２010 袋井ベトナム
袋井ベトナム交流会議
ベトナム交流会議
ベトナム留学生制作のドキュメンタリービデオの上映､基調講演､シンポジ
ウム､アトラクション、交流会など
この事業は平成 22 年度袋井市協働のまちづくり指定事業です。

日時 2010 年 9 月 11 日（土）13 時～（受付 12 時 30 から）
から）
午前中には、浅羽佐喜太郎公紀念碑見学会があります。

会場 静岡県袋井市浅名 1027

メロープラザホール

袋井市役所浅羽支所に隣接しています。

袋井市梅山常林寺（1918）

明治末期
クォンデ候とファンボイチャウ 浅羽佐喜太郎

ファンボイチャウ建立の碑

輝く静岡の先人 54 人に選ばれた「浅羽佐喜太郎」とベトナム独立運
動の指導者「ファンボイチャウ」の交流の歴史が原点となり、21 世
紀の日越交流が始まりました。
記念碑建立 85 周年記念
フエ記念館へ訪問団
東遊運動 100 周年行事出席
ベトナムフェスティバル出展
ベトナム大使公使の碑訪問
ベトナム留学生ｸﾞﾙｰﾌﾟ訪問団
2009 ﾍﾞﾄﾅﾑ留学生ｼｮｰﾄｽﾃｲ事業開始
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2010.11 予定 ベトナムでの記念交流行事の計画
(後 ﾍﾟｰｼﾞ参照)
ファンボイチャウ没 70 年記念行事をベトナム関係地方省とベトナム歴
史科学協会と共同開催をします。国際交流基金の市民青少年交流助成
の対象事業です。
後援：日本大使館､ベトナム日本商工会
この行事に合わせた訪問団や企画ツァーの計画もあります。

主催 2010 袋井ベトナム
袋井ベトナム交流会議実行委員会
ベトナム交流会議実行委員会
共催 袋井市文化協会､
袋井市文化協会､袋井国際交流協会､
袋井国際交流協会､浅羽史談会､
浅羽史談会､浅羽ベトナム
浅羽ベトナム会
ベトナム会

スケジュールの案内
スケジュールの案内
浅羽佐喜太郎公紀念碑（
浅羽佐喜太郎公紀念碑（常林寺）
常林寺）見学会
9 月 11 日 10:00～ 12:30
メロープラザ会場～常林寺間
を見学バスの循環（30 分毎）
があります。
碑は、袋井市指定文化財です。

於：メロープラザ会場
メロープラザ会場
12:30 受付開始
受付開始
13:00 オープニング
13:3
13:30, ドキュメンタリービデオ上映
「ファンボイチャウが見た二つの日本」ベトナム留学生の制作
* 別室で、ベトナム語版の上映もあります。

14:15 基調講演 演題「東遊運動の終焉のドラマ」
｢坂の上の雲｣の時代、日本であったドラマの様なベトナム史秘話
講師：白石昌也氏 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授

15:30 シンポジウム

「日本とベトナムの交流事情」

パネラー：基調講演講師、ベトナム大使館代表、ベトナム留学
OＢ、ベトナム日本人材研修センター所長
コーディネータ：安間幸甫（浅羽ベトナム会代表）

17:00～
17:00～ 交流会、名刺交換会
アトラクション（オープニング、休憩時間ほか）
アトラクション
ベトナム幼児の「満月の踊り」
、オカリナ演奏、銭太鼓
ベトナム留学生や研修生たちも多数参加予定です。

ベトナムテーマの展示会
ベトナムテーマの展示会を
展示会を併設開催
併設開催
岩堀照代写真展、伊丹忠雄絵画展
注 会場近くには、適当な食事場所がありません。各自でご用意下さい

写真展、
写真展、絵画展（
絵画展（9 月９日～13 日）
於

ロビーギャラリー

岩堀照代氏写真展
「ベトナムの風土と生活」
(社)日本写真協会会員。国内写真展７回、
ベトナムでの写真展 8 回
2010．6.5～13 2010 フエ国際フェステ
イバルに招待出展。世界遺産王宮での写
真展は大評判でした。

伊丹忠雄氏絵画展
「ベトナムの想い出」
伊丹氏夫妻は、静岡国際言語学院（袋井
市諸井）に学んだベトナム留学生たちか
ら、袋井のおじいちゃん、おばあちゃん
と慕われる交流と支援をしてきました。
彼女らの結婚式に参加した折の、ベトナ
ム滞在時の想い出の作品です。

ベトナム留学生
ベトナム留学生のショートステイ
留学生のショートステイ事業
のショートステイ事業（
事業（9 月 10 日～12 日）
100 年前にベトナム留学生を支援した、浅羽佐喜太郎記念碑の歴史
にちなみ、袋井の継続事業として取組みます。
現在 3000 名のベトナム留学生が日本で学んでいます。ベトナ
ムは、かつて同文同種の国（漢字、仏教、箸を使う）と言わ
れた同じ文化圏の国です。儒教の精神も強く、年長者を大事
にし、人なつっこい人達です。日本で学ぶ学生ですから日本
語での会話ができます。袋井市近在でのホストファミリーを
募集しています。
問合せ 袋井交際交流(協)

43-8070 まで

秋祭りに受け入れできる家庭はありませんか。

2009 年のトライアル実施時のスナップです

関連寄贈
関連寄贈事業
寄贈事業
◇ 「東遊運動が
東遊運動が生んだ日越友好之
んだ日越友好之碑
日越友好之碑」募金事業
建設地：
建設地：ベトナムフエ市
ベトナムフエ市ファンボイチャウ記念館敷地内
ファンボイチャウ記念館敷地内
100 年前（1905~1908）に日本を舞台にした、ベトナム独立へ
の歴史（東遊運動）があったことを広く伝えるため、全国から
の賛同者を募り、記念の碑を建設し寄贈します。
目標額 30 万円（300 口／1 口 1000 円）
個人：1 口～ 法人/団体：３口～
（全国募金です）
送金先：ゆうちょ銀行 振替サービス 00890-5-73630
口座名：東遊運動記念の碑を建設する会
建設予定の碑イメージ （実物とは異なる部分があります）

除幕式は 11 月 3 日、日本からの訪問団が参加して行なわれます。
*名古屋、成田、関空各発の企画ツァーがあります。

フエ市記念館にある５ｍ程もあ
るファンボイチャウ像です。こ
像がフエの新しいシンボルとし
て、市内の観光ポイントに移転
ることになっています。日本か
の寄贈の碑は、この像の跡地付
に建てられる事になりました。

◇ 浅羽佐喜太郎公紀
浅羽佐喜太郎公紀念碑拓本の
念碑拓本の寄贈
寄贈先 ：ゲァン省
ゲァン省ナムダン県
ナムダン県
ファンボイチャウ生地
ファンボイチャウ生地記念館
生地記念館
寄贈物件：
寄贈物件：表記の
表記の表装掛軸 一幅
表記記念碑は袋井市指定文化財です。市教育
委員会の協力で、浅羽史談会が拓本作成を担
当しました。

ベトナムでの記念
ベトナムでの記念交流
記念交流事業
交流事業の
事業の計画
この事業は、国際交流基金(市民青少年交流事業)の支援で実施します。
二つの地方行政府（省）とベトナム歴史科学協会との共催で、2010
年 11 月ファンボイチャウ没 70 年の日越共同の記念事業を行います。
後援：日本大使館、ベトナム日本商工会

◇ フエ市
フエ市（トｧテｨｴﾝフエ
トｧテｨｴﾝフエ省
フエ省）

11 月 3 日

*「東遊運動が生んだ日越友好之碑」
除幕式､植樹式:於ファンボイチャウ
記念館、市内会場にて、記念講演
会、ビデオ上映会など
*募金事業として実施しています
フエは阮王朝の王宮世界遺産の町です

◇ ゲ アン 省

11 月 5 日

ビデオ上映会、交流会 ：於 ビン市 ファンボイチャウ高校
｢浅羽佐喜太郎公紀念碑」拓本寄贈式：於ファンボイチャウ記念館

◇ハノイ
ハノイ市
ハノイ市

11 月 6､7 日

講演会、ビデオ上映会 ①ベトナム日本人材研修センター
②ハノイ日本人学校
展示会
ハノイ日本文化センター
ハノイ建都 1000 年協賛の日本側事業に指定されています。

ベトナム記念行事
ベトナム記念行事に
記念行事に合わせたツァー企画
わせたツァー企画
(A)ファンボイチャウ没 70 年ベトナム友好の旅(11/1 発７日間）
フエ行事、ゲァン行事に参加し関係地市民との交流や、２つのファンボ
イチャウ記念館とゲアンのもう一人の偉人、ホーチミンの生家記念館も
訪ねます。 ３０名

申込み：富士ﾂｰﾘｽﾄ(株)：0120-898928 / 052-261-4621
名古屋空港発 他成田､関空発も可能

フエ ファンボイチャウ記念館

ゲアン ホーチミン生家記念館

(B)古都フエに記念碑を贈るベトナム５日間の旅（11/2 発 ）
フエでの記念行事に参加、ホイアン、ホーチミンの市観光も。
成田､名古屋､関西、福岡出発が可能です。
申込み：名鉄観光ｻｰﾋﾞｽ(株)
053-452-8453（村松）

アクセス

袋井駅発静鉄バス時刻表
大須賀、大東方面行き
9 時
10,40
10 時
20
11 時
00,40
12 時
20,40
浅羽支所前下車(所要 11 分)

こう
会場近くには、食事施設があまりありませんの
で各自でご用意下さい

写真協力：袋井市教育委員会

2010 袋井ベトナム
袋井ベトナム交流会議実行委員会
ベトナム交流会議実行委員会
会長
仲畑晃成（袋井市文化協会）
副会長
藤城一英（袋井国際交流協会）
副会長
浅羽一芳（浅羽史談会）
事務局長 安間幸甫（浅羽ベトナム会）
連絡
〒437-1116 静岡県袋井市太郎助 793 安間幸甫
TEL/FAX 0538-23-2525 coms1@fsinet.or.jp
HP http://www.asaba.or.jp/machiokosi/vietnam/index.htm

