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巻頭言 

「引くこと」の意味について 

（冨田健次 ベトナミスト・クラブ代表） 
 

 「引き際」ということについてずっと考え続けています。 

 

 「引く」という語彙は、侵略側のロシア、プーチン大統領、被侵略側のウクライナ、ゼレン

スキー大統領、双方の辞書にはどうも見当たらないようです。 

 プーチン大統領によるウクライナ「侵攻」が始まったとの報道を目にした時、私は即座に

ウクライナ支援団体の友人にメールを送り、クリミア半島の時と同じように反撃はしないで

「静観」する方が得策なのでは、と意見しました。反撃すればおそらく泥沼の闘いになるこ

とは目に見えていて誰でも予想できることだったからです。「死んだふり」はできないものだ

ろうかと率直に申し上げました。「引いて勝つ」「負けるが勝ち」などの戦法はないものか、

とにかく一滴も血を流さずに解決する方法はないものか、必死で訴えました。 

 

 しかし、結局のところ、「国土」は「死守」すべきもの。死を賭して守るべきもの、それに

よる「国民」の「多少」の犠牲は仕方のないことである、という「国防」の「大義」が犠牲者

の親の「悲しみ」をあたりまえのように圧倒し、国の「宝」であるはずの若者の命を惜しみな

く注ぎ込んでの血みどろの闘いになっていることは自明の通りです。国土は守れても「宝」

はもう二度と戻ってこないと言うのに。それは「国盗り」側も同様です。もともと同胞であ

った民族の共通の遺産である「宝」が虚しく消え去っていくことに、胸が痛まないのでしょ

うか？ 

 

 「引く」は「手を引く」「手を引っ込める」ことで決して「負け」を意味していません。「引

いて勝つ」は日本の柔道や相撲の「奥義」です。日本人は「引く」ことを知る、世界で唯一の

民族であると思っています。これを世界の人に知らせたい気持ちが、やはりあります。「負け

る」という語彙さえ、現在みんなが考える「負け犬」のような意味ではなく、本当は「間開

（まあ）く」つまり、相手との間に間（ま）を一旦、開けるだけのことで、何も卑屈に思うこ

とではありません。伸ばした手を一旦、引っ込めて間を取るだけのことです。日本人が対戦

での「敗北」をなかなか認めたがらず「敗戦」を「終戦」と呼び代えたり、米軍の「進駐」を

「駐留」と呼び換えたりしていることにも「負け」を単に「間開け」にしようとする「負け惜

しみ」の精神がすけて見えます。これも日本人の「悪知恵」のひとつで、「死んだふり」し、

「負けたふり」して「引いて勝つ」の精神の現れではないのかと思えます。 
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 日本人は「引く」ことを「屈辱」ではなく「美徳」とすら考えています。最近は、格闘技化

した相撲で「引き技」は「卑怯」であると言われることがありますが、巨体の圧力を「かわ

す」のにこれほど勝れた技はありません。「引く」は「低い」にも通じ、頭を低くし身を縮め

て日本人は日常、挨拶します。手を伸ばして相手の目を見つめて「対等」に挨拶する「握手」

の形式とは全く異なり、必ず視線を落とし、相手より「小さく」なることにより、相手への

「恭順」を実は示しているのです。 

 

 それでなくても日本人は「小さい」のが世界的特徴です。体だけでなくあらゆるモノをトラ

ンジスターサイズに縮めることを得意としています。中国人には「わ（けものへんの倭）人」

（後ににんべんの「倭人」。「倭」の字に「委」が含まれるように「委縮」したチビの意。志賀

島の国宝金印では「委奴国王」と「わ」が「委」と彫られています）などと蔑まれたほどで、

当てられた「倭」の字が嫌で、日本人は同音の「和」を当て直し、チビではないとばかり「大」

の字を加えて「大和」として「大いなるチビ」にするなど涙ぐましい見栄っ張り振りです。 

 

 日本人が何故これほど世界的チビになったのか、諸説ありますが、先ずは大陸から海に出

て、辿り着いたのが島国であり、敵が少なく闘う必要がなくなった、つまり自分を大きく見

せる必要がなくなったのではという説です。動物はすべてこのような場合は「小さく」なる

と言うのが通説だそうです。日本人は実は体つきそのものが「平和」そのものなのです。そ

の一方で、「大陸人」は「闘う」ことが宿命づけられ、体躯は重要な武器でもあるのです。 

 

 もうひとつ、日本人が小さくなった理由は、そもそもアフリカ北東部で発生したと言う新

人類（ホモ・サピエンス）が、ユーラシア（ユーロ・アジア）大陸に進出して、東へ東へと進

み、その間に何度も繰り返される氷河期をくぐり抜け、大陸の果てまで来て、更に荒波を乗

り越えて島に渡る（「漂着」ではなく）には、大きな体躯、体の凸凹、体毛などすべてが邪魔

になり、それらを全部そぎ落としての「大渡海」になったからではないか、と言う説です。 

 

 ヒマラヤ山脈の北側を通る北回りの蒙古系人種（モンゴロイド）と南回りの蒙古系人種が

あったようですが、特に南回りで日本列島に辿り着くには潮流に乗るのが非常に難しく、丸

太をくり抜いた舟や葦で編んだ船に合わせた、小さい体の人しかなし得なかったのではと想

像されています。 

 

 そして旧・新の石器時代を脱し、縄目の土器で煮炊きをする縄文時代を迎え、何と１万３
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千年もの長期にわたって狩猟採集、しかも地球上きわめて稀と言われる「定住」型で「耕作」

さえ伴う「狩猟採集」生活を編み出したのではと言われ、その時代に早くも日本人、倭人の

原型が形成されたものと考えられています。 

 

 稲の発生は今の中国南部と言われますが、「インディカ米」と言われる品種があるように、

インドでも盛んに作られるようになり、そのインドから東南アジア、中国南部へと続く「稲

の道」がまた再び海を越えて縄文文化の地へとつながる日が来ました。それが弥生文化と言

われるもので、正に「米作り」文化として日本列島に広がり、600 年ほど続いたのだと言われ

ています。 

 

 インドヨーロピアン（印欧語族）との呼び名があるように、四大文明の周縁から発展した

ヨーロピアン（欧州人）もやはりホモサピエンスの先人をなぞって「東進」を始め、ペルシア

からインド亜大陸へと進出したものと思われます。そして、彼等こそが馬を使って「肉」を

取る「狩猟」、「肉」を作る「放牧」生活を捨て、馬から大地へ降り、地面にへばりついて米を

作る生活を始めた最初の人類になったのではないかと考えます。 

 

 馬の鞍を日常に置き換えたのが「椅子」と言うものですので、馬から降りると言うことは

つまり椅子からも降りると言うことであり、大地に坐って瞑想を始めた仏陀、釈迦牟尼にそ

れが象徴されているように思われます。武器を持たず素手で虫の繭から出る糸を紡いで織る

作業を、最も平和な人間の営みと考えたのがガンジーで、その精神はしっかりと現代まで受

け継がれているのだと思います。 

 

 その仏陀の教えである仏教が中国を経由して日本に入ってくるのですが、インドから直接、

伝えられたチベット仏教などとは異なり、「騎馬」民族である漢民族の受け入れた仏教はまた

も大地から離れある種の権威を帯びてしまいます。馬上に戻ったかのように、この仏教のこ

とを「大乗仏教」と呼んで「大きな乗り物」に喩えることになり、インドから直接伝わった、

例えば東南アジアの「南伝上座部」仏教を「小さな乗り物」である「小乗仏教」として一段低

く見ることになってしまったのです。日本に入ってきた仏教も残念ながら徐々に権威と結び

つき、漢民族の本来持つ、権威主義そのものの「儒教」とも容易に融合して、天蓋を持つ「椅

子」である「玉座」に坐る人物の所有物となり、大伽藍に鎮座する大仏こそがこの仏教の象

徴として崇められることになってしまいました。 

 

 日本もその波に飲み込まれそうになりましたが、幸いなことに、騎馬民族そのものである
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漢民族の中心である北部黄河流域のそのまた中心である長安（現在の「西安」）や洛陽で仏教

を含めたあらゆる文化を学ぶだけではなく、日本人は揚子江以南の、いわゆる「江南」の地、

稲の発生地、米作りの本場の文化をも同時に学んだことにより、馬から降り、椅子から降り

て大地にへばりついて生活することがどう言うことかも同時に教えてもらったのです。１年

のコメ作りに「節」を設ける「二十四節季」の考え方、いわゆる「旧暦」も正にこの地で生ま

れているのです。この地で実は「道教」も生まれ、日本に「神仙思想」として伝わり、日本人

に「仏」だけでなく「神」の存在も教えてくれました。「一神教」に傾く仏教に対して「多神

教」の「八百万神」（やおよろずのかみ）信仰が生まれ、日本アニミズムとのバランスがとら

れました。 

 

 今でも中国北部の人は西欧人同様、通常は小麦で作った蒸しパン、饅頭（マントー）を「口

拭き」に肉を「主食」として生活し、南部の人は日本人同様、米を「主食」とし魚や肉を副食

として生活するのが日常です。日本人は中国北部の「押し」の文化と中国南部の「引き」の文

化をバランスよく学ぶことに成功したのです。 

 

 ベトナムもその中国南部の文化を共有していますが、その地のことわざに以下のようなも

のがあります。 

 Cưỡi ngựa xem hoa「馬にまたがり花を見る」 

 馬の上から花を見ても、本当に花を見たことにはならない。ものの本質を見ようとしない

「尊大」な態度を批判しています。椅子に坐っては農作業もできません。農作業はやはり大

地にへばり着いてのみできること。素足（はだし）で大地を踏みしめ、大地の「体温」を肌で

感じ取らなければできない仕事。家の中にまで「土間」（土の部屋）を持ちこむのは田圃への

愛着のためでしょう。ベトナムも日本も「土間生活」が基本。野良でも家でもその土の上に

直にゴザを敷いて「車座」で食事をし、休み寝るのが通常で、常に大地の「温かみ」を自然に

感じるようになっていたものと思われます。 

 

 このような生活に、大きな体が要るでしょうか？ 何か武器がいるでしょうか？ 男や女

やと性別が必要でしょうか？ 皆がそれぞれ個性を出し合い、「持ち味」を出し合えば、それ

で良し、の生活だったはずです。実は、今でも米作りに勤しむ中国南部から東南アジアにか

けての人々は昔の倭人に負けず劣らず「チビぞろい」です。それでも彼らは漢民族に倣って、

今でも私達日本人のことを người lùn「チビ」と呼んで喜んでいます。 

 

 そのチビが更に頭を低くしていつも「ペコペコ」すると言って世界中の人が笑うのですが、
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何も卑屈に思うことはありません。私達は私達の流儀で「平和」を保っているのです。日本

人はあらゆる「作法」を「道（どう）」にまで高めてしまうユニークな民族ですが、その「道」

は、人間であろうと物であろうとすべてに頭（こうべ）をたれ、敬意を表し、「礼に始まり礼

に終わる」を旨とします。これこそが「融和」の意志表示なのです。茶道はその典型で、狭い

狭い茶室を更に狭くした「小さい」「にじり戸」は、何か武器などを帯同していては、絶対に

くぐることさえできません。身ひとつ分の大きさしかないのです。お茶ひとつ飲むにも日本

人は「融和」の作法を求める民族なのです。 

 

 その「にじり戸」が「引き戸」になっているのは日本人には当たり前のようですが、このよ

うなドアは世界のどこを探しても見つかりません。日本だけのものです。日本人が普通と思

っている障子やふすまが、日本人の「引き」文化の象徴であることに気がついていない人も

多いのではないでしょうか。世界のどこへ行ってもドアは「押し」のはずです。窓も「押し」

です。実は日本のような「引き戸」「引き窓」はよっぽどの技術がなければ作れません。日本

の「建具師」の腕は世界最高のものです。「建てつけ」の良し悪しは彼らの腕一本で決まりま

す。地震をはじめ災害の多い国土ですが、木と紙で作ることを基本としていたからこそでき

ること。しかし、現在のようなコンクリート家屋にもしっかりと受け継がれているはずです。 

 

 「押し」はスペースも要りますが、時に相手を傷つけることがあります。いやそもそも相

手を気にかけることそのものがない文化なのでしょう。「引き」は絶対に人を傷つけることは

ありません。正に「平和」そのもののドアです。これは人の存在を気にかける文化の表現な

のです。 

 

 日本人は果物などの皮をむく時、ナイフや包丁の刃を「自分に向けて」「引いて」むきます。

これも実は日本独特で、他の国の人は刃を外に向けて「押して」むきます。刃はやはり外側

に向いていますので他人を傷つける可能性があります。日本式は自分を傷つけても人を傷つ

けることは絶対にありません。やはり「平和」な作法そのものです。「自刃」による「自傷」

や「自死」が多いのは残念なのですが。 

 

 日本人は鋸を「挽く」と言いますが、それは日本人は「引く」時に力を込めて切るからで

す。実はそのように「目立て」がなされています。他の国の人は逆で、「押す」時に力を込め

て切るようになっていて、「目立て」もそのようになっていると聞きます。 

 日本人のこのような「引いて切る」発想は、どうやら日本刀、日本の剣に発するようです。

欧州のサーベルや中国の青龍刀が、「突い」たり「押し」たりして切るのに対し、日本刀は何
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と言っても「引き」が主流です。これが包丁にも引き継がれ、魚を三枚に「おろす」のは正に

「引き」、さしみも引かなければ切れない相談です。剣道は「寸止め」や「蜂打ち」で相手を

殺さず圧倒する作法を教えます。これも正に「引き」そのもので、「押し」の文化には見られ

ません。 

 

 日本人は食事の際に、肉食の人々のようにナイフやフォークを用いませんが、尖った箸の

先を相手に向けて置くようなことは決してしません。一方、肉食の欧米人は、尖ったナイフ

やフォークの先を相手に向けて置いても平気で、むしろそれが「マナー」になっています。

もしかして肉と格闘しようとする「気概」を表しているのかも知れませんがやはり気になり

ます。元来肉食の北方中国人も今は箸を使うようになっていますが、箸の置き方は全国的に

日本人と異なり、尖った先は相手に向けて置かれるのが通常です。もしこれらが普通のこと

であるとすれば、日本の方が気遣いが激しいと言うことになるのかも知れません。常に頭を

低くして相手を傷つける意志がないことを表そうとすることの反映かも知れません。 

 

 人を自分の方に呼び寄せる時、日本人以外は、手の平を上に向けて指または手の平全体で

「しゃくる」ようにするはずですが、日本人だけは、手のひらは下に向けて「おいでおいで」

の格好をするのが常で、手の平を上に向けて「しゃくる」と「横柄」に感じてしまいます。や

はりこれも、ペコリと頭を下げる作法が手の動きにも反映していると考えることもできそう

です。 

 

 その、「引き」の文化の象徴である日本刀や包丁が、「押し」の文化の象徴である鉄砲鍛冶

屋から発展したことは本当に興味深いことです。 

 

 馬の発生は何と言ってもモンゴルや満州で日本語の「ウマ」（uma, muma とも）もモンゴ

ル語の mori や muri 満州語の mori、勿論、漢民族語の ma や mak などから入ったと言われ、

「騎馬」の習慣は東西に広がり、ユーラシア大陸全体が騎馬による狩猟、遊牧、放牧による

「肉食」文化に覆われたものと思われます。そして、火薬が中国で生まれ、大砲や鉄砲とな

って発展し、その鉄砲が日本にもポルトガル人によってもたらされました。そしてキリスト

教伝道を「名目」として鉄砲の力で地球のあらゆる土地が西洋人の植民地となったのは周知

の通りです。日本も例外ではなく、鉄砲の魅力には完全に負け、火薬の元となる硝石欲しさ

にキリスト教に改宗してしまう大名まで現れる始末。鉄砲を一丁でも多く持った大名が天下

を取ったのは当然のことでした。「押し」の文化が「引き」の文化を凌駕したのでした。 
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 しかしその後、「押し」の文化にやや疑問と危険を感じた徳川幕府は、一旦、「引き」籠るこ

とに決めました。「鎖国」ですが、しかし、完全に「押し」の文化をシャットアウトしたので

はなく、オランダと中国には裏木戸を開けてちゃんと外の世界を伝えさせ続けました。世界

が「押し」一辺倒になる一方で、日本人は 200 年以上にわたって冷静に「引き」の文化に磨

きをかけていたのでした。これが日本文化の「核」になったのです。「引きこもり」「自閉」は

この「核」を作るために大切な期間だったのでしょう。 

 

 そして明治時代を迎え、欧米の大圧力に押されて「開国」した後は、欧米人の「押し」の文

化に吞み込まれて、「富国強兵」「脱亜入欧」へと突き進み、鉄砲をかかえて西欧列強の「世界

植民地化戦争」へと参入して行ったことは周知の通りです。しかし、「押し」の文化も原子核

まで武器に加えたらもうオシまいです。尻馬に乗ってしまった日本も同様です。「引く」こと

によってこの世界を変えられるのであれば、いよいよ日本人の出番なのではないでしょうか。

その know how を知るのは、実は１万３千年と 215 年の経験を持つ日本人のみなのです。 

 

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。 

 

９月のベトナミスト・シンポ 

私とベトナムと 30 年 
話題提供者：小松みゆきさん 

日時：2022 年 9 月 26 日（月）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、9 月 21 日（水）

までに以下の方法でお申し込みください。その際は「会場参加」か「オンライン」かを、お忘

れなくお知らせください。 

（１）事務局にメールを送る（vnstclub@seagreen.ocn.ne.jp） 

（２）「調整さん」に記入する。以下のリンクをクリックすれば入力画面が表示されます。 

   https://chouseisan.com/s?h=bb829bff80104440a893aae27501947f 

 

●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

https://chouseisan.com/s?h=bb829bff80104440a893aae27501947f
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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。 

 

●今回の話題提供者・小松みゆきさんのプロフィール 

1947 年新潟県北魚沼郡堀之内町（現・魚沼市）生ま

れ。中学卒業後に上京、共立女子短期大学卒。出版

社、法律事務所等勤務を経て、1992 年にベトナムの

首都ハノイに日本語教師として赴任。2001 年に認

知症となった母親を日本から呼んで同居を開始。そ

の大変だけどちょっと愉快な日々は 2015 年に松坂

慶子さん主演「ベトナムの風に吹かれて」として映

画化された。2008 年よりベトナム社会主義共和国

国営ラジオ局 VOV「ベトナムの声」放送局に勤務。

2022 年、ベトナム生活 30 年の節目の年に日本に帰

国。日本でも精力的に活動を続けている。ベトナム

残留日本兵家族会コーディネーター。2017 年外務

大臣表彰。近著に『動き出した時計』（めこん社）。 

 

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。 
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●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。 

 

●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 
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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 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（最終日忘年会予定） 

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。 
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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） 

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）。 

ただし 8 月 25 日より、以下に変更になります。 

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） 

 

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。 
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 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 
 

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 

 ベトナミスト・ホット・フラットにおいて夏のグルメ会が開催されました。コロナ禍とい

うことで今年のテトパーティーがまたまた延期となり「夏のグルメでリベンジしよう！」と、

ご参加くださった 31 名の皆様ありがとうございました。ベトナムのテト料理をワイワイガヤ

ガヤ美味しくいただき楽しい１日となりました。幸いコロナも落ち着いた絶好の時期でした。 

 

 当日の料理について少しお話しさせていただきます。今回はテト料理のリベンジですので

メインは揚げ春巻きとバインチュンでした。ベトナミスト・クラブの揚げ春巻きは豪華なス

ペシャル版、豚肉・えび・蟹缶・木耳・人参・春雨を卵の黄身だけでとじてライスペーパーで

包んでこんがり揚げます。揚げたては格別に美味しいです。バインチュンはベトナムのテト

になくてはならないご馳走これを食べないと年が始まりません、これで更に実り多き年にな

ること間違いなし。 
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 いちばん好評だったのは椎茸と鶏つくねのスープ、これは揚げ春巻きに卵の黄身を使い残

った白身を活用するためのエコ料理です。それに、空芯菜のニンニク炒めとフォーサオ（焼

きそば）とどの料理も美味しくお腹は満腹。デザートは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 12

月を予定していますのでよろしくお願い致します。          

圭代（かずよ） 

 

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 

日時：2022 年 7 月 13 日（水）19：00〜20：30 

 7 月のシンポは、会場参加が 12 名（会員 10 名、

非会員 2 名）、オンライン参加が 4 名（会員 2 名、

非会員 2 名）、合計 16 名の方がご参加くださいまし

た。 

 

 話題提供者である末岡先生からシンポの内容を

紹介する文章を頂きましたので、以下に掲載します。 

 

 この度のシンポでは、自身のこれまでの調査・研究の結果に基づき、教育社会学の視点か

らみた「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」

というテーマで、お話させて頂きました。 

 

 コロナウィルス感染者が再び増加傾向にあるなかで、会員の皆さまを中心に、元学校教員

の先生方、市町村で外国人児童生徒への日本語支援の活動をされておられる実践者の方、欧

州での多様性教育の実践を日本に導入され活動されている実践者の方等、対面とオンライン

を含めさまざまなご経験をお持ちの皆さまにご参集頂きました。貴重な質疑応答の時間を設

けることが出来たこと、あらためて感謝申し上げます。 

 

 さて、シンポでは時間の制約上まだまだ話し足りない点もありましたが、主に次のような

ことについて議論出来たのではないかと思います。 
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 移民や難民といったかたちでオランダに移住してきた人々の多くは、子孫が既に 3 世〜4

世となっている場合が多く、それでもなお言語・文化・宗教等の差異によりさまざま社会経

済的不利を有しており、ひいては子ども達の教育的不利につながることになる。そしてこれ

は、現代の日本社会においても既に同様の状況が各地でみられること、これに対して、社会

的公正の観点から私たちにどのような支援活動が出来るのか、といった内容であったと理解

しています。 

 

 私たちの身の回りで言えば、大阪市や八尾市等、外国にルーツをもつ市民が多く在住する

地域においては、オランダで以前からみられるような現象が既に起こっていることが、参加

者の方からも情報共有されました。私自身も、過去に八尾市のベトナム人児童の支援に少し

だけ関わったことがあり、この点については承知していました。すべての人が暮らしやすい

共生社会に向けて私たちができることは多くあり、あらためて背筋を伸ばす良い機会となり

ました。このような貴重な機会を頂き、皆さまありがとうございました。 

（末岡加奈子先生） 

 

参加された方からの感想（個人情報保護のため一部文言を編集しました）。 

「末岡先生もお話が上手でしたし、私自身、外国人児童の日本語指導に少し携わっているこ

ともあり、問題がとても身近で切実に感じました。 

 近年、外国人の増えている生野区などは日本人が減っています。小学校教育で外国人のた

めの教育時間が割かれるため、『生野区の小学校に行かせたくない』『生野区の小学校にはい

かせられない』との声もきいたことがあります。まさにオランダで起こっていることがすで

に大阪でも起こっていると思いました。 

 ベトナム人も増えていますが、今年から急激にネパール人も増えています。中国人はより

高い教育を目指して文教地区（例えば天王寺区、阿倍野区）に多く入学してきているようで

す。その点でもオランダにより近くなっていると思いました。 

 自分にできることは何か改めて考えたいと思いました。そして、どこかでまたお話が聞く

機会があればいいなと思いました」 

 

事務局からの活動報告 
 

●7 月のスタッフミーティング報告 

 ７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、藤原さん（事

務局）、鵜飼さん、小谷さん、辻田さん、中山さん、中安（50 音順）。 
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 主な内容は以下の通りです。 

・スタッフ会議の日程変更：これまでは金曜日でしたが、今後は水曜日とします。 

・『モン・ナム』の原稿締め切り日の変更：これまでは「奇数月末の土曜日」でしたが、今後

は曜日に関係なく「奇数月末の 20 日」とします。 

・11 月以降のシンポの話題提供者は、現在、募集中です。どんな話を聞きたいか、会員の皆

様のご要望をお寄せください。 

・クラブのウェブサイトに「プライバシーポリシーと免責事項」を掲載します。 

・提案：2023 年はクラブ創立 30 周年。記念イベントをしませんか？ 

・提案：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。クラブ全体の企画だけで

はなく、会員同士が誘い合わせてベトナム料理を食べに行く、など 

など。 

 

 次回のスタッフミーティングは９月 21 日（水）18：30〜の予定です。議題は 9 月 26 日

（月）に行う「ベトナミスト・シンポ」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 

9 月 21 日（水） スタッフミーティング(シンポの準備) 

9 月 26 日（月） シンポ 

11 月 2 日（水） スタッフミーティング(シンポの準備) 

11 月 9 日（水） シンポ 

11 月 30 日（水） スタッフミーティング(グルメの準備) 

12 月 10 日（土） 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。 
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★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！ 
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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。 

 

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 
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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

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。 
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ベトナムキッズの学校生活〜算数編〜 

山中昌子 

 ベトナムにルーツをもつ子どもたちが、学

校生活をどのように過ごしているのか、どの

ような事に困っているのかを知りたくなった

私は、数年前に八尾市のスクールサポーター

制度に登録した。すぐに某小学校の校長先生

方と面接をし、週 1 回サポートに入ることが

決まった。その学校では、全校生徒の約４割が

外国にルーツをもつ子どもで、そのほとんど

がベトナムにルーツがあるという。昔からベ

トナム人の集住地域ではあるが、それほどまでに多いのかと聞いた時は衝撃を受けた。 

 

 初めて学校に行く日、私は少し緊張していた。何しろ自分の小学校の記憶もはるか遠く、

今の子どもたちがどのような勉強をしているか、その勉強方法も知らない。それにただでさ

え大したことがない私のベトナム語は、何年も使うことを知らず劣る一方…なのに、できる

人のように思われているかもしれない。よくサポートするなんて言えたもんだな、と行く頃

になって思う。 

 

 校門に足を踏み入れた私は新入生の気分。担任の先生は、「とても人懐っこい子たちなんで

安心してください。」と教室に向かう廊下で一言。その言葉に救われたと同時に、何人もの子

どもたちが「誰〜？」「名前は〜？」「うちに来る？」と、かけ寄って話しかけてくる。 

 ２年〇組の教室。掲示物や子どもの所有物など、あちこちでカタカナが目につく。「このク

ラスには、来日したばかりというように特別日本語に不自由をしている子はいないですが、

勉強の遅れをとっている子をサポートしてください。」とのこと。 

 

 とある日の算数の時間。何人もが手を付けずに止まっている文章問題があった。文章を丁

寧に読んであげると、いまいち腑に落ちないような顔をするも式と答えを書き始める。ちゃ

んとできているんだけどな…。別の子どもにも同じように説明する。式と答えを書く。あっ

ている。3 人目。「これ何？」と聞いてきた指の先には「金魚」の文字。「赤い色の小さい魚、

知らない？見たことない？」「…知ってる！」「そう、それ！ 金魚って言うよ。」 

 

 計算の仕方ではなく、言葉の意味が分からなくて進めなくなっていた子どもたち。もし金
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魚のイラストが問題と一緒に描かれていたなら想像ができたかもしれない。だけど文字のみ

が印字された「金魚」はベトナムルーツの多くの子どもたちの頭の中に「？」をもたらす。

「きんぎょ」というふりがなを読めたとしても。 

 

 金魚といえば地域のお祭りですくったり育てたりと、私の子どもの頃は馴染みのある生き

物だった。どこかで見聞きすることあってもいいような気がするけれど。そう、見たことは

あるのかも。でも、もし家庭内でベトナム語しか使われていなかったら、金魚という言葉を

耳にすることはほぼないのかもしれない。その時たまたまかもしれないが、日本人家庭の子

どもたちはその文章問題が解けていた。 

 

 外国にルーツのある子どもたちと関わるようになって、その

ような言葉がぽろぽろと、そしてたくさんあることに気付くよ

うになってきた。ごま、くり、つまようじ…モノを見たらきっ

と見たことあるはずと思うものが、名前（日本語）と一致する

のに時間がかかる。ある時、小学１年生の母親や周りの人が、

渡らないようにと大声で叫んでも子どもが道路を渡ってしまい、

危ない目に遭いそうなことがあったという話を聞いた。その子

は後で「信号が何か分からなかった。」と言ったという。 

 

 勉強ができない？ 発達障害？ と疑われてしまう外国にルーツのある子どもが増えてい

る。算数ができないんじゃない。なぜ文章問題が解けないのか、どれだけ周りの大人たちは

気付いているのだろうか。大人も子どもも、目まぐるしく毎日が過ぎていく。そんな中でも

大人が、一人一人の子どもに寄り添い、気付いてあげる必要がある。ベトナムキッズが周り

に負けず、日本で不利のないように生きていく。もっともっと応援していきたいです！ 

（＊写真は山中さんより提供。どちらも小学校すぐ近くのベトナム料理店にて撮影） 

 

連載：孤独のベトナムグルメ・その２ 

ハノイフォー333 

西川晴夫 

 今回は上本町 6 丁目の「ハイハイタウン」の中にあるお店・ハノイフォー333 です。料理

の種類は多いです。料理人はハノイ出身のベトナム人で、味もハノイ風に感じました。ハイ

ハイタウンの中には２軒ベトナム料理店が有ります 
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店名 ハノイフォー333（HANOI PHO 333） 

住所 大阪市天王寺区上本町 6 丁目 3-31 うえほんまちハイハイタ

ウン B1F 

アクセス 近鉄上本町駅徒歩 5 分 

電話番号 06-6796-8566 

営業時間 11：00~16：00、16：00~23：00 

定休日 不定期 

ウェブサイト https://hanoipho333.com/public/ 

訪問日 2022 年 2 月 18 日 

 

コロナから復活しました 

中安昭人 

 先日、私を含む家族 3 人と、別居している両親 2 人、計 5 人がほぼ同時にコロナに感染し

ました。既に症状は収まっています。昨今、コロナ感染者が増えており、ベトナミスト・クラ

ブ会員の皆様にとっても関心が高いかと思うので、ベトナムとは関係ありませんが、私たち

の体験をここで紹介することにしました。「連載：路地裏から見たベトナムは今」はお休みし

ます。 

 申し上げるまでもないことですが、これから書くことは「医療に関してはまったくの素人

である一家の体験談」に過ぎません。その点をご了承ください。 

 

●発症 

 最初に発症したのは両親でした。父は 88 歳で糖尿病などの基礎疾患を複数持っています。

母は 82 歳。7 月 16 日の土曜日にいつものように両親宅を訪問したところ、2 人とも「疲れ

やすい」とのこと。その時は「歳のせいだろう」と思っていました。ところが月曜日になっ

て、数日前に父が利用したデイサービスにコロナ陽性者がいたことが判明。すぐに施設が送

迎車を出してくださり PCR 検査へ。結果は陽性でした。 

 

 我が家で最初に発症したのは娘(17 歳)でした。両親とほぼ同時です。7 月 17 日(日)に 39

度を超える高熱が出てダウン。まず薬局で買って来たコロナ検査キットで調べてみると「陽

性」。そこで近所の診療所に行って診てもらったら「間違いありません、コロナです」とのこ

と。続いて妻と私もすぐに発症し、3 人での自宅療養が始まりました。 

 

https://hanoipho333.com/public/
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 感染源は特定できませんが、娘はおそらく学校だと思われます。私は、両親から感染した

のか、それとも娘からなのかは分かりません。妻も同様です。私から感染したのか、娘から

なのか、もしくは、どちらとも違う第３の感染経路と

いう可能性もあります。 

 

 発症後について。両親は無症状なので自宅療養です。

私たちの場合は、医療機関で処方してくれた薬を飲ん

で、自宅でおとなしく寝て過ごしました。これだけで

私たちは幸運にもほぼ快癒。発症から症状が収まるま

では 5 日から 1 週間程度でした。処方された薬につい

ては、参考までに写真を添付しておきます。 

 

●「自分もいずれは感染する」という前提で考える 

 感染拡大を防ぐ努力は必要だと思います。しかし昨今、無症状の陽性者が多いそうで、そ

うなると感染を防ぐのは難しいのではないでしょうか。本人はコロナ感染者であるという認

識がないので、普通に公共交通機関も利用しますし、外で飲食もします。また父が通ってい

るデイサービスは、非常に厳重なコロナ対策を講じています。それでも防げなかったのです

から。 

 

 さらに家庭内に陽性者が出ると、同居している家族への感染を防ぐのは無理だと思います。

家庭内で感染しないための方策がいろんなところから出されています。しかし私たちは「こ

れを守るのは私たちには難し過ぎる」と努力を放棄。娘の感染が判明した後も、基本的にそ

れまで通りの生活をしていました。 

 

 私自身はしばらく前から「感染を防ぐのは無理。遅かれ早かれ自分も感染するという前提

で、準備をしておこう」と考えていました。自分たちが感染してみて、改めて「どんなに気を

つけていても感染するもの、という前提で準備をしておいたほうがいい」と感じています。 

 

●若年者だから軽症でとどまるとは限らない 

 私たちの症状について。よく「高齢者が危ない」「若年層は安心」という意見を聞きますが、

我が家は真逆でした。両親は「疲れやすい」ことを除いては無症状。熱も出ませんでした。 

 

 いちばん症状が重たかったのは娘です。熱は 40 度近くまであがりました。高熱だったのは
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1〜2 日だけですが、その後も微熱が 1 週間ほど。熱だけでなく、関節と胸の痛み、激しいセ

キと鼻水、下痢も止まりませんでした。「若くて体力があれば感染しない」「若ければ症状は

軽くて済む」というわけではなさそうです。 

 

 「症状が重たくなるのは高齢者が多い」という統計がありますが、若年者でも症状が重た

くなったり、長期化したりする人はいるわけです。自分がそうなる可能性はゼロではありま

せん。いたずらに恐怖心を煽ろうとは思いませんが、私の周囲では私より若いのに、コロナ

で亡くなった方が何人かいます。「油断は禁物」と改めて感じました。 

 

 ワクチンの接種について。両親、妻、私は 3 回接種済みでした。娘はワクチンを 2 回接種

のみです。彼女の症状が 5 人の中でいちばん重たかったのは、それが理由かもしれませんし、

関係はないかもしれません。これは何とも言えないところです。 

 

●発熱外来に対応してくれる医療機関 

 「コロナかな」と思ったときに、どこの医療機関が診察を受け付けてくれるのか、気にな

るところです。大阪府の場合、発熱患者の診療・検査が可能な医療機関は府が指定するそう

です。一覧表がネット上で公開されていました。以下です。 

診療・検査医療機関一覧【かかりつけ患者以外も受入可能】 

https://pref-osaka.viewer.kintoneapp.com/public/588230f40ff5b6b20785b01f32615911#/ 

 

 私たちが住んでいるポートタウンの中には多分 10 軒くらいの医療機関がありますが、その

中で「発熱外来に対応している医療機関」は総合病院と小規模な診療所の 2 つ。コロナ感染

者や濃厚接触者は、公共交通機関の利用の自粛が求められますので、我が家から徒歩 10 分程

度のところに 2 軒あったのは助かりました。ちなみに近所の薬局で検査キットを買ったとき

に、「陽性の反応が出たら必ず医療機関に行きます」という誓約書にサインを求められました。

そこでも発熱外来に対応してくれる医療機関名は教えてくれました。頼るべき医療機関はど

こなのか、あらかじめ分かっていると安心ですね。 

 

 私たちがお世話になったのは診療所のほうです。私たちが発熱外来に行ったときには 10 人

くらいの人が来ていました。それぞれ自宅での検温結果を申告するのですが、「8.5 度です」

とか「9 度を超えています」など比較的高熱の人ばかり。皆さん 20 代くらいの若者でしたが、

立っているのが辛そうな人もいました。職員さんに話を聞くと「7 月に入ってから発熱外来

が激増していて大変です。基本的に全員がコロナですね」とのこと。 

https://pref-osaka.viewer.kintoneapp.com/public/588230f40ff5b6b20785b01f32615911#/
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●自宅療養の過ごし方については保健所から案内が届く 

 医療機関での診断でコロナ陽性が確定すると、すぐに SNS(携帯電話の番号宛に送られるシ

ョートメッセージ)で保健所から連絡が届きました。私たちはこれに従って、自宅療養生活を

過ごしました。 

 

 もう 1 つ、助かったのが、受診した医療機関からの情報です。診察が終了してから 30 分経

たないうちに、診療所からメールが届きました。厚労省や保健所が陽性者のために発行して

いる各種資料 10 点が添付されていました。ファイルはパワーポイント、PDF、ワードなど文

書形式がさまざま。診療所さんが、いろんな情報源から独自に集めた資料のようです。 

 

 コロナに感染した後の対応については、とにかく情報が多すぎて、何から読んだらいいの

か分からない状態だったので、こうして必要な情報を選んで送ってくれるのは助かりました。 

 

●振り返って 

 結論として「コロナは大変だったのか、どうか」。熱を出して 3 日も静養するというのは、

私としては相当久しぶりのことです。数十年ぶりかもしれません。その点では「手強かった」

と言えるでしょう。一方、熱やセキがある間も、三度の食事作りなど家事は普通にこなして

いましたし、1 日数時間はパソコンに向かって作業をしたり、本を読んだりもしていました。

「恐れていたほどではなかった」という気もします。後は後遺症が出ないかどうか、自分た

ちの体調を慎重に見守りたいと思っています。 

 

 安心だったのは、病状が重たかったときにも、3 人の食欲が衰えなかったことです。1 週間

くらい自宅で「籠城」できるだけの食料品の備蓄はありましたし、「いざとなれば出前を取れ

ばいい」と考えていたので、慌てることもありませんでした。ただ体重を測ったら、娘と私

は熱があった数日間で 2 キロほど減っていました。 

 

 振り返ってみて「常備しておくと安心だな」と思ったのは、コロナの検査キットです。熱

が出たときに、それがコロナなのかどうかが気になるところ。検査キットを常備しておくと、

100%確実ではないにしても、自宅で検査ができます。私は用意していなかったので、娘が熱

を出してから買いに行きました。1 セット 1650 円。使い方はとても簡単で、結果はその場で

すぐに出ます。その後、アマゾンで 3 セットを追加購入しました。次回、熱が出たときに備

えてです。 
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 私たちのコロナは幸い大事に至らずに終わりましたが、私たちの対応が正解だったかどう

かは、分かりません。あくまでも「たくさんある事例の一つ」として、参考に読んで頂ければ

と思い、私たちの例を紹介させてもらいました。 

 

●ベトナム現地の状況は 

 ベトナム在住の知人がベトナムの状況を教えてくれました。わずか数人からの情報ですの

で一般化はできませんが、「日常生活でマスクをつけている人は半数以下」「コロナはもう過

去のものという意識が強く感じられる」そうです。 

 ７月 28 日の感染者数は日本が 20 万 7236 人で、ベトナムが 1699 人。死者数は日本が 122

人、ベトナムがゼロという数字が出ていました（＊１）。ベトナムは少し落ち着いているよう

です。日本も早く沈静化することを願っています。 

＊１：出典 https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

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８月 1 日現在のもの。 

 6 月 7 日に三浦幸一様より寄付があり（1500 円）、中嶋真次郎 18 基金に入金しました。 

 

★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 

 「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。 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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★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。 

 

★中嶋真次郎 18 基金 

残額：32,312 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。 

 

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。 

  



モン・ナム 第 177号 2022年 8月 1日 

 

 
29 

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
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日本画教室 

 

スタッフ・ 
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／シンポ 

漢詩を読む
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●編集後記● 

 皆様、既にお読みの通り今号の巻頭言は長文です。私は、冨田先生の巻頭言を一足先に読

めるのは、『モン・ナム』の編集を担当することの役得の一つだと思っています。また作業の

必要上、一読者だったときよりもしっかり読むようになり、その面白さが倍加しました。今

回の巻頭言では「引く」という言葉を鍵にして、さまざまな考察が繰り広げられ、ひときわ

読み応えがありました。皆様も時間をかけてご一読されることをお勧めします。 

 先号で長期連載が終わった山中さんが、八尾でのベトナムとの関わりについて、新しい原

稿をご寄稿くださいました。まだ書けるネタがあるようなので、連載となることを期待して

います。山中さんは文章だけでなく、写真もお上手なのには驚かされました。それを見て一

つ思いついたことがあります。表紙に会員の皆様が撮影された写真を使わせて頂けないだろ

うか、と。ベトナムで撮影された「お気に入りの一枚」をお持ちの方はぜひお送りください。

スマホで撮影したもので大丈夫です。お待ちしています。 

（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 2 階 

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

