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◆巻頭言 173 号◆ 

モノ思う秋だモノ － モノに溢れる日本語だモノ 

（冨田 健次 ベトナミスト・クラブ代表） 

    

  「ワカモノ」「バカモノ」「バケモノ」は紙一重です。これをすべて総合する「モノ」とは一体、何モノか？またまた、秋

の夜長のモノ思いに耽るテーマが帰ってきました。 

 実は、数年前に本誌の同じ「巻頭言」に書かせていただき、拙著『フォーの国のことば－ベトナムを学び、ベトナ

ムに学ぶ』（春風社・2013 年、pp.59-62）に採録した拙文「モノ思う秋の夜長」で筆者なりの考えを述べさ

せていただいたモノですが、その後、「万葉学者」と呼ばれる国文学者・中西進先生が、このモノは、「メラネシアな

ど南太平洋の島々…マナと呼ばれるものが広く信仰されてき…これらの地域では、マナが依り憑いた物品を交換

する習俗が知られ…このマナ信仰が赤道付近の海流に重なり、さらに黒潮に乗って北上して、縄文時代の日本

列島に伝わったのではないか…」（朝日新聞 10 月 24 日付夕刊）との新説を披露して一気に筆者の好奇心

にまたまた火が付いてしまいました。 

 つまり、このモノは「ただの物質ではなく霊力そのもの」と言うのです。それも縄文時代から延々と使い続けられる

言葉と言い、後に発展する「カミ」や「ホトケ」信仰以前の概念であり、すべてのモノに宿るカミこそがモノであり、タ

マシイ（魂）そのモノだと言うのです。どうやら、「八百万神」（やおよろずのかみ）は「八百万モノ」と言い換えな

ければならないのかも知れません。「カミ」や「ホトケ」はやはり一神教的概念の匂いがします。しかし、私達は万物

（やおよろず）に魂が宿ると考えていますので、その魂こそがモノと考えると合点が行きます。私たちは目に見える

モノを通して内に宿るモノ（魂）を崇めているのだと思います。 

 漢字が日本に入って来て、大和言葉のモノに「物」や「者」という漢字を充てたために、日本人は目が曇ってしま

い、モノをただの「物質」と見てしまい、目に見えるヒト（人）をも「者」と呼ぶようになったのでしょう。 

 上のワカモノ（若者）のモノには多少、敬意のようなかけらが見られ、その中身＝魂にやや憧れのような頼もし

いモノが感じられますが、その振る舞いは「どんなモンだい」とワガモノ顔であり、ワガモノは一般には「自分の物」の

意と解釈されていますが、「自分の魂」の赴くままと考える方がすっきりします。最近のハローウィンでの若者の騒ぎ

様はワガモノが過ぎたワガママにしか見えず、大人達の「モノモノ」しい警戒をむしろ楽しんでいるかの如き風情です。

若者の自由な精神（モノ）と大人の厳格で仰々しい精神（モノ）との衝突に見えます。大人の「モノ」が正常

であり、ワカモノの「モノ」が異常であれば、ワカモノは当然バカモノであり、この世のモノとは思えないバケモノでもあ

るのはモノ凄くよく分かります。しかし、ワカモノをそのような目で警戒するモノ知り顔の大人になったことを一方では

モノ悲しく感じてしまう自分がいて、それはそれで本当にモノ寂しいモノです。 

 私が尊敬して止まなかった国語学者、故大野晋先生によると、モノは「コトが時間の経過とともに進行する行

為をいうのが原義であるに対して、モノは推移変動の概念を含まない。むしろ、変動のない対象の意から転じて、

既定の事実、避けがたいさだめ、不変の慣習・法則の意味を表わす。また、恐怖の対象や、口に直接のぼせる

ことをはばかる事柄などを個個に直接に指すことを避けて、漠然と一般的存在として把握し表現するのに広く用
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いられた。人間をモノと表現するのは、対象となる人間をヒト（人）以下の一つの物体として蔑視した場合から

始まっている」（『岩波古語辞典』 1974 p.1283）のだそうで、そんなモノをコトのハ（言葉）にのせた途端

に、モノはモノでなくなり、「時間の経過とともに進行する」コトに近づいてしまったと言うのが真相でしょう。「口に直

接のぼせることをはばかる」モノつまり魂、精神であったはずなのにどうしても「モノ語る」ことを宿命づけられているの

が人間。「モノ語り」は人間の「さだめ」。その「さだめ」ごとがモノを言うのですから話はややこしい。そう言うモノです。

秋の夜長にモノ思いに耽り、モノ悲しくモノ寂しく、ヒト悲しく、ついついモノ語りをしてしまう。日本最高の芸術であ

る「能」は、これを戒め、コトバを用いずモノのみの交換、つまり魂、精神のみの交換による交歓をこそ目指したの

ではなかったのか？多弁な現代人に対する戒めであったのかも知れません。 

 モノ言う現代人。モノ申す人こそ現代では尊重されますが、モノ静かな人も人間だモノ、確かなモノ（魂・精

神）は腹に収まっているはずです。世の中とはそんなモノです。 

 先の中西進先生によると、万葉集には、「もの」を「鬼（もの）」と書いた歌が１０首ほど収められているのだそ

うです。ここで言う「鬼」はその漢字の「旁（つくり）」にもある通り「魂」であり「霊」でもあると言うのです。しかもそ

の「魂」に呼びかける古い「祝詞（のりと）」の中には「物識人（ものしりびと）」という言葉が出て来て、これは今

で言う知識豊かな人のことではなく、魂と交換できる人つまり占いが出来る人の意味と言い、「モノ知る」は、万物

に取りつく霊的な力、超自然的存在と意思の疎通ができる人を指したのでしょう。「モノノケ姫」は「物の怪姫」と

書きますが、超自然的モノに取りつかれた人間の仮の姿なのでしょう。キツネなどの霊魂に取りつかれれば「キツネ

つき」の「化けモノ」と人に見られます。しかしそれは鬼＝神の化身でもあるのです。 

 「占」という漢字は「卜（ぼく）」に「口」。「卜」は亀の甲羅などの獣骨に焼けヒバシを突っ込んでボクっと割れた

形を言うそうで、その形を見て「口」でそれを言葉にすることで鬼＝神の意志を形あるものとして世の人に「占」って

見せようとしたモノでしょう。「鬼（モノ）を識る」とはそう言うことで、モノ知り顔の現代人などとても及ぶものではあ

りません。 

 ひたすらモノを畏れ、モノの宿る自然を思い、生きとし生けるモノの命を大切に生きるしかないのが私達「生きモ

ノ」の「さだめ」（モノ）です。 

 わがベトナム語にこの「モノ」に近い概念の語を探すと、やはり漢語に由来する phép と lề でしょう。漢語「法」

（pháp）と「例」（lệ）から借りた用語ですが、神の化身として存在する王の霊力を形にした「術」つまり「法

術」を国の「さだめ」としたのが phép で、臣民はこの法術に則って生活することが求められ、その範囲（のり）を

超えることは許されないモノとなっています。そのモノを「範例」として具体化したモノが lề で、国の phép に対する

土地の lề として暗黙のうちに「定め」られたモノです。更に最後は大衆に許される個々人の「慣例」（ならい）と

なって thói の概念が生まれます。ベトナム語成句に、đất có lề, quê có thói の句がありますが、「土地にはそ

の土地の lề（おきて）があり、生まれた土地には更に thói（ならい）がある」と言う意味でしょう。神の魂（モ

ノ）＝意思は確実に個人のレベルにまで降りて来ています。ところが一方では、phép vui thua lệ làngの成句

もあり、「王の法術（のり）は村のさだめには及ばない」。lệ は漢語のまま「例」（lệ）を用いていますが、やがて

はベトナム語化して lề となるもので、村（làng）のおきての方が逆に王のおきてを凌駕するほど村落共同体の
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団結力が勝るようになって行ったベトナムを象徴するコトバになっています。ベトナムのモノの威力を感じさせる成

句です。 

しかも王の「さだめ」の威力は現代まで残っていると見え、何かにつけ、「許す」ことをcho phép、つまり「法（の

り）を与える」、「許される」ことを được phép「法（のり）を得る」、「許しを請う」ことを xin phép「法（のり）

を請う」＝「失礼します」、etc.「礼儀正しさ」は lễ phép で「法（のり）に則（のっと）った礼儀」、「礼儀作法」

も phép lịch sự で何と「歴事」の法（のり）。「歴事」は有名なベトナム漢語で、「歴然とした事柄」＝「紳士・

淑女の立派な立居振る舞い」＝「見本となる礼儀正しさ」となるのでしょうか？それが「国民の法（のり）」となっ

たモノでしょう。 

 日本語にはモノが溢れ、ベトナム語には phép（ノリ）が溢れていると感じる今日この頃です。どんなモンでしょ

う？ 皆さんのご意見を！ 

 

べトナミスト・イベント予告 

 

●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。 

・・・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
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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・クラブ テト・パーティー［ベトナムの旧正月を祝う会］＆年次報告会● 

日時：2022 年 1 月 30 日（日）12：00～年次報告会 12：30～テト・パーティー／場所：ベトナミス

ト・ホット・フラット 

参加費：会員／一般 2000 円（学生、ベトナム人 1000 円）、非会員／一般 2500 円（学生、ベトナ

ム人 1500 円） 

 

恒例のクラブ年次報告会＆テト・パーティーを１年振りにホット・フラットで開催します。ささやかなベトナム料理

を味わいながら久し振りの再開をお楽しみいただきたいと思います。 

2022 年の旧正月はコロナの終束も見通せないこともあり、人数を制限させていただきたいと思います。好まし

いこととは思いませんが、申し込み先着順に 50名に限らせていただければ有難いです。乳幼児はその限りではあ

りませんが、飛び入りは厳禁したく存じます。正月早々無粋きわまりない話ですが、できればワクチン 2回接種を

条件とさせていただきたく、平にお願い申し上げます。 

申し込み方法：参加希望の方は参加者氏名、同伴者氏名およびその連絡先をお知らせのうえ、FAX またはメ

ールにて 1 月 15 日（金）までにクラブ事務局までお申し込み下さい。 

また、前日の 1 月 29 日(土) 10：00～15：00（ホット・フラット集合）の買い物・料理下準備のお手伝い

スタッフも募ります。テト・パーティー当日不参加の方でも結構です。お手伝い可能の方もFAXまたはメールにてク

ラブ事務局までご連絡ください。 

（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来ましたが、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。 
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●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＞● 

ベトナミスト・クラブでは、ベトナム語・日本語教授法をマスターしたプロの講師陣による、ベトナム語・日本

語合同講座を開講しています。レベルに応じて選択できるように 4 コースを設けてあります。ベトナム人講師・

受講者の「生の」発音に触れながら「生の」ベトナム語を楽しみましょう！ 

 

わがベトナミスト・クラブのモットーである「知り・考え・そして行動する」の基本はお互いの言葉とその背景の文化

を知ることです。その上でのみ、もう一つのモットー「学び合い」「交り合い」「助け合い」の精神は実現可能になる

と考えます。その基本にもう一度立ち帰るべく、あらためて以下の様な提言をさせていただきます。 

    先ず私たちが主催している各種講座を「ベトナミスト・ヨガ・アクティビティ」と名付けていることをどうか思い起こ

してください。私達が掲げるこれらモットーの実現には実は高い身体機能の発達と頭脳の活性化が求められてお

り、そのためのすべての活動を「ヨガ」と呼ぶことにしているのです。特に「喋る」と「食べる」機能の発達こそが、人間

を他の動物と異なる存在にしていることを確と自覚し、この二つの活動に特別に重きを置くことを主張してきました。

この二つの活動が私達クラブのメインとなっている所以です。 

    そしてそのメイン中のメインが毎週、精力的に取り組んでいる「ベトナミスト・ランゲージ・ヨガ：ベトナム言語・

文化講座」です。ただ単に町の「語学」講座を目指すのではなく、ベトナム語の美しい響き（音）を楽しみ

（「音楽」）、音のつながり（語）を楽しみ（「語楽」）、そして語のつながり（文）を楽しみ（「文楽」）なが

ら、それらを自分の体全体の栄養素として個人的な健康増進を計りながら社会活動にまで参画しようとする企

図です。「語学」や「文学」などと眉間に皺を寄せて取り組む「学問」や「教養」と言うことではなく、「学び」を「喜

び」として体で正に「体験」し、それを「日々の私的・公的活動」に活かして行くことを目指しています。 

    この企画を更に新しく大きく変革することを具体的に提言してみたいと思います。日本一
に ほ ん い ち

いや世界一
せ か い い ち

ユニーク

な講座になることは間違いありません。 

    先ず、これまでそれぞれ別々に設けることを目指して来た「ベトナム言語・文化講座」と「日本語・日本文化

講座」を丸ごと融合させて、「ベトナム語／日本語合同講座」にしてしまうことです。つまり、これまでのすべての講

座をベトナム語を学ぶ日本人だけでなく、日本語を学ぶベトナム人にも開放しようと思うのです。これまでも既に

何人ものベトナム人が授業に参加してくれていますが、これを完全に制度化して、正式なメンバーとして受け入れ、

日本語・日本文化の学習の便宜をも同時に計ってやろうと思うのです。勿論、受講料フリー（miễn phí）で来

てもらい、それぞれに日本人のメンバーを付き添わせ、２人一組或いは３人一組での「学び合い」を促進するこ

とでお互いの言語と文化をより深く理解できるようにしたいと考えています。それぞれがネイティブから直接、学べる

のですからこれ以上のものはありません。私たちのモットーである「学び合い」が「交り合い」「助け合い」と融合する

理想的な形になるのではないかと思います。私達教員はこの「学び合い」を促進しつつ全体の授業へと総合して

行くことが求められます。今後、授業で用いる教材についても工夫が必要になると思います。 

    具体的には下記にあらためて記す全ての授業をベトナム人日本語学習者にフリーで開放します。 通じるベ

トナム語と日本語をベテランの講師が丁寧に指導します。外国語を基礎からきっちり積み上げて習得していくこと
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の楽しさがわかる各コースです。簡単な日常会話や辞書片手に簡単な新聞記事などの文章が読めるよう、講読

力の習得も目指します。授業は日本語主体でおこないますので、リラックスして受講していただけます。また、言

葉だけでなく両国の文化や歴史、そして「衣」「食」「住」に関する生活に密着した楽しい情報もいっぱいです。各

コースともベトナム人の受講生が混じり、生の声が聞けると同時に日本語との比較を通して彼らの日本語キャリア

アップのお手伝いができるよう授業が進められます。 

  コースはこれまで通り３カ月１クールで変わりありませんが、これまで水曜エキスパート・コースだけは特別コース

として他のコースと差別化していましたが、その壁を全部取り払い、すべてを一元化して、どのコースに登録した人

もすべてのコースに参加することを可能にしたいと思います。つまりどれか一つのコースに申し込み、受講料を払っ

ていただいたら、どのコースのどの授業にも顔を出すことができるようにしたいと思います。「一石四鳥」も可能になる

と言うことです。自らの石＝意志と時間でしっかりと鳥＝ベトナム言語・文化をつかまえてください。とにかく、時間

の許す限り、時間の許す日時に教室に顔を出す工夫をしてください。但し、「冷やかし」だけは断固お断りいたし

ます。 

  それに加え、ベトナム人で日本語のブラッシュアップを計りたい意志と意欲のある人は上のすべてのコースのいず

れにもフリーで顔を出すことを許容します。多忙きわまりない人が多いので、これも時間の許す限り、時間の許す

日時に何とかして顔を出す工夫をしてもらいたいと思います。こちらは登録なしの「完全フリー」にしたいと思います。

ベトナム人に日本語を教えておられる先生方は意志のある優秀な学生達に声をかけていただくよう切に要望した

いと思います。日本語能力試験の向上にも必ず資するはずです。先生方とベトナム人生徒が直接自分の言葉

を教え合う場面が見られることになります。 

  更に、それぞれのコースには「アフター・スクール」と称する「交り合い」も用意され、くつろいだ歓談による会話力の

一層の向上が期待されます。レッスン時にはなし得ない日頃の疑問をぶつけ合う場ともなります。 

受講には入会費（2,000 円）と（年会費一般：7,000 円、学生：3,000 円）が必要です。受講料は

各コースとも、3 ヶ月 10 回コースで一般：22,000 円、学生：20,000 円です。 

＜対象者＞ 

• [ビギナーズ・コース]ベトナム語の学習経験のない方または不足を感じておられる方 

• [ブラッシュアップ・コース]ベトナム語の初級の学習を終えられ、一層の向上を望まれている方 

• [エキスパート・コース]通訳・翻訳などのプロを目ざそうとされている方 

＜必携テキスト＞ 

• ベトナム語の基礎知識（冨田健次著、大学書林） 

• その他、各種教材・資料配布 

講師：冨田 健次（元大阪外国語大学・大阪大学 教授） 

 

 一般 学生 ベトナム人 

入会費（初年度のみ） 2,000 円 2,000 円 Free 
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 一般 学生 ベトナム人 

年会費 7,000 円 3,000 円 Free 

受講料 22,000 円 20,000 円 Free 

※受講を希望される方はまず体験受講をお試し下さい。 

※体験受講後は必ずどれか 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講して

いただいても結構です。とにかく都合のつく時間においで下さい。受講開始は随時とします。 

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。 

銀行：三菱東京 UFJ銀行 天満支店 (普通) 口座番号：0112390   一般社団法人 ベトナミスト・ク

ラブ 

☆ 場所：ベトナミスト・ホット・フラット 

お申込み、お問い合わせは事務局まで Email、TEL、FAXでどうぞ！ 

 

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。 

★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」からベトナム料理弁当をとって支援を兼ねています。 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８※・15・22・29 日／２月 5・19・26 日／３月 5・12・19・26 日（全 10 回） 

※１月 29日は、１月 30日に実施する「テト・パーティー［ベトナムの旧正月を祝う会］＆年次報告会」 

の前日準備のため、１月 8日に前倒し（変更）いたします。ご注意下さい。 

※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。 

mailto:vnstclub@seagreen.ocn.ne.jp
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●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） 八風亭（堺東） 

 

●ベトナム八尾流交流会 

（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（20：30～21：30）あじ処 なる 八尾店 (TEL:072-922-2085) 

  

●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 
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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 

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） 
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◎「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。 

 

べトナミスト・イベント報告 

 

●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 

 

 今回のベトナミスト・シンポでは、弊社・奈良テレビ放送が、ベトナムでどのような事業を展開してきたかを、紹

介させて頂きました。 

 

 弊社のベトナム事業が始まったのは２０１７年です。最初はベトナムテレビジョン（VTV）と共同で制作した、

奈良の文化を紹介するテレビ番組でした。タイトルは「The Start of Japan～奈良で見つけたあなたの知らな

い日本～」。日本人が制作するのではなく、ベトナム人スタッフを奈良に招き、ベトナム人目線で番組を作っても

らいました。２０１７年から２０１９年までの３年間、合計１５本の番組を制作し、ベトナムで放映していま

す。 
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 これに加え、ベトナムで日本そして奈良を紹介する以下のような体験型イベントを、毎年開催してきました。２

０１７年には、三輪素麺（奈良県桜井市）をベトナムに持ち込み、ベトナムの竹を使った「そうめん流し」。２

０１８年は、生きた金魚（大和郡山市）３０００匹をベトナムに空輸し「金魚すくい大会 in ハノイ」。２

０１９年には、奈良県産の木材をハノイに空輸し、現地でアスレチックを組み立てて、ベトナムの子供たちに体

験してもらいました。いずれも日越双方の関係者にとって初体験の連続。想定外の出来事に四苦八苦しました。

ベトナム国内だけではありません。２０１９年８月には、スポーツを通じた日越国際交流を目的に、ベトナム

PVF U-16 を日本に招き、奈良県内で初となる国際交流サッカー大会を開催しています。 

 奈良県企業１０社とベトナム企業との商談会も、ベトナムで毎年開催しています。毎回、約１００社のベト

ナム企業が商談会に来場され、「日本企業と取り引きしたい」という意欲の高さを感じました。 

 これらの取り組みを行う中では、苦労もたくさんありました。しかし、それでベトナムが嫌になることはなく、逆に「ベ

トナムでの事業を続けたい」という熱意は高まり、着手したのが「日本の地酒をベトナムに輸出する」という事業で

す。２０２０年には現地法人を立ち上げ。その後、酒類を扱うのに必要なライセンスの取得などに苦労しながら

も、２０２１年７月末には第１回の輸出を行うことができました。ベトナムが非常に厳しい社会隔離態勢に入

ったこともあり、思うように事業展開ができてはいませんが、ベトナムもコロナと共存する「新しい日常」に入ったこと

を受けて、来年以降、ベトナムでの事業を再始動させたいと考えています。 

 ベトナムは、他の東南アジア諸国で普通にできることができない国で、とにかく何をするも大変です。一方、国民

が元気でパワフルで、国全体に活気があります。そして、何より日本ではできないチャレンジができる可能性を持っ

た舞台です。弊社がこれまで事業を行ってきたのは奈良県内だけで、日本国内の東京ですら事業をしたことはあ

りません。そんな我々が、いきなり海外での事業を実行できたのも、それがベトナムであったという理由が大きいと

考えています。これからも、日本とベトナムの架け橋の一つになるべく活動していきたいと思います。 

（奈良テレビ放送・ビジネス開発局局長／ベトナム事業担当・浅井隆士） 

 

 当日はホット・フラットに１７名、ZOOM（オンライン）で３名の方が参加。今回は非会員の方や、初めて参

加される方が５名ほどおられ、シンポ後の懇親会では参加者同士での活発な交流が行われました。以下、参

加者の方からの声を紹介します。 

 

「ベトナムへの関心と好奇心が、新しい事業を推進する原動力になるストーリーを聞いて、元気をもらいました！」

（加藤将司さん） 

 

「奈良テレビさんの話は興味深く、またシンポの後の懇親会は異業種交流会のような雰囲気で楽しかったです」

（川原剛さん／非会員） 

 

 私は「浅井さんがベトナムにそこまでこだわりを持たれた理由は何ですか」という質問に対し、浅井さんが即答さ
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れた「ベトナムの人たちが好きだから」いう一言が印象的でした。 

（文責：中安昭人） 

 

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、



モン・ナム 第 173 号 2021 年 12 月 1 日 

 

14 

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 

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 

************************************************ 

① 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）： 

② 家庭教師（個人教授）を求めます（小・中・高生のあらゆる科目）： 

③ 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 

 

★ホット・フラット有効利用のすすめ！ 

※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
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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 28 

ベトナム人防災リーダーを育てる運動 

 

 今回はベトナム国内の話ではなく、日本国内における興味深い活動を紹介します。 

 

●大阪・兵庫に住むベトナム人は６万人以上 

 ベトナミスト諸兄諸姉の皆様には申し上げるまでもないことですが、日本に住むベトナム人が急増しています。

現在、日本に住んでいるベトナム人は約４５万人。これは国籍別に見ると、中国人の約７４万５０００人

に次いで２番目に多い数になります。ベトナムに住んでいる日本人が２万３４３７人（２０２０年１０月

１日現在）ですから、その約２０倍のベトナム人が日本に住んでいるのです。 

 

１位 中国    ７４万５，４１１人 

２位 ベトナム  ４５万０，０４６人 

３位 韓国    ４１万６，３８９人 

４位 フィリピン ２７万７，３４１人 

５位 ブラジル  ２０万６，３６５人 

（２０２１年６月現在） 

 

 大阪府に住んでいるベトナム人は約４万で、都道府県別に見ると愛知県に次ぐ２番目の多さ。お隣の兵庫

県にも約２万３０００人のベトナム人が住んでいますから、両方で６万人以上のベトナム人がいることになりま

す。 

１位 愛知県   ４万３，５０４人 

２位 大阪府   ３万９，１８４人 

３位 東京都   ３万７，２８９人 
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４位 埼玉県   ３万０，５５７人 

５位 神奈川県  ２万６，５３５人 

６位 千葉県   ２万４，８０６人 

７位 兵庫県   ２万３，４２９人 

（２０２０年１２月現在） 

 

 ベトナム人はもはや部外者ではなく、地域コミュニティの一角を担っている一員だと言っていいでしょう。しかしな

がら、新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない現在のような状況において、在住外国人のケアは手薄になり

がちです。今、日本はどのような支援をしているのでしょうか。 

 

●ベトナム人が正しい防災知識を持つためには 

 今回ご紹介する JICA 関西の事業は、そのモデルケースになりえるものだと私は感じています。事業の名前は

「誰も取り残さない防災プロジェクト」。その現状を、この事業に取り組んでおられる JICA 関西・市民参加協力

課の橋本秀憲さんと新家多恵子さんにお伺いしました。橋本さんは、以前に２回、合計５年間にわたりベトナ

ム・ハノイに住んでいた経験をお持ちです。 

 JICA 関西では、これまでに２０２０年１２月１２日、２０２１年３月１４日と２回のイベントを実施し

ました。その様子は下記のウェブサイトでご覧頂けます。 

 

多文化共生×防災 JICA ワークショップ－在住ベトナム人が教える防災へ向けて－（２０２０年１２月１２

日のイベント報告） 

https://www.jica.go.jp/kansai/event/report/2020/201228_01.html 

 

誰も取り残さない防災プロジェクト－在住外国人の防災力強化と多文化共生－イベント第 2 弾「震災を経験

したベトナム人から、若手ベトナム人へ教訓を語り継ぐ」（２０２０年３月１４日のイベント報告） 

https://www.jica.go.jp/kansai/event/report/2020/210323_01.html 

 

 上記サイトに事業の発足趣旨が書かれていますので、引用しましょう。 

「JICA 関西は（中略）これからは日本に住む外国人の方々にも、日本の防災を正しく理解していただく支援

を行っていきます。そのスタートとして、まずは急速に増加しているベトナムの方々を対象にしています。ベトナム人

が防災に関する正しい知識を持つには、防災に詳しいベトナム人から学ぶことがより効果的であるとの考えから、

JICA 関西は日本在住ベトナム人の防災リーダー育成を始動しました」とのこと。 

 これまで行政からの防災に関する情報は、市役所などから在留外国人に発信されてきました。防災に関する

情報を英語、中国語、韓国語だけでなく、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語など、多言語で発信している市
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役所・区役所も増えているように感じます。しかしなかなか当の外国人には届いていないのが実情ではないでしょ

うか。 

 私がホーチミンシティに住んでいたときのことを思い返すと、いちばん信頼していた情報源は「ベトナムに住んでい

る物知りの日本人の知人」だったように思います。これは私に限らず多くの在住者に言えることでしょう。その傾向

が顕著だったのはコロナが発生してからです。真偽の怪しいニュースが多数飛び交い、在住者同士がメールや

SNS で「こういう話を耳にしたんだけど、これって本当？」と確認し合いました。そのときには「ニュースで読んだ」とい

うより、「田中さんが言っていた」という風に、「顔が見える情報」のほうを私は信頼していました。 

 同じことが日本に住む外国人にも言えるのではないでしょうか。JICA関西の「ベトナム人が防災に関する正しい

知識を持つには、防災に詳しいベトナム人から学ぶことがより効果的」というお話を聞いた時に、私は「まさに、その

通り！」と膝を打ちました。 

 

●これまでに２回のイベントを実施 

 この事業に関して行われた２回のイベントについては、前掲したサイトに詳しい情報が掲載されていますから、こ

こではごく簡単な紹介にとどめておきます。 

 まず第１回は、約１０のベトナム人団体から２２名、そしてオブザーバーとして自治体、日本企業、市民団

体、海外協力隊のベトナムＯＢなど３２名が参加して「今後どのような活動をしていくべきか」について話し合い

ました。 

 第２回は阪神・淡路大震災の被災経験を持つベトナム人から、若手のベトナム人へ教訓を語り継ぐことを目

的に、約１０人のベトナム人と共に神戸で実施されました。まずは人と防災未来センター（神戸市中央区）を

訪問。続いて、長田区の旧二葉小学校（ふたば学舎）で、阪神・淡路大震災の被災体験を持つハ・ティ・タ

ン・ガさん（ベトナム出身・神戸定住外国人支援センター所属）に話をお伺いした後、震災によって大きな被害

を受けた神戸市長田区の街歩きを行いました。 

 それぞれのイベントの参加者からは、「ベトナムには地震がないけど、その恐ろしさや対策の必要性はよく伝わっ

た」、「これから災害対策に自分の力を役立てたいです」などの感想がありました。 

 

●無理なく継続できる活動形態を模索中 

 その後もイベントの開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大のために、実施を見合わせていま

す。今は「既に活動されているベトナム関連団体さんと提携して、防災意識の啓発を各団体の活動項目の１つ

に組み込んでもらうのが、無理なく継続できるのではないかと考えています」（橋本さん）とのこと。 

 この事業にベトナミスト・クラブとして何か協力できることはないか、皆さんと一緒に考える機会を持てたらなと思

っています。 

（中安 昭人） 
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ベトナム留学報告書・その２7 

実習生送り出し機関見学 

 

近年、多くのベトナム人が 外国人技能実習という制度に基づいて「実習生」として、日本の各企業に 3 年間

という期間限定で 働きに来ていています。実習生の数はどんどん増え続けるとともに、実習生送り出し機関も増

えています。現在、ベトナムで認定された送り出し機関は２３６機関あり、そのほとんどが大都市ハノイとホーチミ

ンの郊外にあります。ベトナムでは日本人の日本語教師が不足しているという現状があります。私も、日本語教

師をしないかと何度か誘われることがありました。日本人教師が足らず、日本語能力が十分でないベトナム人が

日本語教師をつとめていることは、よくあることです。 

機関によって、質の良し悪しは大きくあります。生徒は入学する前にその機関ついて十分に知る必要がありま

すが、地方の田舎から出てきた世間を知らない子たちも多く、騙されてしまうことも多いようです。生徒の親の多く

は、親戚中から集めるなどして高い授業料を払って、大きな希望と想いを日本行きに託して入学させます。 

きちんとした授業を受けさせないのに、多額の授業料だけは納めさせるという利益重視の経営者たちについて

もよく耳にし、腹ただしい現実がいっぱいありました。私はどのように実習生が日本に送り出されているのかを知りた

くて、ハノイとホーチミンで１ヶ所ずつ「実習生送り出し機関」を見学しにいきました。 

私が見学に行ったとある送り出し機関の学費は寮での生活費や手数料等諸費用を含めて、５ヵ月分で約１

００万円と聞きました。ベトナム人の平均所得が今、月に約５万円と言われていますので、非常に大きな金額

です。入学した生徒たちは、５ヵ月間日本語や日本文化など、日本で働くための基礎知識を学び、その後、日

本企業の面接に合格した子から 日本へ実習生として送り出されることになります。この学校の生徒は７００人

以上。その内１８０人は、日本企業との面接に合格するのを待っている候補生だそうです。先生は約３０人、

そのうち日本人の教師は５人いるとのことでした。授業は、月曜日から土曜日の午前と午後４時間ずつ、夜の

３時間は自習をします。廊下ですれ違った生徒たちは、止まって直立して大きな声で挨拶をしてきます。私が見

学した機関は、しっかりと教育されている評判の良い機関のようでした。しかし、見学を終えた私の正直な感想は

というと、なにかとても不気味に感じました。こうしてたくさんのベトナム人の若者が、日本に合うように製造されるよ

うに、大量に教育されている現場は、人ではなくロボットのように思えて、少し気持ち悪く感じたのでした。また、各

生徒の机の上に山積みされているテキストを見て、私の日頃の勉強のがんばりがちっぽけに感じてしまうような、

生徒たちの日本に行くための意思の強さと重さを感じました。 

悲しいことですが、私の滞在中にこの機関で女子生徒が教室で首をつって自殺するという事件が 起こりまし

た。訪れたことのある機関だっただけに、より実感が湧きとてもショックを受けました。この機関で働く知り合いに聞く

と、おそらく自分の実力が伸びないストレスからだろうということでした。あまりに多くの実習生を、機械的に（という

つもりはないにしても）作り出していて、一人ひとりの生徒の気持ちを見過ごしてしまうようなことは、起こっても不

思議ではないように思いました。多く生徒を入学させ、送りだしたい機関の経営側の立場。日本に行く夢をもって

必死にがんばっている生徒たち。いい実習生を受け入れたい日本の企業。日本に来ることができた実習生たちが、
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どんな思いで日本で働いているかを以前より感じることができるようになったような気がします。（次号に続く） 

 

（山中 昌子） 

 

前行政書士からの告知 

 

今現在では日本とベトナムは中国に対する戦略的パートナーでもあり、ビザの関係でも優遇されていると

思います。 

・就労するとき、帰化など 

・コロナ化の中でも日本に技能実習生の入国が優先的に認められたなど 

 

話し変わって日本で働く労働者は外国人を含め、労働者を保護する労働基準法が適用され、外国人を

雇う企業主そのことを誓約さされます。入国を手伝う行政書士も同様で違反すると業務停止されます。 

 労働時間は 1 日８時間とされそれ以上働くとき 1 時間につき 25％割増され、午後 10 時以降は 1 時

間につき 50％割り増しされます。 

天引（給料を支払うとき予め徴収すべき賃金を差し引くこと）は禁止されています。 

 

（小谷 保雄） 

 

べとめし研究会、発足！？ 

 

 去る１１月１１日（木）に、冨田先生、鵜飼さん、中安さん、そして９月のシンポにご登壇頂いた大阪商

工会議所の上田真也さん、それに私・加藤の５人で夕食会をしました。題して「ベトめし研究会」。上記の５人

が集まり、大阪・本町にあるチャムズキッチンという、とってもおしゃれなベトナム料理店に集まりました。 

 チャムさんというのは、オーナーさんのお名前です。彼女はベトナム南部出身で、味付けももちろん南部風。ホー

チミンシティに住んでいた私には懐かしく、ベトナムビールのサイゴンスペシャルにもうるうるきました！ オーナーさん

ご夫妻はとってもフレンドリーで、一緒に記念撮影にも応じてくださり、楽しい一夜となりました。 

 コロナによる営業自粛が撤廃されたので、今後も時々、こういう食事会ができたらなと思っています。ご賛同くだ

さる方、ぜひご一緒に！ 

（加藤 将司） 

 

ハノイ貿易大学への寄付講座、日越大学との連携講座－みずほ銀行の取り組み 
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ハノイの中本です。1 点宣伝をさせてください。 

掲題の件ですが、25日（木）に JETROの投資カンファレンスが開かれ貿易大学（FTU）、三谷産業様、

弊行三者で企業連携講座の提供に関する覚書を結びました。 

具体的には、弊行と三谷産業様の二者で「日本型経営」に関する寄付講座を FTU に提供するもので、来

年 8 月からの開講を予定しております。 

 

20211125release_jp.pdf (mizuhobank.co.jp) 

 

足元講座のカリキュラム作りをFTUとやっているのですが、大学時代に学んだことを活かしつつ、楽しみながらや

っております。（もっと学生時代ちゃんと勉強しておけばよかったと後悔もしております） 

講義には、大学の先生、中小企業経営者、大企業経営者等幅広に講義をお願いしようと考えており、ベト

ナミスト・クラブのお力をお借りするかもしれません。 

また別件で、当地の日越大学とも連携講座で協力しており、一昨日当店の支店長が日越大学 MBA の特

別授業で「キャリア理論とみずほの新人事制度」という題目で講演をさせて頂きました。その他インターンシップ受

入れ等で協力しており、近々古田学長にご挨拶に伺いたいと思っております。 

今年から広報と企画業務をアサインされ、手探り状態での業務開始となりましたが、FTU、日越大学との 

連携やメディアとの交流も始まり、28 日の VTV4 ジャパンリンクに当店支店長の出演も決まっております。 

 

駐在期間も5 年を過ぎ、最後の悪あがきとも言えなくもないのですが、お世話になったベトナムに少しでも恩返

しができるよう、精一杯働きたいと思っております。 

 

長文、駄文お許しください。 

                         （みずほ銀行ハノイ支店 中本 修一） 

 

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 12 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） 
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●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 12 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「第六波」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 12 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 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） 

2021 年 12 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 12 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 12 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 
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 ・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。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）。 

 

※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 12 月 1 日現在 30,812 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。 
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※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

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 

★法人会員／入会金 10,000円、年会費一口 50,000円以上 

☆賛助会員／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。  

☆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。 


