
アオザイ復刊 24 号              平成 29 年 1 月 31 日 

 

和田貞夫前理事長がご逝去されました。 
 

協会設立時以来の功労者である和田貞夫さんは高齢でもあり協会

設立20年を契機に昨年6月の総会において理事長を勇退され（常任顧

問に就任）病気療養に専念されていましたが薬石の効なく12月18日に

ご逝去されました。享年92歳です。 

 

前日まで穏やかにご家族の皆さまと歓談されており皆で一緒に正

月・1月5日誕生日を迎えることができるものとばかり安心していたと

ころ深夜に急変し未明にご逝去されたとのことで死因は「誤嚥による細菌性肺炎」と診断さ

れています。 

 葬儀は故人の遺志を尊重して家族葬として昨年12月21日に堺市立斎場においてしめやか

に執り行われました。 

 

 故人の出身組織である大阪中小企業経営センター及びご遺族と調整中ですが協会として

も積極的に関わり別途「お別れ会」を執り行なう予定です。日程等が確定次第会員の皆様

にご連絡申し上げます。 

 

[和田貞夫さん略歴] 

 

大正 14年 1月 5日  大阪府泉北郡池田村（現在の和泉市平井町）にて出生  

昭和 20年 12月  復員後、大阪府に就職。民生部に勤務し、復員兵の帰還支援業務に従事 

昭和 26年 10月  大阪府職員労組書記長に就任（以降各種役員を歴任） 

昭和 34年 4月  大阪府議会議員（堺市）当選（以降連続３回当選） 

昭和 44年 10月  「堺商工互助会」を設立し、理事長に就任 

昭和 47年 12月   第 33回衆議院議員総選挙で当選（以降４回当選） 

1 



 

平成 5年 8月   細川連立内閣の通商産業省政務次官（副大臣）に就任 

平成 6年 4月   細川連立内閣が総辞職し、通産省政務次官を退任 

平成 6年 6月   「全国中小企業団体連合会」会長に就任、現在に至る 

平成 6 年 9 月   関西国際空港開港。 関西経済圏の底上げと国際化に対応。大阪からベトナムへの直行便

就航に伴い、ベトナム駐日大使館トウ一等書記官との間で大阪に領事館が必要な事を確

認、富士グループ安原氏と連携し、ベトナムとの交渉が始まる。 

平成 6年 11月  和田貞夫氏著書「うるさいおっさんがやってきた」の出版パーティーでドゥ・クァン・トゥランベトナ

ム観光総局長が祝辞を述べる。 

平成 6年 12 月  和田貞夫氏他 訪越 

            チェット商務大臣と会談、総領事館誘致確認書締結 

平成 7年 4月  「勲二等瑞宝章」を受章 

平成 7年 5月  和田事務所（堺市）に日越関西友好協会準備室を開設 

平成 7年 9月  衆議院厚生常任委員長に就任 

平成 7年 11月  日越関西友好協会発会式  

設立時：最高顧問―石原慎太郎・佐治敬三、代表理事―和田貞夫・中川和雄 

            ベトナム総領事館の開設にむけ、元大阪府知事中川和雄氏を協会代表理事に迎え、関西経

済連合会宇野収会長らの協力を得てベトナム総領事館の誘致運動を推進 

平成 8年 10月  衆議院議員・政界引退（通算 4期 13年在職） 

平成 8年 10月  大阪府社会保険労務士会顧問に就任 

平成 9年 3月  ベトナム総領事館開設オープン（大阪市中央区博労町） 

平成 9年 5月  グェン・マイン・カム外務大臣来阪 

  協会第 1回総会及びベトナム総領事館開設パーティー 

平成 14年 3月  ベトナム外務省から和田・中川代表理事に感謝状拝受 

平成 15年 8月  和田・中川両代表理事に「ベトナム友誼勲章」受章 

平成 19年 10月  ベトナム外務省から「友好支援感謝状」拝受 

平成 19年 11月  和田・中川両代表理事、チェット国家主席表敬会談 

平成 20年 7月  社団法人堺観光コンベンション協会 会長に就任 

              （平成 26年 6月まで） 

平成 20年 9月 「特定非営利活動法人 日越関西友好協会」法人化 

            代表理事 和田貞夫、中川和雄 就任 

平成 21年 6月 「特定非営利活動法人 日越関西友好協会」設立記念総会・パーティー開催、 

理事長 和田貞夫就任 

平成 22年 5月  第 2回「特定非営利活動法人 日越関西友好協会」総会開催。 

会長 西村貞一、理事長 和田貞夫 就任 

平成 24年 4月  「特定非営利活動法人 日越関西友好協会」総会、関西日越協会と統合。 

顧問に関経連会長、大阪商工会議所会頭ら就任 
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平成 24年 9月  「認定ＮＰＯ法人 日越関西友好協会」と改称 

平成 24年 12月  グェン・シン・フュン国会議長来阪に伴う表敬会談 

平成 26年 3月  チュオン・タン・サン国家主席から外国人に対する最高位の「ベトナム友誼勲章」親授 

平成 26年 6月  ティーン総領事主催による和田理事長卒寿祝い食事会  

平成 27年 4月  協会設立 20周年記念イベント「ミー・タム＆押尾コータローコンサート」（ＮＨＫホール）開催 

<新年を迎えて> 

昨年も、皆様のお力添えにより滞りなく無事に年間行事を終えることができました。これも一重に皆

様のご協力ご支援を頂いた結果であると、深く感謝しております。本当に有難うございました。 

又昨年は、新しい領事も着任されビン総領事体制の新たな出発の年でもありました。今年は、ビン

総領事の任期満了の年でもあり、多くのスケジュールが組み込まれる一年になると思われます。 

また、今春には天皇・皇后両陛下がハノイとフエを訪問される予定であり、去る1月16日には、安倍

首相が、訪越されチャン・ダイ・クアン国家主席、グエン・ティ・ギム・ガン国会議長、グェン・スアン・

フック首相、グェン・フー・チュン書記長と会談、あらためて二国間関係の広範囲な戦略的パートナ

ーシップの強化とハイレベルな交流促進を確認しました。このような状況を踏まえ今年も引き続き皆

様のより一層のお力添えをお願いできれば幸いです。何卒よろしくお願い致します。 

 

 

昨年 9月 1日「帝国ホテル」において、ベトナム総領事館の主催で「ベトナム建国 71周年記念式典」

が賑々しく盛大に開催されました。式典には本協会の西村会長をはじめ理事役員他多数の会員が

招待を受け出席しました。式典に際してビン総領事の冒頭あいさつの後、滋賀県三日月知事、竹

山堺市長、西村会長などが祝辞を述べられ会場は、経済界の各団体の他各企業及び友好団体、

在日ベトナム人、留学生等約 350名の参列があり、留学生達による歌や踊りが披露されました。 

 

    

ビン総領事挨拶                      会場の模様 
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ベトナム建国 71周年記念式典の開催 



 

昨年 11月 28日、ホテル日航大阪においてベトナム日本友好議員連盟会長・共産党政治局員・書

記局員・中央組織委員長のファム・ミン・チン氏を団長とする一行 12 名の来阪に伴う歓迎昼食会を

開催しました。本協会からは西村会長・築野理事長他 15名が出席し両国間の経済・文化交流など

意見交換し親睦を図りました。 

         

西村会長からの記念品贈呈             ファム・ミン・チン氏からの記念品贈呈 

 

 

 

昨年11月30日、本協会役員の笠原理事が携わっておられる大阪市立大学内のレストラン「野のは

なハウス」で、本協会の理事・顧問・監事及びベトナム総領事夫妻・領事と各企業それぞれの分野

及び総領事館との協力関係などにおいて意見交換し、また総領事館からは揚げ春巻きなどが提供

されベトナム食を味わいながら懇親を図りました。 
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ベトナム共産党代表団懇親昼食会 

理事・顧問・総領事館懇親会 



 
 

 

本年 1 月 16 日、帝国ホテル大阪において旧正月のお祝いの宴が経済界の各団体の他各企業及

び友好団体、在日ベトナム人、留学生等約 300名が参列し盛大に開催されました。会場では、タン

ロン民族音楽団の生演奏や舞踊などが披露され、賑々しく開催されました。 

 

       

ビン総領事挨拶                      西村会長挨拶 
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テト祝事の開催 



     

 

タンロン民族音楽団 

本年 1月17日、大阪府堺市内にある「サンスクウェア堺」にてタンロン民族音楽団の演奏・舞踊など

堺市とベトナム総領事館の共催により「ベトナムフェスティバル 2017in堺」が開催され多数の観客を

魅了しました。 
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ベトナムフェスティバル 2017in堺の開催 



   

   

トピックス  これぞ伝統、ベトナムおせち  

ベトナム料理には、結婚式や法事などの時に作る定番メニューがあるのですが、お正月のお

せち料理はそれらのメニューをさらに豪華にしたものと言っても良いかもしれません。ここ

からは、そんな伝統のベトナムおせちをご紹介します。  

★ちまき、肉料理、おこわ、漬物、etc…  

北部、南部ではそれぞれ料理が違いますが、北部のおせち料理は少なくとも7～8種類のメニ

ューがあり、味や飾りつけに対するこだわりは南部より強いです。下の写真が北部の伝統的

なおせち料理です。  

まずは、テトには絶対に欠かせないバインチュン(bánh trưng、ベトナムのちまき)。もち米

で作った皮に、緑豆と豚肉が入っており、ゾンと呼ばれる特別な葉(lá dong)で包み、12 時

間前後蒸します。気温が低い北部では1週間くらいは保存できますので、テトの期間中、毎

日バインチュンを食べるという家族も少なくありません。バインチュンは、南部ではバイン

テットと呼ばれ、北部のバインチュンは四角形なのに対し、南部のバインテットは丸型の棒

状をしています。かつてはバインチュンやバインテットは家庭で作られており、家族全員で

力を合わせ調理する時間も、家族団らんの時間として大切にされていました。現在では手間

をかけて作らなくても、市場やスーパーで容易に購入でき、テトでなくてもいつでも買える 
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ようになり、バインチュンとバインテットの特別感は失われてしまいました。  

そして北部にはthịt đôngと呼ばれる、煮込み肉の冷製ゼリーも欠かせません。鶏肉や豚肉

を調味料と一緒に煮込み、容器に入れて冷蔵庫で冷やします。南部にはthịt kho hột vịt

という、日本の角煮のような、豚肉と卵の煮込み料理がありますが、北部では0(ゼロ)を表

す卵は縁起が良くないという理由からお正月にはあまり卵を食べないとか。また北部では、

肉の冷製ゼリーやバインチュンと一緒に、hành muốiと呼ばれる太ネギの漬物が好まれる一

方、南部にはもやし、ニラ、ニンジンの漬物があり、これらを食べると連日のテト料理にも

飽きがこなくなると言われています。その他、北部では茹でた鶏肉(thịt gà luộc)やキノ

コスープ (canh măng)、揚げ春巻き(nem rán)、おこわ(xôi)、ハム(giò)も伝統的なおせち

として親しまれており、一方の南部は、年中暑いので、温めなくても食べられる料理が多い

という特徴もあります。  

 

★ティータイム  

食後のティータイムには、おやつが用意されます。皆でおやつを食べながらおしゃべりをす

る、これがベトナム流のお正月です。お盆の上に様々なおやつが綺麗に並べられ、クッキー

や飴、スイカやヒマワリの種、そして何より欠かせないのがジャムです。ジャムと言っても

パンに塗るジャムではなく、ドライフルーツのようなものが多く、生姜、ココナッツ、ハス、

瓜等のジャムが定番。最近は少しおしゃれに苺、トマト、オレンジのジャムも人気です。北

部では、オーマイという、乾燥した梅干しに生姜の粉末をまぶしたものも有名です。 果物

が豊富なベトナムを象徴するジャムやオーマイは、テトの来客用のお茶菓子に使われており、

日本人好みの味ですので、一度召し上がってみてはいかがでしょうか。  

★★★★ 

最近SNS等では、ベトナムの旧正月を維持するべきか、日本や一部の国のように太陽暦のお

正月だけで十分ではないか、という議論が話題を呼んでいます。しかし、代々受け継がれて

きたテトの伝統的な文化は、これからもベトナムで大切にされていく事でしょう。やはりベ

トナム人にとって、旧正月はとても特別な、伝統の文化です。皆様も良い旧正月をお迎え下

さいませ。  

[上記トピックスはSMBC VIETNAM news letter Vol.362  25-JAN-2017 の引用です] 

 

会費納入のお願い 
平成 29年度の会費について 

皆様からの会費については、ベトナムとの友好活動及び支援活動など幅広く活用させていただ 

いています。本協会は、発足以来 21年目を迎え会員の数も増えて益々活動の場が広がってい 

ますので何卒ご協力の程宜しくお願い致します。本年 4月初めにお願いの通知を発送致します。 
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