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ベトナムのシン層
VIETNAM NEWS
知っ得TOPICS HCMC & Ha Noi
Lifestyle Review HCMC
この店この味 HCMC
ABCクッキング
「我が家の食卓新定番」

教えて！B級グルメ HCMC
教えて！B級グルメ Ha Noi
Lifestyle Review Ha Noi
この店この味 Ha Noi
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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週刊

知っ得 TOPICS

Vetter

飲食 グルメ

美健 ヘルス&ビューティー

ハ ノイ
催事「ベトナム日本商工会議所」
スポーツ文化委員会開催

2021年度
「日IN越文化祭」
への作品募集開
始！
【開催日】2022年2月27日
（日）
※展示・パフォーマンスともに1日のみの開催
【場所】ホテル デュ パルク ハノイ
HOTEL du PARC HANOI
【作品ジャンル】写真,書道,絵画,漆絵,彫刻,そ
の他。※ジャンルを問わず,芸術作品であれば
応募可
【応募資格】ベトナム在住日本人およびJCCI
会員企業のベトナム人
（作品の搬入が可能であればハノイ以外の都
市からも応募可能,1人1作品まで）
【表彰】あり
（展示8組/ステージ3組）
【作品募集締切り】2022年1月20日
（木）
応募申し込みは下記サイトより
www.jcci-culture.com
※すでに出来上がった作品の写真添付が
必要
ベトナム日本商工会議所
（JCCI）
jcci.culture@gmail.com

買物 ショップ

学習 教育・スクール

ら同校の教育についての説明もあり。
イベントの
詳細,申し込みはQRコードより。
その他の質問
は下記メールまでお問い合わせを。
International School Ho Chi Minh City
28 Vo Truong Toan St., An Phu Ward,
Thu Duc City
☎ 028-3898-9100
admissions@ishcmc.
edu.vn
https://www.ishcmc.
com/
Biz 「サイゴンビューオフィスビル」
入居者向け特別オファー実施中
2021年2月に完成し
たモダンで 真 新しい
グレードB+の商業オ
フィスビル「サイゴン
ビュー」
。
活気のあるビ
ンタイン地区に位置し,
市内の3つの主要なビ
ジネス地区
（1区,2区※
現在はトゥドゥック市の
一部,3区）
に近く,ショッ
ピングセンターやレスト
ランなども簡単にアクセスできる便利な立地が
魅力。
特別オファーもあり。
下記までお問い合わ
せを。
Saigon View Office Building
117 Nguyen Cuu Van St., Ward 17,
Binh Thanh Dist,
☎ 0908-468-060/0946-290-066
sales@saigonview.com.vn
https://sbghcm.org/saigon-viewoffice-building-introduction/

旅行 旅行・ホテル

住居 住まい

菌・ウイルスに対しての不活化実験実証済。
購入
やお問い合わせは下記へ。
NASK CO.,LTD
Vinhomes Golden River Aqua2,
Ton Duc Thang St., Dist. 1
☎ 0359-311-194
8:00−17:00
aoki@nask.vn
www.nask.vn/
学習「ブリリアント英会話」
レタントン校
10月16日から対面レッスン開始！
「ブリリアント英会話」
レタントン校が,10月16
日
（土）
から対面レッスンをスタート！ 受講生は
空き教室を自習用に利用可。
出勤講師は全員ワ
クチン2回接種済。
※ワクチン接種2回完了済み
の方のみ受講可。
ブリリアント英会話 ※レタントン校
12 Le Thanh Ton St., Dist. 1
☎ 0704-485-469
月−金 11:00−21:00
土・日 9:00−18:00
info@a1-brilliant.com
学習 インター校
「ISHCMC」
11月6日バーチャル体験会開催
ホ ー チミン 市
トゥードゥック市
にある
「インター
ナショナルスクー
ル ホ ー チミンシ
ティ」
では,11月6
日
（土）
の9時から
11 時 3 0 分まで
バー チャル 体 験
会を開催予定。
バーチャル体験では,キャンパス
を仮想的に探索できるだけでなく,校長先生か

催事 イベント

Biz ビジネス

映画 映画

ホ ー チミン 市
美健「銀座マツナガ」
「インターコンチネンタルホテル」
で営業中
理容室
「銀座マツナガ」
はタイバンルン店が閉
店となり,現在はインターコンチネンタル店と
店舗統合して営業中。
予約は下記へ。
銀座マツナガ
InterContinental Saigon Hotel
GF., Corner of Nguyen Du St. &
Le Van Huu St., Dist. 1
☎ 028-3827-9799
買物「NASK VIETNAM」
空気清浄機
「ブルーデオ」
販売中

ベトナム国内で日本製浄水器などの卸売・小
売を行っている
「NASK VIETNAM」
では,ホ
コリや雨で窓を締め切りがちになるベトナム
での快適生活をサポートしてくれる空気清浄
機
「ブルーデオ」
を取り扱い中。
「ブルーデオ」
は
光触媒技術を採用した日本製の空気清浄機。
光触媒に強い除菌力を持つ銀をプラスした独
自のハイブリッド光触媒を搭載し,空中を浮遊
するウイルスや臭いの元となるアンモニアやア
レルゲン物質などを元から分解除去。
排出する
のはきれいな空気だけなので,赤ちゃんやペッ
トがいる環境でも安心。
日本アトピー協会推
薦品。
北里大学や奈良県立医科大学にて各種
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ホーチミン市で 営 業 再 開！

1

ズを使用。自社開発のメガ
ネフレーム「クリオネ 」は、

店

舗 を 構え 、
ベトナムでも 店

初心者のお子さんにもオス

ネが壊 れても 修 理でき な

ロックダウンが続き、
メガ
デ リ バリーサービスは

ていたコンタクトレンズの

休 業 期 間 中に実 施し

スメできる商品だ。

かったり、
コンタクトレンズ

が再開した。

度、
ホーチミン市の全 店 舗

」 優 れており 、
アクティブな
店「 MEGANE PRINCE
（ メガ ネ プリンス ）。こ の 生活をしている方やメガネ

軽い上に柔 軟で 耐 久 性に

北 海 道 と 沖 縄に

メガネ とコンタクトの悩 み 解 決

2

（取材：三上 まゆ）

舗 拡 大を続ける眼 鏡 専 門

59

の在庫が足りなくなってき

の 購 入は引 き 続 き 可 能 だ

月いっぱいで 終 了 。店 舗で

は L I Nか
Eら ）。営 業 時 間
は変 更の可 能 性 もあるた

住：ビンコムタオディエン店 2F／クレセントモール店 3F／ビボシティ店 3F／イオン

3535-1331
（越語） 営：ビンコムタオディエン店 10:00−20:00／クレセントモール店

ン店 10:00−18:00／イオンモールビンズン店 10:00−22:00／ゴーバップ店 未定

10:00−21:00／イオンモールタンフー店、
ビボシティ店 通常営業／イオンモールビンタ

※上記時間は、
モールの営業時間に準ずる Web： https://kinhmatnhat.com/

shop/ FB：/-Megane-Prince-Vincom-Megamall ◆日本語可・日本語メニュー

本 誌 または 広 告（ 写 真 Ｏ
Ｋ）を 提 示 すると 、
メガネ

め、最 新 情 報については随

1 日本で購入するよりもリーズナブルな価格で眼鏡が購入できるのがうれしい。 2 ロックダウン中に壊れたメ

Information

入館の際にQRコード提示もしくは陰性証
明やワクチン接種証明が必要となる。

」
時「
MEGANE
PRINCE
アカウントま
の公 式 LINE

が全品 ％ＯＦＦになるプ

いだ ろ う 。今 な らベッター （ 受 け 取 り 前 の 事 前 予 約

たりして、
困っていた人も多

10
有り
・カード可［問合せは電話、
LINEで受付］

☎028モールビンタン店 1F／イオンモールタンフー店 1F／ゴーバップ店 3F

同 店 で 取 り 扱っている

ガネの修理も、
LINEよりぜひご相談を。 3 コンタクトレンズも取り扱い中。
LINEで在庫確認も可。

たは各 店 舗の Facebook
を確認してほしい。

メガネプリンス

10

ロモーションを展開中だ。

3

」と
メガネレンズは
「 HOYA
」の高 品 質のレン
SEIKO

「

17
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月 か ら デリ バリ ー 再 開 ！

れは、日本人に親しみのある和

に愛 されてきた「 え びす 」。こ

国 籍 年 齢 問わず 、多 くの方

けでなく 、
セットになるご飯 系

つこしのあるうどんのメニューだ

セット」。小 麦 粉のうまさ際 立

タートした「 週 替わりのうどん

があるとはいえ、単身赴任者か

シューマイ）
はまだ作れないもの

牛 す じ 煮 込 み 、牛 す じ 炒 め 、

数 種 類のアラカルト
（角煮、

舗からのデリバリーが再開した
毎 週 注 文しても飽きることな

ど 週によってさまざまなので、 らファミリー層まで、それぞれ

開！ 一押しは「 とろレバーの串

の料理を堪能できるようになっ て異なる）。人気の焼き鳥も再
ている。最 新のメニューについて

たことに喜んでいる方もきっと
焼き 」。焼いた後もとろとろ感

またはＷＥＢサ
は、 Facebook
イトをチェックしてみよう。

た。自 宅でまた、あの「えびす 」 く 楽しめる
（ 金 額は内 容によっ メニューを豊 富に用 意してくれ

の人 数や 好みに応じて 選べる

といううれしいお知らせが届い

試してほしい。

食の味を追 求してきた結 果だ
メニューもミニ丼や稲 荷 寿 司な

人 気 の 週 替 わ り う ど ん セット も

10

ろう。そんな同 店から、 区 店

週刊Vet t er

多いのではないだろうか。

れる
「週替わりのうどんセット」 2 お

セット」 3 シンプルな組み合わせで、
家で楽しめる、
えびず自慢の「1人飲み

れる
「つくねねぎま焼き鳥丼」

素材の美味しさをダイレクトに感じら

おすすめメニュー

☆週替わりのうどんセット

16万VND前後

☆つくねねぎま焼き鳥丼

16.8万VND

☆とろレバーの串焼き

3.8万VND

1

（取材： 三上 まゆ）

3
2

本語可・日本語メニュー有り
・税別 ［注文はLINE、
Capichiで受付］

住：66 Song Hanh St., Thu Duc City, HCMC ☎0975-325-577 営：11:00−20:30 FB：/ebisuHCMC/ Web：ebisu-vn.com ◆日

うどんと炭火焼 えびす

2

今 のホットメニューは 、再ス が残るレバーの串 焼きは、
ぜひ

1 うどんかご飯で迷ったら、
両方食べら

ホーチミン市

Restaurant
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ン市
ホーチミ

ハノイ

i
HaNo

HCMC

Mì Khô Xá Xíu Tôm Mực

31 Co Giang St.,
      Dist. 1, HCMC

MAP

おすすめ
メニュー

29 Ba Trieu St.,
Ha Noi
     Hoan Kiem Dist.,

MAP

おすすめ
メニュー

Cơm Rang
Gà Quay

中国の田舎町にある店のような風情の

シュー、ぷりぷりのエビとイカ、野菜と麺と

炒飯の上にどかんとのった骨つきチキ

マトソースをかければ旨さも倍増！ 酸味の

この店の名物は、独特な食感の麺が特

揚げニンニクの上に自分でスープをかけ

ンは、皮はぱりっとしていて、内側の肉は

ある高菜が程よい存在感を放つ庶民的

徴の汁なし麺。親しみやすい味のチャー

て、豪快にかき混ぜれば旨さが倍増する！

ジューシー！食べ応えも抜群だ。
ピリ辛のト

なパラパラ炒飯とのコンビは無敵だ。

コロナの影響で営業停止している場合があります。

19

Mì Khô Xá Xíu Tôm Mực

Cơm Gà Quay

コロナの影響で営業停止している場合があります。

ブロックでの注文もOK。

2
に広がる。 3 使いやすい豚バラ
（2.5万VND/100g）
。

1

注文はWebサイトにて受け付け。
新商品やお知らせはInstagramやFacebookをチェック。
1 大人気の上牛タン
（8万VND/100g）。
シンプル

VND/100g）
。
脂質が少なめでかむほどにうま味が口

Information

現在ベトナムではコロナ禍で
観光客の減少、外食市場の縮
小で大量のお肉が行き場を無
くしている。店主の増田氏は、
手間暇かけて育てられた牛の
肉が正しい形で消費されてほし
いという思いから、今年精肉店
を立ち上げた。
注目すべき点は鮮度！ 取り
扱っているお肉はベトナムの卸

はなかなか味わえない。卸業者
より大量購入することで販売
価格を抑えられ、手頃な価格
で購入可能だ。
人気商品「上牛タン」
は油を
ひかずフライパンで焼くだけで
とてもジューシー。
「 牛タン」
は
脂質が少なめだがうま味があ
り、
タンシチュー用にブロックで
の購入も可能。
「ハラミ」
はもっ
ちりとした食感でかむたびにう
ま味を感じられる。料理に使い
やすい
「 豚バラ」や「 豚トロ」な
ども取り扱っている。
ベトナムの牛肉はサシのある
和牛とは違い脂質が少なめでヘ
ルシー。新鮮なお肉のかみごた
えとうま味をぜひ自宅で味わっ
てもらいたい。ウェブサイトやＳ
ＮＳでチェックしてみよう！

亮）
am：@cows_masuda_vietnam FB：
「Vietnam cows Masuda」
で検索 ◆日本語可・日本語メニュー有り
・カード可

（取材：沖村
［問合せは電話、
Instagram、
facebook、
Webサイ
トで受付］

業者より直接仕入れており、
鮮
度抜群。納期は 日ほど要す

く。
スーパーのお肉は一般的に

〜 日ほど経過しているため、

3

にさばかれた新 鮮なお肉が届

るが、
注文すると手元には前日

2

これほど新鮮なお肉は家庭で

5

Web： https://forms.gle/mvjiynP1TAjom65s6 Instagr
住： 0898-570-696
（日本語・英語） ☎8:00−20:00

COWS MASUDA VIETNAM CO., LTD
（増田精肉店）

鮮 度 抜 群の牛タンが 人 気！

に 焼けば お いしさがよくわ かる！ 2 ハラミ
（7万

ハノイで 新 鮮 な お 肉 を 食 卓に

3

ハノイ

Lifestyle

週刊Vet t er
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今年

定 番お 寿 司と創 作 寿 司

寿司が並び、選ぶのが楽しい。
メ
名用、 〜

コロナ禍の今 、デリバリーや ニュー表も見やすいように工夫

ている。

リ ー ズ ナ ブル に 楽 し む ！

月、
ホアンキエムに
「健

康に、
おいしいものを！」をコン
持ち帰りに力を入れている。
ベ されている。 〜
名用のコンボセットがあり、
ラ

ら伝統的な味を提供している。 たしたＢＯＸに丁 寧に詰めてい

キルを学び、創造的でありなが

ンの経験豊富なシェフが常にス
あるが、同店では衛生基準を満
司 、巻 き 寿 司の他にも 手 まり

もぴったりだ。定 番のにぎり寿

すると形が崩れてしまうことが ンチにも 家 族 だんらんの 場に

トナムでお寿司をデリバリーを

3

寿司セットや、創作寿司なども

」が
セプトのもと「 Sushi Lab
オープンした。日 本 食レストラ
2

健康を気づかう顧客のために、 るので、安心して注文できる。
砂 糖 を 最 低 限の使 用にし 、化

☆The Chesesy Roll

☆Cali Green
9.9万VND

5.9 万VND

（取材： 芝田 かなこ）

、 リーズナブルな 価 格 帯で 人 気
自社Ｗｅｂサイト、
facebook
がある。ぜひ試してもらいたい。

定番のお寿司と野菜を使った人気の創作寿司。

学調味料を使用せず食品の鮮

12.6万VND

FB：/sushilabvietnam Instagram: @sushilab.vn
住：10 Phung Hung St., Hoan Kiem Dist., Ha Noi ☎0346-863-468 営：10:00−22:00 Web：www.sushilab.vn

1

7
☆The King Roll

で 簡 単に注 文が可
Instagram
能だ。さまざまなカラフルなお

◆英語可・英語メニュー有り
・カード不可 ［注文は電話、
Facebookメッセンジャー、
Instagramで受付］

Sushi Lab

4

週刊Vet t er

度 と 自 然 な 味わいを 大 切にし

おすすめメニュー

ハノイ

Restaurant
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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
-----------------------------------------

----------------------------------------ハノイ農工大OBOG会
hanoi.TUAT@gmail.com
----------------------------------------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）

Tin tức thời sự Việt Nam
Đông Nam Á xúc tiến lộ trình mở cửa

記事制作・広告代理 Liên hệ quảng cáo
Sunrise Advertising Solutions Co., Ltd.
2F., 8/6 Le Thanh Ton St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC
Tel：
（028）3821 8166 / 8176
Fax:
（028）3821 8180

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

※本誌掲載の記事・写真の無断複写、
複製、
転載を禁
じます。本誌に掲載された広告内容に関しましては弊
社は一切責任を負いかねます。
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----------------------------------------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
-----------------------------------------

HCMC / ホーチミン

みんなの掲示板

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

----------------------------------------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）
----------------------------------------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）
-----------------------------------------

ホーチミンクラシファイドここまで

TTO - Không hẹn mà gặp,
từ nay đến cuối năm, nhiều
nước Đông Nam Á sẽ nới
lỏng nhập c ảnh cho du
khách quốc tế đã tiêm đủ
vắc xin. Dù mở hoàn toàn
hay một phần, đây cũng là
tín hiệu khởi đầu của một
bình thường mới.

E-mail: info@sunriseadvn.com

週刊VetterはTrend Pot Inc.（USA）
とのラ
イセンス契約により発行運営をしています。

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）

Các nước đang rục rịch mở
cửa lại ở Đông Nam Á có điểm
chung là có nền kinh tế phụ

thuộc đáng kể vào du lịch và
muốn mau chóng vực dậy
ngành công nghiệp không
khói sau một thời gian dài tê
liệt vì COVID-19.
Thận trọng nhưng quyết liệt
Ngày mai (14-10), Indonesia sẽ
mở cửa đảo Bali và quần đảo
Riau cho du khách quốc tế từ
18 nước bao gồm Trung Quốc,
New Zealand, Nhật Bản...
Với tiềm năng lớn về biển đảo,

du lịch là động lực chính của
đảo Bali nói riêng và nền kinh
tế Indonesia nói chung. Song
giống như nhiều nơi, các điểm
đến nổi tiếng của Indonesia
đã “đói khách” kể từ khi đại
dịch bùng phát hơn một năm
qua.

MINH KHÔI
https://tuoitre.vn

