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◆巻頭言 166号◆ 

否定語の「非情さ」「無常さ」そして「苛酷さ」！ 

（冨田 健次 ベトナミスト・クラブ代表） 

   

 「香港に独立を！」と書いた布を所持していただけで逮捕されたという若者の映像がテレビで流れまし

た。しかしよくよく見るとその布には「独立」などの文言はなくただ英語で independent と書かれてあるだけ

でした。彼らが求めているのは実は「独立」などではなく independent なのです。またまたバカなことをこの

オッさんが言い始めたなとお思いのことと思います。英語の independent はほかならぬ「独立している」の

意味であることも知らないの？ホンマにアホやなあ！の大合唱が響いてきます。 

 昔むかし、小学校低学年の時に、下のようなことばの反対の意味の言葉を書きなさい、という問題が出

て、素直に書いたら全部、赤でバツがついた時の悔しさが今でも心のしこりのようになって残っているのを

思い出します。 

 （ねだんが）高い → （ねだんが）高くない 

 （山が）高い → （山が）高くない 

 （リンゴが）赤い → （リンゴが）赤くない 

 問いの語彙が何だったかは思い出せませんが、先生の意図とは違った答えを書いたので、当然バツに

なったのですが、私はその時は決して間違っているとは思っていなかったのです。「おいしい」の反対は

「おいしくない」しか思い浮かばなかったし、「寒い」の反対は「寒くない」しか思い浮かばなかったのです。

それが全部ダメと言われた時、自分が全否定されてしまったようでとても悲しかったのだと思います。あの

時、先生が、もちろんそう言っても良いけど、反対の意味の「ことば」があるならばそれを思い出して書いて

くれたらよかったのに、と諭してくれていたら少しは納得していたかもしれません。 

 日本語には、漢語由来の言葉に否定語が反対語としてたくさん登録されています。例えば「平等」の反

対は「不平等」、「自由」の反対は「不自由」、「有害」の反対は「無害」、「平凡」の反対は「非凡」、「平常」

の反対は「非情」、「肯定」の反対は「否定」、「可決」の反対は「否決」etc. 思えば大和言葉も否定語に満

ち満ちています。「おさない」「あどけない」「切ない」「あぶない」「つまらない」「いたいけない」、etc.「高い」

の反対が「安い」や「低い」ではなく先ずは「高くない」でも良いはずです。「おいしい」の反対の「まずい」

は面と向かっては口に出さない方が良いとも言われます。 

 日本語で「独立（の）」の漢語を当てる independent も実はよくよく見るともともと否定語で、in＋dependent

であり、「非・依存」なのです。「自由」freedomや「幸福」happinessなどの様に「自立」した言葉ではありませ

ん。あくまでも「依存しないこと」なのです。香港の問題で言えば、中国本国に依存しないで生きて行きた

い、との決意表明に外ならず、完全に「自立」して生きて行けるなどとは自分たちも思っていない筈です。

アメリカの独立宣言の「独立」も勿論 independentですが、黒人が本当の意味で「独立」などできる訳はなく、

白人への「依存」からの「脱却」を目指したもので、何も分からぬまま売り買いされて船倉に押し込まれ、見
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知らぬ土地に運ばれて奴隷としてこき使われた人々が突然一人で生きて行ける訳もなく、そこには白人

への「依存」を断ち切って、「自立」の道を歩みたいとの決意の表明が「独立宣言」の主旨だったのだと思

います。 

 そもそも西洋語には「独立」という概念はないのです。人間はこの世に生れ落ちてから、ずっと死ぬまで、

だれかに寄りかかってしか生きられない存在であり、そこから如何にして「脱却」し「個人」を確立するかが

西洋の世界の人々の自覚的至上命題だったのです。植生に恵まれず長く狩猟を中心とした社会では、

弱肉強食は当たり前の話で、生れ落ちて直ぐに「自立」を始める動物達を常に目にする一方で、他の動

物と異なり親や社会への「依存」度が高く「依存」の期間も長い人間にとっては、やはり他の動物並みに一

刻も早い「自立」を目指さなければ命の存続すらおぼつかないことの自覚が早くからあったものと思います。

英語 independent に含まれる depend も元は de＋pend で「下にブランとぶらさがる」ことを言い、赤ん坊が

親にぶらさがって生きていることを言っているのだと思います。「依存」とか「従属」の漢語を当てて私達は

理解していますが、実は人間も含めてあらゆる動物は「親にぶら下がって生きる」ことを宿命づけられてい

て、正に「依存する生き物」の王者が人間なのです。 

他の動物の「自立」の速さを目近にしていた狩猟民族にとって、「自立」つまり「依存からの脱却」こそが

自分の人生を決する至上の命題となっていたのです。生まれた途端に親から引き離され、一緒に寝ること

も許されず、長じた後の食卓でも家長が切り分けて与える肉をモクモクと食べることが習慣化される。こうし

て西洋の「個人主義」は着々と確立されて行くのです。しかしその結果が「孤独」につながることになります。

「個」は「孤」であり、個人の確立は孤独と裏腹なのです。親に頼れなければさらに強力な庇護者を求めな

ければなりません。それこそが強力な絶対神で、「一神教」の誕生が促されます。父と母の両方の力と情

を併せ持つキリストやアッラーのような絶対の「神」、最高の「太陽」として仰ぎ見る存在を得ることでその孤

独感は癒されることになります。更には親と触れ合えなかった分、他人との肌の触れ合いは絶対に必要な

ものとなり、孤独の緩和はあらゆる方法で成されるのです。西洋世界では所謂「三密」は私達の世界と全く

異なる意味を持つのです。常に握手や頬ずりで肌を触れ合い、唇を重ねて相手の意思を確認して漸く安

穏が得られるのです。抗議などのデモの「密集」は日本では考えられません。 

ところでこの「個人主義」の「個人」も西洋語では実は否定語です。Individual は in＋dividual で、「もうこ

れ以上、分割（divide）できない」の意です。あらゆるモノから切り離され、切り刻まれて、もうこれ以上、切り

離され切り刻まれることもない「孤独」な「孤」や「個」が見えて来ます。窮極の「個」individualや更に「依存」

を断って「非・依存」independentを求めなければならない世界。やはり辛く厳しい孤独な世界に違いありま

せん。 

 翻って日本人の場合はどうでしょうか？親離れを出発点として、一人で生きて行く窮極の「個」を求める

「動物的」な生き方とは正反対で、むしろ「植物的」であり、地に根付いたところから根が繋がったまま枝分

かれしていく、養分をもらいながら少しずつ「自立」していく。「自立」がうまくいかなくてもその「親木」は何

とも思わず、養分を与え続けるイメージ。むしろそれを望んでいる節がある親木もいる。自分が枯れてもそ
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の枯れた親木自身やそこから分かれ出た枝木が養分を分け与え続けてくれるから特に心配もない。漢字

の「親」は「木」の上に「立」ってジッと「見」まもるの意なのだとか何とか勝手な理屈をつけて「子離れ」をむ

しろ否定して親の懐の中で一生庇護することを「親の甲斐性」などと豪語する。正に日本独特の「甘えの

構造」です。「甘える」「甘やかす」はなかなか外国語には訳しにくい概念だと言われます。「甘い親」に「甘

ったれた子供」。必ずしも親子の関係に限りません。「脇が甘い」などと人を批判する人も何が「甘い」のか

実態も分からず、「甘い甘い」とはやし立てるのみ。社会全体が「甘いんだよ」と辛口の言葉を吐く人でさえ

も、実は「人」という漢字を見てごらん、二人の人が支え合っている字だよ、だからもたれ合いは当たり前、

それで良いんだよなどとうそぶく。全くの嘘です！この字は一人の人間がスックと立っている姿を写したも

ので、猿が二足で歩き始めた姿を写しているのかも知れません。二人の人がしっかりと人間として認め合

い支え合うことは、「人＋二」で、つまり「仁」と言う字で中国人は教えてくれています。「人」も「仁」も「ニン」

「ジン」で全くの同音であるのもそのせいだと思います。ついでに、漢字の「人」は往時はすべての人間を

指したのではなく、自分の「仲間」だけを指し、他部族の人間や奴隷は「人」ではなかったらしく、それを普

遍化したのが実は「仁」の考え方で、「人」は遍く「人」であり、奴隷すら「人」として遇すべきことが主張され

たのです。「人」に区別がなくなり、それを繋ぐ糸こそが「思いやり」という「仁」なのでしょう。 

 中国の「人」の成り立ちも実に厳しく孤独感が漂っています。実は英語にはこの「人」に当たる言葉はなく、

やはり「個人」の individual しかありません。Man は mind や mental、memory と親戚の様で「心」や「知力」

を備えた存在の意？「男」だけではないでしょうに。Person もよく知られているように persona「ペルソナ」つ

まり「仮面をつけたモノ」の意であって、むしろ舞台上の「個性を持った」「人物」の喩えから生まれた語の

ようです。やはり「人」は「これ以上分割不能な存在」の individual が一番相応しいようです。 

 否定語である individualや independentの「非情さ」「無情さ」そして「苛酷さ」を私達日本人もしっかりと心

に刻み、その「孤独」を「孤高」へと高めて行く努力を日々怠るべきではないのではと、甘くとろけてしまい

そうな島国の秋の夜長にモノ思いに耽る老人が一人いました。 

 

べトナミスト・イベント予告 

 

●べトナミスト・シンポ● 

外務省専門調査員の目から見たベトナム 

話題提供者：林 裕子さん（前在ベトナム総領事語門調査員） 

日時：11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） 

 

外務省専門調査員になるまでに学んだ知識（学・産）と専門調査員として活動した経験（官）
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を通して感じたベトナムについて、現在のベトナムの空気を感じられるように、できるだけ多く

のトピックを織り交ぜて紹介いたします。これまで、どのような立場においても、「ベトナムを引

っ張っているのは誰か、何か」という視点からベトナムを観察してきており、経済、社会に関す

る話題が中心になります。大使館、総領事館の役割と活動や、ベトナムで事業を展開している、

しようとしている日本企業の活動と直面している問題を通して、今後の日越関係を考える機会に

なれば幸いです。 

（林 裕子） 

 

●ベトナミスト・グルメ＆忘年会● 

みんなが好きなブンチャー 

日時：12 月 13 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＆忘年会。美味しくお喋りの楽しいテー

ブルを囲みましょう。今回のメインは豚つくね入りブンチャー。ベトナムのご馳走と云えばやは

りブンチャー、１年の締め括りはブンチャーで。皆様の参加をお待ちしております。 

メニュー： 

 ベトナム風カボチャのサラダ (nộm bí đỏ) 

 鶏肉のレモングラス炒め (thịt gà xào sả) 

 サバのヌクマム煮 (cá bạc má kho tộ) 

 豚つくね入りブンチャー (bún chả thịt heo) 

 緑豆餡団子とタピオカのあったかチェー (chè bột sắn nhân đậu xanh nóng) 

 

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、12月 5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（12月 12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 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。 

オンラインでの参加も可能となりました。事前にお申し出ください。 

☆ 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 

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） 

※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 

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

＜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。 
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※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 

 

●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 
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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。オンライ

ンでの参加も可能です。 

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 

 

講座の進め方について： 

＜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。 
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＜オンライン環境＞ 

・当日の通信環境はよくなく、音声がよく途切れた。 

  ※パソコンなどの機器設定では改善出来ない。 

・冨田の声は、パソコンディスプレイ部の内蔵 Micでよく拾えている。 

（ベトナム語授業で実証済） 

・教室にいる人の声は、鮮明ではないが聞き取れるレベル。  

※指向性が広い外部 Mic を取り付ければ、改善余地あり。（ワイヤレス

Micの購入がよい） 

 Web カメラもワイヤレスで小型の三脚に設置出来れば、周りにいる方も

画面に入れやすくなる。  

⇒ ホット・フラットオンライン化の小道具の整備が急がれる。 

･教室にいる人には、オンライン参加の人の声があまり聞き取れなかった。 

（パソコン側の音声出力設定で解決できる)    

べトナミスト・イベント報告 

 

●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） 

 

べトナミスト・シンポ報告：横山克治、冨田健次 

 

【ベトナミスト・シンポのテーマ】 

『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

済運動へとつなげたいというテーマで、意見交換を行った。  

【オンラインによるベトナミスト・シンポ】（以下、敬称略） 

奇しくも数日前にクラブクレジットカードが届き、即刻 Zoom社と有料契約を締結した。 

本日は、1回の URL クリックで、時間中途切れることなくオンラインでベトナミスト・シンポができた。 

ホット・フラットを基地に、接続先は、東京（岸本）・ハノイ（中本）・大阪（山田―途中中座。ビデオ表示

なし）・神戸（横山）がオンラインでつながった。 

ホット・フラット出席者：冨田、中山、吉田、中嶋、鵜飼、青井、佐藤、小谷、辻田、田丸 
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【話題】 

■在日ベトナム人技能実習生・留学生救済運動の進め方 

①ベトナム寺院への寄付・寄贈活動 

コロナ禍の中、喰うのに困っているベトナム人が集まるところには、ベトナム寺院がある。 

    ベトナム人の 8割は仏教徒。 

   そこへの寄贈活動を皮切りに、目に見える活動につなげていけないか？ 

    ベトナム寺は、日本中のあちらこちらにある。 

     八尾：福光寺、 神戸：和楽寺、 姫路：大南寺 

ベトナム寺院 和楽寺：神戸市長田区東尻池町８-2-14 

9月 14日（月）退社後、職場の近くにある和楽寺を探して歩いた。 

道に面していない住宅街の中にひっそりとあったので少し迷ったが、何とか見つけることが出来た。 

この地域は真野地区とも言われ、1995年阪神・淡路大震災で被害が大きかった地域。 

②もっと身近な環境で活動ができないか？（辻田） 

   ⇒ 生活に困っているベトナム人は、夜働いており、昼間会うことが難しい。 

ホット・フラットに来ているベトナム人は、エンジニアなどで恵まれた環境にいる。 

先ずは、目に見える活動を始めて広げていくこと。 

 

 ③カッパをキーワードに、ベトナムと日本での医療現場での使われ方は？（鵜飼） 

   ⇒ ベトナムでは、医療崩壊が起こるまでの状況に陥っていない。（中本） 

     日本での医療現場での使われ方を再確認することは必要？（冨田） 

 ④神戸には Facebook を活用した活動があると聞いた。（佐藤） 

   ⇒ （SNS を活用したネットワークで①のコミュニティーをつなげることができないか？ 

クラブではどこに何があるのかが十分分かっていない様子だと伺えた。このことを見える化に結び付ける

ための、SNS活用はあり得る）（横山） 

     https://www.city.kobe.lg.jp/a74716/press/2020september/892705039366.html 

【後記】 

 今回のシンポで、「ヒト・モノ・カネ」の 3 要素がどのような状況にあるのか、参加者間で共有できたように思わ

れる。オンラインを活用し、各拠点をつないだベトナミスト・シンポに今後の発展性を期待したい。 

 

以下、冨田の補足。 

前半は横山欠席のため、冨田が補足。コロナ禍で日本の医療体制の不備が明らかになり、とりわけ、防護服

とマスクの不足が深刻だと報じられた 4月半ばに、冨田の発案で標題の運動が即決で動き出した。在越の仲間

達、とりわけ中本の活躍は目覚ましく、1 ヶ月半余の間におよそ 1000 着（セット）のかっぱと防護服を日本各

https://www.city.kobe.lg.jp/a74716/press/2020september/892705039366.html
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地の医療機関に届けることができた。資金は同時に設置した『コロナ撲滅救援基金』（ベトナミスト・クラブ内）

に寄せられた 100 万余円の芳志を充て、およそ半分の額を消費した。ひとえに中本が、勤務するみずほ銀行ハ

ノイ支店のスタッフとハノイ外語会の新妻東一君の協力を得て買い集め、通関料、日本への輸送料をぎりぎりに

押えた成果。関連の医療機関からはお礼の手紙も届き、所期の目的は達成されたものと考える。しかし、まだま

だこのコロナ禍は続くと考えると運動を終束させる訳には行かず、各物品の備蓄も含めて医療機関への貢献の

余地が残るが大方の意志で、基金は留め置くことに決した。 

 シンポ後半は上の目下の課題に対する取り組み。クラブ保有のいくつかの基金のうちの一つ、『小森経久バトン

タッチ基金』（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）が最も相応しいと考え、ここに既に

備蓄された芳志を原資として運動を起こすべく、既にクラブ会員の持田兄と冨田が少しの米と飲料を自己資金

で八尾の福光寺に寄贈。引き続き、ベトナム人留学生・技能実習生の精神的・物質的依り所となっている日

本各地の「ベトナム寺」を通して、彼らの窮状を少しでも緩和することを目指すことにして、クラブ会員のみならず、

「昇龍・クラブ会」の諸兄姉にも広く声をかけることにする。⇒『小森経久バトンタッチ基金』については P.19参照 

以下に、参加者の一人、佐藤三男さんから中山美香さんに宛てられたメールを紹介します（美香さんより転送

メールあり）。 

 

中山美香さん 

 

普段は、クラブの運営に多大なご尽力を、頂き、まことにありがとうございます、 

10日のシンポジウムは、美香さん他、吉田さん、中嶋弘子先生、田丸さん、鵜飼さんなど 

カッパ企画に対する真剣な取り組み姿勢を表すご意見が、聞かれて、本当に有意義なシンポジウムでした、 

皆さんの熱心な、お言葉に刺激されて、ついつい私も話題の中に引き込まれて行って、自然体で自分の意見を述

べさせていただきました、 

 

コロナウイルス感染拡大で、職を失ったり、アルバイト先を失ったベトナム人留学生や技能実習生の 

窮状を考えると、いよいよ待ったなしの生活支援活動が必要となってまいります、 

コロナウイルス感染拡大で、国民の命を失いかけている状況とはいえ、政治は何もしてくれないのは、明白です、

ようやく安倍政権が自身の健康上の理由で、首相を退任し、菅新政権に移ることとなりましたが国民の生活環境

が、大きく変わることは期待できません、コロナウイルス感染拡大予防についても国民一人一人の生活様式の変

更他、コロナウイルスを人から移されない、人に移さないを徹底して行動すること以外、ありません、、従って

自身の行動をコントロールしながら、ベトナム人留学生や技能実習生の生活支援活動を続けることとなり、大変

だとは思いますが、皆さんの英知の結集と団結力で、この急場を乗り切っていきましょう、 

 

本日神戸市役所国際課を訪問し 
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１、ベトナム人留学生や技能実習生の、食生活を支援してもらえる駆け込み寺的存在のお寺はないか 

２、コロナウイルス感染拡大で、職場やアルバイト先を失った、留学生や技能実習生が収入を得られる方法はな

いか、聞いてまいりました。 

１、については、神戸市長田区の和楽寺が、ベトナム人が良く悩み事相談で利用しているようなのでそこには、

近所の人たちからの支援物資も集まっているであろうと思われ、食物にありつけるのではないか 

２、神戸市では「新型コロナウイルス感染症対策」外国人留学生等有償ボランティア事業が来年 3月まで継続実

施されるので、それを利用してはどうか とのことでした 

このように皆さんのあらゆるネットワークを駆使して、情報収集に努めていけば、より良い効果のある情報が 

得られるものと思います。ではまた。 

 

佐藤三男拝 

 

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★ 
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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２２ 

 

第２２回 日越関係は「地方の時代」へ 

 

先日、私は「ベトナム枚方交流協会」という名前のフェイスブックページを作りました。「交流

協会」と言っても実体はありません。会員は今のところ知人と私の２人だけ。どうしてこんなペ

ージを作ったのでしょうか。 
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●ベトナムと、日本の市町村が連携する時代へ 

いきなり大上段に振りかぶった書き方で恐縮です。国と国とのつながりは、最初は双方の中央

政府間での付き合いが始まり、次に都道府県単位になり、最終的に個人単位というように、進ん

でいくのだろうという仮説を私は持っています。国交は「首相と首相の握手」で始まり、親しさ

が増すと共に「国民と国民の握手」へと進んでいく、という言い方もできるでしょう。 

実際、ベトナムと日本の友好関係は、そう進んでいるように見えます。日越交流イベントを見

ると、以前は「ベトナム・日本交流フェスティバル」というような国名だけの名称ばかりでした。

近年は「ベトナムと◯◯県の交流フェスティバル」というように、日本の都道府県が主催するも

のが目立ちます。各都道府県の首長の訪越も顕著に増えて来ました。過去約１年間にベトナムを

訪れた知事だけでも、次の通り１０名を超えています。 

阿部守一・長野県知事、荒井正吾・奈良県知事、大野元裕・埼玉県知事、大村秀章・愛知県知事、

鈴木直道・北海道知事、長崎幸太郎・山梨県知事、花角英世・新潟県知事、三日月大造・滋賀県

知事、三反園訓・鹿児島県知事、山本一太・群馬県知事、吉村美栄子・山形県知事（肩書はすべ

て訪越当時のもの）。 

これを受けて先日、「日越関係は地方の時代へと移行しつつある」という趣旨の原稿を、ある

媒体に寄稿したのですが、書きながら私は「『都道府県』の次には『市町村』が交流活動の単位

になっていくだろうなあ」と感じていました。そして「自分でもそういう交流活動をやってみた

いな」と思い、勢いで「ベトナム枚方交流協会」というフェイスブックページを作ってしまった

のです。 

 

●どうして「枚方」なのか？ 

なぜ「ベトナムと日本」ではなくて「ベトナムと枚方」なのでしょうか。ベトナムとの交流を

目的とした団体を調べてみると、日本に約６０個ありました。もちろん、われらがベトナミスト・

クラブもその１つです。交流団体の中には、政治家や経済界の要人が役員に名前を連ねている組

織もあり、ダイナミックな活動をされています。しかし私がやりたいのは、もっと庶民的な、そ

して顔の見える活動です。そう考えるようになったきっかけは１９９５年の初訪越にさかのぼり

ます。 

１９９５年、私が初めてのベトナム旅行から帰ったとき、友人たちから「ベトナム人って何語

をしゃべっているの」「ベトナム人はお米を食べるの」「ベトナム人は箸が使えるの」などの質

問を多々受けました。ちょうどその前年に村山富市総理（当時）が、南北統一後のベトナムを日

本の首相として初めて訪問したばかり。そういうニュースを知っている人が、「ベトナム人がお

米を食べる」ことを知らないのです。私はその時に、「こういう『顔が見える情報』を伝えるこ
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とが、私がやりたいことだ」と感じました。以来、編集者として仕事をするときにも、一貫して

生活者としての視点を大切にしています。 

お互いの顔が見える交流をするには、「ベトナムと日本」ではなく、もっと小さい単位のほう

が向いているでしょう。そこで「じゃあ、私が生まれ育った枚方をキーワードにしてはどうだろ

うか」と考えたのです。そこで枚方市内に、ベトナムとの交流を行っている団体があるかどうか

調べてみました。私の調べた限りではありません。「だったら自分で作ろう！」と思いました。 

その話を、元・ベトナム在住者で、今は枚方市に住んでいる知人に持ちかけたところ、「ぜひ、

やりましょう！」と乗って来てくださいました。そこで「お金をかけずに、すぐにできることか

ら始めよう」とフェイスブックページを開設した次第です。 

 

●枚方とベトナムの両方で「ファン」を増やす 

やってみたいことは一言でいうと「ベトナムファンの枚方市民・枚方ファンのベトナム人を増

やしたい」となるでしょうか。 

まずは枚方市内で「ベトナム好きが集まる食事会」を開くところから始めたいと考えています。

枚方市内には、ベトナム料理が食べられる店が、私の知っている範囲だと２軒あります。そうい

うところに集まって、ベトナムの話に花を咲かせるのもいいでしょう。 

また、枚方市に住んでいる人で「ベトナムに旅行に行きたい」「ベトナムで働きたい」と考え

ている人たちに、情報を提供できたらなと考えています。今はコロナのために、ベトナムに行く

ことはほぼ不可能です。しかし興味のある人に集まって頂き、枚方市内で会議室のようなものを

借りてセミナーを開けたらなと思っています。 

枚方に住んでいるベトナムの人もいらっしゃいます。私はベトナムに住んでいるときに、周囲

のベトナムの方には、本当にお世話になりました。日本でそのご恩返しができれば嬉しい限りで

す。また「ベトナムの人を雇用したい」という企業もあるでしょう。人材斡旋業をするつもりは

あませんが、日本側・ベトナム側の両方が幸せになる雇用関係を築くお手伝いができるかもしれ

ません。 

私の友人のベトナム人で、リゾートホテルのマネージャーをしている人がいます。彼女は日本

の大学に留学して観光業を学んだそうです。日本では萱島（寝屋川市）の日本人家庭にホームス

テイしていたそうです。だから彼女の日本語は大阪弁でした。この例のように「日本に留学に来

るベトナムの人のホストファミリーになってもいい」というご家庭が、枚方市内にいらっしゃる

かもしれません。 

活動の場は日本に限定しません。ベトナムの日本人社会には「県人会」が多数あります。大阪

にゆかりの人が集まる「大阪人会」もあります。大阪から落語家が来て公演をしたときは、大阪

人会が運営のお手伝いをしました。落語家の立川志の輔さんが毎年、ベトナムで高座をしていま
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すが、その中心は実は在ベトナム富山県人会です。同郷の人が集まることで、このような活動が

できる可能性もあるでしょう。枚方にゆかりがある日本人・ベトナム人が、ベトナムでつながる

ことで、何か面白いことができたらいいなと思っています。 

 

●草の根の交流拠点が日本全国に広がれば 

始めたばかりで、何ができるのかは私自身も分かりません。営利目的ではありませんから、お

金がかからず本業にも支障が出ず、無理なくできる範囲で活動してみるつもりです。そして私に

とって「日本における心のマイホーム」のような存在である「ベトナミスト・クラブ」とは、お

互いに相乗効果があるような活動をしたいと思っています。また八尾で活動されている「ベトナ

ム八尾流交流会」は、「ベトナム枚方交流協会」の「先輩」であり「先生」だと、勝手に思って

います。 

日本の各地にこのような「ベトナム・◯◯市交流協会」ができたら、ベトナムと日本の距離は、

グンと近くなるだろうと思います。皆さんも、自分の住んでいる街でベトナムと日本をつなぐ拠

点を作ってみませんか。 

（中安昭人／ホーチミン市在住） 

 

ベトナム留学報告書・その２０ 

 

２0－昼寝とシャワー 

 

私がベトナム人の友人宅へ遊びに行った時は、「昼寝」と「シャワー」をするようによく勧められました。

家に遊びに行って着いた途端に、人の家で昼寝とシャワーをするように勧められるなんて、私にとっては

考えられない事でした。人のうちで裸になってシャワーを浴び、そして他人の家族に寝顔を見せるなんて

恥ずかしい！と思ったのが正直なところです。ですので「いいよ、大丈夫」と言ってシャワーを断っている

と、「マサコは汚い」と言って茶化される始末･･･ ジーパンを履いて家を訪れた時には、シャワー後に着

るための楽な格好の家着までさっと用意をしてくれます。まだ出会って日が浅い友人までも同じようにし

てくれて、あまりに距離感が近く感じて、私の事が好きなの？！と、大きな勘違いをして疑いながら、その

子と接したこともありました。今考えれば笑い話であり、１つのお宅だけでなく、他の友人宅でも同じよう

にしてくれることでした。それも、友人家族みんなが声を掛けてくれることで、昼寝を勧めるのも私の体を

思ってのことです。私にも普段通り、家族のようにリラックスして過ごしてほしいという想いが、今では心

地よく感じます。 

 特に南部、暑いベトナムでは１日に何度もシャワーを浴びます。クーラーを使用することも少ない一

般家庭のベトナムでは、汗はかきっぱなしです。汗をシャワーで流すことが当たり前で、流さないなんて
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逆に信じられないのです。そして汚いと思われます（笑）。私にとって夏は暑いのは当たり前で、あまり汗

をかかない体質であった私は、日中にシャワーを浴びなくても少しも気になりませんでした。しかし留学

生活中に体質も変わったのか、汗をかくとすぐにシャワーを浴びる習慣が見に付きました。そして、他人

の家でシャワーを堂々と浴びて昼寝もするようになりました。（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 10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 10月 1日現在 530,214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 10月 1日現在  562,769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

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 10月 1日現在 5,775円 

 

●ドン・ドン基金● 



モン・ナム 第 166 号 2020 年 10 月 1 日 

 

19 

（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 10月 1日現在 7,281円（円に換算して）＋604.000ドン 

 

●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 10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 10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。 

 

●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 10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） 
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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◎ 

〒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。 


