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◆巻頭言 164号◆ 

コロナの「教訓」に学ぶ 

（冨田 健次 ベトナミスト・クラブ代表） 

   

 「一寸先は闇」。よく言ったものです。常に心懸けてはいたものの、今回の事態にだけは本当に「闇」を

実感しました。正に「闇」の中にすっぽりとはまり込んで全く先が見えない、そんな感じです。 

 人類はいよいよ「自己淘汰」に入ったものと思われます。地球への負荷が最早、限界を超え、窒息寸前

に陥った地球がその「深呼吸」のために人類以外の生き物の力を借りて警告しているとしか思えません。

すべての生き物の共有の財産である筈の地球の資源を一人占めして使い尽くしつつある人類に対する

懲罰がいよいよ始まったのではないかと思うのです。 

 「地球が平和であるためにはどうすれば一番良いと思うか？」と、人知の粋を集めた AI ロボットに問うて

みると、「それは言うまでもなく地球上から人類が全ていなくなること」と即答したというのは余りにも有名な

話です。しかし、いくら「意志」を持ったロボットであっても「行動」はできません。「行動」には何らか他のモ

ノの力を借りるしかありません。そして選ばれたのが…？ 

 汚染度世界ナンバーワンと言われている国際都市ニューデリーの空にヒマヤラの嶺がポッカリと浮かび

上った映像には目を瞠りました。地球がいよいよ本物の深呼吸を始めたのでしょうか？急に空気がきれい

になって人がいなくなったと勘違いしたのか、動物達がモゾモゾと都会に現れ始めたとの報道も妙に納得

がいきます。放射能に冒され人間の住めなくなった福島の一区画が代わって動物たちの天国になってし

まった先例もあります。たとえ放射能に汚染された土地とは言え、人間がいなくなってしまえば他の生き物

には天国なのです。 

 「海はマイクロプラスチックのスープです！」。囁かれ始めてもう何年になるでしょうか？ 苦しむ生き物は

増える一方と言い、その害はいよいよ人間に帰って来つつあるとも言われています。プラスチックの原料

は、地球の地下からほぼ堀り尽くしつつあるあの石油であることを私たちは思い起こさなければなりません。

自身が生み出したこのプラスチック抜きには私達人間の生活は最早、成り立たなくなっています。 

 大型の飛行機が船が莫大な石油や天然ガスを燃やして地球上を縦横無尽に駆けめぐり、その出すあら

ゆる廃出物が、地球を覆う水に、地球を囲む空気に深刻なダメージを与えていることは賢い人間には分

からない筈はないのですが、有史以来、殊に産業革命以降、経済発展こそが人類の至上命題、至上の

幸福と思い込み、我を忘れてこの追及にひた走ってきたのが人類。「考える葦」の辿った運命です。「行き

着く所まで行かなければ絶対に分からない」とうそぶいていた私達人間の「行き着く所」がそろそろ見え始

めたようです。ここで引き返す勇気を持てるか否かが、今後の人類の「行く末」を決めるのではないかと思

います。いや「行く末」などはなくこの地球上に生き残れるのか否か、生き残って良いのか否かを決するの

だと思います。 

 英語の present,、presenceは essence「精髄」「本質」の語の語根 esse-「存在」に接頭辞 pre-「前」が付い



モン・ナム 第 164 号 2020 年 6 月 1 日 

 

3 

た語群で正に「目の前に存る＝在る」つまり「現存」や「現在」で、時に具体的に「出席している」などと使わ

れることはよく知られています。逆に、absent、接頭辞 ab-「離れた」を冠すると「目の前にはいなくて離れて

存る」「欠席している」となる訳です。最近、流行の日本語「プレゼン」の元となった presentation は「目の前

に表す」「呈示する」「発表する」の意ですが、元々は「プレゼントを渡す」「贈呈する」の意で用いられてい

て、「自分の意を目の前に見える形で表す」ことであり、中でも「感謝の意の現れ」が「プレゼント」なのでし

ょう。presentを preの部分を強く発音すると「プレゼント」そのもの、sentの部分を強く発音するとプレゼント

を「贈る」「贈り物する」の意になるのだ、と昔、しつこく英語の先生から教わった覚えがあります。つまり、

「意を現（げん）に表す」と「意の現れ」そのもののことです。翻って考えれば、present そのものが「現在」

「現に在る」「現存する」ことであり、この世に「現存」することを喜び、恐らく人間を造り出してくれた「造物

主」である神に対する感謝の意を表（おもて）に表（あらわ）すことだったのでしょう。西欧人達は人間は「造

物主」(the creator)の造られた「造物」（creature）であり、「造物主」からの present であると考えていたのか

も知れません。 

 「現存する」「現存させてもらっている」ことに対する感謝の念が薄れ、傲慢にも神の分野に属する原子

核分裂にまで手を出し、神の摂理に逆らって生きようとするその生き方にそろそろ限界が来たのだと思い

ます。キリストの教えに根差す生き方を体現する最先鋭のアメリカこそがその象徴で、アメリカの現状は神

の懲罰のような気がします。日本ではこれを「罰（ばち）が当った」などと陳腐に言いますが、これが真情で

す。いやアメリカだけではありません。同じ「穴のムジナ」は日本も含めた地球上の全人類です。 

 神が造ったのは人間だけではありません。地球上のあらゆる生き物、いや自然そのものも神の「造物」で

す。同じ「造物」であるその自然を「力づく」で制圧して人間に従わせようとして来たのが人類の生き方。一

人（？）しかいない神の御名の下、ひとつしかない「正義」の旗を掲げて世界を、そして自然を征服しようと

して来たのが主として欧米人です。「力づく」「力まかせ」のために最強の鉄製の武器が数々、産み出され、

遂には人と人が闘う戦争の手段となり、その発展のためにコンピューターや無人攻撃器ドローンまでもが

産み出されて来たことは誰もが知っています。私達は人や自然を征圧する手段の「おこぼれ」を有難く押

し抱いて生活しているに過ぎません。「便利」の追求は人間をここまで連れて来てしまいました。英語の

convenient は con-「共に」-venient「来る」です。「便利」を追求して一体、誰と一緒にここまで歩いて来た

のでしょう？「一緒に来れば恐いものはない？」 

 日本は天変地異の国。天を畏れ、神を畏れて生きて来ました。天を、自然を「力づくで」征圧しようなどと

いう大それたことなど毛頭考えたことはありません。ただひたすら自然を畏れ、自然と共に、自然の声に耳

を傾けながら生きて来ました。大地を耕し、大地に根を張り、みんなで力を合わせ、手を携えて生きて来た

筈です。西欧に追随して時に人の領域を冒したりもしましたが、今はこれもすっぱりと手を切り、手にした

武器を捨て、人とは闘わず自然とのみ闘って生きていくことを選んだ筈です。日本人こそが世界の全人類

の生き方のモデルになる筈です。人類が人と人との争いのための全ての武器を捨て、手を携えて自然と

の闘いのみに集中することが世界平和そして地球平和の根本です。 
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 今こそこれまでの誤った生き方、人類の生き様そのものを反省し、人類の真の「生き方」に立ち帰る時で

す。コロナの教えは神の教えかも知れません。この教訓に耳を傾けるのか無視するのかで人類の「行く

末」は決まるような気がします。コロナは自然そのものです。自然と共に生きること、地球上のあらゆる生き

物と共に生きていく覚悟を決めること、それしかほかに道はないと思います。 

 

べトナミスト・イベント予告 

 

●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、7月～9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・30日（通常 全 10回） 

7月 7・14・21・28日／8月 4・11・18・25日／9月 1・8・15・29日（通常 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・23・30日／6月 6・13・20・27日（通常 全 10回） 

7月 4・11・18・25日／8月 8・22・29日／9月 5・12・19・26日（通常 全 10回） 

※5月 23日からの振替分に御注意下さい。 

※土曜日分はまだ 1回不足しておりますが、決まり次第お知らせいたします。 
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※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］ 現在休止中。 

 

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）：6月 5日（金）より再開 

（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 

※八尾市生涯学習センターが 8月末まで休止のため場所変更あり。アフターも流動的。 

 

●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。 
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●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 

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 
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●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） 

 

（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● 

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） 

 

ベトナム仏教美術の旅 ２０２０年２月１日～２月７日 

発表者  辻田順一（国際交流サービス） 

Ⅰ．はじめに 

自己紹介を兼ねてベトナム渡航歴 

１．２000年 6月 16日～6月 23日 魅惑のベトナム周遊  

ホーチミン、ハロン、ハノイ、フエ、ダナン 

２．２001年 9月 22日～9月 29日 ベトナム縦断の旅  

ハノイ、フエ、ホイアン、ダナン、ホーチミン，ミト 

３. 2002年 1月 27日～2月 4日 中国広西からベトナムへ 

  広州、南寧、南寧✈ハノイ、フエ、ホイアン、ホーチミン 

４．2003年 1月 21日～1月 26日 ベトナム北部の少数民族と古い町を訪ねて  

広州✈ハノイ、マイチャウ、ホアルー、ハロン、ハノイ✈広州 



モン・ナム 第 164 号 2020 年 6 月 1 日 

 

9 

５．2004年年 8月 16日～8月 23日 山水画の世界・桂林とベトナム 

 （ハノイと海の桂林・ハロン湾）広州✈ハノイ、ハロン、ハノイ✈南寧、桂林、広州 

６. 2008年 9月 10日～9月 17日 ベトナムの世界遺産を訪ねて 

  ハノイ、ハロン、フエ、ホイアン、ミーソン遺跡、ダナン 

７．2011年 1月 29日～2月 6日 ベトナムと中国雲南省の少数民族  

ハノイ、ハロン、ハノイ✈昆明、広南県、文山市、昆明 

８．2014年 2月 10日～2月 17日 中国雲南省からベトナムへ（国境越え）の旅  

昆明、蒙自市、河口県---ラオカイ，ニンビン、ハノイ 

９．2015年 12月 18日～12月 24日 ベトナムの世界遺産を訪ねて 

  ダナン、ミーソン遺跡、ホイアン、フエ、ハノイ 

10．2016年 10月 12日～10月 17日 ベトナムの世界遺産を訪ねて  

  ハノイ、コーロア城遺跡、チャンアン、ニンビン、ホー王朝遺跡 

11．2018年 2月 27日～3月 5日 ベトナム南部の遺跡とカンボジア国境越えの旅 

  ホーチミン、カントー、オケオ遺跡、チャウドック🚤プノンペン 

12．2019年 1月 18日～1月 24日 ベトナムの世界遺産を訪ねて  

  ダナン、ミーソン遺跡、ホイアン、フエ、ハノイ 

13．今回の 2020年 2月 1日～2月 7日 ベトナム仏教美術の旅 

  ハノイ５連泊 7日間 

 

Ⅱ．仏さまの種類 

【如来】 

 仏教の中で最高の存在が如来。 

 「悟りを開いたもの＝仏陀」を指し、本来は仏教を開いたお釈迦さまの姿を映したもの。 

後にお釈迦さま以外の仏陀も如来としてまつられるようになる。阿弥陀如来、薬師如来、毘盧遮

那如来など。出家成道後の姿で現し、髪も結わず、装飾もつけない。 

【菩薩】 

悟り（菩提）を求めるもの（薩埵）という意味。 

 仏陀になることが予定されていて、世のため人のために修行するもの。お釈迦さまの成道前の

姿、つまり王子シッダールタがモデル。冠や腕輪などの装身具をつけている。 

 ・千手千眼観自在菩薩、 

 ・普賢菩薩（仏の理性を示す菩薩、白象に乗る姿）、 

 ・文殊菩薩（仏の知恵を象徴する菩薩、獅子に乗る姿） 

【明王】 
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 明王は密教に特有の仏さまで、ルーツをたどればもともとはヒンドゥー教の神様。その多くは

猛烈に怒った恐ろし気な姿でそのモデルは、武勇に優れていたといわれる。王子のころのお釈迦

さまと考えられている。 

【天】 

 古代インドの神々が、仏教に護法神として取り入れられたもの。 

 梵天、帝釈天、四天王 

Ⅲ．天神地祇 

天神地祇とは、道教由来の言葉で、天神は天の神々、地祇は土地の神々を表し、あわせてすべて

の神々という意味。神祇信仰とも言い、太陽や月、星々に、雲や雷や風などの天空の存在や現象

それぞれに神を見出す。 

Ⅳ．国際交流サービス オリジナル企画 

 ベトナム仏教美術の旅（ハノイ 5連泊）7日間の 50ページからなる日程表の資料から、寺院の

仏像に関しての説明を行う。 

Ⅴ．ドンラム村の古い井戸に記された「一片氷心」から、漢詩の紹介 

 「芙蓉楼送辛漸」王昌齢－[盛唐] 七言絶句 

 寒雨連江夜入呉 

 平明送客楚山孤 

 洛陽親友如相問 

 一片氷心在玉壺 

 【訳】寒々とした雨が川面に注ぎ、夜になって呉の地へと降ってきた。 

明け方君を見送れば、雨上がりの眺めの中にポツンと一つ、楚の山が見える。 

    洛陽に着いて、友人たちに私のことを聞かれたら、こう伝えてくれたまえ。 

「王昌齢は、一つの氷が玉の壺の中にあるような心境だ」と。 

 

（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
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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）： 

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。   
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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２０ 

 

第２０回 社会封鎖のホーチミン市で何が起こっていたか 

 

前回に続いて新型コロナウイルスの話で恐縮です。ベトナミスト諸兄諸姉の皆様はご存知の通り、

ベトナムは３月２８日午前０時から「市民の外出を最大限制限する」、いわゆる「社会封鎖」が

始まりました。数日後にはさらに厳しくなり、「４月１日から全ての国民は自宅に待機せよ」と

いう指示が首相から出されています。「外出禁止令」と言い換えていいでしょう。これが緩和さ

れたのは４月２３日のこと。社会封鎖は約１か月間続いたことになります。その間、ホーチミン

市では何が起こっていたのか。私の見聞きした狭い範囲の情報ではありますが、皆様にお伝えし

たいと思います。 

 

●市内中心部と下町では様子が違う 

社会封鎖が始まって以降、普段は多くの人で賑わうドンコイ通り界隈など市内中心部から、人の

姿が消えたそうです。知り合いが Facebookや Twitterに投稿しているゴーストタウンのような写

真を見て、私は２つの驚きを感じました。 

 

１つは人の姿が見えないことによる驚き、もう１つは、私の住んでいるビンタン（Binh Thanh）

区との違いに対する驚きです。外出が禁止された後も、生鮮食料品や薬局は営業を許可されてい

ました。私が食品の補充のために外に出ると、路地の奥にある我が家周辺の青空市場は、普段と

大差ないほどお客さんが来ているのです。驚きました。 

この情景を見て思い出したのが「王様の掟も村の垣根を超えない」というベトナムのことわざで

す。路地裏に住んでいると「路地の中は家の延長」のような感覚になります。路地の中では若い

女性が化粧もせず寝間着姿で歩いていたり、ヘルメットをかぶらずにバイクに乗っていたりする

のは、珍しくありません。路地裏の住人には「路地の外に出なければ、外出禁止令を破ったこと
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にはならない」という意識が働いていたのかなと推測しています。 

我が家のある路地裏には狭い家が多く、夕食時になると家の前の道に机を出して食事をしている

家族の姿を見かけます。社会封鎖期間中、もちろん人が密集する宴会は禁止されていました。し

かし路上に机を出して食事をしている人たちが「家族で夕食をとっている」のか「宴会をしてい

る」のか、見ただけでは区別ができないでしょう。公安も、表通りでの宴会は取り締まっても、

路地の中までは取り締まりには来ませんでした。 

 

●豊富な食料品、行き渡る医療用マスク 

コロナウイルス感染者が再発したときには、「社会封鎖が実施されたら、食料品も手に入らなく

なる」と米やインスタントラーメンなど、保存の効く食料品を買いだめする市民の姿が見られま

した。しかしこれは一時的かつ局地的に終わったようです。 

というのも、社会封鎖後も食料品は市場にたっぷり出回っており、それを見ていたら「食べ物が

なくなるかも」という不安の入り込む余地などなかったからです。食料自給率（穀物）が１１７％

というベトナムの底力を見た気がしました。ちなみに我が日本は２８％程度だそうです。 

日本では品薄が叫ばれ、買い占め問題が発生した医療用マスクも、基本的には不自由しませんで

した。ベトナム政府から私の携帯電話に届いたショートメッセージでは「政府は生活必需品の供

給を確保します」と約束していましたが、それが守られていた感じです。私のよく行くカフェの

１つでは、「ご自由にお持ちください」と書かれた札と共に、カウンターに医療用マスクが積ん

であったほどです。それでも１人で何枚も持っていく人はいませんでした。 

食料品はともかく、日本に比べて物の流通量が少ないはずのベトナムで、この非常事態に「品不

足」を感じることがなかったのは不思議です。理由の一つは、流通のバランスが良かったからで

はないでしょうか。 

報道を見ると、日本では一生かかっても使い切れないほどのマスクを備蓄している人がいる一方

で、マスクを本当に必要とする医療現場では足りなくて困っている、というようなアンバランス

があったようです。ベトナムでは、限度を超えてマスクを買い込むような人の話は、少なくとも

私は一度も耳にしませんでした。 

 

●政府を信じないし、アテにもしない 

コロナ騒動の初期、周囲のベトナム人を見ていて興味深かく感じたのは、政府の発表をまったく

信じていなかったことです。例えば新規感染者ゼロが続いていた時期にも、「この数字はウソ。

政府が操作している。本当はもっとたくさん感染者がいるはず」というベトナム人が少なくあり

ませんでした。これは私の住んでいる南部が、普段から政府に対して批判的な人が多いことも理

由の一つだろうと思います。 
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コロナウイルスの封じ込めにベトナムが成功したことは、世界的にも評価されていると言えるで

しょう。コロナウイルス感染者数上位１５０か国の中で、いまだに死者ゼロを維持しているのは、

ベトナム（感染者数３２７人）とルワンダ（同３２５人）だけです（５月２５日現在）。 

にも関わらず、私の周囲のベトナムの人たちは、政府の対応をまったくと言っていいほど評価し

ていません。相変わらず「実は死者が出ているが、政府は別の原因で死んだことにしている」な

ど、徹頭徹尾疑っているのです。 

ただベトナムと日本を比べて違うように感じるのは、ベトナム国民が政府を信じないと同時に、

アテにもしていないのに対し、日本国民は政府を信じていないのに、政府に対して「あれをやっ

て欲しい」「こういう対策を講じるべき」など、政府への注文が多いように見えることです。ど

ちらがいいかはともかく、ベトナムの人たちの姿勢は、私には潔く感じられました。 

 

●あとは外国人の入国許可を残すのみ 

４月２３日に社会封鎖の緩和が発表された直後、我が家の近所の人達は、まるで２回目のテトが

来たみたいに、みんな浮かれていました。社会封鎖の「解除」ではなく「緩和」に過ぎず、居酒

屋などの営業はまだ禁止されていたにも関わらず、そんなのは一切関係なし。いたるところで宴

会が開かれていました。それから約１か月が経ち、一時の興奮状態からさめて、ようやく日常生

活が復活した感じがします。今振り返ると、社会封鎖が１か月も続いていたことが信じられない

くらいです。 

ただ外国人の入国はまだ禁止されたままで、日本人も同様です。これが解除され、再び外国から

の観光客や出張者を迎え入れることができるようになるのは、いつのことでしょうか。その日が

待ち遠しいです。 

（中安昭人／ホーチミン市在住） 

 

ベトナム留学報告書・その１８ 

 

１８－エアロビクス 

 

家のすぐ近くの公園では、夜になると真っ暗の中、屋台がたくさん出店し、初めは少し気持ち悪く思っ

たほど、人や椅子などでいっぱいになります。カラオケ、ハーモニカサークル、バトミントン、社交ダンスや

学校の発表会の練習等々、様々な団体、親子、個人が公園で思い思いの時間を過ごしています。公園

は、憩いの場であり情報交換や涼む場であり、ベトナム人にとって日常の大きな部分をしめる場所なの

だと思います。 

その中でも一際目立つ集団が、ベトナム式エアロビクスをしている人たちです。日本のエアロビのイメ
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ージとは比べものにならないくらい激しくキレのいい動きでお腹をくねらせ、先生の声が吹き込まれた音

楽に合わせて踊っています。それも、ものすごい大音量です。周りは割と高級と聞いていた住宅街に囲

まれているのですがお構いなしです。 

運動不足を解消したいと考えていた私は、仲良くなった公園屋台カフェのおばさん Thanh さんに、 あ

のエアロビに参加したい旨を伝えると、先生のところへ連れていって紹介してくれました。先生はそこそこ

の年齢だと思うのですが、美しく無駄のない仕上がった体と１時間とどまる事のない機敏な完璧な動き

は尊敬に値するものでした。月曜から土曜まで、２０時になるとどこからともなく５０人くらい（推定２０〜７

０代）の女性が集まってきて３、４列をなして踊ります。暗闇の中でのその一体感のある姿は圧巻で、そ

の列の合間を時々三輪車の子どもが走り抜けるというシュールな光景。必死さとあどけなさのアンバラン

スさがとても可笑しい光景でした。しかし、自分もその一員になっていることに気づくと、ベトナムに到着し

てから早い段階だったので、これこそベトナムに溶け込んでいるのかも！と、とても嬉しくなった瞬間でも

ありました。 

なによりも参加者のおばちゃん達は、私は日本人でベトナム語が分からないと言っても、そんなことは

少しも構わず大きな声でひたすら話しかけてきます。ベトナム語のリスニング練習には大変ありがたい

のですが、音楽が始まっても関係なく話は続きます･･･ 時々、おばちゃん同士の口喧嘩や他の団体との

いざこざ、連れてきた子どものことなどでざわつくこともありますが、先生は至って冷静に踊り続けます。

先生は、昼は服飾デザインの仕事をしているのですが、夜はボランティアでみんなの先頭に立って踊り

に来てくれます。先生は、初めは私からお金を受け取らず、「健康のためだから、とりあえず参加してみ

て考えて。がんばってね！」と言ってくださりました。このエアロビクスは、流行なのか、ベトナム中の至る

所で行われているのを見ました。（次号に続く） 

 

（山中 昌子） 

 

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 6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） 
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●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 6月 1日現在 530,208円 

  ★「コロナ撲滅支援基金」（臨時）開設！ 「かっぱ天国ベトナムから天国のカッパを世界の病 

院へ」運動への支援基金として使わせていただいています。既に大阪をはじめ東京、京都、兵庫 

富山等の医療機関にかっぱのみならず防護服を贈り続けています。 

 2020年 6月 1日現在 1,025,000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 6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 6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 6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 6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） 

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 6月 1日現在 49,312円 
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※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。 

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◎ 
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◎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。 


