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●  VIETNAM FOOD LOVER COLUMN 

●  ABCクッキング「我が家の食卓新定番」

●  クラシファイド情報

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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バックナンバー版過去の人気記事を再掲載
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☎ 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
☎ 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
杉村麻衣子   ryomahcm@
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
-----------------------------------------
ホーチミンクラシファイドここまで

週刊ベッター・クラシファイド「みんなの掲示板」
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▶

みんなの掲示板▶ https://wkvetter.com/?page_id=13626

HCMC / ホーチミン
みんなの掲示板

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

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

-----------------------------------------
事業売却・事業譲渡
現在ベトナムで会社を起業されて
いる方で撤退を検討しており,事
業売却・事業譲渡など検討されて
いる方がいらっしゃれば,ご連絡
いただけましたら幸いです。

  t a k a h a s h i v n 1 9 9 8 @
yahoo.co.jp（高橋）
-----------------------------------------

-----------------------------------------
ホーチミン 95年会

  tomihe0720@gmail.com
-----------------------------------------
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）

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

ハノイクラシファイドここまで

-----------------------------------------
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
☎ 0944-002-169（ミスターーー小野）

  845hanoi@gmail.com
-----------------------------------------
ハノイ ポーカークラブ
☎ 0901-231-228（高槻）

  takatsukitakagi7@gmail.com

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
-----------------------------------------
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）
-----------------------------------------
ハノイ初心者会（赴任1年半以内）

  hanoifleshers@gmail.com
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TTO - Theo báo cáo, trong 60 
ngày (từ 1-7 đến ngày 29-8), 
chương trình ‘Phuket Sand-
box’ đã đón được 25.866 du 
khách sử dụng 450.806 đêm 
nghỉ, đến Phuket trên 283 
chuyến bay thuê chuyến.

Ngày 22-9, tỉnh Quảng Ninh 
(Việt Nam) và Phuket (Thái 
Lan) tổ chức hội nghị trực 
tuyến về tăng cường hợp 
tác giữa hai bên thời kỳ hậu 

COVID-19 thông qua quan hệ 
đối tác địa phương, nhằm chia 
sẻ kinh nghiệm về việc mở 
cửa lại du lịch trong bối cảnh 
dịch COVID-19 được kiểm 
soát.
Chia sẻ kinh nghiệm tái khởi 
động du lịch trong bối cảnh 
dịch COVID-19 mang tên 
chương trình “Phuket Sand-
box”, bà Ratiwan Boonpra-
kong, giám đốc Văn phòng đại 
diện Tổng cục Du lịch Thái Lan 

tại Việt Nam, cho biết, đây là 
hệ thống đón khách quốc tế 
khép kín với quy trình nghiêm 
ngặt, với mục tiêu không xảy 
ra lây nhiễm COVID-19 giữa 
du khách và người dân địa 
phương. 

Tin tức thời sự Việt Nam
Quảng Ninh học hỏi Phuket (Thái Lan) về

kinh nghiệm mở cửa lại du lịch

TTXVN
https://dulich.tuoitre.vn/

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) nhìn từ trên cao -

Ảnh: NAM TRẦN
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