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巻頭言
「明け」ない夜なら無理やり「開け」ましょう！
（冨田 健次 ベトナミスト・クラブ代表）
（真に明け切れてはいないのですが、とりあえず）
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
そして今年こそは本当に落ち着いた穏やかな年となるように、
心を一つにして努力して参りましょう！

新暦と旧暦、２つの年が明けました。
「明けました」？ 「明きました」ではないのでしょ
うか？ 「明ける」は「戸を開ける」と同じ語源で、パッと「明かるく」なること、なのに、
戸を「開ける」は他動詞で、年が「明ける」は自動詞なのはいったいどうしてでしょう？ 「開
ける」は勿論、人為が働き、「明ける」には勿論、人為が働く余地はありません。「夜が明け
る」
「年季が明ける」
「梅雨が明ける」……、一般的には「終わる」
「終了する」の意味でしょ
うか？

自動詞であることは間違いありません。一方、
「開ける」の方は「戸を開ける」のほ

か、
「道を開ける」
「家を開ける」
「店を開ける」
「秘密を（うち）開ける」など多彩な用法があ
り、漢字も「開」や「明」だけでなく「空」を充てた方が良いのではと思う用法もあります。
最後の例は「秘密を明かす」
「明らかにする」のように、
「使役」のような形があるのも興味深
いです。

この「明ける」と「開ける」は一体全体、どうして全く同じ形、ak-e-r-u になったのでし
ょうか？

「明ける」はそれ自身が自動詞ですが、他動詞「開ける」には実は自動詞形があり、それは
戸が「開く」ak-u です。よくよく考えると、昔はこの「開く」ak-u そのものが、自他両様に
使われていて、戸が「開く」、戸を「開く」だったのだと思われます。
「目が開く」
「目を開く」
のような言い方が普通だったものと思われます。それを「目を開けて良く見なさい」などと
言っているうちに連体形の「開くる」＞「開ける」を終止形と勘違いして、他動詞「目を開け
る」が確立したのではないかと思われます。自動詞「目が開く」と他動詞「目を開ける」の分
担が決まった訳です。
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一方、
「年が明ける」の方はと言うと、やはり、同じように、年が「明く」ak-u が終止形だ
ったと思われ、
「明けましておめでとう」は正しくは「明きましておめでとう」だったはずで
す。ところがやはり連体形「明くる」を用いて、翌年のことを「明くる年」
（「明けた年」）な
どと言っているうちに、
「明くる」＞「明ける」を自動詞と勘違いして、
「年が明ける」を自動
詞の終止形としたものと思われます。そして、先の、戸を「開く」から変じた他動詞「開け
る」と、年が「明く」から変じた自動詞「明ける」が偶然にして同形 ak-e-r-u になったと言
うのが真相ではないかと思うのです。つまり、日本語動詞「あく」ak-u が自他両様に用いら
れていたためにこのような変化が生じ、新しい工夫がされて今日に至っているのだと思いま
す。年が「明ける」は決して戸を「開ける」のように人為的に「こじ開ける」ものではないこ
とは明白です。
「明けない夜はない」と信じてコロナ禍の終束を念じて来ましたが、しかしも
う待てません。無理やりでも夜を「こじ明け」なければ先へ進みません。夜は自分たちが自
分たちの意志でこじ「明ける」存在になりました。真に「こじ明けましておめでとう」です。

因みに、「あく」ak-u の語幹 ak-を共有する現代語には、「明かるい」ak-a-r-u-i や「明か
り」ak-a-r-i のほか、「赤」ak-a や「秋」ak-i、「証し」ak-a-s-i、植物の「木通（あけび）」
ak-e-b-i などにまで及んでいます。

ところで、日本語には実はほかにも自・他動詞同形の動詞は幾つかあって、日本人は余り
気づいていない節があります。例えば、
「さく」sak-u です。紙を「裂く」は他動詞、花が「咲
く」は自動詞でやはり自・他同形の動詞です。どちらも紙やつぼみが「裂ける」のですから同
語源であるのは明白ですが、全く異なる漢字を充てているために、日本人はすっかり目が曇
り、同語源が認識できないでいるのです。
「まう」maw-u はどうでしょう。
「舞い」を「舞う」
は他動詞、雪が「舞う」は自動詞。これは通常、同じ漢字を充てますので、まだ大丈夫なよう
な気がします。笛を「吹く」
（他動詞）、風が「吹く」
（自動詞）も大丈夫です。先述の「開く」
を「ひらく」hir-a-k-u と読む動詞はどうでしょう？

戸を「開く」は他動詞、花が「開く」

は自動詞です。前者は現在では「戸を開ける」の方が、後者は「花が咲く」の方がポピュラー
になりつつあるのを感じます。花を「匂う」と花が「匂う」も同様で、前者は匂いを「嗅ぐ」
に移行しつつあります。

一方、声を「聞く」
（他動詞）と気が「利く」
（自動詞）の「きく」kik-u の同語源説にはな
かなか抵抗感を示す人が多い感じがします。この語幹 kik-の意味内容がよく知られていない
ためだろうと思います。またまた故大野晋先生の『岩波古語辞典』に登場していただくと、
「利き」とは「神経を働かせて、物事の感じをためし、手ごたえのある意」
（p.353）とありま
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す。つまり五官の限りを尽くして物事の本質を弁（わきま）えること、となるのではないか
と思います。香道へと昇華する、で有名な「香を聞く」は「香を利く」の漢字の方が相応しい
でしょう。いや、虚心坦懐、耳を傾ける意であれば「聴く」でも良いでしょう。香は自ずと本
質を表して「手ごたえ」を感じるはずです。

私の専門である、お酒に耳を傾ける、いや五官を傾ける、
「聴き酒」
「利き酒」では、
「酒を
聴く」うちに「酒が効き」過ぎて五官が機能しなくなることがままあります。麻薬が「効き」
過ぎるのと同じです。周りに気が「利き」過ぎる人が多いのも考えもので、気を「利か」せて
どんどんお酒を勧めてくれるものですから、気が「着か」ないうちに酩酊状態。
「利き」酒上
手など何の自慢にもなりません。「口利き」を頼んで業界に入れてもらうなどもってのほか。
「利き手」はベトナム語では tay thuận つまり「順手」ですが、利き手ではない方は、「不順
手」つまり、
「逆手（さかて）」となるのでしょうか？

ベトナム語では「左手」のことを tay

trái つまり「逆らい手」と言うのですから、
「順手」
（tay thuận）は右手で決まりのようです。
「右手」は tay phải つまり「正しい手」であり、西洋語同様、「権力（right）の手」。物事の
本質を弁えられる、
「見晴らしの利く」所から高見ができる能力を右手は持っていると言うこ
とでしょうか？

「左利き」の人には随分と辛い世の中に違いありません。

と言うことで、今年も訳も分からぬうちに、明けてしまわぬよう、しっかりと足許を見つ
め、最大に気を「利かせ」て、コロナに人間の底力を思う存分、
「聴かせ」てやりましょう！
明けない夜なら無理やりにでも「明かす」気概を持って前進しましょう！
かな年を皆で勝ち取りましょう！

今年こそは穏や

AAO(エイエイオー)！

〔付記〕１月１５日の朝日新聞土曜日版に以下のような記事が載りました。あの私達団塊の
世代には超懐かしいフォーククルセダーズの中心人物であった北山修のエッセーです。メン
バーの加藤和彦と共に作り歌って大ヒットした「あのすばらしい愛をもう一度」が耳に響い
て来ました。その加藤和彦は数年前に自死を遂げ、今は精神科医の北山がその死を止められ
なかったことを後悔する内容でした。
「私は、彼の『死にたい』という気持ちを聞くことがで
きていなかった」
「潔く去っていこうとする自死の計画を聞けていなかったようだ」と、やは
り「聞く」を心の声を通わせる意味で書いています。物事の本質を捉える作業こそが「聞く」
「聴く」で、それが表に出て来ることが「利く」
「効く」であることが実感できると思います。
蛇足でしたか？
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イベント予告
ベトナミスト・クラブでは、以下のイベント開催を予定しています。会場は特に記述がない
限り、ベトナミスト・ホット・フラットになります。

3 月のベトナミスト・シンポ

ベトナム料理の魅力（仮）
話題提供者：ベトナム料理研究所・ユキ先生
日時：2022 年３月 10 日（木）19：00～20：30
参加費：会員／一般 1,000 円（学生、ベトナム人 500 円）、非会員／一般 1,500 円（学生、ベ
トナム人 1,000 円）

●申し込み方法：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、３月８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
申し込みをお願いします。その際には、①オンライン参加、②直接参加、のいずれかをお
忘れなくお知らせください。
●参加費は現地でお支払いください。オンライン参加の場合、銀行振込でのお支払いをお願
いします。原則としてシンポ前日までの振り込みをお願いしています。
「参加できるかどう
か当日になってみないと分からない」などの事情がある場合は、事後で結構ですので、速
やかにお支払いをお願いします。
●シンポ終了後は「アフターシンポ」と称して、話題提供者を囲んで懇親会を行いますので、
お時間の許す方はご参加ください。終了は 21：30 頃（途中で帰られても大丈夫です）で、
クラブから簡単な食事と飲み物を提供します。参加には別途実費（お酒を飲む方 1,000 円、
飲まない方 500 円）を頂いています。飲食物の持ち込みも歓迎です。

５月のベトナミスト・シンポ

ベトナム人の防災リーダーを育てる運動
話題提供者：JICA 関西
日時：2022 年５月 12 日（木）19：00～20：30

「ベトナム人の防災リーダーを育てる運動」をされている JICA 関西の方をお招きして、こ
れまでどのような活動をされてきたのか、今後、何を目指すのかなどの話をお伺いする予定
です。
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６月のベトナミスト・グルメ
日時：2022 年６月 26 日（日）10：00～15：00
参加費：会員／一般 2,000 円（学生、ベトナム人 1,500 円）、非会員／一般：2,500 円（学生、
ベトナム人 2,000 円）

2022 年 1 月 30 日（日）に予定していたテト・パーティは、コロナウイルスの感染が拡大
している状況をかんがみて開催せず、６月のグルメ会をこれに代わる場にする予定です。

各種講座の案内
ベトナミスト・ランゲージ・ヨガ・アクティビティ
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
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。
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。

冨田健次講師のベトナミスト・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！

●基本にもう一度立ち帰って
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
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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。

●「学び」を「喜び」として体で「体験」する
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。

●すべての講座をベトナム人にも開放
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、
いや世界一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。
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●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
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。

●コース間の壁を取り払って一元化
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（現在は申し訳ありませんが休止中です）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。

●日本語のブラッシュアップを計りたいベトナム人、集まれ！
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。
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●コース概要
コース

①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
②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
③エキスパート・コース（現在は休止中）
：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）

場所

いずれもベトナミスト・ホット・フラット

●費用
一般

学生

ベトナム人

入会費（初年度のみ）

2,000 円

2,000 円

Free

年会費

7,000 円

3,000 円

Free

受講料（全コース共通／３ヶ月／10 回）

22,000 円

20,000 円

Free

振込先：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

●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。
●実施した授業はユーチューブにもアップロードしますので、復習用・欠席時の補講用にご
利用ください。
●お申込み、お問い合わせは事務局まで Email、TEL、FAX でどうぞ！

★火曜ビギナーズ・コースⅠ（入門・初級）
開講日：毎週火曜日／18：45～20：15／90 分／全 10 回
１月 11・18・25 日／２月 1・8・15 日／３月 1・8・15・22 日
４月 12・19・26 日／５月 10・17・24・31 日／６月 7・14・21 日
アフタースクールは 20：15～21：15。場所はベトナミスト・ホット・フラット。
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★土曜ウィークエンド・ブラッシュアップコース（中・上級）
開講日：毎週土曜日／16：00～17：30／90 分／全 10 回

★土曜ウィークエンド・ビギナーズ・コースⅡ（初・中級）
開講日：毎週土曜日／17：40～19：10／90 分／全 10 回

土曜日開催の２つコースの授業日は共通で以下の通り。
１月 8・15・22 日／２月 5・19・26 日／３月 5・12・19・26 日
４月 9・16・23・30 日／５月 14・21・28 日／６月 4・11・18 日
アフタースクールは 19：30～20：30。場所は大阪駅前第１ビル地下 2 階「福寿」
（TEL：066341-1138）。

★水曜エキスパート・コース（上・超級）は現在休止中です。

下記の市民講座にも冨田健次講師が出講しています。
★堺市民ベトナム語塾
日時：毎週金曜日／18：30～20：00
場所：堺市総合福祉会館 5 階小会議室（南海高野線・堺東駅から徒歩約８分）
アフタースクールは 20：00～21：00。場所は堺東商店街内「八風亭」
担当：中原（携帯：090-7753-9291、e-mail：spike03.06.15@docomo.ne.jp）

★ベトナム八尾流交流会
日時：毎週木曜日／18：30～20：00
場所：八尾市生涯学習センター小研修室（近鉄・八尾駅から徒歩約 15 分）
アフタースクールは 20：30～21：30。場所は近鉄・八尾駅前「あじ処・なる」八尾店 (TEL：
072-922-2085)
担当：山中（携帯：080-1503-4153、e-mail：giaoluuyaoryu@gmail.com）

ベトナミスト・ヘルス・ヨガ
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ください。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。
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講師：KAZUYO 氏（トラディショナル・ヨガ・インストラクター）
携帯：080-4565-8016（SMS でのメールも可）、e-mail：kadota.kazu@cocoa.plala.or.jp

★ベトナミスト・クラブ教室
日時：毎月第２･第４火曜日／11：00～12：30
受講料：1 回 1,300 円（学生・ベトナム人 1,000 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）
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。
●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：宝持会総合健康づくりセンター（JR および近鉄・河内永和駅より徒歩約 3 分）
日時：毎月第１･第３土曜日
詳細はセンター事務局（TEL：06-6722-6516）までお問い合わせください。

背骨コンディショニング
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。

日時：A
B

水曜日の午後 13：30～15：00（不定期ですが連絡をいただいた方には事前に連絡）
毎月第２・第４土曜日の 13：00～14：30

費用：各回 1,500 円
講師：KAZUYO 氏（トラディショナル・ヨガ・インストラクター）
携帯：080-4565-8016（SMS でのメールも可）
e-mail：kadota.kazu@cocoa.plala.or.jp
詳細は KAZUYO 氏またはクラブ事務局までお問い合わせください。
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日本画教室
白潤会のベテラン画家が、日本画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：毎月第１・第３土曜日の 11：00～15：00（原則。変更あり）
費用：各回 1,500 円（学生・ベトナム人 1,000 円）、道具一式 1,000 円（初回のみ）
講師：白潤会メンバー

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です。
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

費用：無料
講師：辻田順一先生
講座の進め方について：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。
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」
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。

イベント報告
べトナミスト・グルメ

冬のグルメ会報告：エビ出汁のミークアンはママの味！
日時：2021 年 12 月 12 日（日）10：00～15：00
12 月 12 日（日）ベトナミスト・ホット・フラットにおいて冬のグルメ会が開催されまし
た。コロナ禍ということもあり例年同時開催される忘年会はなく、静かにベトナム料理を囲
む１日となりました。
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参加いただいた皆さまありがとうございました。当日の料理について少しお話しさせてい
ただきます。今回はベトナム中部ダナンの名物、汁なし麺”ミークアン”に挑戦しました。ミー
クアンは『ベトナムスケッチ』のレシピを使わせていただきました。海老と豚肉のコクのあ
る出汁に彩り豊かで豪華な盛付け、とても美味しかったです。
定番となっているお魚カルパッチョは大きく生きのよい天然鯛を使い、ヌクマムのレモン
入りネギだれで、さっぱりしつつ旨味のある逸品でした。季節的に南瓜をメニューに取り入
れホットプレートでガレットを作りました。カボチャ・コリアンダー・チーズを使い中はほ
っこり表面はカリッとして、カボチャの甘みとチーズの塩っぱさは女性の好きな味です。手
羽元と茹で卵の煮物は人気の一品。デザートの緑豆のあったかチェーでココロもカラダもホ
ッコリ、ごちそうさまでした！
最後に前日に買い出しと準備をしてくださった皆さまありがとうございました。次回は６
月を予定していますのでよろしくお願い致します。
（KAZUYO 氏）

年末恒例！？

ホット・フラットの大掃除

日時：1 月 16 日（日）14：00～16：30 頃
１月 16 日（日）にベトナミスト・ホット・フラットの大掃除を行いました。冨田先生から
の呼びかけに応じて集まったのは 10 名以上。1 年間お世話になったホット・フラットが少し
片付きました。皆様、お疲れ様でした。年末の大掃除をこれからは恒例にしたいですね。
（中安 昭人）

クラブをご活用ください
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。以下の翻
訳・通訳料金はあくまでも目安です。詳しくはクラブ事務局にご相談ください。

★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・ビジネス通訳の派遣）
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む。通訳者が学生・院生の場合は相談に応じます。交通費は実費。

ホット・フラット貸し出しサービス
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、な
ど。使用料は 1 時間あたり 1,500 円。申し込みは会員に限ります。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ください。事務局で簡単な書式を作りましたの
で、ご記入の上、事務局にお申込みください。

仕事と住居の情報掲示板
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。

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）
働いてくれる人を探している方は事務局までご連絡ください。このコーナーで紹介します。
★ハノイとホーチミ市で日本語教員募集中！
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、事務局までお申し出ください。

★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。
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働く場所を求めます
（日本人、ベトナム人、学生を含む）
仕事を探している方は事務局までご連絡ください。このコーナーで紹介します。

「ベトナムの家」（仮称）開設！

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）
★ルームシェアで住みたい方、求む！（阪急岡町駅）
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：①青海加代子（北海道）e-mail：kayo246tsuchi@gmail.com
②冨田 e-mail：nguyenvantom1020@docomo.ne.jp

★ルームシェアで住みたい方、求む！（阪急南方駅）
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。

●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）
付帯設備：WiFi、エアコン、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（共同）
その他：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。真面目なベトナム人社員（男性）1 名が既に入居中。たまに 1F で会社のミーティング
等をすることがある。
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問い合わせ先：①冨田 e-mail：nguyenvantom1020@docomo.ne.jp
②国土工営コンサルタンツ株式会社・石原 元社長
TEL：06-6195-3991
e-mail：ishihara370125@gmail.com

住む場所を求めます
（日本人、ベトナム人、学生を含む）
住む場所を探している方は事務局までご連絡ください。このコーナーで紹介します。

家庭教師（個人教授）を求めます
（小・中・高生のあらゆる科目）
家庭教師ができる方は事務局までご連絡ください。このコーナーで紹介します。

家庭教師（個人教授）に応じます
（小・中・高生のあらゆる科目）
家庭教師を探している方は事務局までご連絡ください。このコーナーで紹介します。教える
のは大阪大学ベトナム語学科の学生です。

会員からのお便り
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ください。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。

2021 年の気になったニュース
中安 昭人
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。
２０２１年は、２０２０年以上に「コロナに始まりコロナに終わる」と言ってもいい一年
でした。この機に２日間ほどかけて１年間の新聞を読み返したのですが、毎日毎日、コロナ
関連の記事ばかりです。
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しかし明るいニュースもありました。それらコロナ以外の出来事にも目配りしながら、１
０個のトピックスで２０２１年を振り返ってみましょう。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。

●コロナの感染拡大
１年前の同時期（２０２１年１月２５日）には、累計感染者数は１５４８人、死者数は３５
人でした。しかし２０２２年１月２６日現在、それぞれ２１７万１５２７人、３万７０１０
人に増えています。従来の「コロナゼロ」を目指す方針は変更され、現在は「コロナとの共
存」を目指し、社会活動の再開が進められています。

●南部で長期間の社会隔離
市民生活に最大の影響が出たのが、７月から９月末までベトナム南部で実施された厳しい社
会隔離でしょう。９月末には１８歳以上の市民に対するワクチン接種が、１回目終了が９５％、
２回目終了が４５％に達しており、社会隔離は緩和されることになりました。

●１年８か月ぶりに国外からの観光客が入国
１１月１７日、ダナンに２９人に国外からの観光客が入国したのは、社会活動の再開を象徴
する出来事だったと言えるでしょう。ベトナムは２０２０年３月にすべての国際線を運休し
国境を封鎖。それ以来、１年８か月ぶりに迎えた国外からの観光客でした。

●経済成長が鈍化。しかし２０２２年には楽観的見通し
２０２１年１２月２９日、ベトナム統計総局は、実質ＧＤＰ（国内総生産）伸び率が２．５
８％にとどまったと発表しました。２０２０年を０．３３ポイント下回る数字です。ただし
２０２２年は、国際通貨基金（ＩＭＦ）の「６．６％の伸び率が期待できる」など、楽観的な
見通しが出ています。

●政府首脳が新体制に移行
４月５日の国会でファム・ミン・チン氏（６２）が新首相に選出されました。これまで日本と
の窓口役を務めてきた、親日派と目される人物です。１１月２２日には、岸田政権が発足後
初めて迎える外国首脳として来日。岸田首相らと会談を行いました。国家主席はグエン・ス
アン・フック氏（６６）、共産党書記長はグエン・フー・チョン氏（７６）。なお年齢は就任
時のものです。
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●日本とベトナムの交流は堅調に推移
日本、ベトナムの両国共にコロナの感染拡大と苦戦しているにも関わらず、両国間の交流は
堅調に推移しています。ベトナムで現地法人を設立する日本企業は相次いでいますし、日系
の小売店・飲食店による店舗網の拡大、ベトナム大学における日本企業の協力開始など、様々
な動きがありました。

●５年に１度の総選挙実施
コロナの感染拡大が進む中、４月２３日に総選挙の投票が行われました。国会議員の定数５
００人に対し、非党員の当選者は１４人で、前回選挙の２１人、前々回の４２人から連続し
て減少しました。投票率は９９．６％と発表されています。

●ハノイの都市交通第１号線が営業開始
１１月６日、ハノイで都市鉄道１号線が営業を開始しました。市街地のドンダー区カットリ
ンと郊外のハドン区を結ぶ約１３キロを、最高時速８０キロで運行します。ホーチミンシテ
ィで進んでいる都市鉄道１号線も遅れており、完成は２０２３～２４年の見込み。

●電気自動車、シェアサイクルなど交通事情に新風
ビンファスト社は１２月２５日、ベトナム初の国産電気自動車（ＥＶ）を顧客に引き渡す納
車式を開きました。１２月にはホーチミンシティでシェアサイクルサービスの試験運用が開
始。ハノイでは中心部への車両乗り入れを有料化する案も検討中です。

●日本在住ベトナム人が社会問題に
２０２１年現在、日本に住むベトナム人は約４５万人。残念ながら、在日ベトナム人による
犯罪が激増すると同時に、彼らが被害者になる事件も増えています。日越が共存共栄の関係
を築いていくため、私達一人ひとりができることを進めていきたいものです。

●番外編：２０２３年の国交樹立５０周年に向けて
２０２３年は日本とベトナムが国交を樹立して５０年目を迎える記念の年。様々な記念行事
が予定されており、同年９月には日越合作となる新作オペラ「アニオー姫」がハノイで世界
初演される予定です。ベトナミスト・クラブもそろそろ創立３０周年を迎えることですし、
何か企画したいですね。

19

モン・ナム

第 174 号

2022 年 2 月 1 日

以上、２０２１年に気になったニュース１０本＋１本でした。２０２１年２月号では「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」と書いたのですが、残念ながらそれはかないませんでした。１年後の『モン・
ナム』の「２０２２年の気になったニュース」は、今度こそ明るい話題で埋め尽くされます
ように。

●追記：社会情勢に関して素人である私の選んだ「１０大ニュース」だけでは恐縮なので、
以下、日本とベトナムの報道機関が選んだ１０大ニュースを１社ずつ紹介しておきます。

NNA（共同通信傘下）が選んだベトナム国内１０大ニュース
第１位

初のマイナス成長、政府に衝撃

第２位

南部中心に「工場隔離」、調達網寸断の危機

第３位

４波の感染 100 万人超え、ワクチン確保急ぐ

第４位

ビンがＥＶ一貫工場計画、投資額１兆円超

第５位

ベトナム初の都市鉄道が開通、ハノイ

第６位

外国人観光、１年８カ月ぶり再開

第７位

再生エネさらに積み増しへ、新電力計画

第８位

米、為替操作国認定を見送り

第９位

チョン書記長３選、チン首相体制スタート

第 10 位
番外編

風力発電のＦＩＴ終了、太陽光含め入札制に
外国人への労働許可厳格化で波紋

ベトナム通信社が投票で選んだ２０２１年のベトナム国内１０大ニュース
第１位

第１３期全国党大会は大成功

第２位

全国で約７千万人の有権者が投票し国会と各レベルの人民評議会議員を選出。

第３位

新型コロナウイルス感染症対策の戦略を転換

第４位

ワクチン戦略の成功

第５位

党の構築と是正に関する５つの重要な文書の公布

第６位

全国文化会議は国内の資源を発掘、ユネスコはベトナム文化を尊重

第７位

ベトナムは多国間協力規制に積極的に参加

第８位

経済の大きな変動といくつかの成長の柱を維持するための努力

第９位

人口に関する全国データベースシステムを初めて運用

第 10 位

ベトナムのスポーツは困難な状況で印象的な成果を達成
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連載：ベトナム留学報告書・その 28

ベトナムの中の日本人社会
山中 昌子
私は滞在中、北部でも南部でも日本人のテニスサークルにも所属していたため、そこで多
くの日本人社会の情報を得ることができ、また貴重な人脈を築くことができました。本当の
ところ、私はストレス解消とベトナム人とより交流をもつために、テニスラケットをベトナ
ムへ持って行きました。しかし一緒にテニスができるベトナム人となかなか出会えなかった
ので、日本人のテニスサークルに所属することにしました。

外務省の平成 27 年度在留邦人数調査統計では、ベトナムは 14,695 人の日本人が住んでい
ることになっています。多くの日本企業の進出が盛んで、前年度に比べると在留邦人は 8.6%
も増加しています。北部も南部にも日本人が集住する地域があり、その地域の飲食店などに
行くとまるで日本に住んでいるかのように生活ができ、多くの日本人にも会うことができま
す。ベトナム社会の中の限られた日本人社会ですが、企業間取引やイベントや商工会議所を
通じてなど、ベトナムでの日本人同士は様々なところでつながることがあります。私も日本
人と話をする機会があると、その方が友人の友人であることも多く、異国ならではの同胞の
知り合いどんどんと増えていくおもしろさがありました。

日本の物や食材を購入できる店は、ベトナムの日本ブームにもあやかってそこそこありま
すが、値段はもちろん高いです。日本でも有名な 100 円均一の店 DAISO であれば日本の約２
倍、その他の店では物によって日本の 3 倍～5 倍の値段で売られています。日本の飲食店も
どんどん進出しており、私の滞在時には「牛角」
「丸亀製麺」などが、新たにオープンしまし
た。それらの日本の店は、日本人駐在員や外資企業に勤めるベトナム人や富裕層などが利用
し、学生や一般のベトナム人にとっては稀に利用できる価格帯です。ベトナム人給料も徐々
に上がってきているとはいえ、それでも到底普段使いとしては利用することができないもの
でした。

日本人を含む駐在外国人の裕福な暮らしぶりには、度肝を抜かれることが多々ありました。
一流企業の駐在員として来ている人、その妻（略して現地では駐妻という）、起業しに来てい
る人、各企業の社長さん、様々な日本の方と仲良くなりお話させてもらう機会がありました。
縁があり、安くてすごくいい物件を見つけたと思っていた私の月１万５千円の住まい。それ
でも、生活費を更にどう削ろうかと試行錯誤して生活していた無収入の学生の身の私でした
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が、同じ学校内で出会った数少ない日本人学生が、企業から全額出してもらって半年間週５
日間ベトナム語を勉強しに来ており、タクシーで通学し、家賃 25 万円のマンションに住んで
いました。10 歳以上も年下で、同じ日本人と思えない生活です。何軒かの駐妻さんの家にお
邪魔したことがありますが、大抵の駐在員さんのお宅には、定期的に掃除をしてくれるお手
伝いさんがくるようになっており、送り迎えの運転手さんもいる、セキュリティも万全の生
活。家の中も、まさに絵にかいたようなオシャレで良い家具が揃っている空間でした。私に
とってはそこでさえもある意味異国でした。

私の留学目的には必要がないと思い、日本人と関係をもつことを極力避けるようにしてい
た私ですが、ベトナムの中の限られた社会なので、サークルに所属した途端、必然的に多く
の日本人と知り合うようになりました。そのことは結果的に、多くの意見と情報を耳に入れ
ることができて、多角的にベトナムを見ることができたと思います。また、メリハリのある
生活を送ることができ、更におもしろい留学生活となりました。日本にいては出会わなかっ
たと思われる面白い経験や経歴をもつ個性的な日本人たちとのつながりは、この留学で得た
私の大きな財産の一つです。（次号に続く）

ありがとう・おねがいしますコーナー
各種基金の残高はすべて 2022 年 2 月 1 日現在のもの。

★ベトナミスト・クラブ各種事業支援基金
残額：43,000 円
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。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
残額：530,220 円
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。

★コロナ撲滅支援基金
残額：562,769 円
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
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にかっぱのみならず防護服を贈りました。今後の感染拡大に備えております。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ください。

★村瀬裕・エスポアール基金
残額：5,775 円
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。

★ドン・ドン基金
残額：7,281 円（円に換算して）＋2.645.000 ドン
ドン余っていませんか？ ベトナムの孤児や障害者支援に活用します。

★I.O.G.にっこりベトナム支援基金
残額：122,000 円
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。

★小森経久バトンタッチ奨学基金
残額：329,857 円（140,000 円＋189,857 円）
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。

★中嶋真次郎 18 基金
残額：30,812 円
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。

★日本国内にある仏教寺院を窓口とした物資の支援活動
新型コロナの蔓延により仕事を失ったり、帰国・来日が延びたりし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。
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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。

★ベトナム語の原付免許参考書を無料配布
ベトナム語と日本語対訳の原付免許参考書をクラブで購
入しました。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
価なものですのでクラブで買い上げ、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。ご希望の方は、事務局または冨田まで。

★緊急生活資金援助
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にかかる、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。
問い合わせ先：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
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すべての基金の振込先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。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。
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

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

：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
振込先

：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

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
際の入会金は無論、不要です。どうかよろしくお願い申し上げます。

【ベトナム写真歳時記】
テトが近づくと大きな通りでは国旗を売る商人がず
らりと並ぶ。ただしこれは数年前の情景。
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●編集後記●
Chúc Mừng Năm Mới!
この『モン・ナム』をお届けするのは、ちょうどテトの日になります。2022 年虎の年が皆
様にとってより良い年になることを祈念しています。
年が変わったのを機に、
『モン・ナム』のレイアウトを変更してみました。いかがでしょう
か。会員の皆様からのご意見をお待ちしています。
12 月 10 日に冨田先生から「運用開始の挨拶」があったとおり、ベトナミスト・クラブで
は「グループメール」を開設しています。使い方は通常の電子メールと同じです。送信先を
「member_vnst@googlegroups.com」にすると、メールはクラブ会員全員に届きます。まず
は自己紹介を投稿頂くだけでも構いません。ぜひ一度、使ってみてください。会員相互の情
報共有ツールとして積極的に活用していきましょう。
皆様もご存知の通り、クラブではほぼふた月に一度の割合で、スタッフミーティングを開
催しています。1 月 19 日（水）に開かれたミーティングに私も参加しました。私のような平
会員でもクラブの運営に意見が出せるのは嬉しいものです。会員は誰でも参加可能。会議後
には冨田先生お手製のウドンがご褒美としてついてきます。
（編集担当：中安昭人）

ベトナミスト・ホット・フラット（ベトナミスト・クラブ事務局）
住所：〒530-0041 大阪市北区天神橋 3－1－39
TEL/FAX：06-6358-6340

タニムラビル 2 階 200 号室

e-mail：vnstclub@seagreen.ocn.ne.jp

Home Page：http://vnstclub.com
Facebook ページ：https://www.facebook.com/ベトナミストクラブ-1015006391893965
アクセス：最寄り駅は地下鉄谷町線および堺筋線・南森町駅と JR 東西線・大阪天満宮駅で、
徒歩約３分。地下鉄堺筋線・扇町駅から約 10 分、JR 環状線・天満駅から約 12 分。天神橋筋
商店街の一つ東の筋となります。ビルに入る際は、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。

●お問い合わせ、入会のお申し込みは事務局までファックスまたはメールでお寄せください。
●住所やメール等連絡先の変更があった場合、会報『モンナム』など情報が届かない場合は、
お手数ですが事務局までお知らせください。
●事務局スタッフの出勤は現在不定期になっています。ホット・フラットに来られる際は、
恐縮ですが事前にメールでご予約ください。
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