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◆巻頭言 165号◆ 

漢字「繭」に見る中国語・日本語縦書きの伝統 

（冨田 健次 ベトナミスト・クラブ代表） 

   

 動物の「らくだ」はベトナム語では lạc đà、「さばく」は sa mạc。音がよく似ているのは両言

語とも元々、中国語の「駱駝」「砂漠」の語を借りてそれをその当時、聞こえたまま自分のことば

で読み上げて定着させて今日まで伝えているからです。今では両国民とも「らくだ」lạc đà、「さ

ばく」sa mạc と口にし、耳にするだけでそれがどんな物、どんな情景を指して言おうとしている

のか、条件反射的に脳裏にイメージ（像）を結ぶことができるはずです。この言葉を既に学んだ

ことがある人なら子供でも。別にそれがどんな漢字語に由来するかなど全く関係ありません。逆

に言えば、本物の「らくだ」や「さばく」を見て、それを即座に音にして「らくだ」「さばく」と

口にするはずです。物と音が中国語を介して一直線に結びついている証拠です。 

 ところで、ベトナム人は音と表記をピッタリ同じにして lạc đà 、sa mạc と文字化してその通り

に発音してそれで終わりですが、日本人の場合は「ラクダ」、「らくだ」、「さばく」、「サバク」の

様に音を文字にする際も二種類あり、いずれかを選ばなければなりませんし、子供の頃はそれだ

けで良いのですが、成長するにつれて、その元である中国語の表記、すなわち漢字で書くことを

半ば強制されます。平仮名やカタカナで表記すると、「幼稚」で「教養がない」と断じられること

すらあります。そうして強制的に覚えさせられるのが漢字「駱駝」「砂漠」です。「らくだ」「さば

く」と口にし、耳にして脳裏に結ぶ実際のイメージ（像）とは異なる、もう一つの別のイメージ、

即ち中国人がその二つのものに抱いたイメージを言語化した「名札」、「ラベル」のようなものを

自動的に思い浮かべることを強要される仕組みにこの言語ではなっているのです。今のローマ字

表記を獲得する以前のベトナムの知識人も実は同様だったのでしょうが、今はその作業から完全

に免れていますので、精神的に「楽だ」の世界です。漢字などさっさと捨てて早く楽になれば、

と言うのがベトナムの友人たちのアドバイスですが、実にもっともなことです。 

 しかし、悪いことばかりではありません。この様に音を口にし、耳にする時に、私たち日本人

は本物の「らくだ」や「さばく」をイメージすると同時に、その「名札」にこめられた中国人の

イメージを自動的に追体験することができるのですから、これはこれで凄いことなのです。まる

で「展覧会の絵」のように、絵と絵の下につけられたキャプションを同時に見る感覚です。大和

言葉でさえも、例えば「やま」→「山」、「かわ」→「川」と漢字をあてがっておけば、本物の「や

ま」や「かわ」のイメージだけでなく、その「名札」にこめられた中国人の言わば「水墨画的」

イメージ「山」や「川」を追体験できるのです。抽象的な概念でも大丈夫。例えば「うえ」→「上」、

「した」→「下」などの漢字が醸し出すイメージのパターン化を経験できます。逆に言えば、私

達日本人は漢字のお蔭で様々なイメージを即座にパターン化しスケッチすることができるように
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なっているのです。 

 更に言えば、音を口にし、耳にするまでもなく、その物や情景に中国人が与えた「名札」、例え

ば「山」「川」「上」「下」や「馬」や「牛」までも、そのスケッチを通して本物をイメージするこ

とが可能になっています。しかもそれをどのように読み上げようが全く関係なく、つまり音を介

在させることなく、まるで「絵」そのものとして捉えることができるのです。 

 この様に、音を介在させずに漢字からイメージ、或いはメッセージを直接受け取ることができ

るようになったことは、私たちには全くの福音でした。抽象的なイメージやパッション（情感）

までも一瞬のうちに言語化、文字化して与えてくれるのですからこんなに有難いことはありませ

ん。これは中国の周辺にいたあらゆる民族、まだ文字と言う表現手段を持たない「蛮族」には共

通の恩恵だったはずです。 

 それらの「蛮族」の中でも、海を隔てて最も遠くにあった大和民族のみが、その恩恵を最大限

に生かして自らの言語に取り込んだ民族であることは特筆して良いのではないかと思います。「名

札」は「名札」として十分に尊重し、更にその上、その原理を借りて自ら「峠」とか「榊」「畑」

や「辻」などのいわゆる「国字」と言われる漢字までも追加し、近々にはヨーロッパの様々な観

念や概念までもちゃんと漢字化して、例えば「文化」や「政治」、「広場」や「立場」などの語彙

として本家に返してやったりもしています。古代には、中国人の「名札」の表す様々なイメージ

つまり「意味」を全く無視してその音の響きのみに着目して日本語の単純な音にあてはめてみる

という作業を繰り返して遂に「万葉仮名」なるものを発明し、それを簡略化、体系化して、日本

語「５１音表」を完成させました。それが「平仮名」でした。漢字が与えようとするイメージを

全く無視して日本語の音（正しくは音節）に当てはめるという大事業を成し遂げた唯一の「蛮族」

になったのです。「安」を「あ」に、「以」を「い」に、「宇」を「う」に、という具合にです。更

に漢文読みの便法として、その「傍（かたわら）」に振られるルビつまり「傍点」としての「カタ

カナ」まで編み出したのです。「阿」を「ア」、「伊」を「イ」、「ウ」は平仮名とおなじ「宇」から、

等々。物や概念を表す「名札」はちゃんと残して、その他の部分、つまり各種の言語的事象はこ

の二つの文字に担わせるという、実に見事な分業体制を確立して今日に至っているのです。これ

は最早、「道 （どう）」の域です。 

 このように「名札」は「名札」できちんと残し、またその原理を尊重して更にその「名札」を

精錬し昇華させて本家に返し、貢献した「蛮族」は私達大和民族以外にありません。漢字を単な

る記号としてではなく、まさに「智恵の結晶」と捉えて深く学習し、その洞察のもと大和言葉ま

で漢字に託して表記しようとしたのも日本人です。その作業のお蔭で私達大和民族が、様々なイ

メージ、様々なパッション（情感）までも瞬時にパターン化できる能力を涵養できたことは間違

いありません。 

 そのことが実は日本のあの漫画文化の異様な発展を促した一つの要因になっていることを私は
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前に何度か書きました。世の中の森羅万象はこのパターン化（様式化）によって漢字として昇華

されるのと全く同じ作業が漫画作成過程にもなされ、それがひとコマとなってスケッチされるの

です。つまり、漫画のコマは一つの漢字なのです。日本人の漫画家は世界一のスピードで漫画を

書き（描き）、読者は世界一のスピードで、正に「目にも止まらぬ」速さで漫画を読む、いや「見

る」ことができる能力を持つのは、実は、私達が、日常、漢字・仮名混り文に慣れ親しんでいる

からなのです。漢字をひとコマにして、つなぎの平仮名・片仮名は別に読まなくても「流す」だ

けで実は作者の意図は十分に汲み取れる仕組みになっているのです。一言も発することなく漫画

で小説を書くことが可能ですし、コトバがない漫画で十分に小説が読め（見られ）ます。展覧会

の絵を順番にキャプションなしで眺めてひとつのストーリーを辿れるようなものです。 

 「一言も発することなく」ではあまりにも寂しいと言うのでせめて擬音語や擬態語ぐらいは入

れようか、となり「ガーッ」とか「バーン」とか音が入ることがあります。更に「言葉足らず」

を感じれば「吹き出し」があり、これがこのコマのキャプションのようになります。日本語の漢

字・仮名混り文で言うと仮名書きに当たります。コマの連なりだけで、また漢字の羅列だけで十

分意味は取れるのに、不足のコトバを吹き出しや、平仮名で補っていることになるのでしょう。

この日本人の特技は今日、アニメやゲームの世界にも十分に発揮されているものと考えられます。

「吹き替え」はほぼ不要な世界です。 

 しかし、この「一言も発することなく」が残念ながら「負の遺産」となっていることにも私達

は目を向けなければなりません。世の森羅万象をパターン化、視覚化できることは、実は視覚偏

重をもたらしてしまう危険性を孕んでいることを私たちは忘れてはなりません。最近、蚕（かい

こ）の作る「まゆ」と言う日本語を漢字でどう書くか改めて思い出して本当にギョッとしてしま

いました。「繭」です。蚕という「虫が草を食べて吐き出した糸で身を覆う」をたったの一字で表

現していると言うのですから本当にビックリです。漫画のひとコマそのものではありません

か？！この様な漢字を深く深く学んだ「蛮族」日本人が自分のコトバを音で再現することを諦め

視覚資料に託す決心をしたのも実は漢字との運命的出会いであったことにあらためて気付かされ

るのです。この漢字を「まゆ」と訓読みしようが「ケン」と音読みしようが、「そんなの関係ねえ！」

です。第一、「ケン」などの「読み」（ベトナム語では kiển＞kén です）を知っている日本人がど

れ程いるでしょうか？ヤマトコトバの「まゆ」に相応しい見事な漢字を「それイタダキ！」で、

版権料すら日本人は払っていません。 

 つまり、漢字を音・訓両用に用いていたらその裏付けである音（オト）が何であったかは全く

関係ないのです。文章として書かれた「蚕の蛹が吐く糸が繭と成り、その繭から生糸が紡がれる」

から試しに平仮名を外してみましょう。「蚕蛹吐糸繭成繭生糸紡」ほぼ漫画と同じ世界です。一旦、

「まゆ」を表記する視覚手段を獲得したら、その大和言葉の「まゆ」という聴覚音がどこから来

たのか、どうしてそのモノを「まゆ」と呼ぶのかなど考えることを私たちは全く止めてしまいま
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す。どう「書くか（描くか）？」だけで安心してしまうのです。「まゆ」が「眉（まゆ）」に似て

るな、ぐらいは思うかも知れませんが、それ以上の追及は普通の日本人はしません。眉（まゆ）

が眉毛（まゆげ）つまり「目（ま）上（うえ）毛（げ）」の省略形であり、繭（まゆ）はその喩え

ではないかと言われても、「眉に唾する」だけで一向に関心を向けてくれません。大和言葉の語源、

由来がどんどん忘れ去られてしまう所以です。 

 私達大和民族は自分たちが発する音、聞こえる音に余りにも無頓着になり過ぎなのです。その

原因が余りにも便利な漢字の獲得にあったことは余りにも自明なことですが、これではまるで繭

の中の蚕の蛹（さなぎ）のようなもので、繭の中では生きられますが、繭を破ったら生きられま

せん。井の中の蛙（かわず）も大海を知らなければなりません。視覚資料のみで日本の中で「以

心伝心」を生きるのみでは今は許される時代ではありません。「大海」とは聴覚資料の「海」です。

音（おと）です。世界中から「井の中」に、聞いたこともない音が押し寄せて来ているのです。

目で見る資料ではとても処理できません。音をかろうじて表す平仮名や片仮名でこれを写し取ろ

うとしてもとうてい無理です。虫の音に敏感な日本人がどうして人間の発する音に鈍感なのでし

ょう。いや、耳も口も磨かなければ鈍感なままなのです。 

 閑話休題。「繭」の漢字を覚えてやろうと昔、何度も試みたのですが、稀代の方向音痴には、ど

うしても「糸」と「虫」が左右逆になってしまうのです。しかし、それは自分の方向音痴のせい

ではなく、やはり「虫」が「糸」を吐いて覆いを作るのだから、「虫」を先に書くべきなのではな

いか、この漢字自体が不合理なのではないかと自分を正当化して澄ましていました。そんな風に

この漢字字体（自体）をさんざん非難したある呑み会の帰り道、自分の考えが何と浅はかであっ

たのかにハタと気が付き、自責の念に駆られました。漢字はそれが作られてから今日までずっと

縦書きであったことに今更ながら気が付いたのです。勿論、日本語も昔からずっとこれに倣って

縦書きが伝統です。つまり、縦書きにして右から左へと行を追って行くのです。つまり、我々の

視線は常に右から左へと移動していくのが伝統であり、西洋のローマ字書きとは逆向きの筈です。

戦争以前は商店などの看板も縦書きが主流で、横書きにされても右から左へと、西洋式とは逆に

書かれるのが原則だったはずです。今でも新聞のコラムはずっと縦書きで、縦に読み終わったら

目を左へと移してまた縦に読むという運動を繰り返しています。新聞を読まずパソコンでニュー

スなどを横書きで見る若者が増えたらこの習慣はなくなるのかな、と思ったりしますが、いやい

やそんなことは全くの杞憂です。例の漫画があります！日本の漫画は今も相変わらず日本語表記

と同じく、縦書きのコマ送りが原則です。世界の人々にはさぞや見にくいだろうと同情します。

中国語、日本語の表記法はこうして今尚、これからもしっかりと受け継がれていきます。しかも

そのコマの中身を見ると、何と吹き出しの言葉やナレーションまでもが縦書きで右から左へ追う

ように普通、できているのです。目は必ず右から左へと送られて理解されるようにできています。

二人の会話であれば右を読んでから左へと移らないと逆では成り立たなくなっているのです。西
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洋語に翻訳された漫画（実は翻訳されているのは「吹き出し」の言葉のみ）を見てみると、吹き

出しの縦書きの文は、翻訳されて横書きになっていて、二人の会話なら右側の人の吹き出しを左

から右に辿った後に、また左側の人の吹き出しのことばに目を移して同じ動作を繰り返すことに

なります。視線が混線してやはり外国人には日本式の漫画は読み辛いだろうと思います。 

 本題の「繭」の漢字ですが、漢字が漫画のひとコマに当たるとすれば、このコマも実は右から

左へ視線を動かすことで理解すべきで、それならば「虫」が先で「糸」が後であり、極めて合理

的に見えるのです。漢字自体が視線を右から左へ移して理解することになっているのではないか

と考えるからです。 

 しかし、よくよく考えると、漢字の「筆順」は、現在は左から右、上から下へが通常です。「木」

の漢字を書く時を思い浮かべれば一目瞭然です。「左」優先、「上」優先は自明に思えます。例え

ば「功」という漢字や「攻」という漢字を見ると、「工」の部分、ベトナム語では công と読む音

を重視した部分（音符と言います）、しかも昔は今の「石工」の語に見られる様に石を「貫く」仕

事（はたらき）の意味までも暗示されていて、いわゆる「偏（へん）」に当たる右側の「力」や「攵」

より重要と思われます。しかし、「虹」や「肛」の漢字は、逆でその重要な部分が右側に来ていま

す。こう言う漢字を「形声文字」と呼びますが、左側の「偏」が意味を表す「意符」、右側の「旁

（つくり）」が「音符」と呼ばれる音を表す部分であり、この種の漢字が一番多い様です。この場

合、書く時はやはり左側の偏から書くのですが、より重要なのは右側の旁ではないかと思われま

す。「工」は音符と言われながらも、上の「功」や「攻」同様、何かを「貫く」「はたらき」を表

していることは一目瞭然です。それに「月」（もともと「肉」の略体であり動物や人間の体や体の

一部を表していて慣用的に「肉月」と呼んでいます）をつけて動物の体の一部を暗示したり（肛）、

「虫」（虫ではなく蛇そのものを形どった字）を付して恐らく龍のようなものの連想をねらったり

したもの（虹）でしょう。 

 つまり筆記する時は確かに左から書くのですが、重要な部分は右であり、視線は右側から入っ

て左で「限定」する作業を繰り返していると言うことでしょうか。「紅」や「江」などもそうでし

ょう。逆に「工」が左側に来る、先の「功」や「攻」はやや「工」の働きが鈍るのでしょうか。

よく似た「巧」などは、実は音がベトナム語で xảo と全く異なり、「工」は「旁」つまり音符では

なく「偏」つまり意符に転じていると言うのです。こうなると音こそ全く表しませんが、「石工の

たくみさ」の意味は十分に暗示していると思います。 

 だいぶ頭が混乱して来ましたので、少し整理すると、漢字の原初は、音と意味は一体で、「貫く」

「突き通る」語（công のような音）を文字化する時、「工」（天と地を貫いている図？）と描いた

のでしょう。体を貫いた一本の筒の最後の出口も công なる音で呼んだのでしょうが、他の công

と区別するために、肉月を符牒のように付け足して「肛」と書くようにしたのでしょう。つまり

「工」と書いた後に、「月」を付す。筆順も元来はそう言うものだったのではないかと想像します。
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「虹」の場合も同様に、「工」（この場合は今はベトナム語音では少し音が異なり hồng になって

います）と呼んで、天の虫（蛇＝龍）を意識して、「虫」の字を横に付したのでしょう。いずれに

しろ、原初は音と意味は一体のもので、後に更に大まかな意味を表す意符なるものを符牒の様に

つけたと言うのが実相だと思います。 

 上、下も全く同じで、「工」を上に書く「貢」（cống）では「工」だけでは区別しにくいので「貝」

（貨幣でみつぐ？）を符牒として付け足したのでしょう。「工」を下に書く「空」（không）は「穴」

（天にぽっかり空いた穴？）を主とし下の「工」はむしろ付け足しなのでしょうか？ 左右の場合

は、右が重要でありながら左から書く矛盾がありますが、上下に関してはこの矛盾は起きません。 

 面白いのは、「脇」と「脅」の字です。「肉月」が左側にあるのと下にあるのとで、私たちは全

く異なる字であり、意味も全く違うと思い込んでいますが、どちらも実は全く同じ字で、「脇腹」

は「脇」（ベトナム語ではいずれも hiệp）と書き「脇腹にナイフのようなものをつきつけて脅す＝

脅迫する」の時は「脅」と書く習慣になっているだけで、両字の重要性は右側、上側の「劦」に

あるのは自明です。「脇」字も右側から書いてくれていたら何の問題もないのですが？ 

 漢字「島」は「鳥が山に止まっている様」と言いますが、それなら「嶋」の方が分かり易い。

「嶌」の字もあり、先に書く「山」の方に重点が置かれていてより相応しいように思えます。 

ベトナム語、中国語の話し言葉には「類別詞」なるものがあり、物や事を特定したり数えたり

する時にはこれをその語彙の前に付けて言う習慣があり、アジア全般に見られる習慣です。例え

ばベトナム語で「この一本の松の木」は một cây thông này となり、漢字で書いてみると「一木松

此」の順になります。松のことを「木松」のように言っています。日本語では「松の木」「杉の木」

「檜（火の木）」「ミズキ（水木）」の様に「木」を後ろに置いて統括します。前置きで統括するベ

トナム語や中国語と後置きで統括する日本語ではやはり思考の筋が異なります。その目で見ると、

今の漢字は非常に合理的で、松も杉も檜の字も、「木」が類別詞（種別詞とも言います）での役割

を「目」で果たしています。類別詞で物や事の本質を先に言ってからその物や事を言うコトバの

筋を漢字はよく体現しているのではないかと思われます。「虫」偏、「言」偏、「口」偏・・・視覚

資料としての類別詞の役割を十分に果たしています。 

 漢字の筆順が左優先に変わっていくのは、言葉の実際に合わせるようになったからではないか

と思われます。そのために、上で挙げた「功」や「攻」はどちらが偏でどちらが旁（つくり）か

混乱してしまいます。「肛」「虹」と異なり旁（つくり）が左側に来ているだけなのですが。実は

「項」（ベトナム語音 hạng。元々「うなじ」の意）の漢字も同様で左側の旁（つくり）「工」は「頁

＝頭を貫いている」のだそうです。しかし、「巧」の漢字は、音が全く違う（ベトナム語音 xảo）

様に、右側の方が旁（つくり）で左側の「工」が偏になっていると言うややこしさ。「工偏」自体

が「大工、細工、人工」などに見られる「工」（もとは石や木を巧みに貫く）の意を表したのでし

ょうから、偏つまり意符としての本領がしっかり果たされているのが分かります。 
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 「繭」の字のことを忘れていました。この漢字自体は、上の諸々の漢字と異なり、音を表す部

分、つまり音符などは全くなく、意味を持った各要素が複合した所謂「会意文字」と呼ばれる漢

字になっています。「虫」がこの漢字の上部に乗っかる「草」を食べて「糸」を吐き、身を覆う殻

を作ったことを瞬時にデフォルメした字だそうで、何と漢字字典では糸偏の項に登録されていま

す。つまり、そのマユからとる糸の方が重視されている訳で、虫の方は無視？されています。マ

ンガ的には蚕という虫が草を食むところから始まる訳で、後で糸偏で総括されるとは言え、虫か

ら視点が始まることは明らかです。「肛」や「虹」の字同様「工」（体や点を貫いている物があっ

てそれを分類して統括する）から視点が出発するのと同様です。 

 漢字は今は左から書くのを習慣としていますが、出発に際しては日本のマンガのコマ同様、右

から左へ導線が移動する書法であったと考えます。中国、日本の縦書き左移動の伝統はやはりこ

うして形成されたのだと確信します。漢字字体（自体）が左から右への移動に成って行く過程に

ついてはやはり検証が必要と思います。またまた壮大なテーマを背負い込んだと思います。どう

か諸兄姉、お助けを！ 

 

べトナミスト・イベント予告 

 

●べトナミスト・シンポ● 

『かっぱ天国ベトナムの天国のかっぱを世界の病院へ！』運動から在日ベトナム人技能実習生・

留学生救済運動へ 

話題提供者：冨田 健次（一般社団法人ベトナミスト・クラブ代表） 

日時：9月 10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） 

 

4 月 14日朝刊の記事に触発されて始めた標題の運動でしたが、会員の中山美香さんの速座の対

応、全面的支援を受けて何とか今日まで成果を上げて参りました。有志の方々の温かいご支援と

叱咤激励の嵐を受け、在ベトナムの仲間、卒業生達の身を粉にした奮闘のお蔭で所期の目的の一

半は達成できたのではないかと自負しております。しかし、予想通り「第二波」「第三波」は目前

です。この運動から得られたあらゆる経験・知見を動員して「ウィズ・コロナ」生活に対処して

いかなければなりません。今回のシンポでは、先ずこの運動から得られた教訓を総括し、今後の

運動をどう展開させるかについて皆で話し合いたいと思います。更に、この運動期間中に発生し

た諸々の困難、特に在日のベトナム人技能実習生・留学生に降りかかった、目を覆うべき困難と

窮乏。世界の医療界へと同時に世界の若者、とりわけ海外に取り残された若者への支援は火急の
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要です。本誌 20頁「小森経久バトンタッチ奨学基金」の活用によってこの運動を進めて行こうと

考えていますが、今次の俗称「かっぱ企画」との連動ができないか、も含めて皆で知恵を出し合

いたいと思っております。stay home から out home への切り替えは未だ困難な方も多いと思い

ますが、何とかお集まり戴き忌憚ないご意見を寄せていただければ幸いです。どうか宜しくお願

い致します。 

（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。 

＜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 7月～9月、10月～12月、2021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 

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回のところ、全 11回） 

10月 6・13・20・27 日／11月 10・17日／12月 1・8・15・22日（全 10回） 

2021年 1月 5・12・19・26／2月 2・16日／3月 2・9・16・23日（全 10回） 
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※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 

ベトナムレストラン「Phở Việt」弁当 Tel. 080-6126-1972 (Bính) 

 

★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 

7月 4・11・18・25日／8月 1※（復活）・8・22・29日／9月 5・12・19・26日（通常 全 10回の

ところ全 11回） 

※8 月 1日は休講の予定でしたが、講師都合により復活いたします。御注意下さい。 

10月 3・10・24・31 日／11月 7・14・21・28日／12月 5・19日（全 10回） 

※10 月 17日は、講師都合により休講いたします。御注意下さい。 

2021年 1月 9・16・23・30／2月 6・20・27日／3月 6・13・27日（全 10回） 

※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 

（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） ベトナムレストラン「Bình An」Tel. 072-275-6882 

(Tráng) 

●八尾流（ベトナム語）交流会 

（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」Tel. 

072-970-5355 (Dương) 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。 
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＜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 

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 
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●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） 

 

  新講座開設！！ 

◎「漢詩を日本語とベトナム語で読む会」  

（日本語学習者とベトナム語学習者のための漢詩クラス）◎   

   ベトナム人留学生から日本語力をつけるため、日本人がなじみのある漢詩を読みたいとい

う希望がありました。日本人の教養の根幹とも言える漢詩を通じて、漢字能力の向上に役立

ててもらうことは嬉しいことです。その一方で日本人にとっては、漢詩をベトナム語で音読

出来る事は、唐代の中国語の音韻を知り平仄を理解する上で、大変役に立ちます。 

日時：毎月第４土曜日 15：00～16：00 

場所：ベトナミスト・ホット・フラット 

費用：無料 

講師：辻田順一氏  

講座の進め方について： 
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＜教材＞ 講師が用意します。参考テキスト「日本語力がつく漢詩 100選」 

ベトナム語による詩文と現代語訳はインターネットからプリントアウトして用意します。 

＜目標＞ 日本語学習者および日本語教育担当者にとっては、漢詩を通じて、漢字能力を高

めること。ベトナム語学習者は、漢詩のベトナム語音読を通じて、正確なベトナム語の発

音を目指すこと。 

 

べトナミスト・イベント報告 

 

●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

囲みました。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した。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た。皆様のご参加を感謝申し上げます。 

 

 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) 

 

 今回は夏のメニューに是非にと考えていたバインセオを各自で焼いて食べることにしました。

マイバインセオ作りは大成功です。皆様それぞれの個性がでて、大きさの違いはありますが美味

しそうなパリパリの焼きあがりとなりました。たっぷりの香草と共に頬張りました。 

とても人気があり直ぐに完食になったのがサラダカルパッチョです。生の鰹の柵をガスコンロ

で“たたき”にし、皿にニンニクとオリーブオイルをすり込み薄切りにしたタタキを盛付けます。

スライスタマネギ・大葉・キュウリなどで美しく盛り付け、ヌクマム・コリアンダー・ニンニク・

大葉・レモン・酢・オリーブオイル・コショーで作ったタレを回しかけ出来上がりです。たっぷ

りの野菜と爽やかなタレのバリエーションがマッチしたようです。そして６～７月が旬のアサリ

を酒蒸し風にしてコリアンダーを散らし見た目も味も美味でした。鶏もも肉のレモングラス揚げ、
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香り爽やか味も抜群、失敗知らずの１品です。チェーは小豆を使い、手作りのタピオカは皆様の

ご苦労の賜物でした。 

 コロナ明けでどうなることかと案じておりましたが、久々に皆様にお会いでき美味しいベトナ

ム料理を楽しめました。前日の買い物と準備、ご参加下さった皆様ありがとうございました。次

回は冬のグルメ会（12 月 13 日）で、皆様とお会いできるのを楽しみにしております。ご馳走様

でした。 

（本永 圭代） 

 

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。 

 

★Phở Việt （都島）アルバイト店員募集！★ 

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 (080-6126-1972)、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）： 

 

★「ベトナムの家」（仮称）開設★ 

会員の青海加代子さんより下記のような朗報。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
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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２１ 

 

第２１回 ベトナムから日本への帰国は一苦労 

 

７月１６日、私は日本へ一時帰国をしました。 

 

●日本に帰国したくても飛行機がない 

去年から日本での用事が増えており、行ったり来たりしています。前回２月２２日に日本から

ベトナムに戻ったときは、３月下旬に再来日を予定していました。ところが新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、ベトナム政府は３月２２日には、すべての外国人の入国を禁止。ベトナム

に帰国以来「日本のコロナが落ち着いて、ベトナムに入国できるようになったら、航空券を買お
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う」と、毎日状況を確認していた私は、がっくりしました。 

ベトナムでは、コロナは沈静化し４月２３日に社会封鎖が緩和されました。その時点でも外国

人の入国は原則禁止でしたが、私は「ベトナムへの帰国が先になるとしても、とりあえず日本に

帰って用事を片付けよう」と考えました。 

３月以来、ベトナム航空、ベトジェットエアなど、ベトナム系の航空会社は全便運休していま

す。日本航空、全日空は、大幅に減便していましたが、４月時点でも週１便程度は飛行機を飛ば

していました。ところが商用フライトではなく一般人は乗れないらしいのです。その後、一般人

も搭乗できるようになったと話を聞いて、私は帰国準備を本格的に始めました。 

 

●空港からどうやって脱出するかが最難問 

飛行機に乗れたとしても、日本行きにはもう１つ難関がありました。それは日本側の水際対策

強化です。ベトナムでは４月１６日を最後に、新規感染者が確認されていないにも関わらず、日

本側からは「コロナ多発危険国」に指定されており、入国に際して様々な制限が設けられていま

す。以下、ご覧ください。 

 

厚生労働省ウェブサイト：水際対策の抜本的強化に関する Q＆A 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_

00001.html 

 

私がいちばん頭を悩ませたのは、日本到着から自宅に戻るまでのプロセスです。上記、水際対

策の基本方針を私なりに要約すると次の通りになります。 

１．危険国からの帰国者は入国した次の日から１４日間は隔離生活をする。 

２．隔離場所は、自宅、自分自身が手配した宿泊施設、もしくは政府指定の宿泊施設。 

３．隔離場所までは公共交通機関を利用しない（タクシーは不可だが、ハイヤーは可）。 

４．１４日間は不要不急の外出をせず、公共交通機関を利用しない。 

 

「私は、空港で PCR 検査を受けて結果は陰性だったけれど、１４日間の隔離生活を要請された。

要請とは言っても実質的には強制だった」 

という話を教えてくれた友人がいます。彼は１４日間、ホテルで隔離生活を送りました。入国時

に隔離先に関する情報の提出を求められるので、ホテルの手配は、出発前に済ませておくことが

必須です。「日本に着いてから、空港近くのホテルを探せばいいや」とはいきません。 

私の知人がブログで、日本で出産するためにベトナムから帰国した日本人女性の体験談を紹介

していました。８か月の身重だったのに、PCR 検査の順番が来るまで、機内で５時間も待たされ
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たそうです。その後、空港から政府が指定する隔離先である東横インに移動し、２週間の隔離生

活を送りました。ちなみにホテルでの費用な個人持ちです。政府が払ってくれるわけではありま

せん。 

７月２５日にホーチミンシティから成田に到着した知人は、「空港到着は７時３０分頃で、PCR

検査を受けられたのが１０時頃。そのまま空港で待機して、陰性との結果を受け取ったのが１４

時過ぎです。そこから隔離先の東横インに案内され、チェックインできたのは１６時半でした」

とのこと。 

やはりベトナムから帰国した知人は、検査結果が出るのを待たずに都内の自宅に戻りました。

公共交通機関が使えないため、羽田から東京２３区内の自宅まで、ハイヤーを手配したそうです。

料金は４万５０００円。私はハイヤーの値段の相場を知らないのですが、料金が高いのには驚き

ました。入国時に自宅までの交通機関を確保したかどうか確認されるので、ベトナムを出る前に

ネットで予約をしたそうです。 

ところがベトナムからの帰国者で「空港で検査を受けた後、そのまま電車に乗って帰宅した」

という人もいます。ところが、日本への帰国者の手配を数多く取り扱っている某旅行会社のウェ

ブサイトには「帰国者一人ひとりに検疫官がつき、隔離先の東横インに行くシャトルバス、もし

くは事前に手配したハイヤー、もしくは自宅からのお迎えの人の自家用車に乗るところまで、確

認をする」と書いてあり、旅行者の経験談も掲載されていました。どちらが本当なのでしょう。 

 

●ベトナム入国はほぼ不可能 

日本に入るのは、私が日本人であるという事情もあり、比較的容易ですが、問題はベトナムへ

の再入国です。日本からベトナムへ入国したビジネス渡航者のニュースが大きな話題になってい

ますが、これを取りまとめているのは在ベトナムの日本商工会議所で、搭乗は会員企業優先。６

月末に４００人が入国しましたが、そのときは１７００人の応募があったそうです。個人の資格

でベトナム行きのフライトに乗る方法もあることはあるのですが、手続きが難しくて、現実的に

は「不可能」と言っていいでしょう。 

費用も高額です。ベトナムに到着した人は、例外なく隔離施設になっているホテルに移動し、

１４日間の隔離生活を送ります。航空運賃とホテルの滞在費、合計で６０万円近くかかるそうで

す。 

日本で新規感染者が０人になれば、ベトナム政府も日本人に対して門戸を開くのでしょうが、

日本の情勢を見ると、それは相当先のことになりそうです。私もそれまでは、ベトナムに戻れそ

うにありません。 

ところがこれも国によって対応がかなり違うようです。フランス在住日本人から聞いた話では、 

「私の友人たちは日本とフランスを今も行ったり来たりしているけれど、日本入国時、フランス
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帰国時、どちらも隔離や入国制限はなく、みんな自由に行き来している」 

そうです。それが「感染拡大防止」という観点から見た場合、いいことなのかどうかは分かりま

せんが、うらやましい話ではあります。 

 

●状況は毎日変化している。 

おりしもこの原稿を書いている最中に、在ベトナム日本国大使館および在ホーチミン日本国総

領事館から「ベトナム人の日本への入国制限を７月から緩和」という発表がありました。以下、

ご参照ください。日本とベトナムの行き来の正常化に向けて、これは大きな一歩のように思いま

す。 

 

ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について：7 月下旬受付開始（国際的な人の往来再開に

向けた段階的措置） 

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html 

 

一方のベトナムでは、７月２４日「ダナンで市内感染者が確認された」と発表され、衝撃が走

っているようです。４月１６日以来、新規感染者ゼロの連続記録は９９日目にして途切れました。 

日本でもベトナムでも今後感染拡大の第二波が来るのかもしれません。私は、経済の専門家で

も、医療の専門家でもありません。「感染拡大のために経済活動を制限するのが、適切なのかどう

か」「新型コロナウイルスは、インフルエンザなど他の病気と比べて、脅威なのかどうか」は、分

かりません。一般庶民の私としては、ベトナムに残して来た家族と早く再会したい、そして安心

して日本とベトナムを行き来できる日が来て欲しい、と願うのみです。 

 

（中安昭人／ホーチミン市在住） 

 

ベトナム留学報告書・その１９ 

 

１９－暴力事件を目撃する 

 

近所の公園で、ある時事件が起こりました。行きつけになりつつあった Thanh さんの屋台カフェが、あ

る夜見当たらず、どうしたのかと思って探していると、いつもと違う場所で発見しました。何かがあったよ

うで、いつもと違う面持ちのThanhさんに声をかけにくく、注文だけして近くに座って様子を見ていました。

すると、Thanh さんが急に走り出したかと思ったら、公園の中で何人かの若者に対して、棒をもって殴り

合いで叫びながら闘い出しました。屋台で使用するグラスや椅子を、バイクで逃げようとする人たちに投
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げつけたり、相手の若者も男の人を引きずったりしたりと、テレビの映像の中でしか見たことないような事

件が目の前で起こり、遠目で見ていても動けなくなるくらいすごく怖かったです。どうしていいか、何が起

こっているか分からず、私を含めて周りの人たちは静観するばかりでした。騒ぎがひととおり収まると、私

も含めて周りの客も家に帰ることにしましたが、Thanh さんが返ってこないことが心配でした。Thanh さん

の電話番号を知っていたので、メールで「大丈夫ですか？心配しています」とだけ送ると、数日後に「大

丈夫だよ」とだけ返事がきて、事件の約２週間後に屋台カフェは戻ってきました。落ち着いた Thanh さん

に話を聞くと、どうやら出店する陣地とりのトラブルのようで、旦那さんが切り付けられて 1 週間入院した

そうです。その旦那さんが切り付けられたのを見て取り乱した Thanh さんは、相手に果敢に向かっていっ

て闘ったそう。日本人以上に、怒りを外へと表すベトナム人。普段は保育所で子どもたちのために働いた

り、屋台で使用するベトナム語の単語を渡しに教えてくれたりと面倒見も良いあの Thanh さんが、家族の

ために豹変したあの夜ほど、ベトナムが怖いと感じた時はありませんでした。（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 8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 8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ました。今後の「第二波」「第三波」に備えて

おります。支援のご要望を引き続き受け付けております。冨田へ直接お申しつけ下さい。 

 2020年 8月 1日現在  559,769円 

（コロナ撲滅基金収入合計［2020 年 5月 29日迄］1,025,000 円。2020年 6月 9日付で、かっ

ぱ及び防護服セット代とベトナムから日本への送料代合計 464,571円と振込手数料 660円を支
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出しました） 

  

●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 8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 8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 8月 1日現在 140,000円 

※新型コロナの蔓延により仕事を失ったり、帰国・来日が延びて困窮する技能実習生、大借金

をして来日してアルバイトで稼いで日本語学校の学費を払い、更には家族への送金をも目指して

いた留学生がことごとくバイトを失い、飢餓に苦しみ、犯罪にまで走るケースさえあることをよ

く耳にします。放置することはできません。日本国内にあるベトナム仏教寺院を救済窓口と考え

物資の支援を始めました。会員の持田昌次兄と冨田で先行して先ず、八尾の福光寺に米を 10kgほ

ど送りました。持田兄のお心遣い感謝申し上げます。引き続き、この基金を利用して運動を進め

たいと考えております。有志の方のご賛同を期待しております。（冨田） 

 

●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 8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 8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
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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◎ 

◎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◎ 
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〒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。 


