
                     復刊 7 号 2011 年 12 月 15 日 

 

 

日越関西友好協会の発展を期待します 
 

2011 年 3 月に在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館の総領事として着任し

た Le・Quoc・Thinh レ・クォク・ティーンです。 先ず、特定非営利活動法人日越

関西友好協会の役員及び会員の皆様に心のこもったご挨拶申し上げ、ご健勝、 

ご多幸をお祈りいたします。現在、ベトナムと日本の関係は非常に友好的であり、

経済・貿易・教育・文化の関係、 人間交流においても順調です。日本はベトナムの

戦略的パートナーであり、最も重要な経済パートナーでもあります。 経済力が強く、

文化が豊か、アジア・世界に進出する日本の重要な出口である関西地域は、ベトナ

ムとの協力関係を 発展させる潜在力・余地がまだ大きいと考えています。 

 日越関西友好協会の重要な役割を高く評価しています。貴協会の活動は、日本・関西とベトナムの相互

理解を高め、 親善友好を深め、互恵関係の発展に積極的に寄与しています。今後とも在大阪ベトナム社

会主義共和国総領事館は、貴協会との関係を緊密にして、私も大阪で一人でも多くの友人が得られるよう

努力していきます。 私も 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により大きな被害を受けられていた

日本国民の皆様に心からお見舞い申し上げ、 またベトナム政府・国民の友好、団結、応援の意を表させ

ていただき、日本国民が一日でも早く今の困難な状況を克服・ 復旧し、日本が発展することを心からお祈

り申し上げます。 

 

ベトナム国家主席が来阪されました 
 

本年 6 月 4 日、ベトナム国家主席が来阪された際、リーガロイヤルホテル大阪にて、本協会和

田理事長はじめ理事・顧問及び各企業団体の方々が表敬訪問され、ベトナム社会主義共和国国家

主席 Mr.Truong・Tan・Sang チュオン・タン・サン氏 62 歳及びベトナム社会主義共和国首脳陣

（駐日ベトナム社会主義共和国大使館特命全権大使 Mr.Nguyen・Phu・Binh グェン・フー・ビン

氏 63 歳、ベトナム社会主義共和国外務副大臣 Mr.Ho・Xuan・Son ホー・スアン・ソン氏 55 歳、

在大阪ベトナム社会主義共和国総領事 Mr.Le・Quoc・Thinh レ・クォク・ティーン氏）と両国の

今後について有意義な意見交換がなされました。 
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    ↓チュオン・タン・サン国家主席  

 

和田理事長 写真 左             竹本直一衆議院議員 写真 左 

ベトナム社会主義共和国国家主席チュオン・タン・サン氏 

 

ベトナム建国 66 周年記念式典の開催 
 

本年 9 月１日に、堺市の在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館でベトナム建国 66 周年の記念

式典が開催されました。ベトナムからはベトナム外務省・ベトナム大使館の首脳陣をはじめ在阪

ベトナムの各団体や留学生が出席し、在阪の東南アジア諸国の総領事館及び日本からは、政財界

及び各企業団体の方々が出席し盛大に式典が行われました。 

   

ベトナム社会主義共和国総領事館           竹山修身堺市長 

 レ・クォク・ティーン総領事 
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ベトナムホーチミン市投資説明会の協賛 
本年 9 月 29 日に、大阪の ANA クラウンプラザホテルで開催されたユニカホールディング株式

会社コーポレ―ト統括部（東京）主催のホーチミン市投資説明会に本協会も協賛しました。 

説明会は、ホーチミン市輸出加工区・工業団地管理委員会（HEPZA）Mr.Vu・Van・Hoa（ブ・

バン・ホア）総裁を団長とするホーチミン市輸出加工区・工業団地代表団が来日し、東京と大阪

の二箇所にて投資説明会開催されました。説明会には、大阪の各企業の方々約 80名の来場があり、

ベトナムの経済状況及び企業投資支援などの説明を受けました。 

ベトナムは、1986 年に始まったドイモイ政策で「市場経済の導入」「対外開放」を 2 本柱とし

て外国企業の投資を積極的に進めています。そういう中でホーチミン市は、本格的な産業育成の

ため工業用地の拡張整備を進めており、従来型の輸出加工区に加え市内中心部から 20～30 分の好

立地を整備し、5 万トンの船舶用岸壁を備えた 2 つの工業団地をこのほど造成しました。従来の輸

出加工区とこの新しい工業団地を一元化し、素材産業、部品製造先端技術企業などクリーン・ハ

イテク分野の企業への投資家支援策を実施しています。 

 今年は、こういった投資セミナーが東京・大阪をはじめ数多くの地域で開催され、ベトナム企

業団体のミッションの来日によって日本企業への呼びかけが繰り広げられました。 

  

HEPZA 投資管理部長            壇上～Mr.Nguyen・Van・Ba（グェン・バン・ 

Mr.Nguyen・Bach・Hoang・Phung        バー）投資投資経済部領事 

グェン・バッチ・ホァング・フング氏     席上～HEPZA 総裁 ブ・バン・ホア氏 

 

ベトナム医学留学生の支援活動の実施 
当支援活動プロジェクト担当大池理事は、本年 6

月 4 日、ベトナム国家主席チュオン・タン・サン

氏が来阪された際、表敬訪問され、サン国家主席

と意見交換されました。写真は、その時撮影した

ものです。（左～大池理事 右～サン国家主席） 

ベトナムでは、日本や欧米諸国からの援助もあ

り、医療水準は改善されつつあるものの、タイや

シンガポールなどと比べても未だ不十分で、ハノ

イやホーチミンなどの都市部では、外国資本の医                    

療施設が存在し、外国人医師や先進国で技術修得 
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したベトナム人医師がいるものの、患者数に対する医師数が絶対的に不足しており、医療サービ

スの低下に繋がっているのが現状です。 

本協会では、大池理事（プロジェクト担当）を主として在大阪ベトナム社会主義共和国総領事

館のご協力の下、ベトナムのハノイ医科大学の大学院の学生に、関西の大学の医学部研究室及び

付属病院で、高度な専門的医療知識や最先端の医療技術を学んでもらう為に、物心両面からの支

援をすることになりました。 

 

 このプロジェクトは、留学生個々人毎に里親制度をとり期間を 1 年とし、里親は、日本の風習・

常識・日本語学力などの付与を行い相互理解深め、日本の医療について勉強してもらう事を主旨

として支援するものです。受入機関は、関西地区の国公立大学・私立大学及び付属病院などで、

つきましは国際協力の一環からも、是非とも皆様方には里親としてご協力をお願い致します。 

 

※ 日本語能力の向上支援（大池日本語教室） 

大池理事の下では、日本語教師の指導で日本の大学で勉強したい留学生に対して日本語教育

のボランティア支援活動も行われており、留学生は日本語の難しさに戸惑いながらも一生懸命

語学能力の向上に励んでいます。 

   

現在、来春入学予定の 

          Miss.Ho・Khanh・Chi（ホー・カイン・チー）18 歳 

  が、他の日本語学校に通いながらも更に、この大池教室で日本語学習の猛特訓中であり彼女

は、将来メディア関係の仕事に就くことが夢だそうです。 

 

ベトナム留学生の受入支援活動 
 本協会は、安原記念福祉財団及び大池理事のご支援・ご協力の下、数多くのベトナム留学生受

入支援活動を行っています。帰国後は、それぞれが政府関係者・研究員・経営者などの国の主要

なポストに就き、これからのベトナム国を背負って立つ若者が育っていきました。 

将来、多くの留学生達が日本とベトナム両国の発展の為に活躍できることを期待しています。 

留学生にあっては、各人の勤勉意欲が旺盛で日本語の語学能力はすばらしく、色んなジャンル

に興味を抱き、将来の夢を語ってくれました。 
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関西大学 

現在、関西大学には、ベトナムの留学生男性 1 名・交換留学生の男性 1 名女性 5 名が在学して

おり、学校生活を通じて日本の習慣・生活様式など日々経験し学習していますが、やはり生活水

準の高さには戸惑いを感じているようです。留学期間は、6 ヶ月～1 年で、この期間中に日本歴史・

文化など色んなことを勉強習得して、これからの自分の将来に生かしていきたいと答えてくれま

した。 

      

  

前列右 1～Miss.Nguyen・Thanh・Hoa（グェン・タァン・ホア）21 歳 

 ハノイ貿易大学からの交換留学生で現在、関西大学文学部に在学中、将来は、大学院へ進みも

っと経済学の勉強をしてサービス業関係の仕事に就きたい。 

前列右 2～Miss.Nguyen・Bao・Linh（グェン・バオ・リン）21 歳 

 ハノイ国家大学からの交換留学生で現在、関西大学文学部に在学中、大学院へ進み日本の文化、

慣習などを勉強して将来日本語の語学教師になりたい。 

前列右 3～Miss.Pham・Thi・Thu・Trang（ファム・ティ・トゥ・トラン）21 歳 

ハノイ人文社会科学大学からの交換留学生で現在、関西大学文学部に在学中、大学院にも進みた

いし、ベトナムと日本の古い歴史や文化を勉強し、両国の観光ビジネスに貢献したい。 

後列右～Mr.Nguyen・Duc・Hieu（グェン・ドゥク・ヒュウ）21 歳 

 ハノイ貿易大学からの交換留学生で現在、関西大学文学部に在学中、大学院へも進み、将来は、

経営コンサルタントになり、両国間のビジネスと友好に貢献したい。 

後列左～Miss.Le・Mai・Nhat・Le（レ・マイ・ニャット・レ）21 歳 

 ハノイ人文社会科学大学からの交換留学生で現在、関西大学文学部に在学中、大学院へ進んで

もっと日本の文化や歴史を勉強し、両国の架け橋になるような仕事に就きたい 

 

桃山学院大学 

現在、桃山学院大学では 1 年間の交換留学生として、ベトナムの各大学から女性 5 名が在学し

ています。奈良・京都の日本の歴史的文化遺産などに興味を示し、留学期間中に是非行ってみた

いと気持ちを躍らせていました。もっともっと日本語を勉強して日本のことを知り、将来の夢を

実現させたいとの希望で満ち溢れていました。 
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右 1～Miss.Nguyen・Thi・Lan・Anh（グェン・ティ・ラン・アイン） 21 歳 

ハノイ貿易大学からの交換留学生で現在桃山学院大学経営学部に在学中、ベトナムではビジネス

日本語を専攻しているので将来は、両国の発展の為に通訳や翻訳の仕事をしたい。 

右 2～Miss.Vu・Thi・Thu・Hang（ヴ・ティ・トゥ・ハン） 21 歳 

 ハノイ貿易大学からの交換留学生で現在桃山学院大学経営学部に在学中、日本語をもっと勉強

して将来、通訳・翻訳はもとより日本語に精通した仕事をしたい。 

右 3～Miss.Nguyen・Thi・Phuong・Lien（グェン・ティ・フォン・リエン） 21 歳 

 ハノイ大学からの交換留学生で現在桃山学院大学教養学部に在学中、日本語の能力を高めて日

本人と同じくらいの語学力を身につけて日本の企業で働きたい。 

右 4～Miss.Le・Anh・Thy（レ・アン・ティ） 21 歳 

 ホーチミン貿易大学からの交換留学生で現在桃山学院大学経営学部に在学中、将来の夢は世界

を飛び回るビジネスウーマンになり、両国発展の架け橋となる仕事がしたい。 

写真なし～Miss.Bui・Thi・Minh・Thanh（ブイ・ティ・ミン・タイン） 21 歳 

 彼女は、日本の子供達とのコミュニケーションの行事に参加するために退席しましたが、将来

は、単なる通訳者に留まらず、日本語を生かして世界に羽ばたきたいと語ってくれました。 

阪南大学 

阪南大学では、男性 1 名女性 2 名の留学生を支援しています。3 人とも日本語はベトナムでも勉

強しており、堪能でとても性格が明るく本協会の色んな活動の場でコミュニケーションを取って

くれています。 
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右～Mr.Tran・Xuan・Nguyen（チャン・スン・グェン）21 歳 

ハノイ国際経済大学からの留学生で現在、阪南大学経済学部 2 回生です。将来は父のように外

交官になって自国に貢献したい。その為には、もっと色んな知識を習得して身につけ世界へと羽

ばたきたい。 

左～Miss.Tran・Thanh・Ha（チャン・タン・ハー）18 歳 

高校を卒業後、阪南大学国際コミユニケーション学部 1 回生で、夢はベトナムと日本の架け橋

になるような仕事をしたい。日本で働くことができれば最高です。 

写真に一緒に写っているのは、私の兄です。兄妹で同じ大学に通っています。 

写真なし～Miss.Nguyen・Thuy・Linh（グェン・トゥイ・リン）24 歳 

 現在、阪南大学国際コミュニケーション学部 2 回生で、日本の生活水準の高さに戸惑いながら

も日本語能力の向上と日本の文化・慣習などの知識を習得するため頑張っています。卒業した

ら日本で仕事に就きベトナムと日本の架け橋となるようなことをしたいです。 

摂南大学 

摂南大学薬学部では、男性 1 名女性 2 名の研究員を支援しています。日本語は挨拶程度ではあ

りますが、3 名とも英語が堪能で礼儀正しく、日々遅くまで研究に没頭しており、日本で得た研究

知識を更に掘り下げて研究の成果を実らせたいとの意気込みを語ってくれました。 

   

右 1～Miss.Ho・Viet・Anh（ホ・ベェト・アン） 29 歳 

ホーチミン自然科学大学で学士号をとり、現在ベトナム国立薬用天然物研究所の研究員です。摂

南大学薬学部では、生化学におけるガン細胞の分子メカニズムの研究をしています。 

右 2～Mr.Phuong・Thien・Thuong（フン・ティエン・トゥン） 35 歳 

 韓国忠南大学で博士号をとり、現在ベトナム国立薬用天然物研究所で働いていますが、摂南大

学薬学部において、ベトナムの薬用植物を活用して抗がん剤物質の研究を続けています。 

右 3～Miss.Nguyen・Quynh・Huong（グェン・クィン・フォン） 27 歳 

 モスクワ薬科大学で修士号をとり、現在ホーチミン医科薬科大学に勤め、摂南大学薬学部では、

神経再生に伴う生体薬物反応の研究をしています。 

 

【摂南大学薬学博士 伊藤教授のコメント】 

ベトナム研究生は、真面目で勤勉です。3 人とも熱心に研究に取り組んでおり、現在研究してい

る内容は、将来薬学界において画期的な成果をもたらすものと思います。今後もすばらしい人材 

育成のためにご支援の程宜しくお願いします。 
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ベトナムゴルフ研修生の教育実施活動 
 

～本年 4 月～10 月迄の 6 ヶ月間、ベトナムのゴルフ研修生の教育を実施しました～ 

 

近年、ベトナム国内では、ゴルフ場の建設が数々すすんでおり、ゴルフ人口も増えつつありま

す。しかしながらゴルフ場を運営していく上でのゴルフに関する知識・運営・管理及び国際的な

ルール・マナーなどの知識に乏しい現状にあります。日本のゴルフ業界は欧米に劣らぬ施設、規

模があり、近年の石川遼男子プロゴルファー、宮里藍女子プロゴルファーなどの活躍で日本のゴ

ルフ協会が国際的にも高い水準に達していることを証明しています。国際的なプロゴルファーを

輩出する背景には優れたグリーンキーパーやキャディなどの日本独特のノウハウが日本のゴルフ

業界にはあり、他のアジア諸国では習得できない専門知識やノウハウが日本でのみ可能です。 

そういう観点から、ベトナムゴルフ協会から今回のゴルフ研修の要望があり、6 ヶ月の期間を通

じて協会から選出されたハノイ近郊のタム・ダオゴルフ場 2 名（Mr.Nguyen・Thuong・Kiet グ

ェン・トゥオン・キェト 25 歳、Mr.Pham・Duc・Hoang ファム・ドゥク・ホァン 23 歳）、フォ

ン・ホアンゴルフ場 1 名（Mr.Bui・Van・Minh ブイ・バン・ミン 27 歳）の男子 3 名の研修生が

派遣されました。 

本協会とベトナムゴルフ協会は在大阪ベトナム総領事館の協力を得て友好関係を結んでおり、

本協会法人会員の富士スタジアムゴルフ倶楽部の支援協力の下、研修教育を実施する運びとなり

ました。研修生 3 名は、同倶楽部所属のプロの指導を受け、国際的なゴルフ知識及び運営・管理

などゴルフに関する基本的な知識を勉強しました。 

 

所属日下プロ・上村プロと研修指導員と共に       所属森本プロと共に 

（ピンクの帽子着用及び左後 2 番目が研修生） 左端 Mr キェト中央 Mr ホァン右端 Mr ミン 

 

平成 23 年理事・顧問懇親会の開催 
 

本年 12 月 2 日、ANA クラウンプラザホテル大阪で、本協会の今年の総決算として在大阪ベト

ナム社会主義共和国総領事館のティーン総領事をはじめ各部門担当の領事にご出席頂き、本協会

の理事及び顧問との懇親を図りました。 

出席された方々は、総領事及び各領事と個々に意見交換され、理事・顧問においても各人が今

後の協会運営等について、話合いされました。 
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今後も、本協会としては、このような場を設け日本とベトナムとの両国の情勢を踏まえ意見交

換し、両国の友好関係を密にしていきたいと思っていますので、皆様方におかれましては、ご協

力の程宜しくお願い致します。 

 

  

時事通信 

本年 12 月 7 日、大阪商工会議所にてベトナム商工省と大阪商工会議所の主催でベトナムビジネ

スセミナーが開催されました。セミナーには、本協会の家永理事が国際ビジネス委員会委員長と

して出席され、ベトナムの最新ビジネス環境とベトナムでの経営上の留意点について、ベトナム

商工省アジア太平洋局長 Mr..Bui・Huy・Son ブイ・フイ・ソン氏が又日越 EPA（経済連携協定）

がもたらすビジネスチャンスについて、ベトナム商工省アジア太平洋局東北アジア部長 Mr.Vo・

Thanh・Ha ボー・タイン・ハー氏がそれぞれ講演されました。 

 

事務局通信 

今年も残り少なくなり、本協会の諸活動も終盤を迎えておりますが、これも一重に皆様方のご

支援・ご協力の賜物と深く感謝しております。 

今年は、ベトナムからの政治・経済ミッション・企業ミッションなど数多くの団体が来阪して、

両国間で話合いがなされ戦略的パートナーとしての詰め寄った外交政策が進められました。 

本協会の活動も、この情勢を踏まえ日増しに多くなっており、新たな支援策も講じられていま

す。今後はより一層ベトナム総領事館との連携を強化し、本協会の発展はもとより、日本とベト

ナムとの友好関係を密にして両国間の発展のために諸活動を推し進めていきますので、今後とも

本協会へのご支援・ご協力の程宜しくお願い致します。 
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【お願い】 

※今年度の年会費がまだお済でない方は、お手数ではございますが宜しくお願い致します。 

 年会費の規定については、定款に準じますので、その点ご了承頂ければと思います。 

 来年度の年会費については、次回の総会後に発送しますので宜しくお願い致します。 

 

※本協会へのご相談・ご質問についてはお気軽にご連絡下さい。 

          

お問い合わせ先 

            特定非営利活動法人 日越関西友好協会  

事務局 担当者（石黒・古賀） 

                              電話 06-6266-0562 

                              FAX  06-6266-1192 

 

世界遺産  ハロン湾 
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