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◆巻頭言 167号◆ 

「三密」に潜む密かな「蜜」の味？ 

（冨田 健次 ベトナミスト・クラブ代表） 

   

  今年の流行語大賞はどうやら「三密」で決まりの様です。「密閉」「密集」「密接」を回避するべきことが

政府の通達として出され、おまけに英語版まで用意され、それぞれに「３C」（”Closed spaces” “Crowded 

places” “Close-contact settings”）と訳されて世界に発信され、WHO（世界保健機関）も採用し始めている

のだと言います。わがベトナムはと言うと、やはり政府通達の形で「５K」が推奨されているらしいことを最近

知りました。こちらは「推奨」の形が採られています。即ち、①Khẩu trang「口装」、つまりマスクを常時着用

すること。②Khử khuẩn「去菌」、つまり手洗いや消毒液で「除菌」に努めよう。③Không tụ tập「不聚集」、

つまり「密集」は避けるべし。④Khoảng cách「間隔」、つまり人と人との「距離」を保とう。「社会隔離」（cách 

ly xã hội）の精神。そして⑤Khai báo y tế「医済開報」、つまり医療機関への「申告」「申し出」を怠らないよ

うにしよう。この５K です。「回避」と「推奨」と反対の形を採っていますが、内容は同じで、ベトナムの方がよ

り具体的で庶民に受け入れられ易い感じがします。ベトナムの「通達」にはこれらの標語の下に更に細か

い注意書きがあるのですが、どこを探しても日本語のように漢字「密」の字音である mật は見つかりません。

「密集」という語でさえも mật tập とは言わず「聚集」tụ tập なる漢語が用いられ、どうやら mật は「ぎゅっと密

になる」意味を喚起するよりももう一方の「秘密」のように「秘められた」「密かな」「潜んだ」「ヒソヒソと」の意

味で多くベトナム人には理解されているものの様で、もしそうでなければ直ぐに同音の甘い「蜜」mật を思

い出してしまい、悪い「密」はどうしてもイメージできないものの様です。 

 私自身も政府が言う「三密」に悪いイメージはどうしても持ち難く、それは「親密」（thân mật）こそが人間

の絆の在り方と考えているからだろうと思い、兼ねがね、私は「三密」よりもいっそ「四密」にして、最後の

「密」こそが諸悪の根源とすることを提唱して来ました。それは「密会」です。「密室」（mật thất）で行われる

秘められた「密談」（mật đàm）。日本の政界、財界に根強く続く「接待」を伴う「密会」文化のことです。料亭

でヒソヒソと政治を行うのは日本だけの習慣でしょう？接待を経なければ商取引も成立しないのも日本独

特では？「密室」での「密談」や接待の費用も結局は税金として国民にはね返って来ていることを国民は

ちゃんと知っています。個人が負担しているから問題がないと言う、「風俗的」「密会」も、いずれも「濃密」

な「接待」には違いなく「密」の権化のようなもので、今次のコロナ禍の最大の原因になっていることは大人

なら誰でも知っていることです。 

 つまり、「密閉」「密集」「密接」の「三密」を避けても最後の「密会」が残る限り日本のコロナ禍は絶対に防

ぐことはできない相談です。「夜の街」と言うのは、その辺りの居酒屋などのことではないのです。規制す

べきは「密室」で行われる「濃密」な「密会」「密談」文化そのものです。名前を秘してまでこの文化に固執

する人は「三密」の原理に照らしてもとても容認できることではありません。 

 翻ってもともと「密」なる漢字にはいったいどのような意味が込められているのでしょうか？この漢字から
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上の「⼧」冠と下の「山」を外すと「必」が残ります。「必然」の「必」です。この漢字は漢字「比」（ベトナム語

は tỷ）と関係があるそうで、「比」は 2 人の人間が肩をピタッと並べて座っている様子らしく、「比肩」などの

語にその様子が体現されています。「必」の方は、2 人の人間がどうもピッタリとからみ合っている様に見え

ます。その音、「ヒツ」（ベトナム語は tất）も、以前に本稿で書いたことがある、漢字「切」（セツ、thiết）、「割」

（カツ、cát）、「伐」（バツ、phạt）や「分」（フン、phân）、「断」（ダン、đoạn）、「端」（タン、đoan）、「短」（タン、

đoản）などと同様に「ベッタリとアキのない」状態を表す漢語群と親戚関係にあり、ナイフの刃を「ヒッつけ

て」「切る」動作とその結果、と私が昔、私淑した藤堂明保先生の言にあります。「切ない」「親切」の「切」を

思い出しましょう。  

 つまり、「密」の字は「山」の「家」（⼧冠は家の屋根）で二人の人間が「ピッたりと」戸を閉ざして「ヒッつい

ている」姿を思わせます。そのココロは「ベッタリと空きがない」そのもの。この「必」の字を持つ「秘」も恐らく

「禾」（きび）を隙間なく「ビッシリ」と植えた姿？空間が隠れてしまった？でしょうか。また漢字「泌」は分泌

腺の「ピッタリ」閉じた狭い隙間からジワジワとニジみ出る液（分泌物）を思わせます。あの「蜜」の字そのも

のも、「虫」の「家」にニジみ出た甘い液体（蜂蜜）の表象でしょう？ 

 ではベトナム語ではこの「密」の状態はどのように表現しているのでしょう？これは、上で述べた「ベッタリ

とアキのない」状態を表すベトナム語群でも取り挙げた擬態語群を用いている様です。即ち、 

 「密集」は đông nghịt（ギッシリ群れる） 

 「密接」は khăng khít（キッチリとヒッついた） 

 「密閉」は đóng kín（ピッタリと閉じた） 

 いずれも、it～in の韻の醸す「ベッタリ」感が中国語と共通の祖先を思わせます。 

 真言「密教」は秘められたやや隠微な佛教の一種であると私はずっと思っていましたが、実はそうではな

いことがこのコロナ禍で明確に理解できました。即ち、真言「密教」では、この「三密」は「身密」「口（く）密」

「意密」のことであると説き、この「三密」の修行を通じて仏との隙間を「ピッタリ」と埋めて、即ち仏と「密着」

する、仏と一体化することに依って生きたまま「即身成仏（そくしんじょうぶつ）」を果たすことを目指す宗教

であることが分かったのです。「身密」は即ち身の処し方、行動の修行であり、自分勝手な行動は厳に謹

むことが求められます。「口密」は口から発せられる言葉、発言を清浄に保つ修行。人を傷つけたり、揚げ

足を取ったりしない。勿論、どこかの国の政治家の様に中身のない空疎な言葉で人を煙に巻く様な言は

固く戒めなければなりません。また最後の「意密」は、これこそが上の二つの「密」の裏付けとなるもので、

「意」即ち心、気持ち、意志、考え、のことで、物事を深く知り、整理し、よく考えた上で、発言し、行動する。

実はこの行動の「裏付け」こそが最も重要で、世に言う「徳を積む」の「功徳」「公徳」の原点であろうと思わ

れます。 

 何だか難しい話になって来ましたが、我がクラブのモットーである「知り、考え、そして行動する」の指針

を具体的に示してくれている様で嬉しくなります。私達は「成仏」が目的ではありませんが、今次のアメリカ

の大統領選挙を見ながら、人間の本当の生き方を考える上で大いに参考になるのではと思いました。 
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 話が大いにそれてしまいましたが、真言密教の「三密」の「密」には、身・口・意の修行を通して仏と「密に

なる」ことを推奨しているのに対し、今次コロナ禍で言う「三密」は人と人（世間）、内と外（空間）の距離を

空けてコロナと「密にならない」ことを推奨しているのだと思います。仏と「密になって」即身成仏を果たすこ

とができれば本望ですが、コロナと「密になって」のそれは本物の成仏とは言えません。真言の「三密」に

意を用いながらコロナ禍の「三密」を回避する「修行」は当分続いて行くものと思います。ベトナミスト諸氏

の引き続きのご奮闘を心より祈っております。 

 蛇足ですが、日本では「手洗い」の励行とペアーで「うがい」が必ず推奨されます。しかし、ベトナム政府

の通達の中に「手洗い」はありますが、「うがい」は見当りません。「うがい」はベトナム語で súc miệngと言い

ますが、これは「口をゆすぐ」つまり「ブクブクする」意味までであり、喉まで水を至らせて「ガラガラする」意

味はないので、厳密に言うと「うがい」という言葉はないのです。「ガラガラする」は英語では gargle、仏語で

は gargariser。幼児語並みの語です。飲み込んでも良い水がない国々では日本のような「ガラガラ」は発

達していないのではないでしょうか？ 最近の疑問であります。 

 

べトナミスト・イベント予告 

 

●冬のグルメ＆忘年会＋名古屋チャンさん 日本語作文コンテスト・弁論大会優勝祝賀会● 

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。 

  今回は標題のような祝賀会の相乗りが急に決まりました。早くに慰労会・祝賀会を考えていま

したがなかなか難しく、この日になってしまいました。ベトナミスト・クラブ招待の形で、皆で

お祝いしたいと思います。多数、御参集いただければありがたいです。 

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） 
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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） 

 

★テト・パーティー＆年次報告会⇒1 年延期します！★ 

 

予定していた 2021年 2月 15日（日）ベトナミスト・クラブ テト・パーティーの開催につい

て皆さんと相談を重ねて参りましたが、残念ながら、今時の情勢から苦汁の決断をすることに致

しました。「中止」とは言わず、来年 2回分の開催を目指し、「1年延期」と言わせて戴きたく存

じます。毎年楽しみにしてくれているベトナム人の仲間達には本当に申し訳なく思います。 

その代わりとはならないかも知れませんが、下記のイベントへの参加に相乗りして、クラブ・

ホット・フラットで小さな「お祝いの会」を開きたいと考えております。2月 12日（金）ベトナ

ム・テトの大晦日に当たる 2月 11日（木）「建国記念日」にたまたま「第 2回国際ベトナム語能

力試験（iVPT）」が大阪大学箕面キャンパスで行われることになり、この受験生も含めて一般社会

人の入校も可能になりました。先般からお騒がせしている例の 12月 6日（日）に同じ箕面キャン

パスで開催予定であった「箕面キャンパスありがとう＆さよなら会」の完全中止により箕面キャ

ンパスへの「ありさよ」を果たせないでいる OB・OGそして一般社会人にも道が開かれ、合同で集

まってはどうかとのベトナム語学科からのお誘いを受けました。クラブとしてはこの企画に集ら

せて戴き以下のようなお知らせをさせて戴きます。 

 

★12月 6日（日）箕面キャンパス・ベトナム語劇のオンライン鑑賞会（各人） 

  ※キャンパスからの中継や OB・OGによるパフォーマンス映像参加もあり。 

  詳細は追ってベトナム語学科 近藤美佳先生よりあり。 

 

 ★2月 11日（木）建国記念日：第 2回国際ベトナム語能力試験（iVPT）: 

大阪大学箕面キャンパス開催（受験についての詳細は追って）への参加。 

  同時に「箕面キャンパスありさよ会」開催  午前 10：00～14：00。 
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  思う存分、思い出のキャンパスに別れを告げてもらいます。 

  時間のある人は、ベトナミスト・クラブ・ホット・フラットへ移動して「ベトナム・テト 

前夜祭」（16：00～20：00）へ。ごくごく簡単な食事で「テトのお祝い」を致しましょう。 

 

（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 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 



モン・ナム 第 167 号 2020 年 12 月 1 日 

 

7 

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） 

※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 
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＜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 

 

●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。 
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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。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
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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 

 

●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） 

 

11月、ベトナミスト・シンポにおいて、私とベトナムとの関わりについて発表する機会をいた

だきまして、ありがとうございました。私は、ベトナムと関わって 20年以上、ベトナムに居住し

て 15年になりますが、これまでは自分の行動を振り返ったり反省したりすることなく暴走してき

ましたので、今回は、自分を見直すとても良い機会となりました。 

今回のシンポでは、私の学生、民間企業人、外務省・専門調査員としての活動を紹介すること

により、皆様にベトナムらしさを感じていただければと思いました。また、外務省・専門調査員

の活動を紹介し、皆様に在外公館を有効に活用していただき、今後のベトナムとの付き合い方を

考える際の一助となればと思った次第です。 

 私の活動は、先ずは、留学生時代に、毎日ホーチミン市のスーパーに通い、目に入る全ての名

詞を覚えると同時に、（誰にも頼まれていないにも関わらず）ベトナム市場にあるもの、ないもの

は何かを整理し、それらの市場価格の調査に勤しみました。大阪外大では、今後は国営企業改革

と証券市場がベトナム経済を牽引すると勝手に確信し、証券市場の設立に関する研究を通じてベ

トナムとの繋がりを強化しました。その後、日本企業では、社内で頻発する多種多様な問題を解

決するために、ベトナムの行政機関と交渉することを通じて、ベトナムの役人とうまくやる戦術

を学びました。 

 それらの経験をもとに専門調査員として赴任した在ホーチミン日本国総領事館では、日本企業

から様々な相談を受けたり、公務に従事することにより、日本企業の役割や日本の責務について

考えることになりました。 

 日本には、優秀な人材、高い技術力、潤沢な資金がありますが、他国との意思決定プロセスの

違いや、相手の要望を汲み取る力の欠如などにより、機会損失を招いている日本企業の事例が散

見されます。さらに、グローバル化に伴いベトナムが採る発展戦略にも新たな方向性が見られる
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と同時に市場のプレーヤーも多様化しています。そのような中、過去の遺産にしがみつき、新た

な潮流に乗りきれていない日本の姿も見うけられます。ベトナムの時計は日本よりも早く進んで

います。（ベトナムに見捨てられないように、）改めてこれまでの日本式だけで良いかどうかを考

える時期なのではないかと感じています。 

最後に、十数年ぶりに戻ってきた日本はベトナム人で溢れかえっており、メディアでもベトナ

ムが話題に取り上げられることが多くて驚く毎日です。在日ベトナム人を取り巻く課題は山積し

ていますが、あれが悪い、これが悪い、ベトナム人が悪い、日本が悪いと批評するだけでなく、

これまでのベトナムとの関わりの中から今の自分にできる事を考えてみたいと思っています。 

そして、私のベトナム経済の牽引役を探す旅はまだまだ続きます。 

お忙しい中、今回のベトナミスト・シンポにお集まりいただきました皆様に感謝を申し上げま

す。 

（林 裕子） 

 

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。 

★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★ 



モン・ナム 第 167 号 2020 年 12 月 1 日 

 

12 

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２３ 

 

第２３回 ベトナムに住む日本人の高校進学 

 

歳月の過ぎるのは早いもので、私の娘・昭穂は１５歳、高校に進学する年齢になりました。今

回は、私達夫婦の実体験を織り交ぜながら、ベトナムに住む日本人の子供の高校選びについての

お話をしたいと思います。 
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●駐在員のご子息は日本人幼稚園と日本人学校へ 

ベトナムに住んでいる日本人は、大きく２つに分けられます。１つは日本の会社からベトナム

に派遣される駐在員。もう１つはベトナムで業務を行っている企業で勤務する、もしくは自分で

起業した現地組です。この現地組はさらに２つに分けられます。日本人同士のご夫婦のご家庭（日

本人家庭）と、日本人とベトナム人のご夫婦のご家庭（国際家庭）です。 

子供の学校に関して、駐在員の人はほとんど迷うことがありません。おおむね３年程度の駐在

期間が終われば日本に帰ることが前提ですから、日本人幼稚園・日本人学校に通うというのがい

ちばん妥当な選択でしょう。当地には日本人向けの幼稚園が複数あり、小学部と中学部を持つ日

本人学校が、ハノイとホーチミンシティに、それぞれ１校ずつあります。中学を卒業した後は日

本に帰国して高校に進学します。中学２年、３年の時点で、日本に帰国して受験に備える人も少

なくありません。 

 

●日本人学校からインター高校への進学は難しい 

面倒なのは現地組です。ベトナムにある日本人学校は中学までで高校はありません。そこで私

の周囲の日越夫婦のほとんどは、「日本人学校に通わせたら、行く高校がない」と、お子さんを

ベトナムの公立小学校またはインターナショナル校に通わせていました。 

ベトナムにはインターナショナル高校がたくさんあります。「日本人高校がないなら、インタ

ー校に行けばいいのでは？」と考えがちです。障害になるのが英語力だけなら、確かに難しくあ

りません。しかしそうではないのです。 

例えば日本人学校では、社会の授業で大化の改新や明治維新を習いますが、それらの知識はイ

ンター校では何の役にも立ちません。光合成の仕組みを知っていても、それが英語で説明できな

ければ意味がありません。一事が万事同様で、すべての科目に関して勉強をやり直しになります。

私の知り合いのお子さんは、ホーチミン日本人学校を卒業後、ベトナムのインター校に進学しよ

うとしましたが、英語以外の科目で授業についていけず、結局、１年遅れで高校に進学しました。 

つまり日本人家庭の方が、子供が中学を卒業した後もベトナムで仕事を続けるつもりなら、な

るべく早い段階からインター校に通わせる必要があるのです。 

 

●どの選択肢も一長一短 

私達夫婦は現地組で、日本人幼稚園と日本人学校で娘を学ばせました。幼稚園に入園したとき

から「中学卒業後はどうしようか」という議論を続けていたといって過言ではありません。 

日本人学校で学んできた娘にとって、日本の高校に進学するのがいちばんであることは言うま

でもありません。しかし生活費を稼ぐためには、私も妻もベトナムにいることがほぼ必須になり
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ます。娘が高校に進学するとき私は５７歳。日本で会社員を始めるには辛い年齢です。妻はベト

ナム人ですから、言葉の壁があって日本で職に就くのは容易ではないでしょう。 

そこで考えたのが「夫婦はベトナムで働き、娘を日本の全寮制の高校に入れる」です。これは

「高校生の娘を異国で一人暮らしさせるのは不安」という妻の反対でボツになりました。「娘と

私が日本に行き、妻がベトナムに残って仕送りをする」という選択肢は、妻が「娘と離れ離れに

なるのは耐えられない」というので一瞬でボツ。「妻と娘が日本に行き、私がベトナムに残って

仕送りする」という選択肢も検討しました。しかし妻と娘という２人のベトナム人だけで日本に

暮らすのは不安が大きく、これもボツ。 

日本でも家族３人が一緒に暮らせるのが理想ではあります。日本であれば、私としては高齢の

両親の近くにいられるというのも、大きなメリットでした。しかし収入のアテがないのでは、す

べては「絵に描いた餅」です。 

 

●「一家でアメリカ移住案」が有力だった理由 

私がひかれたのは「ベトナムの公立高校に進学する」という案です。そうすれば、親子３人揃

ってベトナムで生活を続けることができます。しかし妻が「ベトナムの教育は最悪」「日本人と

しての教育を受けられないのなら離婚する」とまで言うので、折れました。 

そんな妻がご執心だったのが「アメリカに移住する」という選択肢です。ロサンゼルスには妻

の兄夫妻がいますし、妻の親戚や友人もアメリカに移住した人がたくさんいます。それらの人達

からは「アメリカは日本なんて比べ物にならない素晴らしい国だ。ぜひアメリカに来なさい」と

熱烈な誘いが来ました。 

私が驚いたのは、彼らから聞いた「アメリカは教育費と医療費が無料」という話です。アメリ

カに住んでいる日本人の友人に聞くと「え？ アメリカは医療費が非常に高くて困っている」。

聞いてみると「旧・南ベトナムからの難民」という認定がなされると、この特別措置が受けられ

るそうです。私としてはいまだに半信半疑なのですが。 

妻は妻で「日本語は日本でしか役に立たないけど、英語ができれば世界中どこでも仕事ができ

る。娘の将来を考えるとアメリカで教育を受けさせてやりたい」。自分自身が日本語より英語が

得意ということもあるのでしょう。 

 

●娘が高校に通うためにはコロナの終息が必須 

決め手になったのは娘の意思でした。彼女は「日本で高校に行きたい」と主張したのです。結

局、家族３人で日本に移住することになりました。 

ただし私は、日本に「定住」してしまうと「ベトナムに関する原稿を書くライター」という今

の仕事を続けることはできません。日本とベトナムの両方に拠点を持ち続け、月に１回くらいは
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ベトナムに出張することが必須です。大きな障害となる航空運賃は、LCCの就航により随分と楽

になりました。日本とベトナムの往復航空券が２万円代で買えるのですから。「ああ、これで定

期的にベトナムに取材に行ける！ 仕事が続けられる！」と喜びました。 

ところが、そこに発生したのがコロナウイルスです。私が収入を得られて、娘が日本で高校生

活を支障なく送れるようになるためにも、一日も早く両国間の行き来が正常化されることを願っ

ています。 

（中安昭人／ホーチミン市在住） 

 

ベトナム留学報告書・その２１ 

 

２１－異文化満載 

 

ベトナムは、近所だけでも十二分に異文化を感じることができます。ある時、家の斜め前でお葬式が

行われました。朝早くから楽器での悲し気な生演奏と読経が聴こえてきて、見たことのない様々な催し、

衣装、装飾に私は興味津々でした。生きていた頃のおばあちゃんもお見かけしていたので、胸を痛めな

がら数日、参列者の集まるテントの中を通り過ぎていました。（近所に住んでいる人以外は、その家の前

の路地は通行止めになります。）しかし３日目の夜になると、一転して激しいカラオケが始まり、かれこれ

４時間も！もうすぐ夜中の１時だというのに、信じられないほどの爆音が近所に鳴り響き続けています。

通り沿いの部屋ではなかったことを良かったと思いつつ、それでも寝られるかな…というぐらいの音量で

す。なにか分からないけど寝かせてもらえないことが段々と悔しくなって、私も部屋で負けずに一人ベト

ナム語練習カラオケをして気晴らししました。後々少し虚しくなりましたが、疲れていつの間にか寝ること

ができました。 

ホーチミンで私が滞在していた地域は、バックパッカーの外国人も多く滞在している地域でした。そん

な地域でも、一歩違う路地を入ると小さなベトナム人のコミュニティがあり、ベトナム人の生活感が溢れて

います。隣の家のおじさんは美しい小さな鳥をたくさん飼っていて、たくさんの鳥籠を毎日外に出し飾り、

食事時は一人玄関先に座り、ビールを飲みながらその鳥たちを愛でながら食事します。鳥を飼う家庭は

あちらこちらで見られ、そこそこ裕福な人の趣味だと聞きました。家の裏通りに出るまで細い道沿いには、

住宅に一体化している派手な空間と小さなお寺のようなものがあります。そこの前の広くもない広場では、

子どもたちが遊んだり老人たちが集まりしゃがみこんで話し込んだりと憩いの場となっています。いつも

のように洗濯物をクリーニング店へ持って行こうとその広場を通り過ぎると、今日は何の日？？というくら

い派手な化粧と衣装と音楽で、２人の男女が歌劇を行っていました。家に帰って調べてみると、どうやら

南部発祥の伝統文化カイルォンのようです。フランスのコメディに影響を受けて生まれただけあって、ひ

ょうきんな顔を作り上げています。突然目の前に現れた個性的なベトナムの伝統文化に、私も近所の人
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たちと一緒に釘付けになりました。 

家の近所の通りには、バイクにいつでも上半身裸の姿で乗って、話し込んでいるおじさんたちがいま

す。ちなみに、ベトナムで上半身裸男は、老若問わずそこら中で見られます。テニスをしている時には、

隣のコートのベトナム人が、その格好でテニスをしている姿がよく見られました。失礼かもしれませんが、

大きなお腹を恥ずかしげもなく出しまくっています。近所の細い通に沿ってござがひかれて、吸い玉（カッ

ピング）療法をしてもらっているおばちゃんが寝転がっていることもありました。見た目に痛そうな丸い赤

い吸われた跡が、腕や背中にいっぱい見られるおばちゃんが近所を歩いています。どこかの家の中です

ればいいのにと思うのですが… そんなこんなで、何かと変わったこと（異文化）が身近な家の回りだけで

も十分に見られるので、大阪人にしてみれば有り難い？ ネタが尽きないベトナムです。（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 12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 12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 12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） 
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●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 12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 12月 1日現在 7,281円（円に換算して）＋2.645.000ドン 

※朝長以久子様より御芳志をいただきました。ありがとうございました。 

 

●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 12月 1日現在 122,000円 

※「さをり織り」運動に尽力されて来た名古屋大学職員の Trang さんに日本語作文コンテスト

及び名古屋総領事館主催日本語弁論大会優勝のお祝いとして 5 万円支給させて頂きます。 

 

●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 12月 1日現在 140,000円＋200,000円 

※芹澤知広様、北角和恵様、藤原美代子様、大木 守様、西浦通子様、比嘉眞子様、勝原尚実様、

ホアントゥアン様、アット・クリエイト㈱様、中嶋弘子様、林 裕子様、持田昌次・普子様、吉田

美紀子様より御芳志をお預かりさせていただきました。ありがとうございました。 

※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。 

既に皆さまにはご報告の通り、下記の会員より大量のお米のご寄付を賜りました。 

  五十嵐康公・聖子様 

  高橋和士・Phương 様 

食料については、 

 西浦通子様 

  山本健・厚子様（寝具や衣服も。名古屋徳林寺へ直接） 
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衣服については、 

  為川正昭様 

  福嶋浩・慶子様 

更に多くの方々に車での搬送をお願いしております。 

届け先は、 

 ・兵庫県日本語教育機関連絡会 

 ・姫路ベトナム福圓寺 

 ・八尾ベトナム福光寺 

 ・神戸ベトナム和楽寺 

 ・名古屋ベトナム徳林寺 

 ・堺市ダイワアカデミー 

 ・大阪東成区えびす日本語学校 

 ・大阪中国語学院・日中語学専門学校 

その他です。これからは個人での受け取りも可にし、当座しのぎに 1人頭 5kgに設定して、お

渡しすることに致します。困窮ベトナム人に広く声をおかけください（冨田）。 

 

●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 12月 1日現在 29,312円 

上記 Trang さんが優勝した「日本語作文コンテスト」の主催者が、その作文集を出版され、そ

れを全国の高校に寄贈する運動をされています。賛同の意味を込めて 2万円を寄贈させて頂きた

いと思います。 

※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。 
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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 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。 


