
2019年2月5日(火曜日）AM8:00-PM10:00 AN NAM Osakaにて、新年会を開催します。

PM7:00-9:00には、JICA関西センター・企業連携課の脇田智恵さまから、「海外に進出する中小
企業に対する支援」について、ご公演をいただけることになりましたので奮ってご参加ください。

An Nam Osakaで楽しくてためになる新年会、皆さん、いらっしゃってくださいね。

チャンティ ヒエン

ベトナムのお正月
Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi

(2019年2月5日）



ベトナムのお正月＝テト
ベトナムのお正月はテトといいます。

テトは、Tếtと書きます。

テトは、１年にいくつもあって、

日本の節句の意味です。

もともとの漢字に節句の「節」です。

お正月は、正確に言うと、Tết nguyên đán（テトグエンダン）といいます。元
の漢字も、節元旦になります。日本語の元旦節ですね。

ベトナムではいくつもある節の最も大きな代表なので、テトといえば、元
旦節のことを指すようになりました。



各国のお正月
世界には200カ国ぐらいの国があります。旧正月（太陰太陽暦の正月）がある国はどこの国で
しょうか。中国、韓国、台湾、ベトナム、シンガポール、北朝鮮、モンゴルです。

日本では、確かに基本的に新正月（太陽暦の正月）ですが、沖縄ではまだ旧正月もあります。ま
た、近年、東アジアやベトナム人などの旧正月を祝う地域の外国人の居住者が増えているよう
なので、日本で旧正月を祝う人は、次第に増えているように思います。

今年ベトナムの旧正月のお休みは2月4日から2月8日までです。

お正月前からお祝いをする習慣が昔から盛んです。

上司の家を訪問お祝いする場合、価値があるお酒なをプレゼント

します。そのお酒はまた他の人に渡されていきます。

皆様は今まで貰ったお正月のお祝いも、そのお酒かもしれません。



ベトナムの２つの時間
ベトナムには、２つの時間が流れています。

日本は、太陽暦一つだけですが、ベトナムでは、

日本と同じ世界共通のdương lịch西暦とâm lịch

旧暦の両方とも使われています。

皆さんがベトナムでビジネスをされるときは、

西暦しか使いませんが、テトは絶対、旧暦です。

年が明けて、ベトナムでビジネスをしようと思っている方は、必ず旧暦の
テトの日をチェックしましょう。最低、前後10日間くらいは、だれも仕事をし
ません。ちなみに、2019年のテトは、2月5日です。



テトの行事①Mâm Ngũ Quả（五果盆）
ベトナムの宗教の基本は、祖先
祭祀です。どの家にも祖先祭祀
の祭壇があります。

お正月も祖先祭祀の準備から始
まります。

Mâm Ngũ Quả（マム・グ・クア）と
いうのは、５種類の果物を祖先
祭祀の祭壇にささげることです。



テトの行事② Ông Táo灶君
旧暦の12月23日には、Ông Táoの行事があり
ます。 Ông Táoは、 Táo quânとも言い、漢字で
は灶君と書きます。

Ông Táoは竈（かまど）の神様で、普段は竈に
住んでいて、一年中その家の家族のことを見
守っています。Ông Táoは、12月23日に、鯉に
乗って、天上の玉皇上帝のところに家族の行
いを報告に行きます。Ông Táoは、女性一人と
男性二人の神様が一つになったもので、食べ
物と一緒に描かれることが多いです。



テトの行事③bánh chưngとbánh dầy
bánh chưng バィンチュン(北部）

bánh dầy バィンザイ（北部）

bánh tét バィンテト

（南部）



テトの行事④Xuất hành, hái lộcとđốt pháo

テトになるとすぐに行う行事が
Xuất hành, hái lộcとđốt pháoです。

Xuất hànhは新年の一番目の旅、
通常は大晦日に神社に行って、
幸福を祈ります。 Hái lộcは芽生
えてきた葉っぱを積んで禄として
家に持って帰ります。そして、爆
竹で悪い運を追い出すのはđốt 
pháoと言います。

でもđốt pháoはあまり行われなく
なりました。なぜでしょうか。



テトの行事⑤ Chúc Tếtとmừng tuổi
Chúc Tết 家族団らんのお祝いとお年玉

お正月に故郷に帰って家族と団らんするのが普通です。



テトの行事⑥Kiêng kỵ 禁忌
xông nhà 新年の初めての訪問者 Những điều kiêng đầu năm

年初の禁忌事項

Không quét nhà vào ngày mồng Một 家を掃除しない

Không đổ rác ngày mùng 1 ゴミを捨てない

Không cho lửa đầu năm 火を他の人に渡さない

Không cho nước đầu năm 水を他の人にあげない

Không đi chúc Tết sáng mồng Một 他の人の家を訪問しない

Không làm đổ vỡ đồ dùng ものを壊さない

Không tranh cãi, bất hòa 喧嘩しない

Không mặc quần áo màu đen- trắng 黒っぽい色や真っ白いの服を着ない

Không vay mượn đầu năm お金を借りない

Không xuất hành ngày mồng Năm v.v. 5日の日に出発しない

前年度に亡くなった方がいる人は他の家に行ってはいけません。（日本と同じで
すね）



テトの行事⑦ Phong tục 風俗習慣

初詣
書初め



テトの行事⑧Tranh tết（正月の絵）と
Câu đối Tết（正月の対句）

Tranh Đông Hồ ドンホーハンガー



Hoa tết 正月の花
- Hoa đào

北部

桃の枝

- Cây quất 金柑

- Hoa mai

（南部）

梅の花

Chợ hoa Tết

花の市場



Ẩm thực ngày Tết お正月の食べ物
バィンチュン

もち米、緑豆、
胡椒、塩、豚肉
をバナナの
葉っぱで包む）

ソイガック （南洋カ
ラス瓜のオコワ）

Rượu Vang
(ワイン）

Mứt Tết お正月のお菓子



日本のお正月との違い
ベトナムでは、今でも、お正月にはた
くさんのお客さんが家に来て、ご飯を
食べたり、お祝いをしたりします。

日本の正月には、あまりお客さんが
来ません。それだけでなく、家族が
バラバラに行動することが多いよう
です。

特に、日本では、お正月に故郷を離
れて、旅行する人が多くなっていま
す。



近年のベトナムの都会におけるお正月
お正月はだんだん消えてしまいそうです。正月になってもワクワクしない。年賀状もだんだんな
くなりました。理由は裕福になるとともに人間関係が疎遠になり、互いに関心をもたなくなってし
まったからだと思います。また、豊かになると普通の日でも美味しいものを食べれるし、新しい
服を買うこともできるからです。

新暦（西暦）のお正月は、日本人や西洋人は海外で過ごす方が大勢います。どうしてお正月な
のに家族と団らんしたりしなくなったのか、私にとっては、大変大きな疑問です。

旧正月を祝うベトナム人の場合、外国人と違って、自分の根源を探ってベトナムに帰りたいとい
う願いがあると思います。特に、昔は貧しさの中に幸福があったので、故郷のことが特に懐か
し、愛しくて里帰りしたくなるのかもしれません。

毎年、旧正月を迎えるために日本からベトナムに帰る人が多く、チケットは完売の状態です。
ただ、最近は、JESTAR及びVIETJETができたので、お金の
余裕のない人でも、比較的簡単にベトナムに帰ることが
できるようになりました。



旧正月における市町村の役割
ベトナムの地方行政機関は、戦死した人の家族（戦争で犠牲になったご家族）、

負傷兵（戦争で負傷したり障害を負った人）、ベトナム英雄のお母さん（戦争で

夫や子どもたちが戦死した人）、孤独老人の家を訪問し、お祝いをします。

海外では、大使館や総領事館が故郷を離れている人たちのための、

お正月のパーティーを主催します。大阪のベトナム総領事館でも毎年厳かな新年会が開催されています。

また、ベトナムの刑務所では、正月になると、特赦や恩赦が行われることがあります。

現在、大阪府だけで、およそ２万人の在留ベトナム人がいます。去年の６月のデーターによりますと日本
の全体では、30万人もの在留ベトナム人がいます。そのため、各地で色んな新年会が開催されています
が、ほとんど有料となっています。ANNAM大阪でも、毎年新年会も開催することになっており、参加費は
無料です。お茶やコヒー、そして、たくさんの軽食を用意してお待ちしております。日本の皆様、今年もお忙
しいでしょうが、ぜひANNAM OSAKAに遊びに来てくださいね。

そして2月5日PM7時から9時にJICA KANSAI中小企業課の脇田さんのご講義もありますので奮ってご参加
くださいね。

南森町駅の３番出口から徒歩２分です。hien@mbf.nifty.com又は、090-3992-5201、090-3238-2413まで、
ご連絡ください。よろしくおねがいします。

mailto:hien@mbf.nifty.com

