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巻頭言 

「葬」と「喪」の間（はざま）から 

（冨田健次 ベトナミスト・クラブ代表） 
 

 わがベトナム語には、「繋ぐ」という言葉 nối に対して、その「繋ぎ目」を表す mối という

言葉があり、それ一語で「関係」そのものを表したり、その関係の「糸口」「発端」「端緒」を

指したり、そこから生じる濃厚な「感情」そのものを表現したりすることさえあります。そ

のすべてがあらゆるモノ、コトそしてナサケの「結び目」を一言で言語化していてベトナム

語の凄みを感じます。関連の語として思い浮かぶのが、各所を「結ぶ」lối「道」、足の腿とふ

くらはぎを結び付ける gối「膝」、千々に乱れて「結ばった」rối、その乱れをまとめた「まげ」

や「お下げ」は bối や búi と言い、枚挙に暇がありません。「結ぶ」nối に発する語彙の多さ

は驚異的です。「結ぶ」にしろ「繋ぐ」にしろ、「端緒」の「緒」にしろ、すべてその漢字に

「糸」が含まれているように、あらゆる人間、いや森羅万象は見えない「糸」で結ばれてい

て、その「結び目」mối にこそ、その関係性の「有り様」が凝縮されているのではないかと最

近しきりに考えています。 

 

 「絆（きずな）」の語には「綱（つな）」が含まれている筈で、この「つな」の動詞形が「繋

（つな）ぐ」に違いなく、その「引（ひ）き」の強さが「きづな」になったのではと私は勝手

に考えています。「きずな」と書く振り仮名はやはり問題です。その「絆」が切れてしまう決

定的な事件が今年、集中的に起こってしまいました。 

 

 私事（わたくしごと）でこの場をお借りするのは本当に心苦しいのですが、お許しを乞う

ことにして、先ずは今、世の中を大いに騒がせているあの旧統一教会との係わりについて一

言申し上げます。私もこの旧統一教会の関連団体と指摘されている WFWP（世界女性平和連

合）と言う団体とこの数年間、絆を結んでいたことを告白しなければなりません。私はこの

団体が「女性連合」と言う名であり、国連の公認団体として、主として日本で学ぶ外国人女

子留学生の支援に力を入れ、毎年弁論大会を開いて彼女達に日本語能力向上の機会を与え、

日本の若者にも彼女達のありのままの姿を見せ、日本人、日本語、日本の生活についての率

直な意見を直接聞ける場を提供して共に考える素晴しい活動と共感して、協力を続けてきま

した。 

 

 コロナ禍で、この２年間は活動を休止していましたが、要請があればいつでも引き受ける

覚悟でいました。安倍さんの事件が起こるまでは。 
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 私はこの弁論大会の審査委員を引き受け、時には審査委員長、ある年は大会実行委員長を

引き受けたこともあります。この団体に係わるようになったのは、教え子のあるベトナム人

留学生からの要望でした。この女子留学生は大学院在籍中この団体からずっと奨学金を支給

してもらっていたと言い、その弁論大会でも入賞し、いつぞや喜んで報告に来ていたことを

今、思い出しました。何かおこぼれのプレゼントをくれたのかもしれません。そして院修了

後、母国に帰ってから、彼女からの紹介と言うことで一人の女性が現れ、是非この弁論大会

の審査員を引き受けてくれとの要請もあり、教え子のたっての願いとも聞き何も考えずに引

き受けることを約束しました。 

 

 全国各地に支部があり、各地域で予選の会があり、３段階ほどを経て全国大会に進み優秀

者を表彰する大がかりなもので、随分と費用もかかっていたと思われます。国連との関わり

があると言うのでその資金の一部は国連から出ているのかなとずっと考えていました。各大

会は各国大使館・領事館の後援を受けていることが明記されていましたし、もしかしたら協

賛金なども出ているのではないかと漠然と考えていました。 

 

 しかしある時、大阪大学の学生向け広報でカルト集団への注意事項の中に注意すべき集団

の発行する雑誌としてこの集団の名前があるではありませんか！ 確かに、弁論大会の都度、

開始１０分ほどビデオ上映があり、その中であの韓鶴子という女性が登場し、彼女がこの団

体の主催者なのではと思わせる場面を目にしていましたから、少なくとも旧統一教会とは何

らかの関係はあるものとは感じていました。しかも、やはり弁論大会の冒頭で、国会議員や

地方議会議員の挨拶やその家族による代理挨拶などがあることにもやや違和感と疑問を感じ

てはいましたが、学校行事の来賓挨拶ぐらいの認識しかなったことは悔やまれます。主宰者

の熱意に蔭りを感じることは全くなく、国連の名も度々、口に上り、やはり目が曇ってしま

っていたと思うしかありません。 

 

 安倍さんがその目を見事に晴らしてくれました。旧統一教会は世界平和統一家族連合とい

う団体に名を変え、各種「友好」団体を隠れ蓑にして旧統一教会やかつての勝共連合の活動

や運動を継続させ、多くの信者を洗脳し、その二世、三世までを苦しめ続けていることが一

気に明るみに出ました。考えてみれば、留学生弁論大会に係わる費用もやはり大元は信者か

らの自主的・強制的献金であったことになり、やはり罪悪感を持たざるを得ません。何も知

らない留学生やその支援者を一体となって大いに動員したことを今となっては後悔するしか

ありません。絆を築いた大会関係者の方々がどれほどの自覚を持って活動をされていたのか

は分かりませんが、やはりその絆を見直すしかありません。これによって留学生への支援も
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途切れて不利益を蒙るかも知れませんが、致し方ないと思います。巧妙な糸、巧妙に張りめ

ぐらされた蜘蛛の糸には注意を怠ることはできません。 

 

 もうひとつ重大な事件を告白しなければなりません。この８月に配偶者という人生最大の

絆を失くしてしまいました。暑い盛りにクーラーの調子がおかしくなり、おまけにコロナワ

クチン接種の翌々日のことで、おそらく高熱が出て心臓に負担がかかったのだと思います。

起きぬけにフトンに倒れ込んだままのあっけない死でした。少し発見が遅れたために、警察

の厄介になり、不審死に数えられて遺体をなかなか返してくれず本当に断腸の思いでした。

この様な案件がその時期には物凄く多く、検死の医者が逼迫して手がまわらないとのことで

した。はっきりした死因と死亡推定時刻が分からなければ検案書が作れず荼毘には付せない

と言うことで苦痛が強いられました。まさか 1 ヶ月も遅れるとは思いもよりませんでした。

一部の方を除いて皆さんに報告が遅れたのは上のような事情があったためであり、この場を

お借りしてお詫び申し上げます。 

 

 その間に二つの「国葬」があり、「国葬」のあり方について一般の人以上に考えさせられ、

大学の授業等でも取り上げさせてもらいました。 

 

 一つは英国のエリザベス女王のそれで、実は、私の妻もほぼ同時期の死であり、もともと

大学で英米語を専攻していたこともあり兼ねてよりエリザベス女王への敬愛は口にしていま

したし、最後の海外旅行もイギリスでしたから、夫としては妻はエリザベス女王と共に天国

へ旅立ったとおこがましくも考え、９月８日を命日にしようと思っています。 

 しかしそれにしても見事な「国葬」でした。さすがイングランド大帝国の威厳を見せつけ

るものでした。国民が一丸となって「喪」に服す、文字通りの「国喪」でした。 

 

 それに引き換え、もう一方の「国葬」はどうだったでしょう。いやいやあれは「国葬」では

なく「国葬儀」であると途中から呼び名を換えて、国民の批判をかわしてまでの強行、いや

「凶行」。国民が一丸となって喪に服してこそ「国喪」であり、「国葬」は「国喪」と同義でな

ければならないのです。 

 

 わがベトナム語にも、「国葬」quốc táng、「国喪」quốc tang の両語とも存在しますが、前

者は「国」が喪主になって「葬る」というあくまで形式を言うだけで、真に「国民」が喪主に

なって喪に服す時は後者の「国喪」と呼ぶべきことを教えています。つまり真の「国葬」は

「国喪」でなければならず、「国喪」が実現されない「国葬」はあり得ない訳で、日本の今回

の場合、「国葬」は成立しなかったと考えなければなりません。せいぜい「党葬」に留めるべ
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きで、国費（税金）での葬儀は許されないことになります。自衛隊の動員など「国軍」の私物

化も甚だしいと思います。 

 

 因みに、ベトナム語では「葬儀」も「喪礼」tang lễ と呼び、喪に服する初日の儀式と考え

ていますし、「葬列」もベトナム語「群れ」đám に「喪」tang をつけ đám tang とし、あくま

で「喪列」です。因みに「葬」táng はただただ「葬り方」のみを言い、「火葬」hỏa táng など

と用いるのみです。 

 

 １年の締めくくりに、この様な暗く辛気臭い話に終始して申し訳ありませんでした。来年

こそは更に更に明るい、楽しい年にしたいと心から願っております。皆さん、どうか良いお

年を！ 

 

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。 

 

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、ベトナム人 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（Gỏi cá theo mùa） 

・ 豆腐白玉と蓮根の炒め物（Viên đậu hủ xào củ sen） 

・ 豚肉と卵の煮物（Thịt kho trứng） 

・ キノコと鶏つくねのフォー（Phở nấm, gà viên） 

・ あったかチェー（Chè đậu nóng） 
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＜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 5 日（月）必着で

お申し込み下さい。※準備の都合上、申し込み期限を繰り上げました。 

●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。 

（本永圭代） 

 

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） 

 

 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、ベトナム人 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。 

 コロナは落ち着いたように見えますが、参加人数には 30 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。 
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3 月のベトナミスト・シンポ 

『韓国軍はベトナムで何をしたか』に記していない 

７つのエピソード 

話題提供者：村山康文さん（フォトジャーナリスト） 

 ３月のシンポの話題提供者は、フォトジャーナリストの村山康文さんをお迎えします。 

村山さんは、20 年以上前からベトナムにこだわって活動を続けておられ、特にベトナムにお

ける社会問題を取材してこられました。2022 年８月に小学館新書から上梓された『韓国軍は

ベトナムで何をしたか』は、村山さんが何年もかけて取材してこられたテーマ。韓国・ベト

ナムの現代史のタブーに切り込んだ野心作として話題になっています。 

 

 シンポの内容について、村山さんから以下のようなご案内を頂きました。 

「『韓国軍はベトナムで何をしたか』に記していない７つのエピソード」というタイトルで、

自己紹介やベトナムでどのような取材をしてきたかから始め、小著に書いていない部分や取

材時の裏話などをお話したいと考えております。加えて、普段あまり見ることのできないベ

トナムをご紹介したいと思います。（村山康文さんより） 

 

●開催概要 

日時：2023 年 3 月 8 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 

 2 月 28 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。 

/Users/nakayasuakihito/Documents/書類_業務・受託/ベトナミスト・クラブ_2020/モン・ナム178号/vnstclub@seagreen.ocn.ne.jp
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●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、

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」）

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。 
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★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 

 

●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。 
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●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 日／４月１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）。 

 

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） 

 

spike03.06.15@docomo.ne.jp
http://giaoluuyaoryu@gmail.com/
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日本画教室 
 白潤会のベテラン画家が、日本画に親しむ方法をやさしく教えてくださいます。ベトナム

人の参加もお待ちしております！ 

日時：毎月第１・第３土曜日の 11：00～15：00（原則。変更あり） 

費用：各回 1,500 円（学生・ベトナム人 1,000 円）、道具一式 1,000 円（初回のみ） 

講師：白潤会メンバー 

 

漢詩を日本語とベトナム語で読む会 
 日本語学習者とベトナム語学習者のための漢詩クラスです。 

 ベトナム人留学生から日本語力をつけるため、日本人がなじみのある漢詩を読みたいとい

う希望がありました。日本人の教養の根幹とも言える漢詩を通じて、漢字能力の向上に役立

ててもらうことは嬉しいことです。その一方で日本人にとっては、漢詩をベトナム語で音読

出来る事は、唐代の中国語の音韻を知り平仄を理解する上で、大変役に立ちます。オンライ

ンでの参加も可能です。 

 

日時：毎月第４土曜日 15：00～16：00 

費用：無料 

講師：辻田順一先生 

講座の進め方について：ベトナム語による詩文と現代語訳はインターネットからプリントア

ウトして用意します。 

教材：講師が用意します。参考テキスト「日本語力がつく漢詩 100 選」 

目標：日本語学習者および日本語教育担当者にとっては、漢詩を通じて、漢字能力を高める

こと。ベトナム語学習者は、漢詩のベトナム語音読を通じて、正確なベトナム語の発音を目

指すこと。 

 

イベント報告 
 

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：松岡怜奈さん 

日時：2022 年 11 月 9 日（水）19：00～20：30 
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 「安南から来たパリジェンヌ」とは Marie Vannier（マリー・ヴァニエ）さん。彼女は、ベ

トナム最後の王朝であるグエン朝に仕えたフランス人男性を父に、フエに住むカトリック教

徒のベトナム人女性を母に持つ女性です。 

 彼女が生きたのはどんな時代だったのでしょうか。 

 

 グエン朝が成立したのが 1802 年。彼女が生まれたのはその 20 年後にあたる 1822 年です。

当時、西欧列強がアジアの国々の植民地化を進めていました。フランスは 1858 年から 1862

年の仏越(フランス・ベトナム)戦争を経て、ベトナムの一部を手に入れます。その後もフラン

スは植民地化を進め、ベトナム全土を保護国化したのが 1884 年。マリーさんは、その年にフ

ランスで亡くなっています。享年 62 歳。 

 

 今回の話題提供者である松岡玲奈さんが、マリーさんのことを知ったのは、Twitter で偶然

に見かけた 1 枚の写真だったそうです。フランスとベトナムの関係が激動していた時代に、

両国の血を引いて生まれてきた一人の女性に興味を持った彼女は、日本で予備調査をした後、

マリーさんの足跡を訪ねてフランスを訪問します。 

 今年の 7 月 5 日から 8 月 8 日の 35 日間で、フランス国内 12 都市を回りました。ついにそ

の子孫に会うことに成功し、マリーさんにゆかりがある歴史的に貴重な品々にも出会います。 

 

 シンポではフランスでの現地調査の

様子を、豊富な現地の写真と共に、ドラ

マティックに語ってくれました。用意し

てくださったパワーポイントのスライ

ドは、実に 139 枚。松岡さんと一緒に、

パリ、エクサン・プロヴァンスなど、マ

リーさんの足跡を追い求めて一緒に旅

をしているような気分になりました。 

 

 

●シンポに参加出来なかった方へ朗報！ アーカイブを視聴頂けます。 

 このシンポに関して、「スケジュールが合わなくて参加できなかったが、当日の動画がある

なら有料でいいので視聴したい」というお問い合わせを何本か頂いています。 

 そこで、視聴希望の方にはシンポを見て頂けるリンクを用意しました。ただしシンポ自体

を有料で開催していますので、無料というわけにはいきません。料金は 800 円にしました。 

 ご希望の方は、まずはベトナミスト・クラブ事務局宛にメールでご連絡ください。料金の
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振り込みを確認し次第、事務局から（１）動画のリンク、（２）当日配布したレジュメ、（３）

当日映写したスライド、をお送りします。 

 お申し込みの前に、一つお詫びがあります。当日はネットの接続状況が不安定だったため、

一部、録画が中断している箇所があります。その点、あらかじめご容赦ください。 

文責：シンポ担当・中安昭人 

 

『ひまわり学園』園長の Thế Vinh 先生ご一家をお迎えして昼食

会を開催しました 

日時：2022 年 11 月 12 日（土）19：00～20：30 

 我がベトナミスト・クラブの「アイドル」であり、孤児・障がい児教育機関『ひまわり学

園』園長先生である「隻腕のギタリスト」Thế Vinh 先生が妻子連れで来日され、11 月 12 日

(土)に、Nhà Việt Nam こと我がベトナミスト・クラブで歓迎昼食会を行いました。 

 教え子のベトナム人の皆さんが盛りだくさんの料理を持って来てくださいました。生春巻

き、揚げ春巻き、ベトナム風カレーなど。盛大な中にも、アットホームな雰囲気の歓迎会に

なりました。ギター演奏付きで皆さん夢見心地でした。 

 ベトナミスト・クラブでは、今後も Vinh 先生の活動を日本から応援しています。Vinh 先

生、奥様、お子さんをはじめ、皆様の益々の健勝をお祈りします。 

 

Vinh 先生のフェイスブックページ 

https://www.facebook.com/nguyen.vinh.9828 

 

https://www.facebook.com/nguyen.vinh.9828
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事務局からの活動報告 
●11 月２日（水）のスタッフミーティング報告 

 参加者は冨田先生、藤原さん（事務局）、鵜飼さん、小谷さん、中山さん、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。 

・クラブ創立 30 周年を迎えるにあたって、（１）名刺を作る。（２）会員名簿を整備する。 

など。 

 

●11 月 30 日（水）のスタッフミーティング報告 

 参加者は冨田先生、藤原さん（事務局）、高岡さん、中山さん、中安（50 音順）。 

 主な内容は以下の通りです。 

・12 月 11 日のベトナミスト・グルメ、1 月 22 日のテトパーティの段取り確認。 

・その他３月までの行事の確認。大掃除、3 月のシンポなど。 

・30 周年記念行事としての名刺作成、会員情報の整備作業の進捗確認。 

など。 

 

 次回のスタッフミーティングは 2023 年 1 月 11 日（水）18：30～の予定です。議題は 1 月

22 日（日）に行う「テトパーティ」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 

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。 

 

★化粧品関連販売営業職で働いてくださるかた 

 会員の李賢一さんから求人情報を頂きました。以下のようなお仕事・条件に興味をお持ち

の方が、皆様の周囲におられましたら、李さんにご連絡頂けますでしょうか？ 

 

＜求人内容＞ 

化粧品関連販売営業職 

1）EC サイト管理経験者（運搬等もあるので出来れば男性） 

2）イラストレーターやフォトショップの基本的な操作ができる 

3）最低週２、３日出勤可能 

4）普通自動車免許保有 

 

＜連絡先＞ 

Hyunil Lee (李 賢一）／SCRUM INC（有限会社スクラム） 

mail : hilee@scrumjapan.co.jp／HP  : www.scrumjapan.co.jp 

 

★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。 

hilee@scrumjapan.co.jp
http://www.scrumjapan.co.jp/
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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。 

 

5 年ぶりのハノイ紀行・その２ 

地方の友人宅でホームステイ 

山中昌子 

 ハノイ市内から北西方向に車で１時間ほど

向かうと、ベトチ（Việt Trì）という実際の発音

が全く表せていない日本語表記の都市がある。

そこを私が訪れようと思ったのは、ベトナム人

にとって重要人物である建国の祖” フン王

（Hùng Vương）のお墓（Đền Hùng）があるか

らである。フン王を祀る信仰は広くベトナム国

民に浸透していて、2012 年にはユネスコが世

界無形文化遺産として認定したという。フン王
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の命日の旧暦３月 10 日は、ベトナムの数少ない祝日の一つであり、全国から数十万人!?とも

いう多くの人達が列をなしてこのお墓を参拝しに行くそう。その様子を写真で何度か目にし

たことのある私は、一度行ってみたいと思っていた。 

 

 そしてもう一つ、ベトチには仲が良いだけに憎たらしくなる時もある、妹的存在の友人 A

の実家がある。彼女の両親とも既知の仲だが、ベトナムで会うのは初めて。A のママが日本

滞在時に包丁で手に傷を負った時、日本語も分からず不安な状態で治療を受けるママに付き

添った、私は唯一の人である。（A とその兄は血を見るのが苦手で付き添いを拒んだ。）そう

いったわけもあり、「マイマイ（Mai は私のニックネーム）はいつ来るの？」と、ママは家族

同様に私のベトチ訪問を心待ちにしてくれていたそう。A の実家とフン王のお墓は車で 30 分

かからないという近さ。そのため「実家にはいつでも自由に行って泊まったらいいよ」と、A

は言ってくれていた。そう言われて自由に行けそうな気もしたが、私にも日本人らしい遠慮

が出てきて結局、実娘 A の家族がハノイに到着した後に合流し、一緒にベトチへ向かう事し

た。 

 

 A 夫妻と小学生以下の子ども２人と私の計５人でハノイ市内から車でベトチへ向かうと、

徐々に田園風景が広がってくる。午後３時頃に A の実家に到着。ママとパパとは携帯電話の

ビデオ通話を通して何度か会っていたが、久しぶりに生の笑顔が迎えてくれた。家に着いた

ばかりなのに、果物や特産という緑豆餡入りのちまきのような物など、続々と魔法のように

食べ物が床に並べられる。断っても断っても出てくる食べ物。ハノイを出発前には、自分で

もびっくりするくらいの量の昼食を食べ

てきたにも関わらず、食べ物を取る手は

止まらない。私も A もロボットのように、

目の前の食べ物を掴んでは口へ運ぶとい

う作業が繰り返す。２人は顔を見合わせ

て「やめられないね」と泣き笑い。ベトナ

ムへ来てから５日目。胃袋は伸びるだけ

伸びていた。その後は、腹ごなしも兼ね

て近所の公園や湖へ散歩しに行くことに

した。 

 

  午後７時頃に家に帰ってきてから、A がこそっと「お母さんが、マイが１人じゃ寂しいだ

ろうから一緒に寝ると言ってる。マイは嫌だろうけど、何も言わなかったよ」と私に耳打ち

する。到着時に案内された部屋のダブルベッドは私だけのものと思っていたけれど、あそこ
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にママと２人で寝るのか…実母とも義母ともそんな風に同じベッドで２人横たわって寝た記

憶はない。軽い驚きがあったものの断る理由はないので、ママのその淡い優しさを受け入れ

る事にした。 

 

 夜中 12 時頃になると、A に「お母さんはいびきをかくから早

く寝た方がいい」と言われて急いでベッドに向かい寝た私。目

覚めたのは朝 5 時ぴったり。いびきではなく、ママの携帯電話

から鳴り響く音楽で目覚める。それなのに、隣のママは 1mm も

動かない。ママと壁に挟まれた私は硬直状態で、ひたすら音楽

が止まるのを待つ。やっと止まったと思ったら、再び鳴り始め

る。２度目の音楽にも微動だにしないママ。私はもう完全に目

覚めている。そして２回目が鳴り終わったと思った途端、次は

電話の着信音が鳴る。驚くことに、それにはすぐに応答したマ

マ！電話口からはパパの声が漏れている。ベトナム語で「はい

はい」とモゴモゴ答えたママは、スッとベッドから降り下階へと降りて行った。気遣ってく

れてありがとう。私は同じベッドで少しも寂しい思いをしなかったよ、ママ。 

 

<次号「いざ、フン王のお墓へ！」を寄稿予定> 

 

連載：孤独のベトナムグルメ・その４ 

クアンコム 11（Quan Com 11） 

西川晴夫 

 ランチメニューや料理の種類はやや少なめ。料理を担当されてい

るのはホーチミンシティ出身の方だそうで、味は南部の味かなと思

います。日本人の好みに合わせているようでした。料理を持って来

られる店員さんは日本人で、私が行ったときには、お客さんも日本

人だけでした。 

 

 

店名 クアンコム 11（Quan Com 11） 

住所 大阪市天王寺区生玉前町 1-11 マックス 1F 

アクセス 地下鉄谷町 9 丁目駅 5 番出口徒歩 2 分 

電話番号 06-6105-3615 



モン・ナム 第 179号 2022年 12月 1日 

 

22 

営業時間 11：30~15：30、17：00~23：00 

定休日 月曜日 

ウェブサイト https://www.quancom11.com/ 

https://www.facebook.com/quancom11/ 

訪問日 2022 年 3 月 25 日 

 

路地裏から見た「ベトナムは今」・第 33 回 

ベトナムでコーヒーを楽しむ・２ 

中安昭人 

 前号の『モン・ナム』で、ベトナムでのカフェの楽しみ方を紹介したところ「ベトナムでコ

ーヒーが飲みたくなりました」というお便りを何人かの方から頂きました。実はあの記事は

ページ数の関係で、後半をバッサリ削除しています。好評にお応えして（図に乗って？）、前

号で削除した後半部分の原稿を復活させることにしました。 

 

 カフェの定番メニューの一つであるにも

関わらず、意外と知名度が低いのが bạc xỉu

（bạc sỉu という綴りも見ます）。日本のカフ

ェオレにいちばん近いのがこれだと思いま

す。「練乳入りの cà phê sữa では味が濃すぎ

る」「でもミルク入りのコーヒーが飲みたい」

というときにピッタリです。もちろんホッ

ト・アイスの両方があります。右に貼付した

のは人気カフェチェーンの一つ、The Coffee 

House のメニューです。 

 

 ヒットメーカーであるヴィクター・ヴー監督の『Passport to Love』というベトナム映画の

中に、bạc xỉu に関して印象的なシーンがありました。それは主人公の男性２人が、アメリカ

のフォー屋さんで食事をする場面。店員さんはヒスパニック系風の男性ですが、注文はすべ

てベトナム語で通じてしまいます。 

 

 食後の飲み物を注文する段階になって、店員さんが「cà phê sữa đá にしますか」と尋ねる

と、主人公は「いや、bạc xỉu をお願いします」。ところが（なまりはあるものの）ベトナム語

で対応していた店員さんが「一体全体、bạc xỉu って何ですか？」と首を傾げて立ち去ってし

まうのです。 

https://www.quancom11.com/
https://www.facebook.com/quancom11/
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 私は「cà phê sữa đá は旅行者でも知っているが、bạc xỉu を知っているのは在住者」のよ

うな立ち位置と認識をしていましたから、映画の中でのこのやり取りには納得しました。も

っともここ数年、bạc xỉu を紹介している日本語のブログなどが増えており、ベトナム在住経

験がなくてもご存知の方が増えてきました。 

 

 ベトナムに行ったら味わって頂きたい変わり種コーヒーとしては、卵入りコーヒーの cà 

phê trứng があります。このコーヒーを考案したというハノイの有名店・Cafe Giang（カフ

ェ・ジャン）が、横浜にお店を出して有名になりましたね。 

 

 1990 年代のホーチミンシティでこれを出す店は見つけられず、私はハノイに行ったときに

初めて飲みました。最初話を聞いたときは「気持ちの悪い飲み物だなあ」と感じましたが、

飲んでみるとおいしい。ある人が「ティラミスをコーヒーにした感じ」と形容していて、言

い得て妙だと思いました。 

 

 ココナッツミルクが入った cà phê dừa。これは cà phê trứng とは逆に南部の方が一般的

かもしれません。インスタントコーヒーも発売されています。日本の喫茶店では飲めないと

思うので、ベトナム土産にすると面白がってもらえるでしょう。コクがあって、かつ、かな

り甘いです。 

 

 前号の記事を読んだ方から「私が好きなベトナムのコーヒーは何といってもスアチュアカ

フェです。ハノイの旧市街に、砕いた氷ではなく、ヨーグルトそのものを凍らせて出すカフ

ェがあって、思い出すだけで胸キュンものです。」というメールを頂きました。 

 

 私が住んでいたのはホーチミンシティですが、やはり同じ方法で出してくれるお店があっ

て、私も好きでした。ヨーグルトの酸味のおかげで甘くてもスッキリした後味。暑いときに

ピッタリのコーヒーです。cà phê sữa chua đá は日本でも簡単に作れます。コーヒーの中に

加糖または無糖のヨーグルトを混ぜるだけ。我が家でも時々、作ります。 

 

 ベトナミストの皆様には「釈迦に説法」ですが、スアチュア（sữa chua）は「酸っぱい牛

乳」の意味で、北部での言い方。cà phê sữa chua と書く北部に対し、南部では cà phê yaourt

です。私は南部に暮らしていたこともあり、sữa chua と聞くと「腐って酸っぱくなった牛乳」

を連想してしまいます。 
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 アイスヨーグルトコーヒーと同じように、アイスコーヒーを出すときに、コーヒーを凍ら

せた茶色い氷を入れてくれる店もあります。これも「氷が溶けても味が薄くならないように」

という配慮です。 

 

 変わり種コーヒーで忘れてはならないのは cà phê chồn でしょう。これはジャコウ猫が食

べて排泄したコーヒー豆を洗浄・乾燥させて作ったもの。起源はインドネシアだそうで、コ

ピ・ルアク（Kopi Luwak）という名称でも知られています。日本語では「ジャコウ猫コーヒ

ー」「イタチコーヒー」などと訳されています。カフェでメニューに掲げている店は滅多にあ

りませんが、豆はベトナムのカフェやスーパーで普通に入手可能です。 

 

 これは高級コーヒーの代名詞のように言われています。ベトナムの大手カフェチェーンで

あるチュングエンコーヒーでは 225 グラム入りが 88 万ドン（約 4,940 円）でした。普通のコ

ーヒー豆の大体 20 倍くらい値段です。もっとも、安い値段で流通している cà phê chồn もた

くさんあり、本物がどれくらいあるかは謎です。何度か飲んだことはありますが、味は印象

に残っていません。もっとも私は何を食べても飲んでも「おいしい！」と感じる味覚の持ち

主なので、あまりアテにはなりませんが。 

 

 これに似たものとして、以前にベトナムの新聞で cà phê phân voi、つまり「象のフンコー

ヒー」の記事を読んだことがあります。残念ながら私は飲んだことがありません。検索して

みると、以下の記事が見つかりました。 

https://vnexpress.net/ca-phe-phan-voi-dat-nhat-the-gioi-2724598.html 

 

 カフェの話をしているとキリがありません。今号はこのあたりで切り上げておきます。 

 

ベトめし研究会・第 2 回を実施しました 

中安昭人 

 語学講座以外にも、会員相互が顔を合わせる機会を増やしたいですよね。そう考えて、ベ

トナム料理店で食事会を開くことにしました。実は昨年 11 月 11 日にも「ベトめし研究会」

と題して、冨田先生、鵜飼さん、加藤将司さん、大阪商工会議所の上田さん、そして私・中安

の 5 人で食事会をしています。以来、「こういう機会を定期的に持ちたいですね」と言いなが

ら実現せず、ようやく去る 10 月 28 日（金）に第２回を実施できました。場所は堺筋本町に

あるホアントムというベトナム料理店です。 

 

https://vnexpress.net/ca-phe-phan-voi-dat-nhat-the-gioi-2724598.html
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 参加者は会員の加藤将司さん、辻田順一さん、山中昌子さんに加え、山中さんのお友達・

飛永さんというベトナム料理が好きな女性、特別ゲストに 2013 年～2017 年の 4 年間、ホー

チミン日本商工会議所の事務局長をされた大林功さん（現在は大阪商工会議所）、そして私・

中安の総勢６人。それぞれのベトナムでの体験談や、ベトナムへの思いを熱く語り合い、あ

っという間の２時間半でした。 

 

 食べ放題のお店で、本来は１時間半という時間制限があるのですが、途中で、フロア担当

の女性店員・Bang さんに確認したところ、「う～ん、時間は超過しても大丈夫ですよ」とベ

トナム流の回答。結局、制限時間を１時間もオーバー。それでも店員さんは私達が引き上げ

るまで、嫌な顔ひとつせずに待っていてくれました。 

 

 食べ放題というと「味は今ひとつ」という店もある中、ここの料理はどれも美味しかった

ことを書き添えておきます。 

ホアントム（Hoang Thom） 

https://hoangthom-osaka.owst.jp/ 

 

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 12 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：496,472 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。 

※９月 26 日のベトナミスト・シンポに東京からお越しくださった小松みゆき氏の旅費の一部

を支援させて頂きました。関東地方に上陸した台風の影響による予定急変のためです。 

 

★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

https://hoangthom-osaka.owst.jp/
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ならず防護服を贈りました。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）＋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 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・

グルメ 

 
日本画教室 

 

スタッフ・ 

ミーティング

／シンポ 

漢詩を読む

会 
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●編集後記● 

 会員の皆様はご存知の通り、ベトナミスト・クラブでは、会報『モン・ナム』に加えて「グ

ループメール」と「フェイスブック」という２つの情報ツールを運用しています。「グループ

メール」はクラブ内部での情報共有のためのもの。例えば先日は「今度、ベトナムに行くの

ですが、最近、ベトナムに行かれた方、何か注意点はないですか」という会員さんから投稿

に対し、すぐにお 2 人の方からの情報提供がありました。このように会員の持っている情報

を共有できるのがグループメールの魅力です。対して「フェイスブック」は、会員外の方で

も閲覧できますので、情報を広く拡散したいときに便利です。クラブの活動の広報だけでな

く、ベトナムに関して頑張って活動されている方々の応援や、ベトナムに関する有益な情報

を多くの人に知ってもらうために、情報の「シェア」をしています。どうぞご活用ください。 

 今回の『モン・ナム』が新暦でも旧暦でも、年内最後の発行になります。これをお読みの皆

さまが素晴らしい年末年始を過ごされることをお祈りしております。少し早いですが、 

Chúc mừng năm mới 2023！ 

（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 

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

