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◆巻頭言 168号◆ 

「中舌（なかじた）母音」ư, ơの表す「中庸」精神とは？ 

（冨田 健次 ベトナミスト・クラブ代表） 

   

 「好い加減にしなさい！」。子供の頃、親にしょっ中、言われていた言葉です。「好い加減にする」とはど

う言うことなのかさっぱり吞み込めませんでしたが、子供のやっていることが親の間尺に合っていないのだ

なと言うことだけは感じていました。今になって思うと、子供の行動が極端に走っていてそれを戒めて「ほ

どほどにしておけ」と言われたのでしょう。 

 そう、その「ほどほど」もよく耳にしましたね。「馬鹿もほどほどにしなさい！」。「ほどほど」は「適度」でしょ

うから、極端な「馬鹿」はダメで、適度な馬鹿なら許されることになるのでしょうか？「馬鹿も休み休み言い

なさい！」などもあった様な気がします。「休み休み」とは「一度立ち止まってよくよく考えて」と言うことでし

ょうか？しかしこれもほどほどの「馬鹿」なら許されるように思います。 

 「大概にしなさい！」もよく聞きました。うちの親は「大概分にしなさい！」の様に「分」を付けて叱っていま

したから九州の方言か「家庭語」でしょうか？以前、時計が進んでいることを親達（父は鹿児島出身、母は

佐賀出身）が「時計が急いでいる」と言っていてそれが身についていたものですから「時計が急ぐ」と九州

では言うものだとばかりずっと思っていて、ある時、同級生だったか同窓生だったかの集まりで周りの者に

同意を求めたら全員に「総スカン」を喰って赤恥をかき、それが「家庭語」であることに初めて気が付いた、

と言う苦い経験がありましたので蛇足を加えさせて戴いた次第。「大概分」に心当たりのある方は助け舟を

お願いしたく…。 

 この「大概」も「好い加減」や「ほどほど」同様、「適度」「適当」の意味でしょうから、「ふざけるのも大概に

しなさい！」と言われたら適度な「おふざけ」なら許されることになる筈です。しかし、「馬鹿をやるにもほど

がある」の様に「ほど」が一回になると「ほど」の「適度」の「度合」はグッと狭くなるような気がします。 

 叱責としては用いられることはありませんが、関西でよく聞く「ぼちぼち」や、「まずまず」「まあまあ」で、極

端を戒める精神は十分に汲み取れるように思います。「行き過ぎ」「やり過ぎ」「出過ぎ」につける薬と考え

ておけば良い程度のもの言いと思います。 

 ところが、これらの言葉を政治家たちに向けて言う時には重大な意味を帯びます。例えば、アメリカのトラ

ンプ前大統領、日本の安倍前首相、菅現首相、中国の習近平国家主席、北朝鮮の金正恩総書記などな

どに、私が小さい頃から言われていた言葉の諸々をそっくりそのままお返ししたとしましょう。「冗談も好い

加減にしろ！」「馬鹿も休み休み言え！」「ふざけるのも大概にしろ！」「嘘もほどほどにしろ！」。国民の間

で使われる言葉と、権力者に対して使われるのとでは全く意味合いが異なって来ます。決して「ほどほど」

を勧めているのではありません。堪忍袋の緒が切れて、もう「絶対に許さない」と言っているのです。間違

っても「中庸」などの「美徳」を推奨しているのではなく、「全否定」に近い様に思います。聞く耳がない人

には何を言っても仕方がないのですが言わない訳には行かない、切羽詰まった怒りの言葉になっていま
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す。 

 せめて日本の権力者には何としても届いてほしいと思いながらも、やはり婉曲的に「ほどほどにしろ」な

どと言うものだから彼等も字義通りに解釈しての諸々の所業と思いますが、もう日本国民は権力者の発す

る言葉、政策を全く信用していず、完全にそっぽを向いていることを彼等は知るべきです。首相達の「お

願い」など聞く耳を持った若者は最早、数えるほどしかいないことに早く気が付くべきです。若者の「反発」

「反乱」が頂点に達していることを権力者は気が付くべきです。大人の嘘に若者達は辟易しているのです。

このコロナ禍下、病院崩壊を招いた根本原因は決して若者にあるのではなく、権力者そのものにあること

を思い知るべきです。 

 しかしその「鬼滅の刃」は実は、我々大人全体にも向けられていることに目をつぶることはできません。

親から散々叱られた言葉はそっくりそのまま親となった昔の子供である私達に返って来ているのです。

「大人よ、好い加減にしろ！」。 

 自分達の未来を借金、借金で食いつぶして、安い安い賃金で苛酷な労働に駆り立て、年金はおろか退

職金すら危うい老後を「確約」し、核エネルギーにまで手をつけて地球環境を破壊し尽していながら一方

でもっと子供を作れ、作れと迫る。夢を奪っておいてより良い明日のために今日を我慢しろ、と言われても

「好い加減にしてよ！」と返すしかないではありませんか？明日が無い人に明日を信じて、などとどの口で

言えるのでしょうか？今のこの状況は若者達の「無言」の、いやライブハウスや居酒屋などでの「有言」の

抗議なのです。明日の無い彼等には今、現在しかないのです。今を喜ばずしていつ喜べと言うのです

か？彼等の抵抗も実は「命懸け」なのです。 

 私達「昔の子供」が親の言いつけに反き、「馬鹿を休み休みに」せず、「子供のため」を金科玉条に極端

に便利で効率的な社会を追求し過ぎたために結局は「子供のための」「子供のためだけの」未来を先取り

して喰いつぶしていることに早く気がつくべきです。地球上の資源を食い尽くし、地球の中に眠る資源を

も掘り尽くし、まだ足りないと遠い宇宙にまで手を伸ばそうとしています。純粋に科学的な探求ばかりだと

も思えません。「馬鹿も休み休み」にしないと地球も人類も終わってしまいます。「馬鹿は死ななきゃなおら

ない！」。やはり死に絶えるしか外にないのでしょうか？ 

 ベトナム語に実は vừa vừaという素晴らしいことばがあります。「ほどほど」「まあまあ」「ぼちぼち」に当たる

でしょうか？ăn vừa vừaなどのように ăn「食べる」と一緒に使うと、「腹八分目」「好い頃合い」を意味します。

もともと vừa の語そのものは「空間的、時間的限度にピッタリ合っていること」を指しますから、áo vừa tôi と

言うと、áo「上着」が tôi「自分」にピッタリ合っている、tôi vừa đếnと言うと、今ピッタリに自分がđến「やって来

た」ばかりの意になります。vừa ăn vừa nóiと言うと、ăn「食べる」と nói「話す」がピッタリ同時に起こる、つまり

「食べながら喋る」などとピッタリ感が増します。vừa lòngと言うと lòng「心」にピッタリ適って「満足する」の意

になります。大きくもなく小さくもなく「ほどほどの」サイズつまりミドル（M）サイズは cỡ vừa と言いますので、

vừa はやはり「身の丈（たけ）に合った」「好い頃合いの」「良い塩梅（あんばい）の」「適度な」「適当な」を原

義とし、親族語を探してみると、nửa「半分」に行き当たります。或いは「正午」（昼と夜に一日を二分した時



モン・ナム 第 168 号 2021 年 2 月 1 日 

 

4 

の「昼」の「真中」。夜の真中は khuya で nửa đêm「夜半」とも言います）trưa も親戚でしょう。その「真中」の

語そのものが giữaですから、見事に「ピッタリ」です。nửa、trưa、giữaと来れば vừaはやはり「ド真中」。大き

くもなくて小さくもない、多くもなくて少なくもない、「ほどほど」の意味合いであることは一目瞭然でしょう。 

 「１５０」một trăm rưởi、「１５００」một nghìn rưởi と言う時の rưởi や「１時半」một giờ rưỡi という時の rưỡi も

元はと言えば rửa＋i、rữa＋i ですからやはり半分、「真中」の意に間違いありません。また、đôi lứa「釣り合

いの取れた良いカップル」（đôi は漢語の「対」）や lứa tuổi「同じような年頃」（tuổi は漢語の「歳」）に用いら

れる lứa もやはり「デコボコのない」「半ばでほどほどの」意を含み同じ仲間と考えられます。 

 ベトナム語の母語体系の中には、舌が口の前方にせり出す「前舌母音」と舌が後方に引っ込む「奥舌母

音」と、更に舌が「半ばでほどほどの」位置に留まる「中舌（なかじた）母音」の三系統があります。ベトナム

語をローマ字化した西洋人にとってはなかなか表記が難しかったと見える母語で、仕方なく元々「唇をと

がらせる」u や「丸める」o に「鬚をつける」という細工をして ư や ơ と表記することにしました。これら「中舌」

母音は名前通り「中途半端」な印象を人に与える響きを持っている様に思います。上で挙げた「半ば」「真

中」を表す各語に ư や ơ が含まれるのは偶然ではありません。体の「半ば」を占める「背中」や「腰」は lưng

と言いますし、「好い頃合いの」chừngは上の vừa とともに vừa chừngとも言い、nửa chừng「半ば」ともピッタ

リ合います。lưng chừng núi（núiは「山」）と言えば山の「中腹」、lưng lơと言えば「中空にぶらんとしている」

状態を言い、何とも「中途半端」な状態や気持ちを表すことになります。この中に含まれる lơ なる音にその

片鱗がうかがわれます。lơ mơ、lờ mờと言えば、「うすぼんやり」「ぼうっとしている」様を表し、漢語「朦朧」

に通じます。lỡ、nhỡと言えば「うっかり」「ぼんやり」の意で「失敗」「失態」の意ですがそれと裏腹に方言で

は vừa phải「ほど好い」「頃合いの」の意味で用いると言い、やはり地方的な生き方の「好さ」を暗示してい

る様に思われます。しかし、lỡ dởは「中ぶらりん」「中途半端」は非難のもと。dởは「味気ない」「まずい」「へ

た」、あらゆる非難に用いられます。やはり内容が詰まっていない「すき間」hởだらけが嫌われているので

すが、花に「裂け」目ができる nở「咲く」（日本語の「咲く」も元は「裂く」、つまり「裂け目ができる」から）は逆

に大歓迎。「開く」「広くする」「開ける」（「明ける」つまり「明るくする」）のmởや giởは rộng「広い」や sáng「明

るい」につながるのでやや歓迎の方か？心に隙き間ができる「冷淡」「無視」の thờ ơ、hờ hững はその「隙

き間」こそが嫌われます。「隙き間」を埋めるべく「下から支える」đỡは嬉しい「助け舟」giúp đỡで、ちょっとし

た「緩和」につながります。đỡ một chút（một chút は「ちょっと」）と言うと病や飢えが若干緩和され「持ち直

した」ことを言い、「お産」đẻを「仲介する」đỡ đẻ「産婆さん」は bà đỡ（bàは「婆」）…。しかしハードワークに

体が「しまらなく」「くたくた」「へなへな」に疲れ果てたら đừ người（người は「人間」「人間の体」）, v.v.

（「云々」）。 

 と言う具合に、「中舌母音」の ư、ơ の母音効果は計り知れず絶大なものがあります。しかも軟硬両用。私

は「中舌母音」の多用を「中庸精神」（tinh thần trung dung）の勧めと取り、「極端」「過度」「過剰」「過激」

「行き過ぎ」「やり過ぎ」「出過ぎ」を戒める「好い塩梅」の薬として「自家薬籠中のもの」にせんと、新年に当

り早々に決意を固めたところであります。  
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 本年も何卒宜しくお願い申し上げたてまつります！ 

 

べトナミスト・イベント予告 

 

●べトナミスト・シンポ● 

ホーチミンシティで暮らす日本人が経験したコロナ 

話題提供者：中安 昭人さん（編集者・ライター） 

日時：3月 25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） 

※オンライン参加を希望される方は、ベトナミスト・クラブのメールアドレスまでお申込みをよ

ろしくお願いします。 

 

私はベトナムにおいてコロナ禍がいちばん深刻だった時期（２０２０年２月〜４月）、現地にい

ました。今回のシンポでは、その時にベトナム市民、そして政府はどう動いたのかを、一生活者

の視点で紹介します。１月２５日現在、コロナの新規感染者ゼロという状態を続けているベトナ

ムでの私の体験が、皆さん一人一人がコロナ対策を考える上での、参考になれば幸いです。 

 ここで断っておきたいことがあります。私は「どういうコロナ対策が正しいのか」を議論しよ

うとは思っていません。コロナという病気そのものも恐ろしいですが、それにどう対峙するかの

姿勢を巡って、人々が反目しあうことのほうが、もっと憂慮すべきことだと感じているからです。

その点をご理解の上、ご参加ください。 

 旅行作家の下川裕治さんが責任編集をされた『日本の外からコロナを語る』という単行本が、

２０２０年１２月に発行されました。アメリカ、中国、台湾、ベトナム、カンボジア、韓国、タ

イ、フランス、フィリピンという９か国に住む日本人たちが、それぞれの国でのコロナ事情を紹

介しています。ベトナムの章は私が担当しました。シンポでは、この本の内容をベースにしつつ、

書籍には入れられなかったエピソードも紹介したいと考えています。 

 

（中安 昭人） 

 

★テト・パーティー＆年次報告会⇒1 年延期します！★ 

→2 月 11 日（木）建国記念日「箕面キャンパスありさよ会」＋「ベトナム・テト前夜祭」 

（クラブ・ホット・フラット）へ集合！ 
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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乗ら

せて戴き以下のようなお知らせをさせて戴きます。 

 

 ★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。 

  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。
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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＞● 

2021年 1月～3月、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。 

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 

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

4月 6・13・20・27日／5月 11・18・25日／6月 1・15・22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 

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

4月 3・10・17・24日／5月 8・15・22日／6月 5・12・19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） 
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→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！ 

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） 
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※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＞● 

◎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
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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。 

 

べトナミスト・イベント報告 

 

●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：2020 年 12 月 13 日（日）10：00～16：00／場所：ベトナミスト・ホット・フラット 

 

 コロナ禍の拡大で、標題のうち、「冬のグルメ＆忘年会」は中止となり、「祝賀会」だけの開催

となりました。料理も作らず Phở Việt から「ブンチャー弁当」をテイクアウトしてのパーティー

にしようと計画していましたが、手違いもあり、「炒飯弁当」（チェー付き）となるハプニングも

ありましたが、何とか楽しい「祝賀会」に漕ぎ着けました。日頃は余りお目にかかることのない、

日越友好協会の方々や「さをり織り」の会のメンバーも駆けつけ、遠い名古屋からわざわざ来て

いただいたチャンさんを囲み、総勢 18 名での Trang さん祝賀と慰労の有意義な会となりました。

チャンさんの両会への貢献の深さにも感銘を受け、これからの益々のご活躍とご健勝を祈りなが

ら皆で杯を交わしました。例年、「グルメ＆忘年会」を取り仕切って戴いている本永圭代さんには

本当にご迷惑をおかけしました。この場を借りて心からお詫び申し上げます。 

 

（冨田 健次） 
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べトナミスト・ジョブ＆レジデンス情報（住まい、仕事など諸々の相談） 

 

 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
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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。 

 

２０２０年の気になったニュース 

 

 この連載の２月号の原稿は、前年にベトナムで話題になった出来事・ニュースの中から、私の

印象に残ったものを１０個選んでお届けするのが恒例になっています。しかし２０２０年は「コ

ロナに始まりコロナに終わる」と言ってもいい一年で、１０個の出来事がすべてコロナ関連にな

ってしまいそうです。 

 コロナについては、また別途取り上げる機会があるでしょうから、あえて１項目だけにとどめ、

それ以外で印象に残った９つの出来事を選んでみました。ベトナミストの皆様は、どのニュース

が記憶に残ったでしょうか。 

 

●新型コロナウイルスの感染拡大抑え込みに成功 

 １２月２日以来、市中での新規感染者ゼロを続けているベトナム。第１波は死者ゼロで乗り切

り、７月末に発生した第２波では死者こそ出ましたが約１か月で制圧。１１月末に発生した第３

波は、わずか数人の感染者を出すにとどまりました。累計での死者数は３５人、感染者数は１５

４８人に抑え込んでいます。数字はいずれも１月２５日現在のもの。 

 

●ＧＤＰは２．５〜３％のプラス成長を実現。 

 近隣諸国が軒並みマイナス成長に落ち込んだのに対し、ベトナムはプラス成長を実現し「一人

勝ち」と言われています。２０２１年の成長率は６％を超えるという予想です。一方で、旅行業

などコロナによって深刻な打撃を受けた業界もあり、明暗が分かれました。 
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●菅首相が就任後初の外遊先としてベトナムを訪問 

 １１月１８日から２０日にかけて、菅首相がベトナムを訪問。１９日にはフック首相、チョン・

共産党書記長兼国家主席、ガン国会議長と会談を行いました。２０１２年に第２次安倍内閣が発

足した際に、最初の外遊先として選ばれたのもベトナムです。 

 

●進出が続く小売業・サービス業の日系企業。 

 新型コロナウイルスにも関わらず、ベトナム人マーケットを狙った日本企業の進出・事業拡大

は盛んです。１０月１８日にマツキヨ、１１月２７日には無印良品、１２月２３日には吉野家が、

いずれもホーチミン市にベトナム第１号店を開きました。１２月２３日には、ホテル三日月が、

ダナンにアジア最大級の全天候型スパ施設を開業しています。２０１９年にホーチミン市に１号

店を開いたユニクロは、２０２０年１月にハノイ１号店を出店。現在は６店舗まで増えています。

イオンモールもハノイに３か所、ホーチミン市と近郊に３か所、合計６つのモールを展開中です。 

 

●急拡大が続く電子商取引。 

 ここ数年、ベトナムで急速に市場規模が拡大している電子商取引。コロナの感染拡大防止のた

めに、政府がオンラインショッピングを推奨したこともあり、前年度比で３割増を記録していま

す。オンラインショッピング用のウェブサイトもありますが、フェイスブックなどＳＮＳを通じ

た取引が全体の６割を占めているそうです。決済方法は今でも現金のほうが多いようですが、非

現金決済も急速に増えています。ベトナム国家銀行の統計によると、２０２０年１月〜９月期は、

非現金取引の件数が前年度比７５％増、スマートフォンなど携帯端末による決済も１２５％増だ

そうです。 

 

●日本国政府がダナンに領事事務所を開設。 

 日本企業の進出先として、ハノイ、ホーチミン市以上に熱い注目を集めているのがダナン。２

０２０年１月６日、念願の在ダナン領事事務所が開設されました。２０２１年中には総領事館へ

の格上げが期待されています。ダナン日本商工会議所に加盟している日本企業は約１５０社。在

留邦人数は４００人を超えるでしょう。２０１８年４月には日本人補習校も開設されています。 

 

●改正労働法の施行に向けての準備が進む。 

 ２０１９年１１月２０日に国会で可決され、２０２１年１月１日より施行される改正労働法は、

注意深く読み解く必要があります。残業時間の上限、試用期間の定義、定年の引き上げ、外国人

の労働許可証の取得手続きなど、変更点が多岐にわたるためです。この１年間、専門家による解

説セミナーが行われ、ウェブサイト上でも多数の解説記事が発信されていました。 
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●ハノイ、ホーチミン市の都市鉄道開業は共に見送り。 

 ハノイの２Ａ号線は、２０１８年９月２０日に試運転を開始し、翌２０１９年には開業を予定

していましたが延期。２０２０年１１月の発表では「２０２１年１月までに営業開始」となって

います。ホーチミン市の都市鉄道１号線はベトナム初の地下鉄です。当初、２０１９年営業開始

予定でしたが、こちらも延びており、２０２０年１１月の発表では「２０２１年１２月に営業開

始」となっています。ベトナムの町中を電車が走る勇姿を早く見たいものですね。 

 

●相次ぐ自然災害。被害額は前年の５倍。 

 ２０２０年、ベトナムを襲った台風や洪水、干ばつなどの自然災害による被害額は３７兆４０

００億ドン（約１６７６億円）だったそうです。これは前年の約５倍。死者・行方不明者数は３

５７人で、前年の１３３人から約２．７倍増。特に中部ベトナムは９月下旬から１１月中旬にか

けて、立て続けに台風が上陸し、甚大な被害が発生しました。 

 

●多発する日本在住ベトナム人の犯罪。 

 最後は非常に残念なニュースです。２０２０年２月号の『モンナム』に掲載した「２０２０年

の気になったニュース」の中で、私は「劣悪な労働環境に苦しむ人が多数いる一方、ベトナム人

が引き起こす問題も増えています」と書いています。その時に感じていた懸念が、２０２０年は

的中してしまいました。 

 日本に住むベトナム人の環境改善に対して有効な手立てが打たれなかったことに加え、コロナ

という予想外の要因により、職を失ったりベトナムに帰国できなくなったりしたベトナム人が発

生。たくさんの残念な事件が起きています。中でも多くの人の注目を集めたのは、北関東で家畜

や果物が相次いで盗まれ、容疑者として群馬県太田市に住む１３人のベトナム人が逮捕された事

件でしょう。 

 いかなる理由があっても罪を犯してはならないのは事実ですが、これは社会全体で改善に取り

組むべき問題だろうと私は思います。 

 

 １年後の「２０２１年の気になったニュース」では、明るい話題ばかりをお届けできることを

願っています。 

（中安 昭人） 

 

ベトナム留学報告書・その２２ 

 

２２－証明書の発行 
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バスに乗車する度に払う必要がなく、料金も大幅に安くなるので、バスの定期券を発行することは、ベ

トナムに着いてからの私の急務の１つでした。そのためにはまず学生証の発行が必要でした。しかし、学

校の事務所に必要書類をそろえて早くに提出するも、学校内で承認する部署が３段階あるらしく、学生

証を発行するのに３週間も要しました。その後、バスの定期券を発行するために、学校前の大通りを渡

った定期券の売店へ行きました。この売店に行くにも、予定よりも早く閉まっていたり、学校の昼休みも

同じく閉まっていたり、やっと開いている時間に行けたと思ったらこの書類ではだめだと言われたり･･･事

務所のスタッフを呼んで一緒に行ったりもして、厳しい日差しの暑さの中くたくたになりながら、大通りの

歩道橋を３往復してやっと申請にこぎつけることができました。 

そしてその１週間後、やっとのことで手に入れたバスの定期券。その記載名、私の名前が YAMANOK

と略？されていて、その横の生年月日は 1999 年になっています。大学生なのに 17 歳なんてありえない

ですし、ごまかしようのない私の実年齢との差もあり過ぎて、事務所に帰ってスタッフに伝えると誰もが爆

笑でした。それでもこのまま使用していいと言うから驚きました。約１ヶ月も待ってやっと手に入れた定期

券を、私ももう手放したくありませんでしたが･･･。また、在学中に「大学の卒業証書を 10 万円で買える

よ」なんて聞いたこともあり、ベトナムでの証明書は誰が本当にちゃんと証明できるのだろうかと思いまし

た。日本では“ありえない”出来事が、ベトナムではいろいろと起こります。 

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。 

ホーチミン市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の細い道沿

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
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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） 

2021年 2月 1日現在 38,000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） 

※田中哲次郎様他より御芳志をいただきました。ありがとうございました。 

 

●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） 

2021年 2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。 
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 2021年 2月 1日現在  562,769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） 

2021年 2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） 

2021年 2月 1日現在 7,281円（円に換算して）＋2.645.000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。 

2021年 2月 1日現在 122,000円 

 

●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） 

2021年 2月 1日現在 140,000円＋195,457円＝335,457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。先ずは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。 

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、日越友好協会、日越関西友好協会なども含まれます。以後は団体のみならず個人での
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受け取りも可とし、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。暖かい冬

着も大量にありますので、困窮在日ベトナム人に是非とも広く声をおかけください（冨田）。 

※Phan Thị Mỹ Loan・福井啓介ご夫妻より御芳志をお預かりさせていただきました。福嶋浩・

桂子ご夫妻、為川正昭ご夫妻からは大量の古着をお預かりさせていただきました。有難うござい

ました。 

※高橋和士・Lan Phương ご夫妻は第 2弾として、クラブを通されず、大量の米（総量不明）

を直接姫路のベトナム寺院にトラックで届けられました。この場を借りて厚くお礼申し上げます。 

届け先：姫路ベトナム大南寺、姫路ベトナム福圓寺 

※下記の方々は米の運搬に力をお借りしました。有難うございました。 

 吉村鏡子・石原 元 両氏 

※前回、一部のモンナムに、ご芳志をお預かりした中嶋弘子様のお名前が抜けておりました。

深くお詫び申し上げます。 

 

●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。 

2021年 2月 1日現在 29,312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
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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。 


