

した。けれども、個人情報がどうなったかは不明のままです。今のところ何も起こらずですが。 

【スマホの盗難保険の請求について（1カ月以内）】 

保険金請求書、渡航証明、パスポートのコピー、事故証明書、購入時の金額を証明できるもの、

現況説明が必要です。今回の請求で、約 1か月後に保険金請求が認められ、購入時の全額が戻り

ました。バックアップしていない写真や新しい個人情報はなくしたけれど、保険に入ることは大

切だと思いました。 

【今回の旅で経験したこと】 

親切なベトナム人に感激！感謝！の旅でした。既存のツアーでは経験できないことが経験でき

ました。すべては自己責任であり、外国であることを忘れてはいけません。外国でのひとり旅は

不安と自由の両方があると思いました。また、日常生活の中でスマホに依存していることを改め

て自覚しました。コミュニケーションには語学（ベトナム語、英語ほか）が必要であり、ジェス

チャーだけでは無理です！そして、残念ながらベトナム語は使えませんでした。まだまだ全く足
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りないことが分かりました。 

【最後に】 

私のわがままひとり旅に付き合ってくださった、ベトナムの友人、家族の方々にはたいへんお

世話になりました。同じ時期にハノイにて「さをり織り」に出会い、これからは持田さんの「さ

をベト」とともに、ベトナムへ何かお手伝いができたらと思っています。最後になりましたが、

今回の発表の機会をいただき、ありがとうございました。Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn！ 

 

（前田 富士子） 

 

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、
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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）： 

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１９ 

 

第１９回 新型コロナウイルス 

 

現在、全世界を震撼させている新型コロナウイルス。ベトナムも例外ではありません。そこに

住む１人の日本人として感じたことをお伝えしたいと思います。 

 

●正反対の情報が流れているが、どちらも正しい 
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まず感じたのは、こういう状況においては、情報の正否を判断する能力が、普段以上に求めら

れているということです。私は報道機関や公的機関（ベトナム政府や日本大使館など）が発信す

る情報に加え、Facebookや Twitterなどの SNSに目を通して情報収集に努めています。ところが、

まったく正反対の情報を目にすることが珍しくありません。 

私自身の例をあげましょう。３月７日、妻と私がメガマーケットという大型スーパーに行った

ところ、買い出しに来たお客さんでレジには長蛇の行列。並び始めてから精算が終わるまでに何

と４時間もかかりました。その日の朝、ベトナム国内で約３週間ぶりに感染者が確認されたとい

う報道を受けて、「外出禁止令が出るかも」と心配した人が保存食料の買い溜めに来たからだそ

うです。私は、それを自分自身の Facebookに投稿しました。 

ところがです。同じ日に、ヴィンコムスーパーという大型スーパーに行った知人は、「お客さ

んは普段よりせいぜい２割増しくらいで、レジ待ちも１０〜１５分程度でした」と投稿していま

した。この２つのスーパーの間には、ハノイ大通りという名前がついた幹線道路が１本あるだけ

です。にも関わらず、状況はこんなに違うのです。１つの情報を鵜呑みにするのがいかに危険で

あるか、痛感しました。 

 

●「どんな人が書いた情報か」を確認する 

次に感じたのは、「情報の信憑性を判断するには、発信者のプロフィールを確認することが欠

かせない」ということです。インターネットで「新型コロナイルスの影響で、ベトナムでは日本

人（および外国人）が排斥されている」という記事を目にすることが増えています。「ホテルの

予約サイトでは『空室あり』と出ているのに、フロントで日本人だと分かると『満室です』と断

られた」とか「レストランで入店拒否にあった」など。 

私はこれが気になって、最近、機会があるごとに、自分の知人に「日本人または外国人である

ことを理由に、避けられたことはありますか」と尋ねるようにしています。ほとんどの人の答え

は「ありません」です。私自身は、フットマッサージ屋さんで「外国人はお断り」と言われたこ

とが一度、ありますが、その時もお店の人は非常に友好的で不快な思いはしませんでした。 

私の知人の中には、「在宅勤務をしていると、ベトナム人の同僚が健康に気遣って、食べ物を

持ってきてくれた」とか、「顔なじみ食堂に行ったら大歓迎してくれて、おかずを一品余分につ

けてくれた」など、対照的な話を聞かせてくれた人もいます。「非常事態であるにも関わらず、

外国人に対して優しくしてくれるベトナムの人たちの暖かさ心にしみた」という人のほうが多い

と言えるでしょう。 

 

●ベトナムとの付き合いの深さが問われている 

こういう差が生じるのは、ベトナムとの付き合いの深さが違うからだと私は思います。「外国
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人であることを理由に避けられた」という体験談を書いている人は、私が見る限り、旅行者や短

期滞在者がほとんどです。書き手の中には私が面識のある人もいたのですが、いつもちょっと小

汚い格好をしていて、ベトナム人に対する見方が横柄でした。それだけに「避けられたのはあな

たのほうに原因があるのでは？」と思ってしまいます。 

「避けられたことがない」と回答してくれた私の知人は、いずれも長期滞在者です。皆さん、

ベトナムに対して感謝の気持を持って生活されているのはもちろん、ベトナム人の配偶者をお持

ちの方や、ベトナム語が達者な人もいます。ベトナム人は「外国人ではあるけれど、この人は自

分たちの同胞」という意識を持っているのではないでしょうか。他所者と同胞、両者の体験・情

報に差が出るのは当然です。 

「ベトナムの人は外国人である我々のことをよく観察しているな」と感じることがあります。

ベトナムのことをほめていても、それが口先だけなのか、それとも本音なのかを、非常に鋭く識

別しているのです。今回のコロナ騒動は、「普段からベトナム人としっかり交流しているかどう

か」が明確になるリトマス試験紙のような気がしています。 

 

●思い切った対策を打つ政府・たくましい庶民 

最後に、私の情報が信頼できるかどうかは、読者であるベトナミスト諸兄諸姉の判断に委ねる

として、私から見たベトナム・ホーチミンシティの情勢を紹介しておきたいと思います。 

皆さんご存知の通り、ベトナム政府は、新型コロナウイルスの拡散防止のために、非常に思い

切った対策を次々と打ち出しています。国外からベトナムへの入国を全面的に禁止にしたのは、

その好例でしょう。３月２４日（火）の午後には、ホーチミン市当局から「本日１８時以降、客

席が３０を超えるレストランの営業を禁止する」という指示が発令されました。 

次々と出される指示は、日常生活や商売に大きな影響が出る内容であるにも関わらず、常に急

です。しかし、ベトナムの人は落ち着いているなあと感じます。一時的かつ局地的に「買い出し

騒ぎ」はあったようですが、最近、スーパーやコンビニに様子を見に行っても、食料品をはじめ

とする生活必需品は十分に棚に並んでいます。屋台やカフェに行っても、ピリピリした雰囲気は

まるで感じません。こういう状況下でも笑顔が絶えないのは、すごいなと思います。 

今後、ベトナムの状況がどのように変わるのか、変わらないのかは、予測ができません。しか

し現時点で私は「ベトナム政府はよく頑張っているな」と見直すと同時に、「ベトナムの人は頼

もしいな」と心強く感じています。ともあれ、一日も早くこの騒ぎが終息し、ベトナムと日本を

気軽に往復できる日が戻ることを願っています。 

 

（中安昭人／ホーチミン市在住） 
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ベトナム留学報告書・その１７ 

 

１７－治安  

 

ベトナムに行ったことがない人に、治安のことをよく尋ねられますが、私は気をつけていれば大丈夫と

いつも答えます。私はでかける時、少しのお金を入れた小さな財布と携帯電話（ガラケー）だけをポケット

に入れて持ち歩きました。大学に行くときは、リュックに教科書などを入れて、バスに乗っている間は体

の前で持ちます。服装は、学生が着るような格好で出かけ、高級なものは身につけませんでした。その

ためかどうか分かりませんが、留学期間中に危ない目にあったことはありません。しかし、バスの中でカ

バンをナイフで切られたり、横断歩道でバイクに乗った人にネックレスを引っ張られて引きずられたり、と

いう怖い目にあった話を身近な人から聞きました。ホーチミン市の住んでいたゲストハウスでは、一度 

空き巣未遂が起こりました。犯人は、玄関先につけてある防犯カメラを見つけて諦めたようです。犯罪者

はベトナム人だけでなく、近隣諸国からの犯罪集団もいると聞きました。何も考えずに日本にいるような

気持ちで無防備でいると狙われると思います。今の話を聞くと、ベトナムが怖いと感じた方も多いかもし

れませんが、私はベトナム人はみんな、基本的に優しいと感じています。 

例えば、ハノイに着いてまもない頃、家からバス停まで向かうまでに、私はポケットにバス代として紙幣を

１枚準備していました。バス停に向かう途中に、バイクに乗った青年に大きな声で何か言われました。言

っているベトナム語が分からなく、それに少し怖く思って、無視をして歩き続けました。しかし、バス停に着

いてからバス代がなくなっていると気付き、思い返してみるとあのバイクの青年は「お金落としたよ！」と

言ってくれていた事に気づきました。彼の優しさを無視したことを反省しました。 

また、ホーチミン市で日本語教師のボランティアをしていた時、生徒はいつも私の家までバイクで来て、

送り迎えをしてくれました。しかしある時、私の家に来る途中でガソリンがなくなったようで、バイクを押し

て来ました。家の近所の人にガソリンスタンドが近くにないかと聞くと遠かったので、その人は自分のバ

イクのガソリンを抜いて無料で分けて入れてくれました。 

またある時、パーティーの後に友だちが呼んでお金も払ってくれたタクシーに乗って帰りました。ちょっ

と酔っていたからか、私は財布を車内に落として帰ったことを翌日も気づきませんでした。 タクシー運転

手から友だちに連絡があり教えてもらって、やっと財布がないことに気付きました。 そのタクシー運転手

は、友だちとやりとりしてわざわざ財布を持ってきてくれました。中身は、僅かなお金だけでしたが、財布

として使っていた物はプレゼントとしてもらった大事な物でした。日本では「落とした財布が戻ってくる」と

いう話を、親切な国の例えとして何度か聞いた事があります。  しかしベトナムでも同じようなことがある

と、多くの人に知ってほしいと思っています。（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 4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 4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 4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 4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 4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 4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 4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。 


