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巻頭言 

homeless と my small land 

（冨田健次 ベトナミスト・クラブ代表） 
 

 最近、夫婦ではないかと思われるカップルのホームレスの方を時々見かけます。また、大

きなスーツケースを衝立がわりにして悠然と眠る紳士然としたホームレスの方も目にします。

コロナ禍が生んだ新しい現象のような気がします。自分も実は紙一重の人生を歩んでいるの

ではないかとついつい思ってしまいます。 

 

 都会に住もうと思ったら、何と言っても住居費が重く肩にのしかかって来ます。収入減で

食費は削れてもこれだけは何ともなりません。「家なき子」「家なき大人」を homeless と呼

び、houseless と呼ばないのは、たとえ独り身でも home「家庭」を営むには house「家」が

必要であり、house がない home はないという意味で、homeless と言う言葉が生まれたのだ

と思います。stay home でも home stay でも、ただ「家にいる」だけではなく、「家族と

共にいる」から home が用いられているのは明らかです。ベトナム語では vô gia cư「無家居」

で、houseless のみに焦点が当てられている様に感じます。 

 

 一方で、地球上には自分の家＝住処（すみか）＝「住まい」はあるのにそこに住めない、そ

こに居られない難民や避難民が、何と一億人以上もいると言われています。彼らこそが本物

の homeless で、house があっても home を営めない人々の群です。どうやらこの社会には

house ありの homeless と house なしの homeless があるようです。と書きながら、そもそ

も英語の house の語が建物としての「家」のみを指す語なのだろうか、とふと疑問が湧いて

きました。 

 

 household という複合語には「家族」や「一家」「世帯」などの意味があり、hold している

house は「単なる」建物ではないような気がしていますし、housewife は「主婦」を意味し、

housekeeper とも呼ばれ、keep しているのは「単なる」建物のみなのでしょうか？ house

そのものが、既に「家庭」の意味を含んでいるのではないかと思い仔細に調べてみると、や

はり、「家」「家屋」と並んで「家庭」の訳があり、その出発はどうも「～に家をあてがう」「～

を宿らせる」という動詞だったようです。その並びに「寮」の意味や「劇場」（opera house

など？）や「議会」（the House）などの用法がある模様。因みに、「夫」を意味する husband

の語の前半にも、「妻」wife に「家をあてがって宿らせている」「宿かり」の主のような、何

となく西洋人男性の「横柄」さを感じてしまいます。日本の不動産屋が紹介する「～ハウス」
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は正にその「宿かり」の殻そのものです。つまり、英語では house そのものが、「単なる」建

物ではなく、家族の「宿り木」であり、「拠り所」であった訳です。 

 

 であれば、home の語とは一体どう違うのか？ home にも house 同様「家」の訳語があ

てがわれています。house と異なるのは「生家」や「生まれ故郷」と共に「家族」の訳語がち

ゃんと付いています。「本国」や「本拠」（home town）などもあり、どうやら自分の「根っ

子」あるいは「根っ子への帰属」の意識があり、go home のような副詞的用法が生まれ、母

のお腹に帰るニュアンスが感じられます。homesick は単に「家」や「家族」が恋しいことを

言うだけではなく、石川啄木ではありませんが、自分が生まれた「根幹」つまり「故郷」その

ものへの、いや更に言えば母の胎内への「病的」な憧れ、その思いを言っているのではと納

得できます。ベトナム語の nhớ nhà の nhà は「家」のことですが、その中には家族が含まれ、

母の胸、母の腹が含まれていることは明らかです。ベトナム語の「故郷」「田舎」を意味する

語 quê の中にはちゃんと「帰る」về という韻が組み込まれています。 

 

 自分の心の古里こそが home であり、それが築かれた場所こそが house あり、両者は「一

体」として存在しているものであることは間違いないようです。人間にとっては、いや地球

上のすべての生き物にとって、両者は絶対に不可欠なものです。それが人間にとっては「家」

（いえ＜いへ）であり、動物にとっては「巣」（す＜すみか？）なのでしょう。「家」という漢

字の出発は、よく言われるように屋根の下に豚で、「豚小屋」らしいですが、単なる「いえ」

から「うち」へと意味を発展させたのは日本人だったような気がします。 

 家や巣を失くし、「うち」を失くして homeless になると言うことは、自分の出発点と終着

点を失くすと言うことであり、すべての生き物にとって大変なことです。先のホームレスの

カップルも紳士も真の家庭生活を営むことはできず、終着点を見出せないままさ迷うしかあ

りません。やはり house は絶対に必要な要素なのです。 

 

 「国破れて山河あり」と言う語句がありますが、その意味では国も家であり、「国家」とは

よく言ったもので、国を失くすと言うのは大変なことで、英語の nation は native や nature

の語の存在から見て「出生」（フランス語では naissance、「生む」は naître）つまり人生の出

発点に関わる言葉であり、その出生地＝nation をなくせば、「城、春にして草木深し」の「深

い草木」の中をさ迷い続けるしかありません。因みに family と言うときの「家族」は「親し

い」間柄のことのみで、それを包み込む「殻」には全く触れていません。ベトナム語の「家」

nhà には、何と、この英語の house、home、family をすべて含んでいるのです。 
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 地球上に存在する最大の亡国の民、クルド人の苦悩の一端を描いた『my small land』とい

う邦画が封切られ、早速、見せてもらいました。 

 

 トルコ、イラン、イラクが国境を接する辺りの山岳地帯に居住する民族が、勝手に引かれ

た国境によって分断されて自らの「国」を失い、少数民族としていずれの国からも迫害を受

け、特に新興のイスラム過激派組織 ISIS による虐待は凄惨を極め、その結果、世界中に難民、

避難民を生んでいることは広く知られています。 

 

 何と日本にも 2000 人ものクルド人が避難して来ていることを、恥ずかしながらこの映画

で初めて知りました。しかもその殆どの人が、日本政府に難民申請しても認められず、申請

中には何とか手にすることができた在留カードも、不認可によって失効した途端に不法滞在

者となり、強制送還の対象となって、出入国在留管理局、俗にいう「入管」に収容されるのが

本来ですが、施設の不足もあり、「仮放免」という制度で、社会にゲタを預けて厳しく監視さ

せて生かされているのだと言います。 

 

 労働によって日銭を稼ぐことも禁止され、県境を越えることすら特別の許可がなければ御

法度。もし禁を犯せば即収監。犯罪者同然に扱われ自由を奪われ、時に虐待も受けます。ス

リランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが虐待死を受けて大問題になったのはついこの間

のことです。 

 

 こんな状況で、どうして彼等や彼女等の家族が生きていけると言うのでしょう。どう考え

ても無理です。そもそも国を失くし、避難先でようやく手に入れた小さな家さえも奪われ、

homeless として生きることすら許されない。生活の糧、自由を奪われた子供たちの苦悩は想

像を絶します。「日本に居たい、は『罪』なのだろうか？」 主人公の娘の一人の言葉にその

苦悩が集約されています。国を持つことを許されず、小さな小さな家を持つことさえ許され

ない、my small land を求めてさ迷う人々の存在を私達は許してよいのだろうか？ land は

「国」であり home そのものです。 

 

 避難が続くウクライナの人々の受け入れが正念場になりそうです。既に 170 万人を超える

外国人労働者を受け入れている日本はれっきとした「移民」の国です。奴隷制度として悪名

高い技能実習制度で働かせ、3 年を経たら特定技能者として更に年を追加させる制度を新た

に作りながら家族帯同は許そうとせず、若者を 5 年（以上？）家族から引き離しておいて平

然としている国。留学生が 1 週間 28 時間の労働制限を越えなければとうてい学費も借金返
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済も難しく、生活費すらおぼつかないことを知りながらも「黙認」を決めこみ、急速な少子

高齢化と深刻な労働者不足で疲弊していく日本経済を蔭で必死で支えさせる。留学や技能実

習に来ている人達にですよ！ 

 

 昔も 20 万人を超える over stay の人々の存在を「黙認」して、日本の 3K 労働を担わせて

いたことを昨日のことのように思い出します。その後、南北アメリカの日系の人々にヴィザ

を大盤振る舞いして招いていながら、2008 年のリーマンショック後は強引に帰国を迫り、日

本育ち日本生まれの子供たちの日本「残留」と親との「離別」が大きな社会問題となったこ

ともありました。「移民」としてしっかり日本社会に受け入れていればこんな問題は起こらな

かった筈です。日本に招く人達をすべて「労働力」とのみ見なして時に応じて人数を「調整」

し続けている限り必ずこういうことになります。 

 

 正面から堂々と優秀な労働者を招き、対等なパートナーとして平等な社会を築くことが必

要なことを、私達は 20 年以上も前からずっと主張してきました。house は与えても home を

認めようとしない残酷な国が日本であることを私達は知っておくべきです。そして私達自身

がいつでもそちらの世界に転げ落ちる、正に on the edge を歩いているのだと胆に銘じてお

かなければなりません。 

 

 

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。 

 

６月のベトナミスト・グルメ 

テト料理でワイワイしよう！ 
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 1,500 円）、非会員／一般 2,500 円（学生、

ベトナム人 2,000 円） 

 

 今回のグルメは「リベンジ・テト」の特別バージョンです。皆様御存知の通り、今年のテト

パーティーは昨年に続きコロナの為、開催を見合わせました。その時に「中止ではなく延期。

夏のグルメでパーティーをしましょう」として、コロナが収まるのを祈願していたのです。 
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 幸い、コロナに関する規制は大きく緩和され、ここに無事、開催できることとなりました。

美味しいベトナム料理とお酒とお喋りを楽しみましょう。 

 

＜メニュー＞ 

・椎茸と卵白のスープ（canh nấm trứng） 

・揚げ春巻き（chả giò） 

・空芯菜のニンニク炒め（rau muống xào tỏi） 

・バインチュン（bánh chưng） 

・チェー（chè đậu nóng） 

 

＜備考＞ 

●定員（先着 30 名様）に限りがありますので FAX またはメールで、6 月 25 日（土）必着で

お申し込み下さい。電話などで直接のお申し込みでも結構です。 

●参加される際は、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。 

●前日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！  6

月 25 日（土）午前 11：00 にホット・フラット集合となります。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。 

●グルメの前週 6 月 17 日（金）18：30～には、グルメの打ち合わせを兼ねたスタッフミー

ティングがあります。こちらにもご参加頂けると幸いです。 

（門田圭代） 

 

７月のベトナミスト・シンポ 

オランダにおける異文化のルーツをもつ子どもへの教育：在日

ベトナム人への示唆 
話題提供者：末岡加奈子先生 

日時：2022 年 7 月 13 日（水）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） 

＊ベトナミスト・シンポの開催は通常「木曜日」ですが、今回は「水曜日」ですのでご注意く

ださい。 

 

 末岡加奈子先生の経歴を簡単にご紹介します。大阪大学大学院博士後期課程、単位取得退
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学（専門：教育社会学）。元・在ギリシャ日本大使館専門調査員。現在は大学非常勤講師をさ

れています。 

 『世界のしんどい学校 東アジアとヨーロッパにみる学力格差是正の取り組み （シリーズ・

学力格差４）』（明石書店）の著者のお一人で、同書で「第 7 章 オランダ――社会文化的多

様性への学校教育の終わりなき挑戦」「第 14 章 オランダ――ロッテルダムの未来を担う子

どもたち」を担当されました。いつもと少し違った視点から、在日ベトナム人について考え

る、いい機会になればと願っています。 

 

●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、７月 11 日（月）

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。 

 

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」）
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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。 

 

●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 
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●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 miễn phí 

年会費 7,000 円 3,000 円 miễn phí 

受講料（全コース共通／３ヶ月／10 回） 22,000 円 20,000 円 miễn phí 

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 

10 月 4・11・18・25 日／11 月 8・15・29 日／12 月 6・13・20 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。 

 

★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 

10 月 1・8・15・22・29 日／11 月 5・19・26 日／12 月 3・17 日（最終日忘年会予定） 
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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：八尾市緑ヶ丘集会所(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） 

 

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。 
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日時：毎月第４土曜日 15：00～16：00（＊ただし６月はお休みです） 

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 
 

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 

日時：2022 年５月 12 日（木）19：00～20：30 
 5 月のベトナミスト・シンポでは JICA 関西・市民参加協力課・課長補佐の後藤田蕗子さん

にお越し頂き、お話をして頂きました。後藤田さんからシンポの内容を紹介する記事を頂き

ましたので、以下に掲載します。 

 

 JICA 全体での外国人材受入支援／多文化共生の取組と、JICA 関西センターが実施している

ベトナム人防災リーダー育成事業について紹介させて頂きました。リアルとオンラインの両

方で、ベトナムに関して造詣の深い多くの会員の皆様に参加頂きました。 

 ベトナム人防災リーダー育成事業に関して、これまでに実施した３回のイベントの紹介と

ともに、在住ベトナム人の方々との関係構築などの成果や、目先の生活がある中で防災に関

心を持ってもらう難しさなど、直面している課題についてざっくばらんにお話させて頂きま

した。 

 その後の質疑応答では、ベトナムやヨーロッパの防災教育の事情や、日本国内でのベトナ

ム人コミュニティの動向など、様々なご意見を頂くことができ、今後の JICA の活動にも大き

なヒントをいただきました。 

 最後になりますが、JICA 関西の事務所は海と山に囲まれた神戸市にあり、食堂では月替わ

りのエスニックランチも提供していますので、ぜひ皆様も遊びに来てください！ 
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●JICA 関西ベトナム人防災リーダー育成事業 これまでのイベント 

【第 1 回目：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 

 

【第 2 回目：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 

 

【第 3 回目：2022 年 3 月 18 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 3

弾「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 

（後藤田蕗子さん） 

 

 参加者のお一人は「素直な感想を申し上げますと、極めて内容の濃いシンポジウムでした。

後藤田さんに同行して来られた JICA 関西のベトナム人職員の方がおっしゃっていた『阪神淡

路大震災被災時における在日ベトナム人の結束力には眼を見張るものがあった』との言葉に

は、全く同感です。震災時には、冨田先生も数多くの阪大生を引率して、炊き出しなどのボ

ランティア活動に奔走していました。在日ベトナム人の力強い活躍ぶりは、その時に目の当

たりにしました」という感想をお送りくださいました。 

 今後も有益な内容のシンポを開催していけたらと思います。 

（5 月のシンポ担当：中安昭人） 

https://www.jica.go.jp/kansai/event/report/2020/201228_01.html
https://www.jica.go.jp/kansai/event/report/2020/210323_01.html
https://www.jica.go.jp/kansai/event/2022/220307.html
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事務局からの活動報告 
 

●寄贈頂いた衣類は仏教寺院に寄贈しました 

「コロナ禍で着るものにも不自由している日本在住のベトナムの方に」という皆様からのご

厚意により、たくさんの衣類をベトナミスト・クラブにお送り頂きました。改めて感謝申し

上げます。これらはホット・フラットに置いて、必要な方には適宜、持ち帰って頂きました。 

 それでもまだ残っている衣類がありましたので、これをまとめてベトナム系の仏教寺院に

寄贈することにし、4 月 12 日に発送致しました。寄贈の際には衣類に加え、お米も同梱して

おります。 

 寄贈先は以下の３つの寺院です。 

・ベトナム福圓寺 

・在日ベトナム仏教会・和楽寺 

・在日ベトナム仏教会・八尾ベトナム福光寺 

 

 これらの作業にかかった費用に関しては、「小森経久バトンタッチ奨学基金」を活用させて

頂きましたことを、感謝の気持ちとともにご報告致します。 

支出：送料 5,550 円＋お米代 5,443 円＝合計 10,993 円 

残金：318,864 円（2022 年 4 月 12 日現在） 

（代表理事・冨田健次） 

 

●5 月のスタッフミーティング報告 

 5 月 6 日に恒例のスタッフミーティングを行いました。参加者は冨田先生、事務局・藤原

さん以下、鵜飼さん、小谷さん、高岡さん、辻田さん、中安、中山さん、西川さん（50 音順）。 

 主な内容は以下の通りです。 

・5 月 12 日のシンポの段取り確認。 

・6 月 1 日発行の『モンナム』の内容について確認。 

・6 月 26 日のグルメの確認。 

・7 月から 12 月までのクラブの活動予定の確認。 

・辻田さんからのご相談「漢詩講座にベトナム人参加者を呼び込むには」について。 

・横山さんからのご提案「フェイスブックを活用する」について。 

・中安からの報告と提案「2023 年はクラブ創立 30 周年なので何か記念イベントをしません

か」など。 
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 次回のスタッフミーティングは６月 17 日（金）18：30～の予定です。議題は 6 月 26 日

（日）に行う「ベトナミスト・グルメ」の準備の確認など。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） 

 

●今後のクラブの予定 

7 月 8 日（金） スタッフミーティング(シンポの準備) 

7 月 13 日（水） シンポ 

9 月 2 日（金） スタッフミーティング(シンポの準備) 

9 月 8 日（木） シンポ 

11 月 4 日（金） スタッフミーティング(シンポの準備) 

11 月 10 日（木） シンポ 

12 月 2 日（金） スタッフミーティング(グルメの準備) 

12 月 11 日（日） グルメ 

 

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 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。 
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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。 

 

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。 
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「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。 

 

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 
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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。 

 

連載：ベトナム留学報告書・その 30［最終回］ 

留学を終えて 

山中昌子 

 この留学報告書の連載は、今回で最後の 30 回目を迎えることになりました。留学から帰国

して既に 6 年経つことになります。帰国後の私はまず、日本生活のリズムを取り戻すことが

とてもしんどく…ベトナムでの自由な学生生活とは異なり、心も身体も日本社会＆職場に順

応することに必死だった覚えがあります。 

 

 ベトナミスト・クラブでの先輩である中嶋弘子さん（『おばさんベトナム留学記』著者）が、

「日本に帰ってきてからがほんと大変!!」と留学前に何度も私に言ってくださっていたので、

私はかなり覚悟を決めて帰ってきたのですが、思っていた数倍のしんどさを感じさせられま

した。せめて旦那の食事の準備をしなくてもいいのなら…朝は近所の道端でおこわかバイン
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ミーを買ってきてもらい、昼は学食の選択ビュッフェスタイル、夜はその辺のビアホイで勝

手に済ませてもらうことができたなら、どれだけ私の負担が減るだろうかと（笑）…あらぬ

ことを夢想し、ベトナムへ帰りたい気持ちをいろんな場面で抑え込んで、社会復帰に取り組

む数年を過ごしました。 

 

 そうした中でも、ハロンでの冨田先生古希記念パーティーやホーチミンでのロアン先生（大

阪大学）の結婚式に出席するという好機に恵まれたこともあり、その後も何度か渡航を重ね、

ベトナムでの想い出を糧にしながら、私がベトナムで得たものを何かしらの形で、日本で還

元していきたいと思っていました。 

 

 私のベトナム留学での一番の収穫を一言でいえば、私がベトナムで暮らさなければ出会え

なかった素敵な人たちとの出会いです。友だちやその家族、友だちの友だち、親戚、兄弟、近

所の人、よく知らない人まで…という風に、１人を思い出せば自ずとその周りの人たち、そ

してその人たちにまつわるエピソードまで付随して思い出されるのです。人の優しさや温か

さにこんなに触れた１年は今までの私の人生においてないと思えるほどでした。ベトナムに

は私の大切な人がたくさんいます。心が温まり、心を明るくするような人と人との繋がり、

面白みにあふれたベトナム生活を私は本当に気に入っていました。 

 

 「人」を知るということは、その「国」を知るということではないでしょうか。今は日本に

も、私の大切な人たちがどんどんと増えています。私がベトナムで日本語を教えていた生徒

たちを始めとして、ベトナムの人たちはまさに、”続々”と海を越え、入学、就職、結婚、出産

…と、日本での人生を歩んでいます。私がベトナムを選んだように、日本を選んでくれるベ

トナムの人たちは（今は）たくさんいます。ここ数年はコロナの影響で停滞気味とはいえ、

近年のベトナム国籍の方の日本での増えようは、多くの人が目の当たりにしてきたことかと

思います。 

 

私も帰国後は、会社と家との道中や町の至る所で、親しみのあるベトナム語を耳にすること

が明らかに多くなりました。横断歩道での待ち時間に。またある時は銭湯で…。私がベトナ

ムに行かずとも、住む町でベトナムを感じることが多くなる。それはベトナム（＝ベトナム

人）に好意を寄せる者として、嬉しくもあり不思議な感覚でした。 

 

 一方、自分の意思とは別にベトナムへ帰国せざるを得ない者、親の事情で日本に連れてこ

られる子どもたちに出会うことが増えたという事も事実です。どんな事情であれ、日本に住
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む外国の人たちの生活が脅かされることなく、安心して住みやすい社会となることは、誰に

とっても住みやすい社会であるといえると思います。 

 

「人」が「国」をつくっています。ベトナムで受けた優しさの恩返しになればと、これからも

日本に住む外国人に心を寄せる一人の「人」として、微力ながらも支援をしていきたいと思

います。 

 

連載：路地裏から見た「ベトナムは今」・その 30 

国際家庭とコロナ禍 

中安昭人 

「ベトナムに戻るのは約２年ぶりですよ。妻の誕生日に間に合うように航空券の手配をしま

した」 

 これは先日、大阪に住む日本人の友人から受け取ったメッセージ。彼も私と同時期にホー

チミンシティに住んでおり、その頃からの付き合いです。 

 彼は母親の介護とお子さんの高校進学のために日本に帰国。しかし奥さんはお商売をして

いるので、ベトナムを離れられません。コロナ前は、彼がベトナムに行ったり、奥さんが日

本に来たりと、行き来がありました。ところがコロナが始まってからは、ずっと「遠距離結

婚」状態だったそうです。 

 

 今、ベトナムは入国に関する規制はありません。入国審査時に必要なのは、コロナ前と同

じくパスポートの提示のみです。健康申告も陰性証明書も一切必要ありません。そこでよう

やく夫婦再会を果たせました。 

 同時期にベトナムに入った知人からは、「入国審査窓口は極めてスムーズで５分で通過で

きました。飛行機がタンソンニャット空港に着陸して１時間後には、久しぶりの自宅でくつ

ろいでいましたよ」という連絡ももらいました。 

 

 実は、日本とベトナムで離れ離れの生活を送っている国際家族は少なくありません。例え

ば、高校に進学する子供を持つ日本人夫とベトナム人妻、という場合。国外にある日本人学

校は中学校までなので、卒業後は日本の高校に進学することになります。 

 ところが夫がベトナムの企業で働く会社員だと日本に戻ることは困難です。日本に本社が

ある企業なら「日本に帰任」という選択肢もありますが、個人的な事情が考慮してもらえる

とは限りません。そもそも、ベトナムにしか事業所がない企業に勤務している人もいます。 

 



モン・ナム 第 176号 2022年 6月 1日 

 

 
21 

 ベトナムの会社を退職して、日本で就職活動をするという方法もありますが、それも容易

ではありません。私の知人で、ベトナムでは成功した事業主でしたが、日本に帰国後は仕事

がなく、結局、自殺した人もいました。 

 

 親の介護や子供の進学に直面した国際家庭が取ることが多いのは、「日本語の不自由なベ

トナム人の奥さんとお子さんが日本に移住し、ベトナム語の不自由な日本人の旦那さんが１

人でベトナムに残る」という選択肢です。私の周囲を見渡しても、こういうご家庭は十指に

余ります。 

 

 ちょうど昨日も、同じく日越夫婦の知人から連絡をもらいました。日本人夫はベトナムで

会社勤務、ベトナム人妻とその娘さんが日本暮らしです。母子２人が日本に来たのは、確か

７年前でした。奥さんはいまだに日本の生活に馴染めず、口をついて出てくるのは愚痴ばか

り。さらにコロナで、夫とも会えなくなり、「嫁は娘の世話をすることで、何とか正気を保っ

ている状態」だそうです。 

 

 実は夫のほうも、ベトナムでの生活が水に合わず、奥さんのいないところでは、ベトナム

への悪口を言ってしまうことが多いそうです。ベトナム人配偶者という、ベトナム社会との

「仲介者」がいなくなってしまったことで、苦労が一気に増えたに違いありません。 

 「お互いに好きでない国に住んでいると言うのは、やりきれないですね」とこぼしていま

した。夫が日本に、奥さんがベトナムに住んでいたら、同じ離れ離れの生活であっても、苦

労はずいぶんと軽減されたでしょうに。 

 

 コロナ前は、LCC を使えばベトナムと日本は２万 5,000 円程度で往復できました。東京・

大阪間の新幹線代と変わりません。離れ離れの家庭生活を送っていても、１～２か月に１回

くらいは帰国して、家族のお互いの顔を見ることが可能でした。先般、ベトナム入国の際の

規制が撤廃されたことで、「ベトナム事業をまた動かせる」と張り切っている人がたくさん

いると同時に、「家族に会える」と喜んでいる国際家庭もたくさんあることでしょう。 

 

 一方で日本は入国規制が残っており、旅行業界で働く友人が「日本帰国時の手続きがやっ

かいなので、海外旅行に出るのに二の足を踏んでいる人が多い」と言っていました。しかし

５月 27 日の外務省からの発表によると、6 月以降は、ベトナムから日本への入国規制が緩和

されるようです。両国の行き来がコロナ前の状態に戻るのを私も心待ちにしています。 
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新連載：孤独のベトナムグルメ・その１ 

ハノイフォー 

西川晴夫 

 

 私がベトナム料理店に行くようになったのは、

会員・中安さんのメルマガを見てからです。そこ

に「大阪に 40 軒くらいのベトナム料理店がある」

と書いてあったので、まず黒門市場にあるハノイ

フォー（HANOI PHO）に行きました。交通費節約

のため交通手段は電動アシスト自転車。また健康

のためランチのみを食べます。 

 私が食べたフォーは１杯 900 円。ハノイ出身の

ベトナム人の方が調理を担当していました。 

 

 

店名 ハノイフォー（HANOI PHO） 

住所 大阪市中央区日本橋 1-21-29 

アクセス 地下鉄日本橋駅から徒歩約 2 分／近鉄日本橋駅から徒歩約 3 分 

電話番号 080-8491-5502 

営業時間 8：00~22：00 

定休日 年中無休 

ウェブサイト https://kuromon.com/jp/ 

フェイスブックページ https://www.facebook.com/HanoiPhoVietnameseNoodles 

訪問日 2021 年 11 月 21 日 

 

第８回「ハノイの風」展 

持田昌次 

 私が生まれた時は「太平洋戦争」で日本が敗れる１年前の“戦時中”でした。 

 私が小学生の時には「朝鮮戦争」がありました。 

 私が高校生の時には「ベトナム戦争」がありました。 

 私がもうそろそろ“お迎え”が来るだろうと思っている今年、“ロシア・ウクライナ戦争”が始

まりました。 

 

https://kuromon.com/jp/
https://www.facebook.com/HanoiPhoVietnameseNoodles


モン・ナム 第 176号 2022年 6月 1日 

 

 
23 

 多感だった 20 代、テレビで見る残酷なベトナム戦争に、一人の人間としての正義感から 

毎週のようにベトナム戦争反対のデモや集会や音楽会に出かけました。日本の米軍基地から

飛び立った爆撃機がベトナムの人々の頭上にナパーム弾や枯葉剤を振りまき、戦後数十年が

経った今も悲惨な後遺症が残っていることを知り、定年になったらその爆撃機の離陸を止め

られなかったことの、お詫びをするためにベトナムへ行こうと思いました。 

 

 2007 年、初めてベトナム・ハノイの枯葉剤障がい児の施設「平和村」を訪れました。そこ

には枯葉剤を浴びた人々の子供、孫、ひ孫まで、障がいを持つ沢山の子供たちが居ました。

何をするでもなくじっとしている子供たちを見て、何か私たちで出来ることはないか、と考

えたのです。 

 

 そこで思いついたのが「さをり織り」でした。日本では障がいを持った子供たちが「さを

り織り」という簡単な織機で、自由に生き生きと自分の能力を開花させています。「平和村」

のベトナム人の子供たちにもぜひ「さをり織り」の楽しさを伝えたい、と。次には「さをり織

り」の織機と糸を持って再び平和村を訪れ、子供たちに自分の好きな色の糸、そして好きな

織り方で、物を作ることの楽しさ、すばらしさを知ってもらいました。 

 

 それから 10 年、その織り上がった布を日本に送ってもらい、それを私たちのメンバーが洋

服などに仕立て、「ハノイの風」と名付けた展示会で販売し、そのお金を平和村に届けたり、

新しい織り機や糸を送ったりしてきました。そのうち、平和村でも小さなバッグやペンケー

スなどを作って送って来てくれるようにまでなりました。2017 年からは毎年、ハノイ駅近く

の大きな国際見本市会場・ICE で 展示販売し、子供たちと一緒に「さをり」ファッションシ

ョーも行い、沢山のベトナムの人々に「平和村」の「さをり」を見て頂くことが出来ました。 

 

 今回で８回目の「ハノイの風」展になりましたが、コロナ禍で人や荷物の交流が自由に出

来ず、ようやく送ってもらった 30kg の布を材料に服やマスコット人形などを作りました。 

展示会の初日にはベトナミスト・クラブの方々も来てくださり、また、平和村との交信で通

訳や翻訳で助けてくれているベトナム人も来てくれました。 

 

 私達の夢は、いつの日かベトナム人がベトナムの糸で織って、ベトナム人が服やバッグに

仕立て、その楽しさが国中に広がり、ベトナムの障がい児の皆さんの喜びになることを夢見

ております。 

ベトナミストクラブ会員・さをりをベトナムへプロジェクト会員 持田昌次 
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左からファッションデザイナーのトゥ

さん、中嶋弘子さん、持田普子さん、

吉田美紀子さん。5 月 18 日に会場にて

撮影。 

 

ロンロン会＆歴史探訪 

『近江八幡 ～近江商人とベトナムに想いを馳せて～』 

横山克治 

 ベトナミスト・クラブには、ブタ年（亥）生まれの方が多くおられます。筆頭は鵜飼さん、

そして冨田先生……。 

 

 毎年、我が長老・鵜飼さんの長寿を祝う夕方からの誕生日宴会、皆さまの健康を祈願しつ

つ、クラブ内でのブタ年生まれの勢力拡大を狙ったイベントです。 

 

 一昨年（2020 年）の「ロンロン会（lơ ̣n lớn 大ブタの意）」は、いのしし神社として親しま

れる京都の護王神社に参拝した後、京都御所の広大な庭などを散策して、「がんこ二条苑」で

食事会を行いました。ここは、ベトナムと大いに関係している豪商・角倉了以の別邸として

建設されたものを活用している。 

 

 今年のロンロン会も、年明けから企画していましたが、第６波のコロナ禍がそれを拒む。

収束するのを待ち、４月３日（日）に開催しました。 

 

 しかし、私の貧困な知識では今回のテーマである“近江八幡” と “近江商人” と “ベトナム”

が結びつきません。 

 

 これらをネット検索してみると、西村太郎右衛門という近江商人が浮かび上がってきまし

た。そして、寛永年間（1624～44）、朱印船乗組員として安南国（ベトナム）へ渡航。同地の
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日本町に居住し、巨利を博したと言われる。日本への帰国を計ったが、江戸幕府による鎖国

令発令のため果たせず、異国の地で客死したとの記述を見つけ、今回の歴史探訪の志向が理

解できました。 

 

 程なく、冨田先生からもご自身の著書『フォーの国のことば』の P.226～245 を読んで参加

するようにとの指示を頂き、今回の歴史探訪の主旨が定まりました。教室でのコピーの手渡

し、クラウドからのダウンロードなどの手段で各自入手し、「歴史探訪」のなぞりをして散策

するものです。（参加の皆さん、予習は十分だったのでしょうか？） 

 

 今回のロンロン会と歴史探訪の世話人は、前田さん・中山さん・中村さん・山本さんです。

3 月 20 日には前田さんから会員 ML で案内があり、23 日には中山さんから旅のしおりが会

員 ML に載せられました。 

 

 開催までの日が迫る中、急ピッチで参加案内が進んでいく。お世話を頂いた皆さま、あり

がとうございます！ 短期間の参加案内でしたが、参加者構成は、クラブ・堺・八尾・他合わ

せて、計 27 人（うちベトナム人 7 人）でした。 

 

【散策行程】 

 集合： 近江八幡改札出口（JR 近江八幡駅 10：34 着） 

駅で集合後、参加費と交換で昼の弁当を渡され、

各自自由行動で徒歩・交通機関・タクシー移動へ。 

＜観光・歴史探訪スポット＞ 

① 西村太郎右衛門 宅址の碑（近江八幡市立郷土

資料館） 

② 八幡堀 

③ 安南渡海船絵（日牟禮八幡宮） 

④ ラコリーナ（昼食） 

⑤ 近江八幡山城跡 村雲御所瑞龍寺 

⑥ 西村太郎右衛門 供養塔（八幡公園） 

を巡る。 

 朱書き矢印は、徒歩で冨田先生と辿った経路です。 

 

 いつもながら、予め概要の目的地は決めているものの、それぞれの体力を考え、健脚徒歩
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班・交通機関活用班があり、各個人の自由行動ですが、最後には調和が取れている歴史探訪

でした。冨田先生の主旨に沿い、西村太郎右衛門の「歴史探訪」のなぞりをしましょう。 

 

■西村太郎右衛門 宅址の碑（近江八幡市立郷土資料館） 

 冨田先生の「確か、この辺りに西村太郎右衛門宅址

の石碑があったはず」という情報に基づき、目印の近

江八幡市立郷土資料館に近づくと、ありました！ 塀

に囲われた隅に石碑と案内板が立っていました。 

 

＜案内板より＞ 

 太郎右衛門は、２代目嘉右衛門の次男として、慶長

8 年（1608 年）この地に生まれました。20 歳の時に

角倉了以の朱印船で長崎から安南（ベトナム）へと旅

立ちます。異国の地に渡り 25 年、帰国のため長崎ま

で帰ってきますが、時は鎖国の世であり上陸は許され

ず、やむを得ず引き返し、安南の地で没しました。 

 

■安南渡海船絵（日牟禮八幡宮） 

＜案内板より＞ 

 彼が故郷への思いを託し絵師（菱川孫

兵衛）に描かせ、日牟禮八幡宮へ奉納し

た絵馬「安南渡海船額」は国の重要文化

財に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

■西村太郎右衛門 供養塔（八幡公園） 

 小雨が降ってきたので、全員が徒歩で登るのを断念して、ロープウエイで近江八幡山に登

る。山頂には城跡と村雲御所瑞龍寺があり、眼下には琵琶湖や西の湖の水郷地帯を望むこと

が出来ました。晴れていれば、どれほど見晴らしがよかったのでしょう。 
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 再びロープウエイで降りてきて、最後の目的地 西村太郎右衛門 供養塔に向かいましたが、

土地の人に聞いても八幡公園のどこに祭られているのか分からない。スマホで検索すると、

確かにそれらしき写真が出てくる。しかし、公園内の案内板にも位置は記されていない。検

索した画像を見ると、供養塔の背後にはよく整備された竹林があるではないか！ 

 

 冨田先生も半ば諦めかけていましたが、ここまで来てベトナムに想いを馳せた歴史散策を

終えるのが惜しい。冨田先生の許しを得て、高木さん（通称“レミちゃん”）とペアを組み、斥

候隊で山麓の八幡公園を探すことに。手掛かりは、供養塔の後ろに写っている整備された美

しい竹林だ。竹はどこに生えているのか、周りを見渡しながら山の小径をふたりで手分けし

て探し回る。 

 

 ありました！ 

 

 斥候隊から本隊に電話連絡を入れるが、皆さんはもうお疲れモード。供養塔まで上がって

こられたのは、10 人程度だったでしょうか。 

 

＜案内板より＞ 

 西村太郎右衛門の兄は、異国の地で

亡くなった彼を思い、屋敷内に供養塔

を建立します。その後昭和 5 年に御大

典に併せて造成された「八幡公園」（現

在地）に移され、今も近江八幡の発展

と繁栄を眺めています。 

 

 

 

 

【振り返りと感謝】 

 コロナ禍で順延となっていたロンロン会＆歴史探訪ですが、蔓延防止法が解除された後も

何かと制約があり、急ピッチで計画を練り上げたのでしょう。時間の関係で、他の方と打ち

合わせする時間もなかったようですので、ひとりで取り仕切っていかないと間に合いません。

結果、まとまりのあるいい企画が出来上がっていますね。 
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 今回のロンロン会＆歴史探訪は、私が参加させていただいた中で一番充実したイベントで

した。 

 朝、JR 近江八幡駅の改札口で渡された弁当は、事前に JR 大阪駅の近くでお店を探して、

当日の朝に取りに行くことを約束して、発注したものだとか。 

 ルート設定、夕食の会場手配、写真撮影等々、前田さんは参加者の皆さんに 1 日を楽しん

でいただけるように、常に細やかな気配りをされていました。 

 前田さんのおかげで、今回も思い出に残る良いロンロン会になったと思います。 

 

【さらに想いを馳せて】 

 私が暮らしている街・神戸は古くから港で栄えています。 

 平清盛の時代には「大輪田泊」として日宋貿易の拠点となり、近世になって「兵庫津」と呼

ばれるようになっても海陸要衡の地として繁栄しました。 

 「兵庫津」の遺跡発掘により、中国や朝鮮半島の青磁や白磁に混ざり、ベトナム製焼締長

胴壺が出土しており、ベトナムとの交易があったことが分かっている。それなら、神戸にも

角倉了以や西村太郎右衛門のようなベトナムと交易をしていた豪商がいたのではないかと調

べてみるが、まだ探し出せていない。 

 

 一方で、ベトナムで亡くなった日本人のお墓をインターネット検索すると、結構多くの情

報が出てきました。400 年も前の日本人のお墓を今でも花を絶やさずお守りしているベトナ

ム人がおられる。それは、なぜなのでしょうか？ 

 400 年前、ベトナム人が日本人への深い感謝の気持ちを「先祖代々受け継いでいる」とい

うベトナム人らしい恩を忘れない、cảm ơn [感恩]の心なのでしょう。 

 

 

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 6 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。 
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★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 

 「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：318,864 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。 

＊前掲の通り寄贈頂いた衣類を仏教寺院に寄贈する費用として、４月に 10,993 円を本基金を

つかわせて頂きました。 

 

★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
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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。 

 

★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。 

 

 

 先日は会員のお１人が「この本を喜んで役立ててくれる会社があるから」と１冊、お持ち

帰りになりました。まだ若干数、在庫があります。 

 

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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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）：入会金 20,000 円、年会費一口 20,000 円以上 

正会員（法人）：入会金 10,000 円、年会費一口 50,000 円以上 

賛助会員（個人）：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。 

 

★ホット・フラットの利用状況 

時間 月 火 水 木 金 土 日 

10:00        

11:00        

12:00        

13:00        

14:00        

15:00        

16:00        

17:00        

18:00        

19:00        

20:00        

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。 

  

語学ビギナー

ズ・コースⅠ 

 

語学ビギナー

ズ・コースⅡ 

 

漢詩を読む会 

語学ブラッシ

ュアップコース 

 

ベトナミスト・

シンポ 

ベトナミスト・

グルメ 

 
日本画教室 

 

スタッフ・ 

ミーティング 

漢詩を読む

会 
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●編集後記● 

 5 月 10 日に中村信子さんが亡くなられました。享年 99 歳。中村さんは、ベトナム農学の

父と言われるルオン・ディン・クア博士の奥さん。しかし日本では 1975 年 4 月 30 日のサイ

ゴン解放を、ハノイのラジオ局「ベトナムの声（VOV）」の日本語放送で伝えたことでよく知

られています。２人はクア博士の日本留学中に知り合って結婚。1952 年に博士と共にベトナ

ムに移り住みました。1975 年 12 月にクア博士が亡くなった後もベトナムにお住まいで、亡

くなられたのはホーチミン市の病院でした。クア博士と中村さんの人生は、2000 年に中村さ

んが出版された『ハノイから吹く風』（共同通信社）で読むことができます。ベトナムのメデ

ィアが発信する日本語番組はラジオだけではありません。2013 年からは VTV４（ベトナム国

営テレビ４チャンネル）が「ジャパンリンク」という日本語の情報番組を放映しています。

ベトナム国内の話題をベトナム人が日本語で伝えるユニークな番組。過去の番組も含めユー

チューブで視聴可能です。 

（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 タニムラビル 2 階 200 号室 

TEL/FAX：06-6358-6340 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 

mailto:vnstclub@seagreen.ocn.ne.jp
http://vnstclub.com/
https://www.facebook.com/ベトナミストクラブ-1015006391893965

