……

インスタント麺の
消費、
世界３位

……

電子産業、
ベトナムは
有力な投資先
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かわいらしい容姿で、日本語コミュニケーション能力の高いサニーは、これ
まで何度も日本のパートナーとの通訳など、架け橋としての役割も果たして
きました。現在、 SunnyさんはSGO48のパーフェクトな一員になりたいと
いう希望を叶えるため、SGO48の活動の傍ら、日本語の勉強に多くの時間
を費やしています。「100 giay ruc ro - VTV3」、「Sieu bat ngo HTV7」、「Dai tiec FA - VTV6」などのテレビ番組に出演してきました。
SNSアカウント Facebook：SGO48 Sunny
Instagram：sunny.sgo48official
Tiktok: sunny.sgo48official
ブッキング・PRに関するお問い合わせ pr@yag48.vn
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ABCクッキング
「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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を 提 供している「マイナビＢｉｚ」。日

長 期 出 張 時の宿 泊アレンジサービス

のではないだろうか。日本では社 宅や

時 準 備について、調べている方 も 多い

時帰国や、本帰国。
コロナ禍で「 帰国 」

日本でのワクチン接 種などによる一

中のサポートもワンストップで手 配で

から 滞 在 先の手 配はも ち ろん、滞 在

「マイナビＢｉｚ」なら、帰 国 時の送 迎

しい生 活の中での帰 国の準 備は大 変 。

入 国 滞 在プラン」も 用 意している。忙

うれしいサポートが充 実 。今 回「 日本

家具家電、自炊・食器などの生活必

きる。

https://biz.mynavi.jp/lp/stayhomeinjapan

需品が用意されているマンション、 Wi-

biz-order＠mynavi.jp

本 帰 国 時の隔 離 期 間 も 住まいのよう

ズに行 える、
「 ビジネスマン」には特に

☎ +81
（3）
-6636-0719

・
デスク・チェアなど滞在中ストレスの
Fi
ないお仕事環境など、
ストレスがたまり
がちな隔 離 期 間に少しでも 快 適に過
ごせる配 慮がなされている。帯 同での

時 間 健 康 相 談 窓口があるの

帰国時、ご家族の健康もサポートする
安 心の

も魅力だ。
隔 離 期 間だけでな く 、長 期 滞 在 時
の宿 泊や社 宅 など法 人での契 約 もス
ムーズなのが安心。滞 在 期 間 、快 適さ
を求めるのであれば、ぜひ同 社に問い
合わせを。

株式会社マイナビ

に快 適に過ごし、テレワークもスムー

日本帰国・ビジネスマンが快適に
隔離期間を過ごすことにこだわる

こ ん な 人・企 業 に オススメ｜日 本 帰 国 時 の 隔 離 期 間 、自 宅 の よ う に ゆった り 過 ご し た い 方
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株式会社マイナビ
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ことができます。お母さんが抱きし

されている実感」を子どもに伝える

との心地よい触れ合いを通して「愛

方法は
「スキンシップ」
です。肌と肌

世界で通用するバイリンガルを育てる

自信を大きく育てる
えてきます。

先の見えない時代になりました。 トロールしないといけない場面が増
社会が不安定になったことで、これ
からの時 代を生きる子どもたちに
必 要な資 質がより明 確になりまし

自信ほど子どもたちの思考と行
親には子どもの行 動を「コントロー

い」という強い気持ちがあり、
一方で

抱っこして、
お風呂に入れて、母親は

んありました 。おっぱいを あ げて、

なくても母子の皮膚接触がたくさ

赤 ちゃんの時は親が特 別 意 識し

れている」と実感できるのです。

めてあげると子どもは
「自分は愛さ

動 を 前 向きにしてくれるものはあ
ルしなければ！」という気持ちがあ

子どもといつもスキンシップをして

子 ど もには「 何でも 試 してみた

反抗期で自信を
潰してはいけない

りません。自信を大きく育てること

と、子どもに
「イヤイヤ」という反抗

る 。この相 反 す る 思いが衝 突 す る

と」
です。

た。それが「 自信を大きく育てるこ

も 乗り越 え 、自 分の人 生 をたくま

ができれば、どんな困 難やストレス

いたのです 。しかし、子どもが自 分
の足で歩けるようになり、身のまわ

期が起こるのです。
子どもは自分の行動を制限され
りのことが自分でできるようになる

しく歩んでいく人材に成長します。

るのが嫌で「イヤイヤ」言っているの

すると「 愛されている自 信 」が揺ら

と、
スキンシップが減っていきます。

自信には二つある
て も ら え ず 、さ らに「 も う 知 ら な

ぎ 始め 、情 緒が不 安 定になるので

ですが、その気持ちを親に受け入れ

い！」などと突き放されようものな
す。

子どもの自 信は大き く２つに大

い自信 」を育てる時期。６〜７歳以
ら「 愛されている自 信 」が崩れてし

に、なぜその行 動をしてはいけない

る」
ことです。子ども相手と思わず

も自身が努力して獲得するものと 「 きちんと言 葉 を 尽 くして説 明 す

「しつけ」を伝える時に大切なのが

ところが、大半の親がこの簡単な対

おかしな行動はすぐに収まります。

でたりと、
スキンシップを増やせば、

したり、背 中 をさすったり、頭 をな

対しては、抱きしめたり、頰ずりを

り「 自分は価値がある人間だ」と自

ことで、子どももだんだんと受け入

根気強く一つひとつ説明していく

ます。

いない、という ケースが多々見られ

ては
「不十分」。愛情の実感が足りて

時代に親から可愛がられ、大切にさ

ころか、命令や否定言葉が増えると

われても 子どもは納 得できないど

どものわずかな心の変化を見逃さ

くすることを心がけてください。子

たら、
スキンシップで「 自信 」を大き

（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。

別されます。０〜６歳が「 根拠のな

降が「 根拠のある自信 」を育てる時
まうのです。

「根拠のない自信」というのは
「自
のか、なぜ行 動 をコントロールしな

処 法 を 知 ら ないので す 。親 は「 十

情緒不安定になっている子どもに

期です。
「根拠のない自信」
は親が育

分は親に愛されている」
「 自 分は親

ければならないのかをき ちんと 言

てるもの、「根拠のある自信」
は子ど

から受け入れられている」
「 親から

分」だと思っていても、子どもにとっ

分を心から信じている状態です。こ

れ、理解するようになってきます。
一

理解してください。

大切にされている」という自信であ

葉で説明してあげてください。

れは、子どもがいくら努力しても手

方的に
「ダメ！」「いけません！」と言

れ、愛情をたっぷりもらうことでの

「 根 拠のない自 信 」を弱めることに

ずに、
スキンシップの量を調整する

子どもに
「 不安 」のサインが見え

に入れることはできません。子ども

み、得られる自信です。

つながってしまうので注意してくだ

０〜６歳児の子育てで大切な「根

――――――――――――

にて）

す。（根拠のある自信については次号

ことで「 根 拠のない自 信 」は育ちま

「根拠のない自信」を育てる一番の

スキンシップで自信を
補充する

さい。

拠のない自信 」なのですが、重要な

でを許容するかということです。特

のがどこまでしつけをして、どこま

に子どもが２〜３歳になると、最初
の反 抗 期がやってきて、行 動をコン

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149回
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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

催事 イベント

ハ ノイ
買物 日系スーパー
「TOMIBUN」
3号店がリンラン通りにオープン！
日系スーパーマーケット
「TOMIBUN」
が8月
15日
（日）
にオープン！ ハノイ市内で3店舗目と
なる同店はリンラン通りに位置し,日本人単身者
が多く住む
「Linh Lang」
「Dao Tan」
「Phan Ke
Binh」
「Kim Ma Thuong」
「Lieu Giai」
エリアが
ますます便利に。
調味料など日本製食材の豊富
な品ぞろえに加え,作りたてのお総菜,お寿司,お
にぎり,サンドイッチ,お弁当なども好評。
野菜や
果物は一人暮らしでも無駄なく使い切れるよう,
小分けにしたパッケージが人気。
スーパーマーケットTOMIBUN
108 Linh Lang St., Ba Dinh Dist.

19

買物 ショップ

学習 教育・スクール

Biz ビジネス

映画 映画

ホ ー チミン 市
美健「銀座マツナガ タイバンルン店」
閉店&店舗統合のお知らせ
理容室
「銀座マツナガ タイバンルン店」
は8月
30日
（月）
をもって閉店し,今後はインターコ
ンチネンタル店と店舗統合予定。
営業再開の
際は,インターコンチネンタル店へ。
統合先店舗住所：
InterContinental Saigon Hotel
GF., Corner of Nguyen Du St. &
Le Van Huu St., Dist. 1
☎ 028-3827-9799
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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
Ở nhà để thấm hơn từng trang sách, hiểu thế
nào là bữa ăn ngon

記事制作・広告代理 Liên hệ quảng cáo
Sunrise Advertising Solutions Co., Ltd.

☎ 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 - Nếu như khoảng thời
gian đầu tôi rất lo lắng, thấy
buồn tẻ khi TP.HCM giãn
cách theo chỉ thị 16, hiện tôi
(một 8X cuồng đi) lại thấy
mỗi ngày mới đến thật yên
bình và đầy háo hức.

2F., 8/6 Le Thanh Ton St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC
Tel：
（028）3821 8166 / 8176
Fax:
（028）3821 8180
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。
※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。

Thời gian ở nhà nhiều, tôi hiểu ra đọc sách cũng lắm công phu - Ảnh: dfordelhi.in

Cơ hội sống “nhiều cuộc đời”
Khi có nhiều thời gian rỗi hơn,
tôi nhận ra tâm lý chung của
con người là ít tự soi rọi, lưu
ý đến các vấn đề ở bản thân,

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

mà thường chỉ k hi “đụng
chuyện” thì mới nhận ra, loay
hoay tìm giải pháp. Chẳng
hạn có bao nhiêu bạn trẻ
hoặc đang làm việc quên trời
đất, hoặc từng ăn chơi thâu
đêm suốt sáng nhận ra triết lý
về sức khỏe “chiếc giường đắt
nhất thế giới là chiếc giường
bệnh”?
Còn tôi mải mê làm việc và
viết, mà quên mất nguồn nuôi
dưỡng cho việc viết và làm

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

việc hiệu quả dài lâu chính là
đọc.
”A reader lives a thousand
lives before he dies” (tạm dịch:
Người chăm đọc được sống
nhiều cuộc đời trước khi chết),
nhà văn Mỹ George R. R. Martin có câu nói nổi tiếng là vậy.

VINH SAN
https://tuoitre.vn/

22

