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巻頭言
凹凸とデコボコの論理
（冨田健次

ベトナミスト・クラブ代表）

凹凸、この字が歴（れっき）とした漢字であると知った時は子供ながらに本当に驚きまし
た。ちゃんとした読み方もあって「オウトツ」と読むのだとも知りましたが、なぜ凹の漢字
を「オウ」と読み、凸の漢字を「トツ」と読むのかは、大人になった今でもまだよく分かって
いません。この漢字の「書き順」も習ったように思いますが、どこから書き始めて、どこで締
めたら良いのか今なお謎のままです。

日本語にも「デコボコ」という言葉があって、ベテラン漫才コンビの「オール阪神・巨人」
さんのことを、デコボココンビなどと呼んだりしていることを私達は知っています。デコは
たぶん「おでこ」のように「出」っぱっている意味からか巨人さんの方で、ボコは「ボコッ」
と穴が開いている「穴ボコ」の意味でしょうから、地球にめりこんでいるように見える阪神
さんの方で、
「デコ・ボコ」の順で言えば、本来なら「巨人・阪神」の順序で呼ぶべきでしょ
うが、やはりそこは関西のお笑いコンビということで「阪神・巨人」のようにボコを先に呼
んでいるのでしょう。しかしよくよく考えてみると、日本語「デコボコ」とは異なり中国語
では「オウトツ」のように凹（オウ）を先に習慣的に言うようです。凹の方が凸より「偉い」？

わがベトナム語で少し考えて見ると、漢字凸（トツ）は実は漢字「突」と同じ発音で、ベト
ナム語では đột と読まれます。明らかに「突出」đột xuất していて（この語は現代ベトナム語
では「突然」
「突如」の意味でもっぱら用いられています）、
「傑出」kiệt xuất、
「出色」xuất sắc
などとともに「秀（ひいで）」ていて凸の方が「偉い」ように感じます。一方、凹（オウ）の
方はベトナム語では ao と読み、全くの偶然かも知れませんが、ベトナム語「溜池」や時に「養
魚池」などとして使われる語と同じ発音で、もしかしたら「窪み」に水が溜まったことを表
したのかも知れません。デコの語はやはり「出っぱる」から来たに違いありませんが、ボコ
は「ボコッ」と穴が開く擬声語から擬態語に変わったものでしょうか？

「窪」の漢字もち

ゃんと「穴」が上にのっかっていますので、訓読みの「くぼ」も「クボッ」と「クボむ」、や
はりもとは擬声語ではないかと疑っています。
「ペコッ」っと「へこむ」
「落ちこむ」はやはり
何となく「しょぼい」？

つまり、凹と凸はやはり凸が「勝ち」で「凹凸」（オウトツ）の順序で読むよりも「凸凹」
（トツオウ）の順序で読む方が正しい？

つまり日本語「デコボコ」の順序はゆるがないの
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などとクドクド考えているうちに、
「ハタ」と思い当たることがありました。いやい

やその考えこそが男の横柄（オウヘイ）そのものであり、凹凸の順序にこそ人間の本源が言
い当てられているのではないかと。

実は、凹と凸は「女」と「男」の表象ではないかと気が付いたのです。ジグゾーパズルのよ
うにこれを重ね合わせてはじめて一人の人間が誕生するのではありませんか？

つまり凹と

凸はどちらも半人前の存在で「合体」してはじめて「一人前」の人間が完成するとすれば、や
はり生命の根源は凹にあり、ベトナム語の ao「溜池」はぴったりのメタファー（隠喩）とし
て心にたち現れて来るのです。凹がなければ凸も存在し得ません。日本『古事記』の「国生
み」の記述、
「わが身は成り成りして、成り余れる処がひと処ある。そこで、このわが身の成
り余れる処を、お前の体の成り合わない処に刺し塞いで、それで国土（くにつち）を生みな
そう」を思い出します。

ところで、この凹凸の漢字のベトナム語「訓読み」に当たる言葉は lõm lồi です。凹の lõm
は lũm とも言い、顔に出る可愛い「窪み」、つまり「笑窪（えくぼ）」は、声調をやや変えた
lúm đồng tiền（銅貨の窪み）などと言ってとても愛玩されます。しかし、逆に「あばたも笑
窪」などと言われる、同じ顔の窪みであっても今は絶滅した天然痘の後遺症である「あばた」
の方は、ベトナム語では rỗ と呼ばれ、時に đầu đinh「釘の頭」などと実にひどい呼び方もあ
ったと聞きます。その rỗ はまさに「穴」の意で、漢字の「窪」や「突」にもしっかり潜んで
いるあの「穴」です。
「空」の漢字にも「穴」が入っているところを見れば、天に穴を開ける
ほど盛り「上がった」のが凸で、地に穴を開けるほど盛り「下がった」のが凹であり、どちら
も概念的には同じだったのかも知れません。

ベトナム語の「あばた」の rỗ は、
「（突き通った）穴」を指す lỗ や地面を掘って用を足した
りする「穴」hố、動物が地面を掘って作った「窪み」つまり「巣」ổ、それが樹上に上がった、
小鳥などの「巣」tổ などと全くの「親戚」筋で、 「盛り下がり」を ô の母音で表しているの
がよく分かります。ベトナム語の母音 ô は唇を思いきりとがらせて前に「突き出す」オです。
この「突き出す」形が「突出」のイメージを喚起しているのでしょう。

実は、一方の「盛り上がり」の「突出」でさえもこの同じ ô の母音で表す例がベトナム語
には極めて多く見られ、最近筆者はひそかに注目しています。即ち、正に上で述べた「デコ
ボコ」の状態はベトナム語では gồ ghề と言い、その前半の gồ こそが上への「盛り上がり」
「突出」を表しています。
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昔、ベトナム人は自国のことを本当は「南越」と呼びたかったのですが、植民地宗主国中
国が許してくれずずっと「大越」Đại Việt と呼んでいましたが、それでも呼び「足らず」、
「大
きく突出した」ベトナム、つまり「大瞿越」Đại Cồ Việt と呼ぶことがあり、その中に潜む Cồ
は「瞿」の漢字が当てられていますが、これはあくまで「あて字」で、本来は上の gồ 同様、
「出っぱった」
「秀でた」意味の語だと言います。声調違いのベトナム語「首」cổ も確かに、
瓶の首などを見ても「出っぱり」には違いありません。
「盛り上がって」
「破裂する」
「爆発す
る」のベトナム語 nổ も仲間に違いありません。それよりも何よりも、先に述べた漢字凸の訓
lồi の中に含まれる ô こそが「突出」そのもので、その仲間にやはり「盛り上がった」「丘」
đồi、
「盛り上がって」出て来た「芽」chồi や lộc、水が盛り上がって「沸騰する」sôi、泡がブ
クブク盛り上がって「浮かぶ」nổi、併せて皆で「盛り上がる」意味の sôi nổi。

足の盛り上がった部分の「膝（ひざ）」は gối。日本語「膝頭（ひざがしら）」同様、「頭」
đầu をつけて đầu gối と呼んでもよいのは頭をのせて「膝枕」にするから？
その盛り上がった形状からでしょうかね？
も呼ぶ？

いやいややはり

それにしても日本語ではなぜ「膝小僧」などと

ツルツル頭の「小坊主」のイメージ？

ベトナム語ではやはり「枕」そのものも

同じく gối と言うからなかなかややこしいです。「盛り上がった」「結び目」の mối はどうで
しょう？ 「盛り上げて」「結ぶ」nối が出発だと思います。

いずれにしてもベトナム語では唇を強く「突き出す」ô の母音でこの様子を活写している
ことに注目したいと思います。日本語の「オ」を唇をもっと丸く突き出して発音してみてく
ださい。風の通る「穴」ができると思います。この「穴」が言葉に反映されているのだと考え
ます。

実はベトナム語にはこの ô よりも更に唇を強く「突き出す」u と言う母音があり、もしか
したら ô よりその「突出」の度合いが更に甚だしいことを表そうとした言葉があるように思
います。先ほどの「笑窪」の lúm đồng tiền の lúm や「窪み」の lũm に含まれる u です。ま
た先ほどの「丘」đồi より更に「突出した」
「山」はベトナム語では núi であり、顔の上に「突
出した」「鼻」は mũi、「唇」や「口」は、先ほどの ô を持つ môi や mồm で、これらは u を
持つ語よりやや「盛り上がり」には欠けるのかも知れませんが、肘（ひじ）の鋭角的盛り上が
りは今は方言ですが cùi と呼んで健在です。
「乳房」の vú や花の「蕾（つぼみ）」nụ、それら
が「突き出ている」状態は nhú と言い、やはり強い「突出」を感じます。「膿（うみ）」を持
って盛り上がっている状態は mủ と言いますが、足などが「むくむ」は phù と言い、これは
同音の中国語「浮」phù（例えば「浮腫」
）から来たのかも知れませんが、
「浮」の意味のベト
ナム語が、先に述べた nổi で、
「にきび」mụn などができることを nổi mụn と呼び、
「盛り上
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がった」mụn が「浮かび上がる」nổi と言い、どちらも母音 u と ô を持っていることに「血
筋」を感じざるを得ません。

草木や人がより集まって「盛り上がる」sum、ブドウが寄り集まった「房」chùm、木や草
が寄り集まって盛り上がった「藪（やぶ）」cụm や bụi、などなど u で「盛り上がる」単語は
ベトナム語にはほかにもたっぷりあります。

日本語でも「もっこり」
「こんもり」と「盛（も）り上がった」
「森（もり）」から「モクモ
ク」と煙が上がり、
「群（む）れ」た人々が作った「村（むら）」に「ムクムク」と雲（くも）
がたなびいている、等々。
「ムカムカ」
「ムラムラ」、こみ上げて来るモノは抑えることができ
ない。
「凹（ぼこ）っと」
「へこ」み 、
「おっぱい」のように「プクっと」
「ふくら」む。やっ
ぱり日本語の母音オとウが盛り上げてくれるのが「嬉しい」ではありませんか？

最後にもうひとつだけ。ベトナム語には、もうひとつ、唇をそれほど前に「突き出」さない
オがあります。o のように何の記号もつけないで書かれる、「ア」に無限に近い「オ」です。
これはどうしても、
「盛り上がり」に欠けるようですが、やはり「集合」による盛り上がりは
ちゃんと表しているように思います。

例えば、ベトナム語で上で出て来た「村」は xóm です。人の「グループ」は nhóm です。
「星」
sao の集まりの「星座」は chòm sao。
「フサフサ」
「房」になった「鬚」 râu は chòm râu。先ほ
どのブドウの「房」chùm と比べればこの「房」の chùm の方が chòm よりやや「密」？ 先の
凹の「訓読み」の lõm も lũm や lúm よりやや「鈍い」のでしょうか？ ベトナム語には「山」
も上の núi のほか、non もあって声調違いの nón は例のベトナム人女性がかぶる「山型」の傘。
その山や鳥など「丸く盛り上がった」ものにつく類別詞の hòn は、もともと「丸い」の tròn と
親戚。こうなると「親戚」はまたまた無限に広がります。更には「曲がった」cong や「輪っか」
vòng、
「背中」lưng のすっかり「丸まった」khòm、
「アーチ型」の vòm なども「よく似た」顔で
控えています。これらについてはまた別紙に譲ることにして、とにかく、
「ムクムク」
「モコモコ」
盛り上がったり、盛り「下が」ったりする感覚は、日本語ベトナム語とも母音ウ（u）
、オ（ô, o）
の奥舌母音で表そうとしているのではないかとひととき「盛り上がって」みた次第。

「ずんぐりむっくり」の「倭人」nụy nhân が、
「倭」
（チビ）と呼ばれるのを嫌って日本語
で同音の「和」に代え、更に「大」をつけて「大和」としたメンタリティと、ベトナム人が自
らを「大越」と名乗ったメンタリティはどこか似ているように思います。
「チビ」同士、
「ムッ
クリ」「モッコリ」盛り上がって生きていきたいものです。「ヘコ」たれることなく！
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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・フラットです。

11 月のベトナミスト・シンポ

三十五日間おフランス一周
～安南から来たパリジェンヌ研究・現地調査報告～
話題提供者：松岡怜奈先生
ベトナム皇帝に仕えたフランス人の父、ベトナム人の母を持つ女性・Marie Vannier（18221884）。偶然 Twitter で見かけた写真に魅せられ、憑りつかれたように調べ始めて早 2 年。手
がかりを求めて、今夏ついにフランスへ。カタコト仏語で駆けずり回った、35 日間の珍道中。
紙芝居方式で、現地の写真や動画をお見せしつつ、分かりやすく物語ります。

●開催概要
日時：2022 年 11 月 9 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）

●申し込み方法
11 月 1 日（火）までに事務局にメール（vnstclub@seagreen.ocn.ne.jp）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。会員の方
は「調整さん」に記入してお申し込み頂くことも可能です。「調整さん」のリンクは、後日、
メールでお知らせします。

●参加費の支払い方法
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。

●アフター・シンポ（懇親会）へのお誘い
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、
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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。

12 月のグルメ＆大忘年会

ベトナムのご馳走
日時：2022 年 12 月 11 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）

コロナ発生から３年目の冬を迎え、やっとみんなで集うことが出来そうです。美酒を片手
に美味しいベトナム料理を頬張り、ワイワイガヤガヤ大忘年会を思いっきり楽しみましょ
う！

御馳走と云えば豚肉と卵の煮物、夏のグルメで一番好評だったキノコと鶏つくねのス

ープでフォーを作ります。
＜メニュー＞
・ 旬魚のカルパッチョ
・ 豆腐白玉と蓮根の炒め物
・ 豚肉と卵の煮物
・ キノコと鶏つくねのフォー
・ あったかチェー

＜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、12 月 9 日（金）必着で
お申し込み下さい。
●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！
12 月 10 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。
（門田圭代）

テト前のホット・フラット大掃除
日時：2023 年１月 15 日（日）14：00～16：00（目安）
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毎年恒例となっている（と言いつつ、今回が２回目ですが）、テト前のホット・フラット大
掃除を今年も実施します。
１年間使い倒した「ホット・フラット」を少しだけ整理整頓して、一緒に新しい年を迎え
ましょう。勿論、ご多忙は承知の上ですが、この際、会員同士の絆を強めるためにも、是非と
もご参集頂ければ有難いです。
ご参加頂ける方は、事前に事務局にご一報頂けますと幸いです。当日の飛び入りも歓迎致
します。

2023 年のテトパーティ
日時：2023 年１月 22 日（日）12：30～（予定）
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）

恒例のテト・パーティーを、実に３年振りにホット・フラットで開催します。日程はまさ
にテト元日の 1 月 22 日（日）です。
2023 年のテト・パーティに関するお問い合わせを、ポツポツといただくようになりました。
そこで、詳細はまだ決まっていませんが、先行して日程を皆様にお伝えする次第です。進展
がありましたら、適宜、会員全員に配信されるグループメールでお伝えし、詳細は 12 月 1 日
発行の『モン・ナム』179 号でお知らせする予定です。
コロナは落ち着いたように見えますが、参加人数には 50 人という上限を設定する方向で考
えています。参加申し込みの締め切りは 1 月 10 日（火）の予定です。またテトパーティ前日
の 1 月 21 日（土）には料理の仕込みなど準備をします。お手伝い頂ける方は、ぜひお力をお
貸しください。

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。

9

モン・ナム

第 178 号

2022 年 10 月 1 日

●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」）
もうとする企図です。
「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無料体験受講をお試しください。どれか 1 つのコースに登録し
て頂ければ、どのコースを受講していただいても結構です。
●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。
●受講開始は随時。無料体験受講のお申し込みやお問い合わせは事務局まで。

★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
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）
1 月 10・17・24・31 日／2 月 7・14・21・28 日／3 月 7・14・28 日（28 日は予備日）
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。
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）
1 月 7・14・28 日／2 月 4・18・25 日／3 月 4・11・18・25 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。
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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）

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
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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
9 月のベトナミスト・シンポ

私が会った人たちはみな人間らしく生きていた
～３０年のベトナム北部で暮らして感じた３つのこと～
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

9 月 26 日（月）に、小松みゆきさんをお迎
えして、ベトナミスト・シンポを行いました。
会場であるベトナミスト・ホット・フラットに
来られた方々に、オンライン（ZOOM）で視聴
された方々も加えると、30 人近い方が参加。
大半が懇親会にも残られて談論風発。参加者
同士の交流も行われ、熱気のあるシンポとな
りました。

小松さんは、あえてご紹介するまでもないかと思いますが、1992 年から 2022 年まで 30 年
間にわたりハノイに住まわれ、様々な活動をして来られました。認知症のお母様とベトナム
で暮らされた 13 年間を書かれた『ベトナムの風に吹かれて』（角川文庫）や、第二次世界大
戦終了後にベトナムに残った日本兵とそのベトナム人家族の歴史を追った長編ノンフィクシ
ョン『動きだした時計』（めこん）などの著書を出しておられます。

シンポでは、それらの著書に書かれた話ではなく、30 年間のベトナム生活で小松さんが遭
遇した体験談をとても具体的に語ってくださいました。
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例えば……
「ベトナム人はとにかくマイペースで人間的。笑いたいときに笑い、泣きたいときに泣く。
基本には『自分の感情を表すのは当然のこと』という考え方がある」
「1990 年代のハノイの国営百貨店には笑顔がなかった。日本から来た人間はショックを受け
てしまう。それは『作り笑いはしない』からであって、ベトナムの人が冷たいのではない。逆
にとても人情深い」
「食べることに手を抜かない。11 時頃に銀行に行くと、ご飯の炊けるいい匂いがしてくる。
授業中でも、ヒマワリやスイカの種といったベトナムのお菓子を、ポリポリ食べている」
「きちんと睡眠をとる。職場でも昼休みになると、会社の床に寝転がって、堂々と昼寝をす
る人もいる」
「旧暦にもとづいた行事や、昔からのならわしを大切にしている。今のハノイは７０階を超
える高層ビルが建つ都会になったが、伝統文化は今も変わらず人々の生活の中に生き続けて
いる」
「ベトナム人は『ラテン・アジア人』だと感じている。日常生活に笑いが多い。深刻な話をし
ているときでも、冗談をはさむことがある。これはベトナム人の粘り精神を支えるコツの一
つではないか」
など。

楽しいことばかりではなく、滞在許可を取るのが大変だったこと、1990 年代前半までは市
外に出るには移動許可証が必要だったことなど、今のベトナムでは想像もつかないようなご
苦労もされたようです。

今回のシンポでは、ベトナムと長い関わ
りを持つ方が集まってくださいました。ベ
トナム関連の共通の知人の話題で盛り上が
ったり、
「え？

この人とこの人が知り合い

だったの」というような意外な発見があっ
たりしたようです。そういった人と人との
出会い・つながりを、私達一人ひとりの今
後の活動に生かしていけたらと思います。

なお記事冒頭の写真は、シンポに参加されたフォトジャーナリストの村山康文さんがご提
供くださいました。末筆ながらご厚意にお礼を申し上げます。
文責：シンポ担当・中安昭人
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事務局からの活動報告
●9 月のスタッフミーティング報告
9 月 21 日（水）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、辻田さん、中山さん、西川さん、中安（50 音順）。

主な内容は以下の通りです。
・3 月までの行事の確認。テトパーティ、大掃除など。
・クラブの公式フェイスブックの今後の運用。
・「『モン・ナム』の字が小さくて読みづらい」という方への対応方法。
・会員同士が顔を合わせる機会を増やすには。
・クラブ創立 30 周年を迎えるにあたって。
など。

次回のスタッフミーティングは 11 月 2 日（水）18：30～の予定です。議題は 11 月 9 日
（水）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
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 1 日（木）

モン・ナム 179 号発行

12 月 10 日（土）

グルメの準備

12 月 11 日（日）

★グルメ

1 月 10 日（火）

テトパーティ・申込締切

1 月 11 日（水）

スタッフミーティング

1 月 15 日（日）

★大掃除

1 月 21 日（土）

テトパーティの準備

1 月 22 日（日）

★テトパーティ

2 月 1 日（水）

モン・ナム 180 号発行

3 月 1 日（水）

スタッフミーティング（シンポの準備）

3 月 8 日（水）

★シンポ
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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。

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。
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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。

「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
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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

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
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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。

５年ぶりのハノイ紀行
山中昌子
毎年のように大好きなベトナムへ行っていたのが嘘のよう。日本に住むベトナム人の友人
たちとも会う機会が少なくなり、長引くコロナ禍という状況で、私の中でベトナムという存
在が少しずつ遠ざかっていって戻ってこないかのようにも思えていたけれど……、海外渡航
ができそうな兆しが突如見え始めた時、私は仕事をできる限り前倒しにして進め、夏休みを
利用してベトナムへ発つ準備を進めた。

直行便の楽さと安さも相まって、ベトジェットエアを初めて利用することに。乗客は機内
の 3 割程度でほとんどがベトナム人家族といったところ。飛行中の機内は賑やかすぎて、ま
るで動物園かと思ったのは一瞬、冷静に考えると動物園はもっともっと静かだ。子どもたち
がひと時も休むことなく騒ぎ続けるが、添乗員や家族がそれを注意するような素振りを見せ
ることもない。乗り合わせた家族同士の会話も広がり、微笑ましいをゆうに超えて本当にひ
どい旅立ちだと思ったが、ふいにノイズキャンセリング機能のついたイヤホンを持っていた
ことを思い出し装着。これからの数時間を命拾いしたかのように思えた。

７月下旬、ハノイのノイバイ（Nội Bài）
空港に約５年ぶりに到着。外に出ても日本
にいた時ほどの暑さは感じない。以前は空
港にいるタクシー運転手と直接交渉をし
たり、馴染みの運転手に来てもらったりし
て市内へ向かっていた私。しかし今回は宿
泊先をスマートフォンのアプリを利用し
て予約。その際アプリに促されてタクシー
も予約していた。これが思った以上に便利
で安心。値段も既に決まっているのでドラ
イバーと揉めることもなく（笑）、すんなりと目的の滞在先へ到着することができた。

今回の旅で、私はハノイに留学していた頃に憧れていたことを実現することに。それは首
都ハノイ最大の湖、タイ湖（Hồ Tây）のほとりで生活することだった。ここは市内中心部の
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喧騒とは一味違った落ち着きのあるベトナムを感じることができる。在住外国人も多く住み、
別荘や高級住宅地がある地域だと耳にしていた。私はここで、ホテルではなくお気に入りの
アパートを見つけて連泊することにした。この辺りには、早朝に美しい蓮の開花を楽しめる
蓮池の名所もある。残念ながら私が訪れた時はシーズンが終わりつつあったが、蓮のつぼみ
の束を自転車や道端で売る人をちらほら見ることができた。それは、ハノイの日常を切り取
りたくなるような美しい光景の一つだと私は思う。

到着後のアパートの部屋で一息した後、タイ湖の中に
突き出た半島の先端に位置する西湖府（Phủ Hồ Tây）と
いう神社まで歩いて行ってみることにした。気付けば日
射しが真上から降り注ぐような、人もバイクもほとんど
すれ違うことがない危険な時間帯に出歩いていた。背中
を滝のように汗が流れているような気はするが気にな
らない。アドレナリンが出ているのか、むしろスキップ
したくなるほど気分がよくて仕方がない。水を得た魚と
は言い得て妙。まさに自分のことだと思った。ベトナム
に来て目にするもの全てに懐かしさを覚え、愛おしく思
えてくる。途中、何重にもぐるぐる巻かれて束になって、
地上すれすれの位置にまで落ちている電線を見つけると、これ！これ！と更に気分が上がる
私。こんな所でも発見するこの黒い束のなんともいえない安心感。眩しく煌めき光る湖面が、
コロナの感染が高止まりしていた日本を抜け出してきた解放感とともにひとしおに輝いてい
るように感じる。

久しぶりに来たハノイは、車の割合がいくらか多くなっているように感じた。健康志向が
高まっているのかスタイリッシュな自転車に乗っている人も多く見かけた。私はタクシーが
呼べる配車アプリを使ってバイクタクシー（Xe ôm）をよく利用した。ただ一度、振り落とさ
れそうな恐怖で後ろの取っ手に必死に捕まり、声も出せないほどの走りをする若いドライバ
ーにあたったこともあった。また別の恐怖と言えば、タイ湖周辺では大型の野犬によく出く
わした。狂犬病のワクチンを打ってこなかった私は、怖がる素振りを一切見せないよう何度
も真顔で野犬とすれ違った。

旧市街へ遊びに行った時、観光客は数えるほどしか見かけなかった。Google Map という
とても便利な機能の情報を頼りに美味しい店を捜し歩いたが、行く先々の店が廃業して新た
な店へと変わっていたり見当たらなかったりすることが何度かあった。一方、ベトナム料理
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の美味しさは何年経っても変わっていない。朝の散歩帰りに立ち寄って買ってみた卵焼き入
りバインミー（Bánh Mì Trứng）は、今すぐにでもあの味を思い出せるほどの絶品だった。私
にしてみれば、ハノイも大阪と同じく食い倒れの街ではないかなと思う。帰国後に数 kg 増量
することは想定できたが、悲しくもやめられなかった。食べ歩きの調理の待ち時間には、近
くの客や子どもと会話する。道すがら出会うおばちゃんとも笑顔を交わし、会話が成り立つ
こともある。そう、だからベトナムは一人旅でも全然淋しく感じないのだと思った。

蝉のジリジリした大きな鳴き声に起こされていた大阪の朝とは違って、滞在先のアパート
の部屋では毎朝小鳥のさえずりが優雅に私を目覚めさせてくれた。ベトナムでは定番だと思
っていた鶏の鳴き声はここでは聴こえてこない。たった４日間程の生活だったが、湖畔で旧
友と会って食事をしたり、定期的に散歩やコーヒーを飲みに行ったりと、自由気ままで穏や
かな日々を過ごしたりしたことで、私のカサついていた心がどんどん潤っていくようだった。

留学当時は完成することが想像もつかな
かったが、昨年 2021 年 11 月にハノイ市で
（やっと）開業したベトナム初となる都市
鉄道を、ドンダー湖（Hồ Đống Đa）越しに
望むことができた。紅河（Sông Hồng）にか
かる 1700m の鉄橋、120 歳のロンビエン橋
（Cầu Long Biên）は、来年 2023 年から全
面改修するという。人々の生活や歴史を長
い間見つめてきたであろう趣と存在感のあ
るこの橋を目に収めることができたことも、今回の旅のいい思い出となった。ふと橋を眺め
ながら、私は変わることの良さと変わらないことの良さについて想いに耽ったが、新しいロ
ンビエン橋を目にすることを楽しみにまたハノイに戻って来たいと思う。

＜次号「地方の友人宅でホームステイ」を寄稿予定＞

連載：孤独のベトナムグルメ・その３

スースーベトナム（XuXu Vietnam）
西川晴夫
前回紹介した「ハノイフォー333」と同じ「うえほんまちハイハイタウン」の中にある「ス
ースーベトナム」というお店です。こちらは 2 階にあります。店名の「スースー」はオーナ
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ーの名前です。ホーチミン出身の女性で、コックさんもホーチミン出身の女性。店員さんも
ホーチミン出身の女性です。フォーは少し薄味でした。

店名

スースーベトナム（XuXu Vietnam）

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 2F

アクセス

近鉄上本町駅徒歩 3 分

電話番号

080-6718-6063

営業時間

11：00~22：00

定休日

火曜日

ウェブサイト

https://www.facebook.com/XuxuRestaurant

訪問日

2021 年 12 月 2 日

ハノイ貿易大学で「日本型経営リレー講座」が開講！
中本修一
8/26（金）、ハノイの貿易大学にて同校日本語学部「高度ビジネス日本語コース」の３・４
年生向け「日本型経営リレー講座」の開講セレモニーが執り行われました。
本件は、昨年 11 月のチン首相訪日の際に締結した貿易大学・三谷産業・みずほ銀行の 3 者
間 MOU（協力覚書）に基づき、ベトナムで活躍する日系企業 8 社（＊）によるリレー講座を
本年 9 月より約 1 年半かけて提供するものです。
＊三谷産業、大成建設、日本航空、トヨタ自動車、みずほ銀行、イオンモール、双日、NTT デ
ータ（講義順）講師は、日本本社の役員及び現地法人トップが務め、リレー講座は大学の正
式単位として認定されます。

本プロジェクトは、貿易大学からの要請に基づき、三谷産業・みずほ銀行が共同で、協力
企業の選定、講座の企画を実施しました。当初は当行の親密先を中心に協力の要請を行いま
したが、
（企業カラーの偏りを避けるべく）途中より日頃当方と接点のない企業に対しても打
診してみようということとなり、その中の 1 社として「トヨタ自動車ベトナム」にアプロー
チしました。たまたま小職が同社の上田社長・岡村氏とはハノイ外語会（東京外語、大阪外
語、阪大外国語学部同窓会）を通じて接点があったことから、本件趣旨の説明に伺ったとこ
ろ、ご賛同頂き快くお引き受け頂けました。また、幸運なことにトヨタ自動車本社サイドか
らはシンガポール地域統括会社 CEO の Tien Quoc Hao 氏（ベトナム系カナダ人、サイゴン
生まれ）からご講義頂けるとのことで、まさにベトナムとの縁を感じた出来事でした。
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先日 9/15（木）に三谷産業による初回講義が開始し、100 名を超える学生の参加となりま
した。講演後の Q＆A セッションでは多くの学生からの質問があり、学生の「日本型経営」に
対する関心度合いの高さを認識することができました。私自身今年 10 月の帰任が決まりまし
たので、リレー講座全講義を受講することは叶いませんが、本リレー講座が来年の日越国交
樹立 50 年を盛り上げるイベントとなること、また受講生の中から 1 人でも多くの「日越友好
の懸け橋」となる人材が生まれることを切に願っております。

第 1 回目授業風景写真（筆者撮影）

路地裏から見た「ベトナムは今」・第 32 回

ベトナムでコーヒーを楽しむ
中安昭人
ここのところ、毎週のように知人が日本からベトナムに行ったり、また逆にベトナムから
日本に来たりしています。私はうらやましくて仕方がありません。そんな私がベトナム行き
を実現できたら、最初にやりたいことの一つが、サイゴン川の川岸にある林間のカフェでベ
トナムコーヒーを飲むこと。そんなわけで今回は私のコーヒーの楽しみ方を少し紹介します。

ベトナムの喫茶店における基本メニューは次の４つになるでしょう。
ホットブラックコーヒー

cà phê nóng / cà phê đen nóng

アイスブラックコーヒー

cà phê đá / cà phê đen đá

ホットミルクコーヒー

cà phê sữa nóng / cà phê nâu nóng

アイスミルクコーヒー

cà phê sữa đá / cà phê nâu đá

ベトナミストの皆様には「釈迦に説法」だと思いつつ説明すると、それぞれのコーヒーに
２種類のベトナム語があるのは、南部と北部で呼び方が異なるから。左側が主に南部、右側
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が主に北部になります。私が初めてハノイに行ったときには、ブラックを「黒いコーヒー」、
ミルク入りを「茶色いコーヒー」と呼ぶのに戸惑いました。

南部と北部では、アイスコーヒーの出し方が異なります。私が住んでいた南部では、cà phê
đá を頼むと、大きなグラスにたっぷりと氷が入っているアイスコーヒーが出てくるのが普通
でした。ところが、北部では、小さなコーヒーカップに入ったホットコーヒーと、グラスに
入った氷が出て来ます。

初めてこれを出されたときは「私が飲みたいアイスコーヒーは、これではない」と抗議を
してしまいました。お店の人に「アイスコーヒーとは……」と説明すると、店主のおじさん
は破顔一笑。「そういうアイスコーヒーを飲みたければ、cà phê đá Sài Gòn って注文するん
だよ」と教えてくれました。それでも半信半疑の私に彼はメニューを指差します。そこには
確かに cà phê đá と cà phê đá Sài Gòn の２つが書かれていました。

これも「ベトナムのカフェの常識」ですが、ベトナムのブラックコーヒーは基本的に「砂
糖入り」です。私がベトナムに通い始めた 1990 年代後半は、「砂糖抜きで」と頼んでも、甘
いコーヒーが出てくることが少なくありませんでした。
「砂糖抜きでって、お願いしたでしょ」
と確認すると、「だからスプーン１杯分しか入れなかったよ」。まったく砂糖抜きにして欲し
いのだとお願いすると「それでは美味しくないよ」と不思議そうな顔をされたものです。

最近でこそ、
「砂糖抜き」を注文すると素直に受けてくれるようになりましたが、それでも
ブラックコーヒーには砂糖が入っているのが基本です。砂糖抜きを希望する場合は、không
đường と言い添える必要があります。「微糖」がお好みなら ít đường です。

ちょっと困るのが「甘くないミルクコーヒー」を頼みたいときです。なぜならベトナムで
コーヒーに入ってくるミルクは、基本的に甘い練乳だからです。私は「cà phê sữa đá」と頼
んだ後で、
「sữa tươi でね」と言葉を足すようにしていました。そうすると、ブラックコーヒ
ーに、普通の牛乳が入った小さなピッチャーを添えて出してくれます。

ただし 100％そうとは限りません。
「甘くないミルクコーヒー」を注文する人は少ないのか、
お店によって対応がまちまちなのです。ベトナムでは、牛乳も「加糖」タイプが少なくなく、
sữa tươi と言っても甘いミルクが出てくることもあります。そういうわけで、甘い飲み物が
苦手な私は、さらに không ngọt と念押しすることもありました。
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同じカフェに何度か通うと私の好みを覚えてくれ、普通に cà phê đá と注文しただけで、
甘くないコーヒーを出してくれるようになります。便利な半面、困ったことありました。初
めての店でも không đường とお願いするのを忘れてしまうのです。しかしそこは融通が利く
ベトナムのこと。
「実は甘いのは駄目なんです。砂糖抜きでお願いしたいんですが」と言うと、
笑顔で「分かりました」。追加料金なしで không đường を作り直してくれるのです。

ベトナムのコーヒーは日本に比べるとかなり濃いです。普通に cà phê nóng を頼むと出て
くるのは、日本で言うところの「エスプレッソ」並の濃いコーヒー。
「少し薄くしたいな」と
いうときは thêm nước と頼みます。すると白湯を足してくれるか、もしくは白湯の入ったカ
ップを持って来てくれるでしょう。これはアイスコーヒーの場合でも同じです。

私は、ベトナムのカフェを楽しむポイントは「いろいろ注文をつけて自分の好みに合わせ
てもらうこと」だと思っています。私はかなり「口うるさい客」でしたが、お店は常に笑顔で
私の希望をきいてくれました。皆様もカフェで素敵な時間を過ごされますように。

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 10 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
「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。
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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
堺市の中原智子様よりドン・ドン基金へ 3 万 6700 ドンの寄付を頂き 9 月 6 日計上しました。
残額：7,281 円（円に換算して）＋268 万 1700 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。
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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

10:00

ベトナミスト・

11:00

日本画教室

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
ュアップコース

16:00
17:00

語学ビギナー

18:00
19:00
20:00

日

語学ビギナー
ズ・コースⅠ

ズ・コースⅡ

スタッフ・
ミーティング
／シンポ

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。
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●編集後記●
前号の呼びかけに応じて、山中昌子さんが表紙候補の写真を４点送ってくださいました。
どれも甲乙つけがたいいい写真です。その中から１点を選んで表紙に使わせて頂きました。
他の皆様もぜひ気軽にご応募ください。お待ちしています。さて今回は編集作業の舞台裏を
少し紹介します。もっとも難しいことはしていません。基本的には冨田先生と会員の皆様か
ら頂いた原稿と写真を、ワードで作ったフォーマットに流し込むだけ。これだけなら 1 時間
もあれば終わってしまいます。私なりにちょっと心がけているのは「キリのいいところに改
ページが来るようにすること」です。これが「あちらを立てればこちらが立たず」で、意外と
時間がかかります。主に写真のサイズを変えることで調整していますが、もう 1 つの方法は
「自分の原稿を書き足したり削ったりする」こと。今回はページ数がちょうど偶数になるよ
うに、私の原稿を削りました。印刷する時には偶数ページが好都合だからです。誌面ができ
たら事務局の方々に送って校正をしていただきます。ここでお恥ずかしい見落としを指摘頂
くことが少なくありません。さあ、今号の制作もそろそろゴール間近です。
（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
TEL/FAX：06-6358-6340

2階

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メールまたはファックスでお寄せください。
●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・中安：毎週火曜日の 14：00～17：00
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