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会報の名前の由来：
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巻頭言
care（世話）と cure（治癒）の源泉は curiosity（好奇心）？
（冨田 健次 ベトナミスト・クラブ代表）
英語に care（心配する、世話をする）と cure（治癒する、治癒させる）という語があって、
何となく音も意味もよく似ているなと、ずっと前から思っていました。先日、ひょんなこと
から手持ちの小さな英語語源辞典を見ると、なんと両語は同一語源で、ラテン語の cura（心
配、世話、注意）から派生した語であることが判明し、小躍りして、早速、社会人ベトナム語
クラスのネタにさせていただきました。

この二つの語を繋ぐ糸は、正に「癒し」と「思い遣り」ではないかと思います。大まかに言
って前者の care は「心の癒し」、後者の cure は「心と体の癒し」。それを専門的に担ってい
るのが、前者は介護士、後者は医師と看護師で、両者に求められているのが、他人への深い
「思い遣り」であることは間違いありません。

Care の語源を更に探ってみると、一方では何と、cry（泣く、叫ぶ）や grief（深い悲しみ）
grieve（深く悲しむ）に行き当たり、また一方では charge（負担、責任）や carry（運ぶ）か
ら遂にあの car（車）にまで及ぶことが分かり仰天しました。ローマの時代からヨーロッパ人
は care を「人の悲しみを深く理解し、その悲しみを身に引き受け共に涙し共に慰め、心の傷
を癒やし合う」
「同じ車に乗って同じ方向を向いて歩んでやる」と考えていることがよく分か
ります。careful（注意深い）は正にそういう精神に富んでいる意味だったのですね！

Careless が単なる「不注意」では済まされない意味である事にもあらためて驚きます。人
の悲しみも理解できず思い遣りもなくさっさと人とは異なる車に乗って立ち去ってしまうイ
メージが湧いてドキリとします。take care（世話をする）も「おざなり」の世話では許され
ないことになります。

一方で cure の語の方も深く追求してみると、いきなり curate という「人間の精神の世話
をまかされた者」、イギリスでは「教区の牧師補」の意味で使われている語に行き当たります。
「精神の世話」とは正に care の本質ではありませんか？

それを専門的に担う人の登場を促

しているようにも取れます。

この語そのものには全く馴染みがありませんが、この語から派生したと思われる curator の
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語は私達もよく知っています。博物館や美術館の「学芸員」のことで、今は日本でも「キュレ
ーター」の呼び方の方がポピュラーになりつつあります。
「学芸員」より何となく恰好良い職
業のように響きます。考古遺物や名画を厳重に保管、監理し、研究し、易しく解説して世の
人に広く知らしめる、とにかく「縁の下の力持ち」のような、筆者に言わせれば「地味な」仕
事なのですが、最近は若者に人気の「商売」と聞きます。

Curate に接頭辞 ac-（向かう）を付けた accurate（正確な）という英単語を学校で習いま
したが、元はと言えば take care（世話をする、面倒を見る）のことであり、それが「大事に
する」
「大切にする」→「ひとつもゆるがせにしない」→「正確な」と変遷したのだと言いま
す。正に「キュレーター」の面目躍如です。care が人そのものに注意が向かったのに対し、
cure が人の心や物へと向かった瞬間です。それが結晶したのが curio（骨董品）でしょうか。

関心が人間の体に向いた場合、先ずは「手」に向けば、あの manicure（マニュキュア）と
なり、足に向けば pedicure（ペディキュア）となるのは必定です。そしてまた人間の身体に
限らずあらゆる事象に及んだ時にヨーロッパ人はその状態を curious（物を知りたがる、好奇
心の強い、詮索する、精密な、入念な）と呼び、curiosity（好奇心、もの好き）へと結晶させ
たのだと思われます。先に挙げた curio（骨董品）も実は curiosity の短縮形であるらしいこ
とも判明しました。
「もの好き」の本領発揮ですが、失敗も多かったのだろうと同情も見え隠
れしています。

そして、その関心が遂に「体と心の具体的有り様（よう）」に向かった時、
「治療、治癒、医
療」の発想が生まれたのでしょう。精神的な「癒し」が残る care に対し、cure には物理的、
即物的にその根源へと迫る冷徹な眼力が要求され、それによって人の心も体も一体として「癒
す」。人間に限らずあらゆる生命体が宿命的に負う「生・病・老・死」に深く共感して寄り添
う（care）だけでなく、その「悲しみ」の根源にまで「好奇」の目を向け、できるだけの「正
確さ」でそれを取り除いて（cure）やることで「癒し」を完結させる。care と cure は本質的
に「一体」であることがよく分かります。

私達の人生は、この care と cure の相互交換によって成り立っているのだとつくづく感じ
ます。Care と cure の精神を全く無に帰するのが「戦争」です。
「特別軍事作戦」などと詭弁
を弄するなどもってのほか。ローマやギリシャが没落した原因をよく考えてみたらよいので
す。
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因みに、わがベトナム語で care「介護」「看護」は chăm sóc、chăm nom、trông nom、
săn sóc などと言います。この中の chăm は「注意深く熱心に取り組む」の意味。Nom は「望
遠鏡」の ống dòm や ống nhòm の中の dòm、nhòm と兄弟で「注意深くのぞき込む」の意。
Trông は文字通り「見る」ですが、
「面倒をみる」
「じっと見守る」の意味の「見る」の意で用
いられることが多く、もうひとつの săn は元々は「狩猟」の意味で bắn「銃で撃つ」や bắt
「捕まえる」と兄弟で、「介護」などとは全く無縁のように見えますが、更に兄弟語の chăn
は chăn nuôi「動物の飼育」の意味ですので、狩猟で捕まえた動物をよくよく面倒みて育てる
ことから、この「介護」や「看護」の意味合いが出て来たのだと思われます。

一方、cure の「治癒」
「治療」はベトナム語でも漢語「治」trị を用いて、
「治・病」trị bệnh
と言ったり、ベトナム語「直す」「修繕する」の chữa を「湯桶読み」方式にして chữa bệnh
や chữa trị と言ったり、やはり漢語の「調治」điều trị をそのまま借りて用いたりしています。
「治療」と「療養」
「保養」を含めた概念の「調養」điều dưỡng の漢語もあり、こちらは今は
専ら「看護師」の意味で用いられています。
「調養員」điều dưỡng viên とも言うらしいです。
昔は看護師は、専ら医師を補佐する「医佐」y tá の語を用いたものですが、専門性が非常に
高く資格審査が厳しく、今はほぼ機能していないと聞きます。

もう一つの漢語「治療」trị liệu は、専ら「東医」Đông y と言われる東洋医学的治療に用い
られるか、理学療法、言語療法などのようにリハビリ（「服回・職能」phục hồi chức năng）
性の高い分野の用語として用いられているのだと言います。

因みに「介護士」はベトナムでも新しい概念として、先に挙げた「看護師」＝「調養」điều
dưỡng と「看護補助者」＝「護理」hộ lý の役割と合わせて、
「人員・護理・調養」nhân viên
hộ lý điều dưỡng などと呼んでいます。

急速な高齢化、老齢化の進む日本の社会は、最早、ベトナム人介護・看護要員の助けなし
には成り立たなくなりつつあることを私達は率直に認めなければなりません。care と cure の
「相互」交換の本質を胸に手を当ててよく考えて備えなければなりません。お互いに「好奇」
（curious）の目を向けられる土台を作るのが前提です。ベトナム人と同じ目線の高さで語り
合えるかが問われているのです。
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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。

５月のベトナミスト・シンポ

多文化共生×防災

ベトナム人防災リーダー育成事業

【後藤田さんからのご挨拶】
ベトナミスト・クラブの皆様、はじめまして。国際協力機構（JICA）関西センターの後藤田
です。
JICA 関西では、近年増加している在住ベトナム人に焦点を当て、災害大国である日本に住
むベトナム人が、日本の防災を理解するためには、同じベトナム出身者より学習することが
より効果的であるとの考えから、国内における在住ベトナム人防災支援事業を進めています。
この事業ではこれまで以下３件の取組を実施してきました。

2020 年 12 月 12 日：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－
https://www.jica.go.jp/kansai/event/report/2020/201228_01.html

2021 年 3 月 14 日：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」
https://www.jica.go.jp/kansai/event/report/2020/210323_01.html

2022 年 3 月 18 日：多文化共生×防災

外国籍従業員とその企業向けオンライン防災研修

https://www.jica.go.jp/kansai/event/2022/220307.html

今回のベトナミスト・シンポでは、JICA 関西でのこれまでの取組をご紹介しつつ、ベトナ
ムにご縁の多いかたがたくさんいらっしゃるので、ぜひ今後の活動に向けたご意見などをお
聞きできればと思っています。
当日は、私から一方的に話すのではなく、一緒に学び合える場にできたらなと考えていま
す。皆さんにお目にかかるのを楽しみにしています。

話題提供者：JICA 関西

市民参加協力課

課長補佐
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日時：2022 年 5 月 12 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、５月 10 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。

６月のベトナミスト・グルメ

約５か月遅れのテトパーティ＆グルメ（仮）
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月の本グルメ会をこれに代わる場にしていました。
予定していたテト・レシピの完全復元ではありませんが、できるだけ近い料理にして、これ
に冷凍保存していた bánh chưng を加えたいと思います。
詳細は決まり次第、メールで連絡しますのでお楽しみに。次号の『モン・ナム』
（６月１日発行）でもお伝えします。
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各種講座の案内
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３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！

出張授業、出張講演の御要望にもおこたえ致します。

●特色
単なる町の「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。

★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
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。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。
★１つのコースに申し込めば、他のコースの講義も参加できる
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ができます。つまり「一石三鳥」
も可能。ただし「冷やかし」だけは断固お断りいたします。
★日本人とベトナム人が学び合う
日本語を学ぶベトナム人は受講料無料（miễn phí）で講座に参加可能。日本人とベトナム人
が２人一組或いは３人一組での「学び合い」を理想としています。
★授業の後には「アフター・スクール」という「交り合い」の場が
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できます。
★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！
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、すべてのコー
スのいずれにもフリーで顔を出すことができます。
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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ください。
●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ください。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ください。
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
４月 12・19・26 日／５月 10・17・24・31 日／６月 7・14・21 日
７月 5・12・19 日／８月 2・9・16・30 日／９月 6・20・27 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。
４月 9・16・23・30 日／５月 14・21・28 日／６月 4・11・18 日
７月 2・9・23・30 日／８月 6・20・27 日／９月 3・10・17 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：
06-6341-1138）。

★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）ただし、第２回目
(4 月 14 日)以降の会場は、緑ヶ丘集会所(近鉄・八尾駅から徒歩約 15 分）になります。
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）

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！
10

モン・ナム

第 175 号

2022 年４月 1 日

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
3 月のベトナミスト・シンポ

ベトナム料理を楽しく食べるために大事にしていること
日時：2022 年 3 月 10 日（木）19：00～20：30
3 月のベトナミスト・シンポではベトナム料理研究所のユキさんにお越し頂き、
「ベトナム
料理を楽しく食べるために大事にしていること」という題目でお話をして頂きました。

●1 年間の予定だった料理留学が結局 15 年に
大阪の調理師学校を卒業したユキさんが、料理を勉強するためにベトナム・ホーチミンシ
ティに住み始めたのは 1999 年のこと。「まずはベトナム語を学ばなければ」と外国人のため
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のベトナム語学校・ISSHO に通い始めました。途中から、ベトナム語の先生に直談判して自
宅で料理を教えてもらいながら「料理のベトナム語」を学ぶようになります。その頃から市
場やスーパーマーケットには毎日のように行っていたそうです。
2001 年からは日本人向けの料理教室の運営に携わります。ベトナム人講師の面接と選抜か
ら、カリキュラム作成、レシピの翻訳にはじまり、教室での通訳から皿洗いなどの雑用まで、
幅広い業務を行っていました。まだ電子メールや SNS がいまほど一般的でない時代、ベトナ
ム人の料理の先生から電話でレシピを聞き取り、それを日本語に翻訳したのだそうです。
当初、1 年間の滞在予定だったのが、ベトナム暮らしは結局、15 年間に及びました。
「自分と同世代、母親世代、そして祖母の世代と、三世代にわたるベトナム人の料理の先生
たちと、一緒に仕事ができたのは、私にとって非常に貴重な経験でした」
そこから学んだのは「家庭料理がいちばん美味しい。中でも出来立ての料理がいちばん」
「料理に参加することで安心感が得られる」ということ。

●日本に帰国した当初は、とまどうことがたくさん
2014 年に日本に帰国してからも、引き続きベトナム料理を仕事にしています。最初はとま
どうことがたくさんありました。ベトナムでは朝早くから市場が開いており、料理教室で使
う食材は朝に調達が可能でした。ところが日本のスーパーは開店時刻が遅く、食材は前日の
うちに購入しておかねばなりません。それ以外にも、肉の塊が欲しいのに、スーパーで売ら
れているのは、スライスされたものばかりだったり、生きたエビが買いたいのに、魚屋さん
でも売られているのは死んだエビばかりだったり。
「日常生活でもベトナムでのペースが体から抜けなくて、電車の自動改札で立ち往生して恥
ずかしい思いをしたこともありましたね」(苦笑)

●日越での大きな違いはハーブと気温
ベトナム料理を仕事にする上で、ベトナムと日本でいちばん大きく異なるのは、
「ハーブと
気温じゃないでしょうか」とユキさん。
豊富なハーブ類はベトナム料理になくてはならないものですが、日本ではあまり売られて
いません。あってもしなびていたり、値段が高かったり。
「香りは脳に直接届くので記憶に残りやすいんです。だからベトナムでやっていたように、
ハーブを野菜のようにふんだんに使いたい」
そう考えるユキさんは、家庭菜園を借りたり、自宅の庭を利用したりして、香草を自分で
育てるようになります。同じことを考えるベトナムの人もいて、
「家庭菜園にはベトナム人の
名前がついている区画もあるんですよ」とのこと。最近は日本在住のベトナム人が運営する
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SNS で、タネの売買もされているのだそうです。
「美味しい料理を作るには、やはり手間を惜しまないことですね」
こう語るユキさんは、ハーブを育てるだけでなく、料理で使うピーナッツは自分で炒り、
バインミーに使うパンも自家製だそうです。
もう一つの大きな違いは気温です。ユキさんが暮らしていたホーチミンシティは常夏の街。
しかし日本には四季があります。
「気温が違うと、ベトナムと同じように料理をしても、美味しいと感じる味が違うんです」
寒い冬でも美味しく感じられるように、ベトナムではそのまま食べる料理を、あえて温め
なおして出すなどの工夫をしているそうです。

●料理の食べ方・出し方の違いに見る文化の差異
料理の食べ方も日本とベトナムでは異なります。日本のレストランでは、完成品の料理が
出てくるので、基本的にはそのまま頂きます。しかしベトナムでは、レストランに行くと卓
上にタレなどの調味料が置かれていて、自分の好みの味に整えてから食べるのが一般的です。
料理の出し方も違います。日本では料理は一人ひとり別々に盛り付けられて出てきますが、
ベトナムは大皿料理が基本で、そこから各自が自分の茶碗に取って食べます。つまり好きな
料理だけを食べられるわけです。
大皿料理にはもう一つ、大きな意味があります。それは「一つの料理をみんなで分かち合
う食べ方」であるということ。「そのほうが、より美味しく感じられるのでは?」と言うユキ
さんの言葉には、深くうなずく参加者の姿が見られました。
ユキさんがベトナムで日本料理を教えていたときに、細巻きを取り上げたことがあります。
ところが参加者のベトナム人は、具を何種類も入れるので細巻きになりません。それを指摘
しても「でも、おいしいからいいじゃない?」という回答。その時にユキさんは「この人達は、
本当に自由な考え方をするんだな」と感じたそうです。
日本流とベトナム流、どちらにも良し悪しがありますが、ユキさん曰く、
「ベトナムでは、徹頭徹尾、食べる側に主導権・決定権があるんです。これってとても幸せ
なことじゃないでしょうか」

●料理は文化
今回のお話全体を通じて私が強く感じたのは「料理は文化だ」ということです。
「レシピが
分かれば美味しい料理が作れる」、私はそんな風に考えていたところがあります。しかしユキ
さんの話を聞いていて、「それだけでは美味しいベトナム料理は作るには不十分なのだ」と、
感じました。料理の作り方や出し方に見られるベトナムの文化を理解することが、美味しい
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ベトナム料理を作ること、ベトナム料理を美味しく食べることには欠かせないのではないか、
そんなことに気づかせてくれるシンポでした。

●ユキさんの活動はこちらをご覧ください
ユキさんは、自分自身のお店などはお持ちではなく、いろんなところに出向いて、ベトナ
ム料理教室や食事会を開いています。ユキさんの活動については、以下のウェブサイトとフ
ェイスブックをご覧ください。フェイスブックページに「いいね!」をすると、最新の料理教
室スケジュールが届きます。
ベトナム料理研究所
http://foodlab.asia/
https://www.facebook.com/foodlab333/

ユキさんからのコメント
シンポでの話を聞いてくださった皆様、ありがとうございました。春めいてきたのでハーブ
の種を蒔き、これからも美味しいものを作れるように日々精進していこうと思います。ベト
ナミスト・クラブの集まりに呼んでいただいて、学ぶことに熱心な皆さんとお会いでき、私
もまた、ベトナム語をサボらずに続けようと思えました。

（３月のシンポ担当：中安 昭人）
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故・田中哲次郎さんの追悼色紙をご遺族に届けました
グループメールでも報告しましたが、私達から故・田中哲次郎さんへのメッセージを書き
込んだ色紙を、ご遺族の方にお届けしました。
当初は、冨田先生他、クラブ有志でご遺族の方を訪問して直接お渡しし、可能であればお
焼香の一つもあげさせて頂きたいと思っていました。しかしながら、ご遺族の方が「郵送で
お願いします」とのこと。そこで郵送でお届けした次第です。以上、簡単ですがご報告まで。
哲次郎さんのご冥福を改めてお祈りしつつ。
（中安 昭人）

３月のスタッフミーティング報告
3 月 4 日に行われたスタッフミーティングでは、イベントなどの予定の確認に加えて、ク
ラブの活動をより充実したものにするための、さまざまな提案について議論をしました。参
加者は冨田先生、鵜飼さん、小谷さん、中山さん、西川さん、藤原さん、横山さん、中安。
議事録を既にグループメールで送信していますので、ここではアウトラインだけを掲載し
ておきます。
★事務局業務に担当制を導入します。
★事務局が稼働している日を決めて内外に告知します。
★スタッフ会議の進め方を改善します。
★シンポの進め方を改善します。
★もう一つのグループメール（会員予備軍）を作ります。
★月に１回はクラブ員が顔を合わせる機会を作りましょう。
★２０２３年はクラブ創立３０周年。記念イベントをしませんか？
次回のスタッフミーティングは 5 月 6 日（金）18：30～の予定です。日が近づいたらグル
ープメールでお知らせをします。ミーティングに参加できないかたも、ご希望・ご意見・ご
提案などをお気軽にお寄せください。
（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
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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 1,000 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・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。
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★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。

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冨田 e-mail：nguyenvantom1020@docomo.ne.jp
②青海加代子（北海道）e-mail：kayo246tsuchi@gmail.com

★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。
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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。
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
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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。

連載：路地裏から見た「ベトナムは今」・その 29

ベトナムに行ったら散髪体験を
中安 昭人
2022 年 3 月 15 日、ベトナムへの入国規制が解除されました。実に約 2 年ぶりのことです。
観光目的での入国もできますし、ビザも不要。つまりほぼコロナ前と同じ状態に戻りました。
私の周囲でも「4 月にはいよいよベトナム出張だ!」「日本への一時帰国が、これで可能にな
った。日本にいる妻子と 2 年ぶりの再会です」など、喜びの声が多数あがっています。
私自身がベトナムに一時帰国できるのは、もう少し先になりますが、それでもホーチミン
シティの我が家がぐっと近くなった気がしています。一時帰国をしたらやりたいことはたく
さんあるのですが、そのうちの一つは「散髪屋さんに行くこと」。日本には至れり尽くせり
の散髪屋さんがたくさんあるのに、どうしてわざわざベトナムで?

●無料で飲み物が出てくる
私はベトナムでは Dịch vụ trọn gói という「パッケージサービス」がある散髪屋によく行っ
ていました。髪を切って顔そりと洗髪をするだけなら日本の散髪屋さんと同じ。しかしこの
「パッケージサービス」には、日本では一般的でないサービスがいくつか入っているのです。
お店に入って案内された席に座ると、飲み物を尋ねられます。ベトナムの散髪屋で初めて
「何を飲みますか?」と聞かれたときは「後でお金を請求されるに違いない」と警戒しました
が、無料です。選択肢は大体、コーヒーかペットボトルに入った飲料水かお茶の 3 つ。時々、
コーラなどの清涼飲料水を出してくれる店もあります。もっともカット担当者の手が空いて
いると、すぐに髪を切り始めるので、ゆっくり飲めないことも多いのですが。
髪を切り終わると、椅子の背もたれを後ろに倒して顔そりをします。顔そりが終わると、
店員さんが目と口のところに穴が空いているパックを、皮膚との間に隙間ができないように
顔に貼り付けます。内側についているジェルがヒヤッとしていて気持ちがいい。

●耳掃除は気持ちはいいが要注意
パックをつけた状態のままで、次は耳掃除です。ヘッドライトをつけた店員さんが、10 種
類くらいのさまざまな形をした細い棒を巧みに使い分けて、耳の中を掃除してくれます。こ
れは気持ちがいいので癖になる人も多いようです。もっとも鼓膜を傷つけてしまう恐れもあ
るので、万人にはお勧めできません。施術をする人によって上手い下手もあります。私は顔
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見知りの人が担当してくれるときだけ頼んでいます。
耳掃除が終わると、先程顔に貼り付けたパックをはがしていきます。これがちょっと痛い。
剥がしたパックを見ると、黒いブツブツがたくさんついています。これが毛穴の中に入り込
んだ汚れだそうです。

●顔と肩と背中のマッサージ
それが終わるとお店の奥にあるシャワー室へ。そこにはベッドがいくつか並んでいて、上
向きに横たわると、洗髪をしてくれます。たいていの散髪屋さんでは複数のシャンプーとリ
ンスを用意していて、希望を尋ねてきます。私はいつも bac ha(ミント系)のシャンプーです。
洗髪が終わると、そのままの姿勢で、今度は顔のマッサージ。石鹸だかオイルだかは、よ
く分からないのですが、いいい匂いのするジェル状のものを顔に塗って、担当の人が指や手
のひらを使って、顔をマッサージしてくれます。
洗髪と顔のマッサージが終わると、シャワー室を出て、髪を切った椅子へ。ヘアドライヤ
ーで髪を乾かした後は、肩と背中のマッサージです。手で揉んでくれるところと、電動マッ
サージ器を使うところと 2 種類あります。マッサージが終わったら散髪完了です。所要時間
はおおむね 1 時間程度。
気になる料金ですが、我が家の近所では 12 万ドンというのが相場でした。ただし私はチッ
プとして 5 万ドン札を渡すことが多かったです。渡す相手は、カットしてくれた男性ではな
く、洗髪などをしてくれた女性店員。これは必須ではないのですが、私が見る限り、必ず渡
しているようです。ベトナム人のほうが気前がいいようで、10 万ドン札を渡している人もち
ょくちょく見かけました。おそらく常連さんなのでしょう。

●女性店員はなぜミニスカートなの?
髪を切ってくれるのは大抵が男性で、担当する作業はカットのみ。残りの作業はすべて一
人の女性が担当することが多いです。カットにかかる時間は 10 分ほどと短いのに対し、それ
以外の作業を担当してくれる女性店員とは、50 分間くらい顔を突き合わせているわけですか
ら、いろいろおしゃべりをします。特に私のように外国人となると、興味を持たれるらしく
質問攻めに遭うことが少なくありません。店員さんと仲良くなっておくと、いろいろ融通を
聞いてくれますので、私は愛想良く対応するようにしています。
すべての散髪屋さんがパッケージサービスを提供しているわけではありません。入り口の
ドアか壁に「Dịch vụ trọn gói」と書いてあるかどうかを確認しましょう。また複数のパッケ
ージサービスを用意しているお店もあります。「耳掃除のないパッケージ」とか「手と足の
爪の手入れが入っているパッケージ」など。サービス内容によって、値段も変動します。
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不思議なのは、散髪屋さんの女性店員が、かなりの高確率でミニスカートをはいているこ
と。最初は「怪しい店なんじゃないか」と警戒しました。私がよく行く店には、お母さんに連
れられてきた男の子や、おばさんのお客さんも多いのですが、それでも女性店員はミニスカ
ートです。なぜなんでしょうね。

●散髪に関連するベトナム語
最後に散髪屋で使うごく基本的なベトナム語を紹介しておきましょう。
散髪

Cắt Tóc（主に北部）/Hớt Tóc（主に南部）

洗髪

Gội Đầu

顔そり Cạo Mặt
耳垢

Ráy Tai

髪を染める

Nhuộm Tóc

髪を乾かす

Sấy Tóc

ホーチミンシティの散髪屋

連載：ベトナム留学報告書・その 29

若者たちと小旅行
山中 昌子
ハノイにいた頃、友人が企画してくれた 3 泊 4 日の小旅行に参加しました。ハノイの北西
Moc Trau という茶畑の景色が美しく、乳業が盛んな地域への旅行です。20 代前半のベトナ
ム人 10 人、韓国人 1 人と私 1 人という、いつの間にか大人数の旅行となりました。大学を卒
業したばかりの若い社会人たちとの旅行を、私はきちんと想像ができていませんでした。学
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生という立場からか若い気持ちでいた私も、10 歳以上若いベトナム人たちのすることに気軽
について行ってはいけないなと反省し、そしてよく頑張ったと自分を褒めたい旅行でした。

待ちあわせの 20 時に友人の家に集合しましたが、なかなか全員が集まらず、高速バス乗り
場に到着したのは出発間際の 23 時頃でした。レンタカーで行くと直前まで聞いていたのが、
実際は寝台バスに変わっていたことも、乗り場に向かっている途中に知りました。

Moc Trau まで約 6 時間乗る予定の寝台バスは 2 階建てです。2 階の 1 番後ろは椅子ではな
く、少し広めのスペースになっています。そこに女性を中心に 8 人が川の字になって寝るこ
とになり、私もそのうちの 1 人でした。頭と足を交互にして寝転んで、体の横 3 分の 1 は重
なったかのような状態です。真夜中にも関わらず目の前にある天井の電気は消えず、音楽は
かかり続け、町を離れるほどバスの揺れは激しさを増していきます。気が静まる瞬間は少し
もなく、目をつぶっているだけで眠れる気がしません。はっ、と思って少し寝て起きた時は、
朝 5 時過ぎでした。暗闇の中、目的地に到着したようですが、終点ではないので急いで降り
なければなりません。寝台バスの中は、通路にも人が寝ていて、毛布に埋もれた人たちを踏
まずに降りるのが大変でした。

宿泊所に着いてから、男女に分かれた 16 畳ほどの部屋に布団を敷いて自分の場所を確保し
ました。旅行というより、疎開してきた学生のような気分になりました。出発時間前に準備
をして待っているのは、私と韓国人の学生の 2 人です。その他の 10 人のベトナム人は、まだ
寝ていたりシャワーを浴びたりと自由です。私たち 2 人には、これから先どうなるのだろう
かという不安で一体感が生まれていたような気がします。

Moc Trau では、レンタルバイクに 2 人ペアになって乗り行動することになりました。人が
ほとんど利用していない山道は岩や泥だらけで、急斜面がずっと続きました。現地ガイドに
ならって、時にはバイクで川を渡り、みんな慎重にバイクを運転していきますが、道が悪く
滑ったり転倒したりもします。1 人ではなく 2 人乗りなので、運転手の精神的負担はとても
大きかったと思います。標高が高くなっていく山道は、断崖絶壁で常に命がけです。体力的
にも相当厳しかったのですが、一歩間違えたら死ぬかのような道をずっと行くので、一時も
余計なことを考えず 7 台のバイクは集中して協力しながら進み続けました。

途中途中で見られる山あいの景色は、私たちだけの美しいものばかりでしたが、ゆっくり
眺めるわけでもなく、その次の新たな美しい景色を見るために、進み続けることができたの
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だと思います。やっと休憩所のようなポイントに何時間もかけて到着した時には、おそらく
全員が達成感でいっぱいでした。しかし、また来た道を帰らなければいけないということに
加えて、更にバイクを置いて登山する予定であるということを、着いてから知り驚きました。

登山をするために検問所へ立ち寄った私たちですが、私たち外国人 2 人に関して入山許可
書が必要ということで登山ができませんでした。いろんな手立てを考えて、友人たちは政府
の管理者と何度も交渉をしてくれましたがダメでした。私たちは待っているからベトナム人
たちだけで登山してきてくれていいと言ったのですが、そんなことはしない優しい仲間たち
です。苦労してやってきた山の中腹で、私は見たことがないような絶景を見ることができ、
味わったことのないスリルを長時間味わい、恐ろしく印象的な旅となりました。ベトナムの
若者と勇気ある大胆な、思いきりのある旅を共にして、ベトナム人の若さとたくましさを感
じることができました。

途中では参加したことを何度か後悔しかけた旅だったのですが、テレビ局で働く友人、大
学の教師たち、ジャーナリスト、システムエンジニアとして働く友人……、若さ溢れるみん
なの将来、平均年齢 29 歳のベトナム（日本は 46 歳）の将来が、とても頼もしく思えました。

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 4 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
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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

24

モン・ナム

第 175 号

2022 年４月 1 日

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。

★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。

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。
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★ホット・フラットの利用状況
時間

月

火

水

木

金

土

10:00
11:00

日本画教室

日
ベトナミスト・
グルメ

12:00
13:00
14:00
15:00

漢詩を読む
漢詩を読む会
会
語学ブラッシ

16:00

ュアップコース

17:00

語学ビギナー

18:00
19:00

語学ビギナー
ズ・コースⅠ

ベトナミスト・
シンポ

20:00

スタッフ・
ミーティング

ズ・コースⅡ

21:00
22:00
＊緑色のものは毎週恒例のもの。青色のものはそれ以外になります。

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・個人会員：入会金 20,000 円、年会費一口 20,000 円以上
正会員・法人会員：入会金 10,000 円、年会費一口 50,000 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。
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。
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●編集後記●
皆様もご存知の通り 3 月 21 日をもって「まん延防止等重点措置」（まん防）が終了しまし
た。入国待機をしていた技能実習生の方々が次々と来日され、また日本からベトナムへの出
張者も一気に増えそうです。来年の外交関係樹立 50 周年に向けて、日越関係が大きく発展す
ることでしょう。
「まん防」の終了は私達にとっても朗報です。クラブでは「お互いの顔が見
える関係」を重視し、
「月に 1 回は、会員が集まれる機会を作る」ことを目指して活動してい
ました。しかしコロナ発生後、人が集まる活動は自粛を強いられ、それが実現できていませ
ん。まだコロナが完全に終息したわけではないので油断は禁物ですが、今後クラブの活動を
活性化していけるといいなと思っています。昨今、ともすれば「コールド・フラット」になり
つつある「ホット・フラット」が、文字通り「人と人が出会うホットな場所」になるように、
みんなで盛り上げていきましょう。
（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/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（ホット・フラット）は以下の日時に事務局スタッフが出勤しています。ただし予
定が変わる場合もありますので、恐縮ですが事前にメールでご確認ください。
冨田先生：ホット・フラットで授業が行われる前後。毎週火曜日(授業は 18：45～20：15)
と毎週土曜日(授業は 16：00～19：10)の前後 1 時間程度。
藤原：毎週火曜日の 14：00～17：00
中安：毎週土曜日の 11：00～15：00
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