月餅メーカー、
コロナ禍で製造中止
……

コロナ禍で家電の購入が困難

8

……
8

12歳のときにSGO48のメンバーになったAnh Sangさんは最年少メンバーです。明
るい笑顔、理想的なスタイルでファンを魅了しています。最近、多くのプロモーション
クリップに出演しており、各ブランドから注目され、信頼も厚いメンバーです。グルー
プ内では「広告の女王」と呼ばれています。音楽以外では、作曲、演技、広告のモデ
ル、エンタメプログラムへの参加など、さまざまな分野に取り組んでいます。Anh
Sangさんは「Lala school」で出演し、「Bua trua vui ve 」、「100 giay ruc ro
」、「Ca si bi an」、「En vang hoc duong」、「Sieu bat ngo」、「Dai tiec
FA」などのテレビ番組に出演。学生向け雑誌の表紙にもなりました。
SNSアカウント Facebook：SGO48 Anh Sang
Instagram：anhsang.sgo48official Tiktok: anhsang.sgo48official
ブッキング・PRに関するお問い合わせ pr@yag48.vn
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「我が家の食卓新定番」

週刊ベッター誌名およびロゴマークの変更について
ベトナム政府の正式な許可を得て発行している媒体として、政府公認の媒体名はベトナム語を基本とするというガイ
ドラインの改正に従い、媒体名の変更をすることになりました。
呼称についてはこれまでどおり
「週刊ベッター」のまま継続させていただきます。
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VIETNAM SINGLE ORIGIN

VIETNAM RETRO CHOCOLATE

ALLUVIA CHOCOLATIER

カカオ度

★★☆☆☆

カカオ度

★★★☆☆

カカオ度

★★★★☆

口どけ

★★★★☆

口どけ

★★★☆☆

口どけ

★★★☆☆

Dark Chocolate with Crispy Coconut Chips

Coﬀee

VIETNAM
FOOD LOVER
COLUMN

Dark Chocolate Cocoa Nibs

オリジナリティ ★★☆☆☆

オリジナリティ ★★★☆☆

オリジナリティ ★★★★★
ボックス仕 様でスタイリッシュなパッ

印象的でベトナムレトロという商品名を
生かしたパッケージ。ローストしたコー

ケージ。かなりカカオ度が高い分、カカ

柔らか。ココナツチップスが言う程クリ

ヒー豆を細かく砕いて混ぜこんでいるた

オのクセがダイレクトに出ていて、かな

スピーでないため口に残り、歯ざわりも

めコーヒー風味は豊か。よく噛むと豆の

り酸味が立っており、クセになる味では

得手不得手があるかも。ベース部分は

風味が強く出てくるが、後口に残りすぎ

あるけど慣れるまでは違和感が強いか

日本人に馴染みやすい口どけだけど、

なきらいが。チョコレート自体はまったり

も。カカオニブズ入りですが量や粒の

他国でのおみやげ感は低いかも。

とした廉価な味。

大きさも程く口あたりは良い。

TBROS

TBROS

VIETNAM RETRO CHOCOLATE
Coﬀee

カカオ度

★★★★★

カカオ度

★★★★★

カカオ度

★★★☆☆

口どけ

★★★★☆

口どけ

★★★★☆

口どけ

★★★☆☆

オリジナリティ ★★★★☆

過去の

オリジナリティ ★★★★★

オリジナリティ ★★★★★

バラマキに便利な30gの小さなパッ

一口サイズ・９種類のフレーバー

ケージ。ベースのチョコレートは濃厚な

の詰め合わせ。贈答にも良い化

のですが、形状が薄めな分程よい濃厚

粧箱入。癖のある強い味が特徴

さに感じられる上に、スパイスやその

のメーカーですが、薄く小さな形

ランスが非常に良い商品。少量で満足

他食材とのコンビネーションが絶妙。

状にすることで食べ易くなり、100％カカオや

できる味。カカオ54%でもかなり濃厚

写真はフーコックのピンクペッパーが

生姜など、単体では買いにくいものからピスタ

なのでそれ以上は好みを問われます。

程よく効いていて大人の味わい。

チオやピーナツなど馴染みのあるものまで。

！

ベトナムでチョコレートが名

産品になってから久しいですが

今やその波はカカオを 生 産 す

る東南アジア各所に広がってい

る様子︒
ベトナム国内でもブラ

ンドチョコレートに追随すべく︑

次々とお土産用やギフトを狙っ

た商品が増えています︒

どこもなかなか強気な価格

で勝負に出ているようですが︑

さて︑
そのお味はいかに？ 各社

ご紹介したものだけでなく︑
い

のスプレッドやディップとして使うのも面白いと思います。

ろんなバリエーションが あるの

細かく割って、同量の生クリームと耐熱容器に入れ、軽くラップをしてレン
ジで溶かし混ぜ合わせることで食べやすくなる、
という方法もあるので、パン

で︑
ベースのチョコレート部 分の

合、苦めのコーヒー、赤ワイン、
ウイスキーやバーボンなどの酒類などと合わ
せてみると印象が変わってくるかもしれません。

感 想 を 軸に︑味の傾 向や 組み

たものが多いので、食べ慣れない方は少し驚かれるかもしれません。
その場

合わせを 予 想してみてくださ

まろやかさが重視されがちな日本のチョコレートと違い、ベトナム産のチョコ
レートの美味しいものには、産地によるかカカオの特徴をダイレクトに生かし

いね！

食べ方提案！

掲載

ぇ りが深掘り

わいが非常に濃厚な上にバランスの良
いまったり感があり、高い地点でのバ

事を再

アナ リ ストち

金の包装紙を透かして見せる和紙のよ
うな素材が高級感を演出。カカオの味

人気記

ベトナムの﹁
食﹂を︑フード

Phu Quoc Pink Pepper

バック

ナンバ
比較編｜第26弾
ー版

お土産菓子︿チョコレート編﹀

Dark Milk Chocolate

食べ比べ！

鶴柄のパッケージは和服柄のよう。ダー
クチョコレートと言う割にはミルキーで

Writer: ちぇりさん
在住6年目。
日本で1,500件、
ホーチミン
市内で1,000件以上を食べ歩き、
現地の
食材や調味料にも興味津々。
食べるのも
作るのも好きなフードアナリスト。
ブログ▶ http://cheritheglutton.com
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世界で通用するバイリンガルを育てる

新 型コロナ ウィルスの感 染 拡 大
と、
一つのこと を 継 続していくこと

に出てダンスや演 劇 を 披 露したり
ことがわからない」まま働き 、なん

い、なんとな く 就 職 する。
「 自 分の

根拠のある自信の育て方

で、世 界 中の子どもが自 宅 待 機 を
とな く 転 職 を 繰り返し、周 囲に振

競 争は、子 ど もが社 会に出るた

てしまうのです。

り回 される人 生 を 送ることになっ

で得られる自信です
「 根 拠 のある 自 信 」を 育 てるに

余 儀 な く されていま す 。学 校に行
く 、友 だ ち と 遊ぶ、対 面 授 業 を 受

す 。こう 言 う と 反 対 される方 もい
めのトレーニングと捉 えましょう 。

は、競 争に参 加させることが一番で

るかもしれませんが、子どもから競
子どもの時に競争と向き合う訓練

とスポーツで汗を流す。そんな当た
り前のことができなくなり、未来へ
争 を 避 けてし ま う と 、
「 目 標に向
をさせない、子 ど も を 守 ろ う とし

ける、みんなで給食を楽しむ、仲間

の不 安を訴える子どもが増えてい
かってがんばる」という 意 欲が育た

子どもの
「 強み」が何なのかよく

子どもの強みの見つけ方

無責任なのです。

ます。

子 ど もの成 長にとって必 要 なプロ

てしまうことのほうが、親としては

子育て中の親が子どもに与えなけ
セスです。

大 き な 困 難に直 面している今 、 ないので す 。課 外 活 動での競 争は

ればならない大 切 な「 力 」が一層 明
確になってきました。それが「自信」
です。

子 どもの自 信は大き く２つに大

めです 。自 分の
「 強み」を知り、
「強

して自 分の「 強み」に気づかせるた

は２つありま す 。１つは、競 争 を 通

ね」などと言われたことがあるはず

ますね 」
「 ◯ ◯ ちゃんは優しいです

から「 ◯◯ちゃんは誰からも好かれ

祖父母、
ママ友 、学校の先生など

囲の人からどのよ うに見 られてい

わからないという方は、子どもが周

別されます。０〜６歳が「 根拠のな

み」
に磨きをかける。それを自覚さ

子どもを競争に参加させる目的

競争は
社会に出るための訓練

い自信 」を育てる時期。６〜７歳以

せるためには競争が必要です。

シャーの中で実 力 を 発 揮 する力 な

敗 北 か ら 立 ち 上 が る 力 、プ レッ

すると 、子 ど もがどんなことに興

さい。
一人で遊んでいる様 子 を 観 察

子 をじっくりと 観 察してみてく だ

また子 ど もが遊んでいる時の様

（KADOKAWA）船津徹 著 2020年 5月1日発売

逆境に負けない心の強い子の育て方、自己肯定感の高い子の
育て方を詳しく紹介する一冊。
1990年明治大学経営学部卒業。大学卒業後、金融会社勤務を経て幼児教育
の権威、七田眞氏に師事。しちだ式教材制作に従事。2001年ハワイ州ホノルル
にてグローバル教育を行なう学習塾 TLC for Kidsを開設。2015年に TLC for
Kidsカリフォルニア州トーランス校開設。2017年上海校開設。アジア諸国からの
移民子弟を中心に 4000名以上のバイリンガルの子どもの教育に携わる。イエール
大学、ペンシルバニア大学などアメリカのトップ大学への合格者を多数輩出。著書
に
『アメリカ最先端の英語習得法』
（現代書林）がある。

２つの自信を育てる

降が「 根拠のある自信 」を育てる時

ど、
「 たく ましい心 」を 育てるため

２つ目は、困 難に立ち向かう 力 、 です。それが子どもの
「強み」
です。

るのかを思い出してください。

期です 。０〜６歳は、親が「 無 償の
愛 情 」をたっぷり与 え「 根 拠のない

そうして根 拠のない自 信を身に

です。

自信」を育てる時期です。

る６歳 前 後からは「 根 拠のある自

つけてもらった後、小学校に入学す

味・関心があるのかわかります。
友だちと遊んでいる時の行 動 を

も ちろん競 争 すれば、敗 者にな
ることもあります 。かけっこで負け

観 察 すると、子どもの人 柄や身 体

信育て」
に取り組む時期です。
「 根 拠のある自 信 」は、子ども 自

れば、
「 自 分は足が遅い」という 現

をつかう 」
「 疲 れ 知ら ず 」
「 すばしっ

身が努 力によって獲 得 していく 能

と なのです 。
「 自 分は足が遅い、で

し、それも子どもにとって必要なこ 「 負けず嫌い」
「 親分肌 」
「 周囲に気

能力面での
「強み」
が見えてきます。

絵 画 、演 劇 な どの習い事に参 加 さ

こい」などです 。こうした「 強み」か

動 的 な ものです 。スポーツ、音 楽 、 実を突きつけられるでしょう。しか

せて、研 鑽と努 力で「 自 信 」を勝ち

も 他の分 野でがんばろ う！」と 思

――――――――――――

いきます。

と、子どもも習い事に夢中になって

取っていけるように上 手に導いてい

自 分の「 強み 」も「 弱み 」も よ く

考を転換するきっけかになります。 ら 子 ど もに合った習い事 を 決める

「 根 拠のある 自 信 」の獲 得 方 法

と 、進 学や 就 職で失 敗 することに

わからないまま大人になってしまう

きます。

会でメダルを もらったり、音 楽コン

つながります。なんとなく大学に通

をより具体的に言うと、
スポーツ大

テストで賞状をもらったり、発表会

船津徹（ふなつ・とおる）

船津徹の新刊
失敗に負けない
「強い心」が身につく
世界標準の自己肯定感の育て方
教育コンサルタント
TLC for Kids代表

第150回
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週刊

Vetter

飲食 グルメ

知っ得 TOPICS

美健 ヘルス&ビューティー

旅行 旅行・ホテル

住居 住まい

買物 ショップ

催事 イベント

学習 教育・スクール

Biz ビジネス

映画 映画

ハ ノイ
美健 日系
「さくらクリニック」
オンライン診療＆お薬デリバリー
「さくらクリニック」
では,LINE@にてオンライ
ン診療&お薬デリバリーを開始。
スマホやパソ
コンから簡単接続。
ご加入の保険会社によっ
て,キャッシュレスも可能。
お薬を自宅までお届け
（お住まいの地域や症状により,一部制限など
あり）
。
慢性病のお薬の処方や,来院が不安な
方は下記へお問い合わせを。
さくらクリニック
65 Trinh Cong Son St., Nhat Tan Ward,
Tay Ho Dist.
☎ 024-3718-1000
［歯科］
9:00−13:00/14:00−18:00
（月−金）
/
9:00−12:30
（土）
土曜午後・日・祝休診
［医科］
9:00−13:00/14:00−18:00
（月−土）
日・祝休診
www.sakurahanoi.com
sales@sakurahanoi.com
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週刊ベッター・クラシファイド
「みんなの掲示板」 みんなの掲示板▶ https://wkvetter.com/?page_id=13626

サークルやスポーツ、同窓会などのメンバー募集、
イベント開催告知やレポート

など、
個人の掲示板としてご利用ください。お申込みや最新情報はこちらから▶

ハノイ ポーカークラブ
☎ 0901-231-228
（高槻）
takatsukitakagi7@gmail.com
----------------------------------------ハノイ横浜国大卒業生の会
iwashina.shizugin@gmail.
com
（岩品）
----------------------------------------格ゲー愛好会 in ハノイ
takatsukitakagi7@gmail.com
☎ 0901-231-228
（高槻）
----------------------------------------ハノイ長崎県人会
☎ 0917-785-635
（田中）
bakabondo7777@hotmail.com
----------------------------------------ハノイ法政大学オレンジ会（卒業生会）
kztanaka01@gmail.com
（田中）
----------------------------------------少林寺拳法ハノイ支部
メンバー募集
jack.of.cat@gmail.com
☎ 0398-309-198
（小池祐一）
----------------------------------------ハノイダンスクラブ
fishtofryentry@gmail.com
（NEMOTO）
☎ 0329-886-527
----------------------------------------ハノイ日本人他多国籍異業種交流会
yamazaki@traumvietnam.
com（山崎）
☎ 0967-392-268
----------------------------------------ハノイ90会（1990年生の会）
1990hanoi@gmail.com（関）
----------------------------------------ハノイ海外大卒コミュニティー
keiichi182@hotmail.com
（イシヅカ）
----------------------------------------東京経済大学葵友会
☎ 0889-978-390（田島 博和）
htajima@tku.ac.jp
----------------------------------------世界をつなぐKaigoカフェ＠ハノイ
☎ 0583-751-891
ttuty2006@yahoo.co.jp
----------------------------------------ハノイ千葉県人会

☎ 0702-268-081
（小林博哉）
hiro1006hk@gmail.com
----------------------------------------阿波踊り Ha Noi香蓮メンバー募集！
☎ 0964-451-434（阪下正樹）
sum_pao@yahoo.co.jp
----------------------------------------介護―日本語教育サークル
☎ 0120-8614-611（友澤宏之）
tsuiteru.tomozawa@gmail.com
----------------------------------------ハノイ筑波大OB会

☎ 090-6231-374（上村）
tsukuba.hanoi@gmail.com
-----------------------------------------

----------------------------------------ハノイ初心者会（赴任1年半以内）
hanoifleshers@gmail.com
----------------------------------------Youtube動画制作サークル
☎ 0902-571-258
（小海老）
camarontube.2020@gmail.com
----------------------------------------ハノイ日本人剣道部部員募集
☎ 0355-008-831
（山根）
ryo1world620@gmail.com
----------------------------------------麻雀会メンバー募集
☎ 0981-246-922（滝澤）
amusementbarhanoi@
gmail.com
----------------------------------------ハノイ新潟県人会
☎ 0904-500-538（須田）
flyinglion@hotmail.com
----------------------------------------ハノイ弓道クラブ
☎ 0904-500-538（須田）
hanoikyudoclub@gmail.com
----------------------------------------ハノイシーシャ会
hanoihookahs@gmail.com
----------------------------------------ハイフォン ゴルフ部100切り会
yamamoto.taisuke0512@
gmail.com
----------------------------------------ハノイ94会（1994年生まれの会）
hanoi.vn.1994@gmail.com
----------------------------------------ハノイナナロク会（1976年生まれの会）
代表幹事：川瀬
tkawase@vnklec.com
----------------------------------------午年会（午年の方たちと集まる会）
☎ 0334-886-170
kento.endo@is-tech.co.jp
----------------------------------------ハノイマイナーミュージック愛好会
sosuke_nakao@yahoo.co.jp
（Nakao）
----------------------------------------ハノイA2ライダーズクラブ
☎ 0904-658-169（竹田）
keithtakehisa@gmail.com
----------------------------------------ハノイ名大会
nakane.y.nucoop@gmail.com
☎ 0936-192-960（中根）
----------------------------------------ハノイ日本人会ゴルフコンペ
nihonjinkai.golf@gmail.com
☎ 093-166-7001（橋本）
----------------------------------------岩手県人会！おいでやんせ～
☎ 0868-443-853（鎌田 崇寛）
otemoto2010@gmail.com
----------------------------------------ハノイ84,85会

ハノイクラシファイドここまで

☎ 0944-002-169（ミスターーー小野）
845hanoi@gmail.com
-----------------------------------------

BÁO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
• Tổng Biên Tập: TRẦN TUẤN LINH
• Giấy phép xuất bản số: 888/GP-BTTTT và Giấy
phép xuất bản sửa đổi, bổ sung số: 73/GP-BTTTT
• Tòa soạn: 138A GIẢNG VÕ, HÀ NỘI
• Điện thoại:（84.24）3846 3567
• Fax :（84.24）3846 3556
• Email: baogd&xh@fpt.vn
• Số bản in: 12.000 bản
• Chế bản và in tại Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc

HaNoi / ハノイ
みんなの掲示板
-----------------------------------------

----------------------------------------Hanoi 87会（87年会）
minowa@niinuma.jp
----------------------------------------美肌サークル
nmtkayoko@yahoo.co.jp
----------------------------------------【HJTC】ハノイ日本人テニスクラブ
hanoi.tennis.jpn@gmail.
com
----------------------------------------ハノイランニングクラブ（ランクラ）
tonyhousehostelcafe@
gmail.com（キム）
----------------------------------------ハノイ茨城県人会
seki.ippei_j01@joyobank.
co.jp
☎ 0906-294-212（関一平）
----------------------------------------プラスバドミントンハノイ
shin_boc0901@yahoo.ne.jp
----------------------------------------ハノイ ハンドボールクラブ
■LINEID: 9544869（鎌田）
kamata@sunriseadvn.
com
----------------------------------------ハノイ95年会
hamazoe_s@yahoo.co.jp
----------------------------------------集まれポケモントレーナー！
okuda@shinjo-mfg.co.jp
----------------------------------------ハノイ88会
1988.hanoi.vietnam@
gmail.com
☎ 0393-087-344
----------------------------------------どみん会（ゴルフ）
☎ 0936-402-535
（田口）
ma-taguchi@kddivietnam.com
----------------------------------------【バスケ】Hanoi Golden Pigs
☎ 0902-298-583
akikoliu1106@gmail.com
----------------------------------------バスケットボール メンバー募集
d.nakauchi0816@gmail.
com
（中内）
----------------------------------------CBRS（ソフトボール）
noda.kojima@gmail.com
（小島）
----------------------------------------ハノイ68.69会
hara1163@yahoo.co.jp
☎ 0949-208-822
（原田潤一）
----------------------------------------ハノイ レフティ会
lefty.han@gmail.com
（藤浪）

Tin tức thời sự Việt Nam
Tái chế cùi bắp, học sinh Việt Nam vô địch
cuộc thi Khởi nghiệp trẻ quốc tế 2020
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Nhóm bạn trẻ Việt Nam vừa chiến thắng cuộc thi “Khởi nghiệp trẻ quốc tếSAGE Global 2020” với dự án tái chế cùi bắp - Ảnh: COBTAIN

☎ 090-381-9838（藤澤）
----------------------------------------サイゴン稲門会
企画部長 カオミンケン（法学部08年卒）
cao.the.master@gmail.com
--------------------------------------東海大学同窓会ベトナム支部
事務局：町田・新岡
tokai.vn@ml.u-tokai.ac.jp
/tokaialumnivietnam
----------------------------------------サイゴンボードゲームクラブ
kazuki.oniwa@gmail.com
☎ 0776-542-133（大庭）
----------------------------------------多国籍料理を食べる会
☎ 0906-367-307
（品田・山近）
takokusekikai@gmail.com
----------------------------------------龍馬会ホーチミン支部
高知に縁ある人
ryomahcm@
杉村麻衣子
gmail.com ☎ 0376-705-093
----------------------------------------ホーチミン93年会
☎ 0909128466
（斎藤）
12e0483@gmail.com
「ホーチミン93年会
（93～94年）
」
https://www.facebook.com/
groups/546366779046486
---------------------------------------フットサルメンバー募集
jfjf0101@gmail.com（杉田大地）
☎ 0902-162-664
----------------------------------------中央大学サイゴン白門会
メンバー募集中
佐藤
（Mr）
takafumi.jacky@gmail.com
☎ 0906-862-949
----------------------------------------サーキット走りましょう！
KEN 150racing.vn@gmail.com
----------------------------------------「サムライ会（スポーツジム）」
☎ 0386-442-024
nittasayo@gmail.com
----------------------------------------SAIGON HANDBALL TEAM
☎ 0943-845-170（久保田）
saachan.924@gmail.com
----------------------------------------侍サイゴンズ（軟式野球）
☎ 0901-316-626（事務局・平田）
sgnbaseball@gmail.com
----------------------------------------HCMC 少年野球メンバー募集
（Saigon Phoenix）
saigonphoenixbb@gmail.com
---------------------------------------サイゴン静岡県人会
☎ 0984-536-164（木村）
gotosea55@gmail.com
----------------------------------------ホーチミンクラシファイドここまで

TTO - Dự án của nhóm học
sinh 10X Việt Nam với sáng
kiến tái chế cùi bắp thành
sản phẩm trồng trọt, thức
ăn chăn nuôi, đệm lót sinh
học cho gia súc vừa xuất sắc
chiến thắng cuộc thi Khởi
nghiệp trẻ quốc tế năm
2020.
Đội Cobtain - đại diện của Việt
Nam - vừa được xướng tên với
ngôi vị cao nhất tại chung kết
cuộc thi “Khởi nghiệp trẻ quốc

虎党ホーチミン支部
tomihe0720@gmail.com
----------------------------------------ホーチミン レフティ会
lefty_hcm@yahoo.co.jp（難波）
----------------------------------------ストリートチルドレン友の会FFSC
ボランティア募集
ffsc.vn@gmail.com（日本語可）
----------------------------------------サイゴン神山会（京都産業大学同窓会）
tswtsw675@gmail.com
（宮嶋）
----------------------------------------スケボー&ペニーサークル
leftt_hour_charm@yahoo.
co.jp
（森山）
----------------------------------------Saigon All Stars（ソフトボール）
saigonallstars2006@
gmail.com
https://saigonallstars2006.
hatenablog.com/
SAIGON ALL STARS【SISL】
----------------------------------------ホーチミン71会（71年1月〜72
年3月生まれの会）
noda@sunriseadvn.com
----------------------------------------HCM松坂世代会（'80年度生まれ会）
☎ 0901-355-286（増澤）
masuzawa@n-denkei.
com.vn
--------------------------------------ホーチミン市KGU会（関西外大）
☎ 0938-833-272（森山翔太）
leftt_hour_charm@yahoo.
co.jp
----------------------------------------ダンス好き集まれ～！！
keiji.nakagaki.lampart@
gmail.com
☎ 0842-897-501
（ナカガキ）
----------------------------------------HCMC 歌い隊 初心者サークル
mito.okayama@gmail.com
☎ 0909-393-350
（岡山）
----------------------------------------7区ママさんHipHopダンス♪
giveittomi.3315@gmail.
com
☎ 0933-156-304
（黒坂）
----------------------------------------青山学院大学校友会メンバー募集中！
☎ 0906-333-260（河北直之）
naopod54@gmail.com
----------------------------------------ホーチミン・サイゴン写真部
前川拓司
pg.worldillia@
gmail.com ☎ 0938-307-774
----------------------------------------ホーチミン走る会
gentlehiro@gmail.com
☎ 0774-671-738（佐原 寛）
----------------------------------------同志社校友会サイゴン今出川会
fujisawa@doshisha-u.net

tế - SAGE Global 2020”, quy tụ
hơn 10.000 học sinh đến từ 30
quốc gia và vùng lãnh thổ trên
toàn thế giới. Do ảnh hưởng
của dịch COVID-19, cuộc thi
năm nay được tổ chức theo
hình thức trực tuyến.
Với khẩu hiệu “nguồn sống
từ cùi bắp” (tức lõi ngô - PV),
nhóm 7 bạn học sinh Việt Nam
mang đến những ý tưởng tái
chế vô cùng sáng tạo.
Cụ thể, với cùi bắp có thể tái

HCMC / ホーチミン

みんなの掲示板

-----------------------------------------

----------------------------------------ホーチミン神戸大学OBOG会
okuda.r@heykosha.com
----------------------------------------群馬県人会
川野 誠
fbpbp488@gmail.com
----------------------------------------サイゴン紫紺会（明治大学同窓会）
粟野 悟
satoru.awano@gmail.com
----------------------------------------ホーチミン市宮城県人会
yamagata@cloverplus.
com.vn
☎ 0703-589-806
----------------------------------------サイゴン立教会（Thu3 Tu3会）
yamagata@cloverplus.
com.vn
☎ 0703-589-806
----------------------------------------サイゴン ウクレレ会
☎ 0359-311-194
aokey270@gmail.com
----------------------------------------ホーチミン軽音楽部 部員募集します！
/groups/1409398182465448
k.ishizawa@degner.co.jp
----------------------------------------ふります会（テニスサークル）
hideki.takita@gmail.com（滝田）
@furimasu
■Instagram：@hcmc_furimasukai
----------------------------------------スカバンドのメンバー募集！
hemhemsaigon@gmail.com
☎ 0976-667-419
----------------------------------------日越夫婦の会
n.mitsuhashi0617@gmail.
com
----------------------------------------極真カラテ ホーチミン道場
kyokushinsgn@yahoo.co.jp
（総本部）
----------------------------------------渡越の会 in HCM（来越数年内の
方向け）
masuzawa@n-denkei.com.
vn（増澤）
----------------------------------------サイゴン羽根つき会（バドミントン）
2区のバドミントンコート
saigon.hanetsuki.club@
gmail.com（加藤）
----------------------------------------闇練@サイゴンパール
（ランニング会）
ymanabu0817@gmail.com
-----------------------------------------

chế thành các sản phẩm phục
vụ trồng trọt và chăn nuôi
như giá thể trồng cây, thức
ăn cho gia súc, đệm lót sinh
học cho gia súc, gia cầm và
thú cưng. Đây đều là các sản
phẩm có nguồn gốc tự nhiên,
giá thành rẻ và thân thiện với
người tiêu dùng.

HÀ THANH
https://tuoitre.vn/

22

