公益社団法人ベトナム協会 平成３０年度事業計画
今年度は日越外交関係樹立 45 周年の節目を迎え、ベトナムでは記念事業が数多く開催されるも
のと思われます。また、在日ベトナム人は昨年 6 月末現在２３万人と急増し、私たちの身近な存在と
なっています。そのような環境下、弊協会の今年度公益目的事業は在日ベトナム人及び留学生な
どの協力を得て、両国の良好な友好関係を国内で広く一般に周知することを目的に開催します。
なお、日越外交関係樹立 45 周年記念事業としては「ベトナムでのボランティア活動報告と日越友
好親善文化交流会」、｢第 3 回ベトナム人留学生・青年作文コンテスト」を外務省に申請して実施す
る計画と致しました。また、「ベトナムでのボランティア活動報告と友好親善文化交流会」には、国内
にあるベトナム関係団体に参加を呼びかけて連携を図り、両国友好の輪を広げる機会としたいと思
います。

１．セミナー「ベトナムでのボランティア活動報告と日越友好親善文化交流会」
＆「全国ベトナム関係団体意見交換会」
日越外交関係樹立４５周年事業 （記念事業申請予定）
実施時期 平成３０年８月１０日（金） １３：３０～18：30 頃
会場 学校法人メイ・ウシヤマ学園 ホール（５階）
参加者数： １５０名 （会員 ベトナム関係者 留学生ほか ）
後援： 外務省 駐日ベトナム国大使館 ベトナム日本友好協会

浅羽ベトナム会

○ご来賓 （予定）外務省 アジア部長又は南東アジア第一課長
駐日本ベトナム国特命全権大使 グエン・クォック・クオン氏
ベトナム日本友好協会会長 To Huy Rua 氏 （招聘）
神奈川県 東京都港区 川崎商工会議所
○協力（予定） 日本伝統文化国際交流協会 在日ベトナム学生青年協会
在日ベトナム仏教信者会 在日ベトナム人協会
セミナー開催前 （別室にて１時間程度）
全国ベトナム関係団体意見交換会
[趣旨] ベトナムとの友好関係が一層深まり、在日ベトナム人も増加の一途をたどり、全都道
府県で生活し、２９年６月末現在２３万５千人となっています。
そのような背景もあり、国内ではベトナム関係団体が続々と誕生し友好関係を深めて
います。また、在日ベトナム人の団体も複数あり、それぞれが活発な活動を行ってい
まが、団体相互の連携や理解は十分とはいえないのではないでしょうか。そこで日越
外交関係樹立４５周年を機会に、全国のベトナム関係団体にお声掛けして、各団体
の活動をご発表頂き、情報交換及び連携の場を作り、日越友好親善の輪を全国に広
めたいと思います。また、在日ベトナム人の心のよりどころとして、どこの団体にも参加
が可能な連携を目指したいと考えます。弊協会の無料相談には、全国からの問い合
せも増え、地方にベトナム関係団体は無いかとのご相談を頂くことも多くなっています。
参加者 （予定） ベトナム協会 ベトナム日本友好協会ルア会長
日本のベトナム関係団体及び在日ベトナム人団体 （約１0 団体程度）
オブザーバー（予定） 外務省
駐ベトナム日本国大使館ほか

○招聘団体
・在日ベトナム人協会 ・在日ベトナム学生青年協会・在日ベトナム仏教信者会
・日本ベトナム友好協会 ・浅羽ベトナム会 ・（一財）日本・ベトナム文化交流協会
・（一社）日本ベトナム経済交流センター ・（一社）日本ベトナム経済フォーラム
・広島ベトナム協会 ・新潟ベトナム協会 ・ふくしま・ベトナム友好協会
・ NPO 日本国際親善協会・日本ボビナム協会・長野県ベトナム交流協会ほか
意見交換会内容： 意見交換会趣旨説明（ベトナム協会） 自己紹介及び活動紹介
各団体連携用の「団体概要ファイル」配布
第一部 式典・セミナー (日越外交関係樹立４５周年）（予定）
開会の挨拶 公益社団法人ベトナム協会 槍田会長
ご挨拶 日越外交関係樹立４５周年を迎えて 外務省
ご挨拶
同
駐日ベトナム大使 グエン・クォック・クオン氏
祝辞
ベトナム日本友好協会 To Huy Rua 氏
ベトナムにおける企業派遣の社会人ボランティア活動紹介
○基調講演 NPO 法人クロスフィールズ（20 分）
仮 「開発途上国向け派遣型ボランティア活動について」
日本企業から社会人ボランティアとして、ベトナムなどへ２～３ヶ月間ボランティアで
派遣し、開発途上国の社会的企業に貢献をする活動を広めている。現地社会的企
業の対象先選定、交渉、スケジュールまでを請け負う団体。日本企業は、ボランティ
ア活動を通して社員の人材育成の手段としても活用している。
○ベトナムでのボランティア活動事例発表 ３社 各社１５分
(候補先）●アステラス製薬 （孤児や障がい児にアート教室を行い、子供が書いた絵を
モチーフに文具やポーチなどを制作販売し、利益の一部を還元するベト
ナムの社会的企業への社員派遣 ３ヶ月）
(候補先）●パナソニック㈱エコソリューションズ社 （クックストープの開発を通して、ベト
ナムの健康被害の削減に取り組む NGO への社員派遣 ３ヶ月）
(候補先）●日立製作所㈱ (有機農業を通じて零細農民の支援を行うベトナムの社会
的企業への社員派遣 ２ヶ月）
その他候補先 ●博報堂 ●日本たばこ産業 ●電通国際情報サービスなど
第二部 日本・ベトナム友好親善文化交流会（予定）
日本伝統文化国際交流協会
・日本舞踊 ・琴の演奏 ・三味線演奏など
在日ベトナム学生青年協会 在日ベトナム仏教信者会
・ベトナムの伝統的踊り ・楽器演奏など
第三部 交流会
各ベトナム関係団体代表者挨拶
ベトナム料理で交流

２． 第３回ベトナム人留学生青年作文コンテスト （＆講演会）
日本ベトナム友好関係樹立４５周年事業 （記念事業申請予定）

テーマ 「日本での体験から」
「日本・ベトナム友好関係４５周年に思う」
共催 在日ベトナム学生青年協会
後援： 駐日ベトナム大使館 ベトナム日本友好協会 （新）浅羽ベトナム会
実施時期：募集開始７月１日 締め切り９月３０日
募集要領：昨年までと同様 A4 横書き １５００字程度
選考発表・表彰式： 平成３１年１月下旬 会場：ハリウッド美容専門学校教室
表彰点数：応募者数×３０％程度 ２９年度応募数７０点の場合 ２１点
（新）企業表彰を作る。１社１口２万円 期待値８口
最優秀賞１点１０万円 優秀賞１点 ５万円 企業賞８点２万円（○○会社賞など）
入賞１１点１万円（昨年まで５千円）参加賞 ４９点 図書カード ＠２千円
作文集制作：応募者が８０人を超えた場合は、入賞者のみ作文集に変更も検討する。

３．講演会
実施時期：平成３１年１月下旬
テーマ・講師 未定

（作文表彰式と同時開催）

４．ベトナム研究会＆交流会（総会終了後）
実施時期：平成３０年６月５日(火）１６：３０～１８：３０頃
会場
：ハリウッド美容専門学校 ７階教室 （東京都港区）
仮 タイトル「アセアン経済共同体の実施とベトナム経済」
講師：予定 駐日ベトナム大使館
参事官投資部長 グエン スアン ティエン氏

５．機関誌ベトナム発行
平成３０年度実施事業の詳細報告及びベトナム関連記事などの紹介
会員及び関係団体に配布 HP 上に掲載し社会一般に公開し希望者には無料で配布する。

６．ベトナムニュース
毎月のベトナムのニュースを日本語に翻訳した、「ベトナムタイムズ」を購入して、HP 上に掲載
し、最新のベトナム事情がいつでもわかるようにしている。

７．無料相談
ベトナム経済、ベトナム人材（技術者・留学生・技能実習生など）から、ベトナム進出、ベトナム
での販売、大学間交流、文化、生活など全般にわたる相談を無料で受けている。毎年２００件
程度の実績。

８．その他事業費 協賛事業
・ベトナムフェスティバル(代々木公園）
・ベトナムフェスタ in 神奈川(横浜市）
・在日ベトナム学生青年協会旧正月祭 （東京都港区）
・浅羽ベトナム会 浅羽佐喜太郎記念碑建立 100 周年 (静岡県袋井市）

９．後援事業 ＊日越４５周年記念事業申請事業(ヒアリング）
・＊ベトナムフェスティバル(代々木)
5 月 19～20 日
・＊ベトナムフェスタ in 神奈川
9 月 8～9 日
・＊神奈川フェスタ in ハノイ
11 月 17～18 日
・＊浅羽佐喜太郎記念碑建立 100 年(浅羽ベトナム会） 9 月 22 日
・ 在日ベトナム学生青年協会旧正月祭
31 年 1 月頃
・ 神奈川留学生支援相談会
７月 5 日
・ みなと国際交流・協力の日(港区）
31 年 2 月頃
・＊健康・省エネシンポジウムⅥ（(一社）健康・省エネ住宅を推進する国民会議） 6 月 5 日
（ベトナム健康・省エネ住宅基準策定を目指す）

以上

