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◆巻頭言 172 号◆
キリキリ「舞い」からクルクル「舞い」へ？
（冨田 健次 ベトナミスト・クラブ代表）

キリキリ「舞い」はもうゴメン！クルクル「舞え」る楽しい世の中の再来を自分たちの手で実現しましょう！
水際で防げたはずの災禍を自ら招いておきながら、国民と医療従事者にそのツケを払わせる重度な過ちを何
度も何度も繰り返し、自らの職責を「全う」もせず、義務である国会も聞かず、敵前逃亡を図ろうとする首長。
「全う」を許さないばかりか自分達の連帯責任をも棚に上げて、ひたすらその首長の座を自分のものにしようと狙う
「周り」の取り「巻き」。「宣言」とやらで「丸く」収まると高をくくって、若者の行動に規制をかければかけるほど、逆に
疫病はますます広がるばかり。お金のある大人達は別に密にもならずとも密やかに「マメ」に通い詰めて夜の社交
場を支えることができるとしても、金子銀子の乏しい若者達は、地下に潜り、血「マナコ」になって、夜逃げするぐら
いなら若者との心中も辞さない小さな酒場を求めてスマホ片手に駆けずり「回（まわ）」る、「回（まわ）」る、
右往左往の日々。密を極める空間で命がけで、「今でなければ成せない」交際、交流に明け暮れる。露天の方
が安全と聞けば、広場や河原でビール片手に煙草プカプカ、大声三昧。世間の目の冷たさに怯え、自らに時間
制限まで課して短時間で大量の飲酒。立つことも歩くこともできない男女がゾロゾロ、ゲロゲロ。日本の「ノミニケ
ーション」道崩壊の瞬間です。手取り足取り、時には自腹を切ってまでも指南怠りないはずの先達の姿がないの
で当たり前。酒の飲み方も知らず自力でこの「道」を歩いて行かなければならない若者達の悲哀、そして悲劇。
欧米にはホームパーティーという伝統があるのでまだまし。環境の整わない日本はやはり夜の街しかないのです。
個人で盛り上がる御陣もいるが、団体で絆を深めるのが大半。そこで自ずと発達するのが「ノミニケーション」道。
そうです、大切な大切な日本の「文化」です。少年も少女も青春のまっ盛りに、この場を「通過儀礼」としてくぐり
抜けながら人生の荒波に耐える力をつけて行くのです。下戸も上戸もこの「通過儀礼」を断たれた若者は「円
（まど）」かな社会参入など無理です。
そんな大切な場を極端に狭めて、逆に疫病を蔓延させてしまう愚かな政策に邁進する、時の政府はやはり罪
以外の何ものでもありません。防疫を細心に身にまとい、しっかりゆっくりとっくり「ノミニケーション」道を確保してやる
ことが私達大人の務めと、私は一貫して言い続けてきました。「円満」な解決法はないとしても、若者を孤立させ
孤独に追いやることだけは避けなければいけないと、私はずっと訴えて来ました。人と人との触れ合いなしに人を育
て、人に育てられることは絶対にできません。教育も人と人とが心と体をぶつけ合って互いに隠れた能力を引き出
し合う中でこそ成立するものです。先生も生徒も共に育たなければ教育ではありません。Education の e は「外
に」で ducation は「引き出すこと」と先人は教えてくれています。Culture も cultivate、つまり人と人とがお互い
に「耕し合う」ことと教えてくれているではありませんか。それこそが本来の「文化」であり、その互いに耕し合い、育
て合う場を school と呼んだのです。本物の school を取り戻さない限り、教育も文化も「丸つぶれ」です。
School と after school は表裏一体のものであり、それが「円満」に home に繋がるのが理想の社会なので
す。School は何も学校だけとは限りません。職場も同じです。Home との間に挟まる after の存在は大きく、そ
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れを否定しては人間の生長、社会の成長はありません。そうです。School と home の間に挟まる「遊び」の空間
が、車のハンドルの「遊び」そのものであり、「遊び」のないハンドルが如何に危険か、ドライバーなら百も承知のはず
です。
上の文章に故意にちりばめた語彙、「舞う」「丸い」「回る」「周り」「巻く」「全うする」「全く」「円か」「豆（マメ）」
にすべてマ ma の音が含まれていることに気がつかれたでしょうか。このマ ma の音は、上にも喩えた「マナコ」の「マ」
（マのコ＝目の子）つまり「目」（マ＞メ）に溯るのではないかと私は最近ずっと考えています。「まんまるのお目
め」「目ん玉」と言うように「丸」「玉」の象徴は目であり、その「マル」自体の音の中に「マ」つまり「目」が含まれてい
るのではないかと考えているのです。

丸（マル）

ma-r-u

丸（マロ）やか

ma-r-oyaka

鞠（マリ）

ma-r-i

円（マド）か

ma-d-oka

回（マハ）る

ma-h-aru

周（マハ）り

ma-h-ari

舞（マ）ふ

ma-h-u

巻（マ）く

ma-k-u

全（マト）う＞全（マット）う

ma-t-ou＞ma-tt-ou

全（マタ）く＞全（マッタ）く

ma-t-aku＞ma-tt-aku

豆（マメ）＜丸芽？

ma-m-e

ベトナム語でも「丸」は tròn で、「天」がその象徴と言います。声調を少し変えて trọn と言えば「完全な」であり、
中国語（漢語）でも「丸」（hoàn）「完」（hoàn）「全」（toàn）は完全に同語源であり、ぐるぐる回る
「還」（hoàn）や玉（タマ）の「環」（hoàn）も同源です。玉（タマ） ta-ma は「魂」（タマシヒ）
ta-ma-sh-i-hi に通じ、あの天（アマ）a-ma にも通じるとすれば、この ma こそが「完全無欠」の表象となるは
ずです。ベトナム語ではこの天を表象する白い「丸」tròn に更に、大地を表象する緑色の「四角」vuông を加え
て vuông tròn として「完全無欠」trọn vẹn の音表象にしています。日本の天皇の墓が「前方後円墳」や「円
墳」であったことを思い出してください。日本の国旗が「四角い」白地に赤い「日の丸」であるのも意味があるのです。
「完璧」の「璧」の漢字の下にもしっかりと「玉」が隠れています。立派な玉、魂を持った「完璧」主義の日本人がコ
ロコロの疫病などに負ける筈はありません。「大和魂」で世界のコロナに引導を渡してやりましょう！ あくまでも「世
界の」であって「日本の」ではないことはゆめゆめお忘れなく！
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べトナミスト・イベント予告

●ベトナミスト・シンポ●
奈良からベトナムへ日本を発信！ 汗と涙の５年間
話題提供者：浅井隆士さん（奈良テレビ放送・ビジネス開発局）
日時：11 月 18 日（木）19：00～20：30

場所：ベトナミスト・ホット・フラット

参加費：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）

これまでは、オンライン参加希望者のみの事前申し込みをお願いしておりましたが、あらゆる準備の都合上、今回よ
り、オンライン参加希望者の方も直接会場まで来られる方も、11 月 16 日（火）までにベトナミスト・クラブのメールア
ドレス（vnstclub@seagreen.ocn.ne.jp）まで、お申し込みをよろしくお願いします。
お申し込みの際には、①オンライン参加希望②直接参加 のいずれかをお忘れなくお知らせください。

奈良テレビさんが、日本酒をベトナムで普及させる事業に取り組んでおられることを、ご存じでしょうか。「どうし
てテレビ局が日本酒？」「どうしてベトナム？」など意外に思われた方が多いと思います。実は奈良テレビさんは、
２０１７年からベトナムでの事業に取り組んでおられるのです。最初は国営ベトナムテレビ（VTV）との番組
共同制作事業でした。VTV のスタッフを奈良に招き、ベトナム人の視点で奈良の魅力を紹介する番組全１５
話を共同制作し、VTV で放映しました。これをかわきりに様々な事業をベトナムで展開され、２０２１年８月
には日本酒や地方特産品をベトナムで販売する事業を開始しています。そのコンセプトは「日本国内でも地方に
行かないと飲めない地酒をベトナムで！」。
１１月のシンポでは、ベトナム事業を担当されている奈良テレビの浅井隆士さんをお招きして、事業を進める
中で苦労したこと、学んだことなどを語って頂く予定です。その貴重な経験からは、私達が学べることが多々あるこ
とでしょう。

（文責：中安 昭人）

●ベトナミスト・グルメ●
エビ出汁のミークアンはママの味！
日時：12 月 12 日（日）10：00～15：00／場所：ベトナミスト・ホット・フラット

2 年目のコロナの冬を迎えました。ベトナミスト・グルメで美味しいベトナム料理を作り、団欒のひ
とときを楽しみましょう！今回はベトナム中部ダナン名物の汁なし麺“ミークアン”に挑戦します。
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・・・メニュー・・・
 かぼちゃとコリアンダーのガレット（Món bột nướng với bí đỏ và rau mùi）
 旬魚のカルパッチョ（Món gỏi cá đúng mùa）
 手羽元と卵のさっぱり煮（Món nấu gốc cánh gà với trứng）
 ミークアン（Mì quảng Quảng Nam-Đà Nẵng）
 あったかチェー（Chè 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 4 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 11 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。

（門田 圭代）

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＞●
2021 年 10 月～12 月、2022 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
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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）
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
★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 5・12・19・26 日／11 月 9・16・30 日／12 月 7・14・21 日（全 10 回）
１月 11・18・25 日／２月 1・8・15 日／３月 1・8・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

10 月 2・9・16・23・30 日／11 月 13・20 日／12 月 4・11・18 日（全 10 回）
１月 15・22・29 日／２月 5・19・26 日／３月 5・12・19・26 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。

◎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 堺市立多文化交流プラザ・さかい 堺市総合福祉会館 5
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
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約 15 分] 、担当山中（080-1503-4153、e-mail:giaoluuyaoryu@gmail.com）
→アフタースクール（20：30～21：30）

●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）
※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
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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）

◎「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
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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

●べトナミスト・シンポ●
「４年間のベトナム勤務を通して」
話題提供者：上田真也 さん（前 ホーチミン日本商工会議所 事務局長）
日時：9 月 16 日（木）19：00～20：30

場所：ベトナミスト・ホット・フラット

講演者は 2017 年 3 月から 2021 年 5 月にかけてホーチミン日本商工会議所で勤務した。本講演では、
その体験談として、以下の３つのテーマを取り上げた。
「Ⅰ．ホーチミン日本商工会議所（JCCH）について」
「Ⅱ．JCCH での勤務で印象的だったこと」
「Ⅲ．ベトナムの様々な変化（進化）」

Ⅰ．ホーチミン日本商工会議所（JCCH）について
JCCH は 1994 年の設立以降、一貫して会員数が増加し、現在は在外日本商工会議所の中で会員数では
3 番目に大きな規模となった。現在の会員企業の業種構成は製造業が約 4 割、非製造業が約 6 割（うち、
サービス業が約 2 割）となっている。一方、約 15 年前は製造業の構成比率が 5 割を超えていたことから、近年
はベトナムが製造拠点としてだけでなく市場としても注目されている変化を読み取ることできる。
JCCH の活動は大きく 4 つの柱（①事業・生活環境の改善、②日本人社会への協力、
③ベトナム社会への貢献、④各種情報提供）で構成されている、このうち②は在外日本商工会議所の中では
特徴的で、ベトナムに存在しない「日本人会」の役割を一部 JCCH が担い、日本人学校の運営支援や会員企
業の家族も対象としたスポーツ・文化行事（マラソン大会等）を主催している。
また、近年では会員企業間、会員企業とベトナム企業との交流も拡大している。
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Ⅱ．JCCH での勤務で印象的だったこと
本項では、次の５つの出来事を取り上げた。
（１）JCCH 会員企業数 1,000 社突破（2018 年 1 月）
（２）商工会（JBAH）から商工会議所（JCCH)へ名称変更（2018 年 4 月）
（３）会員企業ニーズも「情報」から「実利」へ
（４）新型コロナウイルスに係る企業支援
（５）N 響ベトナム公演、VNSO 日本公演（日越外交関係樹立 45 周年記念事業、2018 年）
上記のうち、（１）、（２）、（５）はいずれも 2018 年にあった出来事で、この年が JCCH にとって大きな
節目の年となった。
特に（２）については「商工会」から「商工会議所」に名称変更することで、成長・拡大を続ける組織に見合っ
た日本語名称を用い、かつ世界的に認知されている Chamber of Commerce and Industry を英文名称
に用いることで、対外的なプレゼンスの向上を目指した。
（４）では、2020 年 3 月下旬にベトナムが国際線定期便の乗り入れを停止したことにより、日本に一時帰
国中のビジネス関係者やベトナムへの新規赴任者等がベトナムに入国できない状況が続いた。こうした状況に
対して、ベトナム政府（在日ベトナム大使館）、在ベトナム日本国大使館、在ホーチミン日本国総領事館、
JETRO、在越日本商工会議所 3 団体が連携し、計 1,000 名以上の日本人ビジネス関係者のベトナム入国
を支援した事例などを紹介した。

Ⅲ．ベトナムの様々な変化（進化）
講演者がベトナムに赴任していた間、日越政府間でハイレベルな往来が活発に行われ、経済的、人的な関
係も深化した。日本における在留ベトナム人も急激に増加し、今般の日本における外国人労働者の 4 分の１
はベトナム人が占めるまでになった。
また、ベトナムにおいてはインフラ開発が急速に進み、ビングループなどベトナム資本の大手企業が存在感を高
め、Landmark81 などの高層ビルも建設された。
加えて、B to C 分野の日本企業も多数ベトナム進出を果たし、ユニクロや無印良品、マツモトキヨシなどが相
次いで出店した。小売面ではベトナム南部を中心にコンビニが普及し、ファミリーマートはホーチミン市以外にも隣
接するビンズン省やバリアブンタウ省にも店舗を拡大しつつある。このように人々の生活様式も大きく変化しつつあ
る。
最後に、新型コロナウイルスへの対応に関しては、ベトナム政府は当初より危機感を持ち感染拡大防止対策
を講じた。時には企業活動や日常生活にも多大な影響を及ぼす厳しい措置も講じられたが、政府は国民に対
して様々な方法で随時明確なメッセージを出し、国民は政府に対して信頼感をもって対策を支持した。その結
果、ベトナムは世界有数のコロナ対策に成功した国となった。こうした政府と国民が一丸となったコロナ対応は、
ベトナムの強さを象徴する出来事にもなった。
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（おわりに）
今回は貴重な機会をいただきましてありがとうございました。
帰国後、ベトナムに関わる機会が少なかったこともあり、今回ベトナミスト・クラブ様とご縁をいただけたことを嬉し
く思っております。
今後も、様々な形でベトナムとのご縁を大切にできればと思います。
以上
（上田 真也）

●べトナミスト・IT 活用● ・・・ベトナミスト・クラブ Web_Đổi Mới チーム（報告者:横山克治）
「ベトナミスト・クラブのネットワーク再構築 PartⅢ」

モンナム第 171 号で、「ベトナミスト・クラブのネットワーク再構築 PartⅡ」をテーマに報告させて頂きました。
今回は、その後の状況を PartⅢとして報告させて頂きます。

現在のベトナミスト・クラブの課題は、アナログとデジタルのどちらの側面にもあると思われます。
その概要を下の図に表現してみました。既に紹介させて頂いているところもありますが、現在の全体像です。

■アナログ文書班
現在のモンナム編集作業は、皆さまからの原稿入手後およそ２週間で pdf 配信しています。（一部郵送あ
り）

11

モン・ナム

第 172 号

2021 年 10 月 1 日

この作業に多くの工数を要しており、編集に時間を割いています。
要因としては、モンナム用の原稿フォーマット（Word）がなく、各人からの原稿を基に、編集し直していることが
あります。
それは、①行内文字数・行間・使用フォントなどの様式が揃っていない ②見出しと本文の使用フォントやサイズ
の配分 ③図や写真による説明補足 ④メールでの配信様式 などに要因があります。

これらの編集テクニックに対して、167 号辺りから少しずつ改良を加えて来ました。まだ完成はしていませんが、
最終的には Word 版のモンナム用の原稿フォーマットを基に寄稿頂くことを目標にしています。表紙を含めてイメ
ージを一新して、均質的なモンナム発行に漕ぎ着けるように整備中です。

また、受け手の使用機器も多様化しており、パソコン・スマホ・タブレットで閲覧する環境下では、編集者と同じ
見え方をしていません。
例：Word 配信 ⇒ スマホで閲覧すると、文字列がズレて見えるため美しくない。スマホ機種差もあり。

■デジタル IT 技術班
・ホームページ改良
ホームページ改良については、6 月に１st Step 改善を盛り込みました。（詳細：モンナム第 171 号参照）
2nd Step 改善については、クラブ内アンケート調査結果を参考に７月から取り掛かるように計画していました。
アンケート内容を参考に、時代に合ったホームぺージを提供しようとすると、現在使用しているホームページ編集
アプリでは、人的にも技術的にも対応が難しい。現在使用しているアプリは Dreamweaver(Adobe 社)ですが、
かなり古いアプリのため、この先継続して使用することを断念して、新しいアプリへの乗り換えを計画しています。
乗り換えは、現在の主流である WordPress を考えており、誰でもワープロ感覚で操作ができるものです。
そのお披露目は、来年の Tết Nguyên Đán を目標にしています。

・YouTube 活用
コロナ禍を受けて 2020 年 5 月より始まった語学教室の Zoom 対応ですが、受講者の要望を受けて 2021
年６月辺りから授業内容を YouTube に保存しています。欠席者への配慮や復習用として活用していただく狙
いです。授業二回分の URL をメールで事務局から受講者に配信しています。（受講者限定）
このような配信に至るまで、ホワイトボードに向けて三脚に外部接続 Web カメラを設置し、画像の写りを改良し
ながら試行錯誤の末、配信に漕ぎ着けています。

・Facebook、その他 SNS 活用
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現在の IT 環境は、重厚なホームページと手軽に閲覧し発信する SNS（Facebook、LINE など）の両輪の
活用が、現在の主流となっています。
一方で、クラブ員配信によるクラブ独自の Facebook ページはありましたが、長らく更新されていませんでした。
時代の流れに乗り、ベトナミスト・クラブの活動を広く知っていただくため、事務局によるクラブ独自の Facebook
ページを復活させています。このページでクラブのイベント企画とその後の活動報告をさせて頂いていますので、是
非各自で登録をお願いします。
ベトナミスト・クラブ - 検索結果 | Facebook

以前から配信していますブログも併用しています。

ベトナミスト・クラブのブログ (cocolog-nifty.com)

・Zoom 環境改良
ベトナミスト・シンポでは、今までのシンポで参加頂いている Zoom 先の参加者から、『参加者の発言が聴き取
りにくい』と、ご指摘を受けていました。
要因は、会場の脇や後ろで発言される方の音声が、話題提供者近くにあるマイク（単一指向性）では拾い切
れないということがあります。
対応方法は、会場にいくつかのマイクを設けるだけでは解決しません。会場にマイクやスピーカがいくつもあると、そ
れぞれのマイクが音声を拾い、「キィーン」というエコー現象が発生してしまいます。

９月 16 日のベトナミスト・シンポでは、これらの不具合を想定して、よりよい環境で Zoom 環境を構築出来な
いかと、試行錯誤をして開催しました。クラブに資金がない中での環境整備ですので、今回はかなりアナログ的な
対応で試行を行いました。一部の方になりますが、Zoom 先で参加頂いた方に状況をお聞きしました。以前に
比べると飛躍的に改善したとお聞きしています。

■お願い
Đổi Mới チームでは、皆さまの意見も参考にしながら、課題に対する施策を進めています。
また、今回紹介させて頂いた項目に限らず、困り事に少し IT 技術やパソコン知識を活用すれば、よりよいクラブ
環境が構築出来るのではと、「知り、考え、そして行動する！」をモットーに知恵を出し合っています。

皆さまの協力と参加をお待ちしています！
ベトナミスト・クラブ Đổi Mới チーム員（50 音順、敬称略）
青井、Nguyên、藤原(事務局)、長木、冨田、中安、中山、横山
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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★
① 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。
② あらゆる在日ベトナム人支援の一環として、下記のような安価な住宅支援の申し出が、会員の石原 元
氏からありました。交通至便で良い環境にあり、既に入居中のベトナム人男性とのシェアになるようですが、日
本人学生などの入居も可能なようです。お心当たりの方は、直ちに下記、社長かベトナミスト・クラブ冨田宛、
ご連絡ください。
【入居者募集情報】
住所 大阪市東淀川区東中島 2-7-20（最寄駅 阪急南方駅、地下鉄御堂筋線西中島南方駅）
部屋代 25,000 円 光熱費 5,000 円一律 計 30,000 円
敷金・礼金なし
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部屋 和室６畳（民家の２階 南向き）
WiFi 付 エアコン付
別に
・押入れあり（共同）
・ダイニングキッチンあり（共同）
・風呂・シャワー・洗濯機・トイレあり（共同）
※
真面目なベトナム人社員（男性）1 名が、既に入居中。
真面目で、羽目を外して騒いだりしない方の入居を希望する。日本人・外国人は問わない。
たまに、1F で会社のミーティング等をすることがある。

以上です。何か質問があれば、遠慮なくお訊きください。
よろしくお願いいたします。
************************************************
国土工営コンサルタンツ株式会社
石原 元
TEL:06-6195-3991
e-mail: ishihara370125@gmail.com
************************************************
③ 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）：
④ 家庭教師（個人教授）を求めます（小・中・高生のあらゆる科目）：
⑤ 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
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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 27
信頼できるベトナム情報を得るには

累計感染者数７４万６６７８人、累計死者数１万８４００人。これが９月２６日現在のベトナムにお
けるコロナ情勢です。まだまだ予断を許しませんが、状況が改善している地域では、徐々に経済活動・社会活動
の再開に向けて進み始めたようです。そういう情報に接すると「いつになったら、ベトナムに渡航できるのだろう」など
と気になるベトナミスト諸兄諸姉がいらっしゃることでしょう。
そこで気になるのが「どうすれば現地の情勢を正確に把握することができるか」です。インターネットの普及で情報
に国境の壁がなくなったとは言え、やはり日本国内とベトナムとでは入ってくる情報量が異なります。今回は情報
の収集手段について、私がホーチミンシティに住んでいた時の経験を踏まえて、御紹介したいと思います。

●在外公館が現地情報を教えてくれる領事メール
まず私が必ず目を通すようにしていたのが在外公館（大使館および領事館）から送られてくる「領事メール」と
呼ばれるものです。ベトナムの日本国大使館、総領事館に勤務する職員が収集した現地の事件・事故に関す
る情報や、ベトナム政府からの通達などを読むことができます。もちろん無料ですべて日本語です。発信は不定
期。コロナの情勢が目まぐるしく変化しているときには、１日に複数回届くこともありました。
これはベトナム在住者だけでなく、非・在住者であっても登録が可能です。外務省の「海外安全ホームページ」
にアクセスし、非・在住者は「たびレジ」、在住者（予定も含む）は「オンライン在留届」のページに進み、そこでメ
ールアドレスを登録するだけ。その時に選択した「訪問・在留する国・都市」に関する領事メールが届きます。
LINE で受信することも可能です。
これは仕事や旅行でベトナムに行く機会がある人にとって、「基本中の基本」だと思うのですが、ホーチミン日本
国総領事館の治安担当領事さんは「在住者ですら登録していない人がいるんですよねえ」と残念がっていまし
た。

●現地に支局がある日系報道機関
次に日系報道機関が発信するニュース。これも基本中の基本ですが、いくつかポイントがあります。１つは「ベト
ナムに支局を設置している報道機関を選ぶこと」です。支局がない新聞社は、ベトナムの報道機関の情報を転
載して報道（これを転電と言います）するので、ベトナム情報は掲載されています。しかしながら、現地にいる特
派員の目を通った情報なのか、そうでないかは、やはり明確な違いがあります。
ベトナムに支局を置いている主な報道機関としては、時事通信社、読売新聞社、朝日新聞社、日経新聞社、
NHK などがあげられます。変わり種としてはテレビ局の NST 新潟総合テレビ。報道機関の支局は首都であるハ
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ノイに設置されるのですが、ここだけはホーチミンシティに支局があります。コロナになってから同社が発信している、
ホーチミンシティの街の様子の動画は貴重です。
もう一つのポイントは「ベトナムに特化した情報が得られるかどうか」です。例えば読売新聞のウェブサイトを見る
と、当たり前ですが、日本をはじめ全世界のニュースが掲載されています。ベトナムの情報だけが知りたいときに、
私が重宝しているのが、時事通信社の「時事速報・ベトナム版」です。
これは休日を除く毎日１回、ベトナム関連のニュースだけを１つの PDF ファイルにまとめて、メールで送信してく
れるサービス。１日分で PDF にして２５ページ前後あり、全部、目を通すのに苦労するほどの豊富な情報量で
す。PDF 送付は有料サービスですが、主要な記事はウェブサイトで無料公開されています。
https://jijiweb.jiji.com/info/sample/vietnam.html

●無料で読めるニュース翻訳サイト
現地在住者であれば「毎日目を通している」と言っても過言ではないのが、ニュース翻訳サイトです。現地で発
行されているベトナム語の新聞、雑誌、ウェブの情報を、日本語に翻訳しています。これら翻訳サイトには、報道
機関が発信する情報には出てこない柔らかい読み物があるのも楽しいところです。

以下に代表的なものを紹介しておきます。日本在住者でも、ベトナムに興味がある人ならば、既にご存じでしょ
う。アクセス以外は LINE での配信もしています。登録しておくと、自動的に最新ニュースが送られてくるので便利
です。ウェブの閲覧も LINE の登録もすべて無料。
・ベトジョー https://www.viet-jo.com/
・アクセス https://access-online.net/
・ベッター https://wkvetter.com/
・ポステ https://poste-vn.com/

要注意点としては、公的機関や報道機関に比べると情報の正確性が落ちること。「ニュースサイト」と銘打って
いても、報道機関のようにプロの記者がいるわけではなく、もちろん取材もしていません。ベトナム語の媒体に掲載
された情報が間違っていても、そのまま掲載されてしまいます。さらに誤訳もあります。私自身、ニュース翻訳サイト
に掲載されていた情報が間違っていて、右往左往したことが少なくありません。これらのサイトに掲載された情報を
仕事などで参考にしたい時には、必ず翻訳に使われたベトナム語の情報源を調べて、確認をとります。

●個人で情報を発信しているベトナム在住日本人
ベトナムでも個人で積極的に情報を発信している日本人がたくさんいます。組織ではないので範囲は狭いです
が、責任の所在が明確である分、ネット上に氾濫している「発信者の顔が見えない無料情報」に比べて、私は信
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頼 し て い ま す 。 例 え ば 工 藤 拓 人 さ ん （ Twitter ） 、 今 井 淳 一 さ ん （ Twitter ） 、 中 島 俊 彦 さ ん
（Facebook）、猪谷太栄さん（You Tube）など。
自分自身もコロナで不自由な思いをしながらも、「真偽不明なコロナ情報に振り回されている人、ベトナム語が
分からなくて不安な日本人在住者のお役に立ちたい」という志を持ち、毎日のように現地の情報を発信している
方々の熱意には、本当に頭が下がる思いです。
グーグルが提供している「グーグルアラート」という無料サービスも重宝しています。キーワードを登録すると、ネット
上に出てきた関連情報をメールにまとめて送ってくれるというもの。中身はニュースサイトの記事、動画情報、ニュ
ースリリースなど、さまざまです。いろいろな情報源の記事を横断的に探してくれるので、登録しておいて損はない
でしょう。

（中安 昭人）

ベトナム留学報告書・その２6
ベトナムの貧困層

ベトナムの旧正月の大型連休は、飲食店などの店は休みになり、多くの人が帰省し家族や友人と過ごしま
す。毎日正月料理を食べて飲んで、友人や家族と遊んで過ごす本当に楽しい日々です。しかし、一緒に過ごす
ベトナム人家族がいない人にとってはなんでもない休みかもしれません。日本人駐在員の多くは、インスタント食
品を前もって買い込むか、他の国へ旅行するか、日本へ帰ったりして過ごす期間になっているようです。大学が旧
正月のため長期休みとなり、暇を持て余すだろう私をひまわり支援学校の学長 Vinh さんが学生選抜をする出
張に同行することに誘ってくださいました。
教育支援が特に必要だと思われる貧困家庭や孤児施設などを訪問し、生徒や家族と面会して、本当に支
援の必要な生徒を選抜するための出張です。Vinh さんはこの学生選抜のために１年に約２回、全国各地を
訪れています。今回の目的地は、ベトナム南部から中部に向かった少し手前のところでした。ホーチミンから
700km ほど離れたコントゥムという町へ車で一気に北上し、そこから西部高原を南下しながらホーチミンへ戻る
約１週間の出張になります。出発時は、帰省するひまわり支援学校の生徒や出張に同行する生徒、運転手と
学長と私の 7 人で車に乗り込みました。
この１週間の出張では、言葉では言い表すことのできないくらい辛く胸が詰まる地方の貧困の現実をたくさん
目にしました。家に簡単なトイレさえない家。学校が遠すぎて通えない教育格差の対象となる子どもたち。字が
読めなくて、自分の歳が分からないという母親。貧しい地域では非常に信仰心が篤く、宗教が生活に深く関わっ
ていることも知りました。
特別な経験となったのは、偶然にもベトナムにある５４の少数民族の１つザライ族の貴重な儀式に参列でき
たことです。楽器のやわらかい音とゆったりとした動き、独特な不思議なムードに惹き込まれてしまいました。この民
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族は母系社会で、女性は中央に並び、男性は脇に並びます。迫害されることも多くある少数民族は、職を見つ
けることができない親も多く、また捨てられる子どもがたくさんいます。儀式の後には、地元の人たちが用意してくれ
た特別な料理や地酒を一緒に楽しむことができました。ここでは、貧しくて苦労はつきなくても明るく心豊かな人々、
それを支援する温かい人々とも出会って、生きるエネルギーをいっぱいもらいました。ベトナムを半分ほど縦断する
機会にも恵まれて、のどかな田園風景などの自然も十分に楽しむこともできました。決して普通の留学ではできな
い、貴重な経験をさせていただけた Vinh 学長には本当に感謝しています。
この出張の中で、英語を話せる１人の貧しい青年といろいろ話ができる時間がありました。彼は、英語をつかっ
て町を訪れる数少ない旅行者に観光ガイドをしています。英語は独学です。旅行者は、彼が貧しいと知ると、お
金を渡してくることもあるようです。そこで彼が言った私が忘れられない言葉は、「お金をもらうより、僕はただ仲良く
なりたい」というものです。この国には、救いたい、教育を受けさせてあげたいと思う子たちが、まだまだたくさんいるこ
とを感じました。 （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）
2021 年 10 月 1 日現在 43,000 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）
※Nguyên 様、井野上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 10 月 1 日現在 530,220 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。
2021 年 10 月 1 日現在

562,769 円
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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）
2021 年 10 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 10 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 10 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 10 月 1 日現在 329,857 円（140,000 円＋189,857 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、学校もやめざるを得ず、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、以下の通りです。
・兵庫県日本語教育機関連絡会
・姫路ベトナム福圓寺、大南寺
・神戸ベトナム和楽寺
・八尾ベトナム福光寺
・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受け取りも
可とし、当座しのぎに 1 人頭米 5kg に設定して、お渡しすることにしています。暖かい冬着、夏用の薄手の上着
も大量に集まっていますので、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）。
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※ベトナム語日本語対訳原付免許参考書 購入しました（送料込） 25,600 円。技能実習生・留学
生にとって日本運転免許証の取得はキャリアアップに不可欠な条件です。大阪府はベトナム語での受験を私
達の署名活動の重要さを認めて許容しました。そのうち、日本全国でベトナム語での受験が可能になると思
われます。受験勉強にこの参考書が実に有用です。高価なものですので、本基金で買い上げ、無料で配布
することにします。関係各位に仲介をお願いし、広く行き渡ることを目指します。クラブまたは冨田まで。

※社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会による学費や緊急生活資金小口貸付の繁雑な手続きをお手伝
いする機関からの申し出がありました。関係の方々は、下記事務所まで至急連絡を取るようにお伝えくださ
い。
グッドパートナーズ行政書士事務所 辻谷健太（行政書士・法務博士）川上真知子（アシスタント）
E-mail: kawakami.goodpartners@gmail.com
Fax: 06-6484-5147

●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 10 月 1 日現在 30,812 円
※前田富士子様、小谷保雄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。

※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上記基金名をご明記い
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の御利用を御希望の方は、どうかお申し出ください。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人で、ベトナム
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語・日本語講座を中心にベトナムに関するシンポジウムや歴史探訪の旅、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。その際は入会金は無
論、不要です。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、必ず事務局までお知らせ下さい◎
〒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 是非のぞいてみて下さい。
※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。
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