
 

本日の例会（第１５２４回）  １２／５（水） 

◆クラブ年次総会を行います。 

次回の例会（第１５２５回）  １２／１５（土） 

◆家族忘年会を行います。 

（時間：午後5時30分～ 

    場所：ウェスティンナゴヤキャッスル  2 階  青雲の間） 

第１５２３回例会記録    １１／２８（水）晴 

◆司    会 伊藤 晋一君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も／唱歌・冬景色 

出 席 報 告 

会 員 数  39名  前々回訂正  1521回例会

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  5 名中

出席会員数  29名  MAKE UP  5 名

出 席 率  74.36％  出席率訂正  100％

会  長  挨  拶 

会  長  小關  敏光 

今日は、ＮＨＫの大河ドラマでお

なじみの「平家」のお話をします。 

「世に四姓」と言われた時代があ

り、源氏、平氏、藤原氏と橘氏の四

姓で「源平藤橘」と言うそうです。 

 このうち、「源氏」は、天皇が皇室経済の窮迫から、天皇の皇子・

皇女に「源」姓を与えて臣籍に降下させたもので、嵯峨天皇（809～

823年）時代に始まり、仁明、文徳、清和、陽成、光孝、宇多、醍醐、

村上、花山、三条天皇（1011～1016年）ころまでの約200年間に、

各天皇名を冠した呼称を持つ源氏諸流が生まれたそうで、公卿・公家

として栄えた諸流と武門となった諸流とが存在しました。このうち、

「清和源氏」は、961年に生まれ、大江山の酒呑童子を退治した「源

頼光」や「前９年の役」（1051年）や「後3年の役」（1083年）

等で活躍した「八幡太郎義家」が有名であり、後の「源頼朝」へ続く

家柄です。 

 一方「平氏」の方は、桓武天皇（781年～806年）が皇子らに与え

た平朝臣の姓が始まりで、その後、二世王（親王の子）以下に与えら 

 

れる姓となり、桓武平氏の外に「仁明平氏」「文徳平氏」「光孝平氏」

などがあり、最も有力なのは「桓武平氏」で、このうち「高望流」が

「坂東平氏」（武門）となり、その一部が伊勢国へ進出して「伊勢平

氏」となり、「平清盛」へ続くことになります。 

 このように「平氏」の諸流は、二世王以下の皇族に与えられた姓で

あることから、身分が低く、下級官吏もしくは武門が多く、清盛の二

代前までは、極めて低い身分であったようです。大河ドラマでは、清

盛は、忠盛の実子ではなく、白河上皇と女御との間の子を忠盛が引き

取ったことになっていましたが、これは清盛が自分の血筋を良く見せ

るため作った作り話と考えられているようです。 

 ともあれ、平家は、清盛の祖父にあたる「正盛」の時代に朝廷から

瀬戸内海の海賊退治を命じられ、瀬戸内を平定したことで評価される

とともに財をなし、父「忠盛」の時代には、源氏と並んで朝廷の守護

役になるまでになります。 

 そして、清盛の時代になって、「平治の乱」（1159 年）によって

「源義朝」を敗り、その後、娘徳子を高倉天皇の中宮（妃）とし、1180

年にはその皇太子を安徳天皇に即位させるなどして平家（武士）によ

る統治をするようになります。 

 ところが、その年（1180 年）、後白河法皇の第三皇子である「以

仁王」が平氏追討の令旨を発したことから、これが源氏に伝えられ、

「源頼朝」や「木曽義仲」らの挙兵につながります。そして、そのわ

ずか5年後の1185年 3月には、平家は「壇の浦の戦い」に敗れて滅

亡します。 

 因みに、「平清盛」は1118年に生まれ、1160年に武士として初

めて正三位参議となり、1167 年には従一位太政大臣にまで登り詰め

たうえで、翌 68 年に出家しますが、その後も平家の中心として政権

を掌握し続けました。そして、1181年閏2月4日に死亡しました。

享年 62 歳。批判も多いようですが、夢を叶えた人生といえるでしょ

う。 

幹  事  報  告  

1.次回例会(12/5)はクラブ年次総会になっております。ご欠席のない

ようお願い致します。 

2.家族忘年会の請求書を同封致しましたので、よろしくお願い致します。 
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卓  話 

ベトナムガイドブック 

会 員  山田 浩二 

皆様に少しのお時間、ベトナム旅行

に行った気分味わってもらえました

ら幸いです。 

セントレア名古屋～ハノイまでは

週4便、ホーチミン行きも週4便の直行便があります。 

・国土面積は32万 9241平方キロメートル（日本の約90％） 

・人口 約 8579万人（2009年）です。 

・ハノイ～ホーチミンまでの距離は約 1800ｋｍ（青森から鹿児島

とほぼ同じ距離になります。 

流通通貨はベトナムドン（VND） 

現在、約日本円 1 円に対し、ベトナムドンは 251.78VND になり

ます。 

マイルドセブンが日本円で約￥130 

ガソリンが 1･ 22,900 ドン（￥91）、軽油が 1･ 21,400 ドン

（￥85）となります。 

平均的なサラリーマンの収入が都市部で￥15000/月 

地方では￥8000/月ですので物価は高くなる傾向です。 

ハノイ中心部に入るとまず目にするのは、オートバイの多さと交通

マナーの悪さに驚きます。写真にもありますが、オートバイが渋滞を

するほどの量で朝、晩は大変です。これは、公共機関（バス）が機能

していなく、時間どおりの運行はまず有りませんので、移動手段にオ

ートバイを使う人が多いからです。近年は、車の需要も多くなり、ハ

ノイもホーチミンも同じ状況ですが、人口の集中化に伴う都市部のイ

ンフラ整備が今後の課題になっています。 

近代的建築の建物が、多く有りますが、建築途中の建物を見ますと、

日本の様な鉄骨が無いように見えます。有るのは直径 3～5 センチく

らいの鉄筋をたばねて、セメントを塗り、柱を作ったら、壁はレンガ

で覆う作り方が主です。日本の様な、耐震強度はまず無いでしょう。

一般的な住居や店舗も同じような建て方をしており、鉄筋、レンガ、

セメントで建てた縦長の建物が多く、日本では考えられませんが、隣

同士の隙間がなく、壁と壁がひっついた状況で、建築しています。 

市内のほとんどの電線が写真のような状況です。電気、インターネ

ットケーブル、電話線などが絡みあっているどころでは無く、完全に

どの線がなんなの線なのか、判断出来ないと思います。そのうち大停

電が起きるでしょうね。 

名物料理はいろいろ有りますが、魚介類のレストランはほとんどイ

ケスに魚介類を入れています。ベトナム料理のほとんどが、魚介類と

野菜、香草を多く使い料理されています。いろいろな野菜を多く食べ

ることで、健康にも良いとして、病にかからないように気を使ってお

ります。 

ベトナムの病院は保険がありますが、保険で支払いをすると、良い

治療が受けられないのでほとんど保険を使いません。 

軽食や朝食に欠かせないのが、バインミーとおかゆ。バインミーは

フランスパンに野菜やソーセージを入れたサンドイッチみたいな食べ

物です。アメリカニューヨークでも有名で、非常に美味しい食べ物で

す。一般的な家庭料理はスープ、魚介類の炒め物、生野菜、タイ米に

近いお米を主に食べます。 

買い物は、近く露店市場で買い、グラム単位で格安で売ってくれま

す。市場は、地域住民の交流の場の意味もあり、立ち話をしながら、

買い物をするのが一般的です。 

皆さんの中にも、ベトナムコーヒーを、飲まれた方がいらっしゃる

と思いますが、非常に濃く、しかし香ばしい味がすると思います。香

ばしい味は、バターで豆を煎るからと言われております。ベトナムス

イーツで一番人気はプリンです。味が濃くバニラビーンズが程よく効

いて、そのうえにベトナムコーヒーをかければ、甘くて、ほろ苦い大

人のスイーツです。 

ハノイの近郊の観光名所です。皆さんの良くご存知な世界遺産 ハ

ロ湾。ハノイから 4 時間近くかかります。時間があまりない方におす

すめなのは、バッチャン焼きの体験教室。それから、ハノイ市内にホ

ーチミンさんが冷凍保存されています、ホーチミン陵。水上人形劇が

おすすめです。ベトナム中部の観光は、これも世界遺産登録されてい

ます古都フエとリゾート地で有名なニャチャン、ブンタオのドッグレ

ースが有名です。ホーチミン近郊の観光は、ベトナム戦争で有名なク

チトンネル。ベトナム人の小柄体格に合わせて作られており、ありの

巣のような迷路状のトンネルです。ホーチミン市内に有ります、戦争

証跡博物館も観光名所の１つです。 

以上で私の卓話を終わらせて頂きます。経済発展、著しいベトナム

ですが、非常に親日家が多く、勤勉な民族です。短いお時間ですが、

ベトナムの雰囲気を味わえて頂きましたら、幸いです。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

山田 浩二君  本日は卓話をやらせていただきます。 

よろしくお願い致します。 

梅村美知容さん 来月 3 日、2760 地区副幹事会が五一であります。

ありがとうございます。 

【山田さん、卓話よろしくお願いします。】 

小關  敏光君 伊藤  晋一君 尾関  正一君 川村  智康君 

古川  康司君 岩田  滿治君 足立陽一郎君 石黒    勉君 

尾關實津成君 北村紀子さん 横井    登君 梶川  久雄君 

道家  泰之君 杉浦  定文君 半泊  與則君 加藤あつこさん 

阿部  美男君 

近藤    朗君 

加島    光君 

宇都木  寧君 

横田  徳久君 

 

加藤  昌之君 

赤崎  守弘君 

 

入江由希子さん 

西脇  多吉君 

 

 


