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ベトナムフェスティバル2020 -ベトナム・アジアの心-    御礼のことば 
ベトナムフェスティバル２０２０ 御礼のことば 
 
最高顧問 松田岩夫 元国務大臣 
実行委員長 ヴー・ホン・ナム 駐日ベトナム大使 
共同委員長 青柳陽一郎 衆議院議員 
 
 今年はできないかもしれない。。。こうした不安や悲しみ、あきらめが広がった2020年。 
それでも私たちは決断しました。 
 
 11月7日、8日の二日間「ベトナムフェスティバル2020～ベトナム・アジアの心～」 
 ベトナムを愛する本当に多くの皆さまにご来場いただき、成功裏に開催することができました。ここに、ご尽力いただきました関係者の皆
さま、ご来場の皆さま、すべての皆さまに心から感謝を申し上げます。 
 今年は日本やベトナムはじめ全世界で新型コロナウイルスがまん延し、その影響は私たちの暮らしや仕事、コミュニケーションのカタチを
変えてしまいました。 
 
 日本で暮らすベトナムの皆さんにとっても大きな不安になったことと思います。こうした空気を変えていきたい、少しでも明るく温かい場所
を創りたい、何といってもベトナムフェスティバルを再開して欲しいという多くの想いと声は、私たちの背中を強く押してくれました。一か月強
という大変短い準備期間ではありましたが、コロナウイルス対策をきちんと行いフェスティバルを再開できたことは大きな喜びです。 
 そして、日越両国の文化交流の象徴として、ベトナム政府唯一の公認イベントとして、日本とベトナム・アジアとの交流再開を後押しし
、Withコロナ時代の新しいスタイルのフェスティバルを示すことができたのではないでしょうか。 
 
 今年は、ベトナムからの来日客はお迎えできませんでしたが、国内で頑張るベトナム人による各種のパフォーマンス、美味しくてヘルシー
な料理の数々、人気のアーティストによるステージなどコンテンツとおもてなしによって会場を彩りました。 
 開会式典には外務副大臣はじめ多くのご来賓の皆さまにもお越しいただき、激励をいただきました。ベトナムの魅力・アジアの魅力を会
場で大いに感じていただけたと思います。 
 2008年から始まったこのベトナムフェスティバルを通じて様々な交流が始まり、多くの思い出、大きな感動が生まれています。 
 これからもこの素晴らしい取り組みを繋いでいくことで、私たちも皆さまと共に日越関係の発展に尽くしていくことをお約束し感謝の言葉と
いたします。 
 ありがとうございました。 



新型コロナウイルス対策について 

【噴霧による楽屋入り口】       【複数人関知の体温測定サーモ】      【同時来場者人数を制限】    【会場内3か所のゲートによる来場管理】 

新型コロナウイルス対策として以下の通りお客様・関係者の安全・安心を心がけた対応を指針に実行。 
すべての来場者のみなさんに検査ゲートを通って頂き、検温、マスク着用のお願いをしました。 
 ・会場入退場ゲート 
  ボランティアによる検温、マスク着用声掛け、手の消毒を徹底。 
 ・ステージ裏ゲート 
  ボランティアによる立ち会い、エアー型バルーンゲート消毒ドームによりVIP,出演者の往来に 
  対応。特にサーモ式検温器、次亜塩素消毒液を協賛頂いたことで感染症対応を強化。 
 ・店舗 
 ・各店舗に次亜塩素消毒液を配布。ただし、実際には各店舗でも予防措置として持参して 
  いる店舗が多かった。 
 ・店舗のスタッフへのマスク着用の声掛けパトロールによる安全対策の励行 
 ・フリースペース 
 ・定期的に消毒を実施。 
 ・ゴミステーション 
 ・ボランティアのマスク着用、手袋着用の指導 
 

 【消毒を義務化してご来場いただく様子】 



ベトナムフェスティバル2020 -ベトナム・アジアの心-    実施概要 

 
■名 称  ： ベトナムフェスティバル2020 -ベトナム・アジアの心- 
 
■コンセプト：  コロナ過においてアジア各国のイベント事業が中止になる中、withコロナに則り感染対策に重点を置き、 
           来場者の体温測定、マスクの着用の義務化を徹底し、新しいルールに基づき安全なイベントの開催を推進。 
           その上で、ベトナムの文化・食を中心に日越の交流を促進するとともに、新型コロナウイルスの影響で苦心されて 
           いるアジア各国の飲食店の皆さんの経済活動を応援する場として開催。 
 
■日程      ：   2020年11月7日（土）10:00～19:00   8日（日）10:00～19:00 
            開会式 11月7日（土）11:00-11:40 
■会場   ：  代々木公園 イベント広場 
 
■入場料  ：    入場無料※雨天決行 荒天中止 
 
■出店対象：    営業許可を持つベトナム・アジア料理店、およびアジアに関する商品を取り扱っている 
                     店舗・企業・ベトナム・アジアに関する事業を行っている自治体・団体、NGO・NPOなど 
 
■来場者数：    ４５，０００人（2日間合計） 
 
■主催      ：  ベトナムフェスティバル2020 -ベトナム・アジアの心-実行委員会 
           最高顧問 松田岩夫 創設者・元国務大臣 
           ベトナム側実行委員長 ヴー ホン ナム 駐日ベトナム大使 
           共同委員長  青柳陽一郎 衆議院議員      
  
■後援      ：    外務省、東京都、公益社団法人ベトナム協会 
                      ベトナム外務省、文化スポーツ観光省  
 
 



2015年開会式より 

ベトナムフェスティバル2020 -ベトナム・アジアの心- 開会式登壇者（順不同・敬称略） 
 
 ブーホンナム 実行委員長  駐日ベトナム大使 
 青柳陽一郎    共同委員長  衆議院議員 
 鷲尾英一郎    外務副大臣    衆議院議員 
 宮内秀樹       農林水産副大臣 衆議院議員 
   山口那津男    参議院議員 
 片山さつき    前国務大臣 参議院議員 
 伊藤悠          東京都議会オリ・パラ特別委員会副委員長 
 藤田正孝       国際機関日本アセアンセンター事務総長 
   キエムアイン ベトナム航空日本支社長 

開会式 



“ベトナムフェスティバル2020-ベトナム・アジアの心“は、日越両国における
文化交流の象徴的な祭典として皆様のご協力を頂き、盛大に開催することがで
きました。 
ご協賛頂きました、企業、団体の皆様には、心よりお礼申し上げます。 

2020年御協賛企業団体紹介 



イベント会場図 

イベントの準備期間が1か月程度
と従来と比較してタイトなスケジュー
ルであったため、出店者の参加が
危ぶまれたが、感染症対策の徹底
と、経済活動を回復させたい意向
も多く結果、多数の出店者様に参
加頂けた。 
 
 
飲食店  14ブース 
キッチンカー   5ブース 
物販店  24ブース 
協賛   3ブース 
本部企画    5ブース 
インフォメーション     1ブース 
合計           52ブース 
 



出店者一覧 

ブース番号 ジャンル 出店名 

R-１ ベトナム料理 
 在日ベトナム仏教信者会 

 Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật 

R-2 ベトナム料理  ベトナム大使館 

R-3 ベトナム料理  ベトナム料理 バインミー 

R-4 日本酒  ふるさと選酒県日本酒部 

R-5 日本料理  かふぇ こころ 

R-6 日本料理  勝力     

R-7 中華料理  中国料理 龍艶閣 

R-8 ベトナム料理  Bánh mì bà ba (バインミーバーバー) 

R-9 ベトナム料理  Fiefo 

R-10 ベトナム料理  ベトナム料理FAMILY FOODS 

R-11 ベトナム料理  本格ベトナム料理 マイヒエン 

R-12 ベトナム料理  バインミー XIN CAM ON 

R-13、14 日本料理  エムケーフーズ 

ブース番号 ジャンル 出店名 

C-1 ビール  BLUEMOON 

C-2 ポップコーン  ジュリーズポップコーン BBC TOKYO 

C-3 ビール  Y.Y.G. Tap Truck 

C-4 ベトナム料理  ASIAN FOOD うまかっぺ食堂 

C-5 ケバブ  POTATO STATION 

ブース番号 ジャンル 出店名 

V-1 海外送金  BRASTEL 

V-2 健康商品  五方笑顔・プラセンタ健康製品・ コロナ抗体検査キット普及 

V-3 税相談  OFFICE NIHONBASHI 

V-4～6、19 海外送金  KYODAI Remittance 

V-7 ビザ相談  特定技能ビザ相談窓口 / QUẦY TƯ VẤN VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH 

V-8 人材紹介  Japan Job School 

V-9、10 海外送金  SBIレミット株式会社 

V-11 アパレル・雑貨  WORLD FASHION 

V-12 アパレル・雑貨  ワールドバザール 

V-13 ベトナムビール  OFFICIAL BAR 

V-14 食材物販  エースコック 

V-15,16 ベトナム食材  株式会社KOME 

V-17 ベトナムコーヒー  元祖ベトナムコーヒー専門 KUKU Coffee チュングエンコーヒー 

V-18 ベトナム食材  株式会社イマイ／IMAI LIMITED 

V-20,21 海外送金  Smiles Mobile Remittance 

V-22 ベトナム文化体験  一般社団法人 在日ベトナム人協会 

V-23 健康商品  健康キューブ 

V-24 日本酒  日本盛 

■飲食ブース 

■キッチンカー 

■物販ブース 

ブース番号 ジャンル 出店名 

S-1 協賛社  ベトナム航空 

O-1A 役務協賛  在日ベトナム学生青年協会 - VYSA 

O-1B 本部企画  ステージ出演者物品販売 

O-2 本部企画  ベトフェス宣伝部 

O-3 本部企画  シクロリムジン撮影会 

O-4 役務協賛  DOORS -日越交流プロジェクト- 

■協賛、本部企画ブース 
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森野温子 

ステージを盛り上げた豪華な司会陣を紹介します！！ 
 

フォンチー       萩本舞 

モンタ・ウォンシリ     森野温子     鹿島裕介 

ステージ司会者 



中村尚登 
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森野温子 

覚醒のアドット 

サンプラザ中野くん＆パッパラー河合  

藤塚太鼓 

Secret Guest Ayasa 

Fabulous Revue Boys GYPSY QUEEN 

Nau Raubina 石田太志 

HOAT NAO VIEN GROUP 

ステージ出演者 



ベトフェス宣伝部ではイベントのPR活動を兼ねて、インスタグラムを利用した「マスクdeベトフェス」というフォロワー参加型企画を実施した
。また、イベント当日は会場内の宣伝部ブースにてオリジナル企画を実施。昨年に引き続き、「来場者の皆さまとのコミュニケーション」に
視点を置き、シクロ乗車撮影会・ベトナム語講座・ベトナムマップ作成等、ベトナムをリアルに楽しみながら体験して頂く活動を行った。 
また、ブース内の密の回避、来場者へのマスク着用の声がけ、企画ごとに使用したイスの消毒などを徹底し、感染症対策に努めた。 

【イベント当日までの事前活動】 
・各種SNSでの宣伝活動 
・マスクdeベトフェス 
 (Instagramフォロワー参加型企画) 
 
【イベント当日の活動】 
・シクロ乗車撮影会 
・ベトフェス特製マスク販売 
・ノンラー販売 
・おすすめベトナムスポット(マップ企画) 
・ベトナム語講座 
・ベトナム語で歌おう♪(Happy to see you) 
・ステージ企画じゃんけんフォンのフォロー 
・ラジオ番組出演  

◇参考：宣伝部SNSアカウント  Instagram: vietfes_sendenbu 

宣伝部 



ベトフェスを支えるボランティア 

●WEBボランティア登録人数： 87名  ●4日間総人区：120 
 

  団体申し込み： 29名 
 

各日程の参加人数 
6日：3名   7日：64名   8日：51名   9日：2名  

●作業内容 
（準備） 6日 
 ・ステージ機材セッティング 
 ・備品準備 
 など 
 

（当日） 7日、8日 
 ・ステージ警備 
 ・ステージ受付 
 ・入退場口 コロナ対策 
 ・会場内咳エチケット管理 
 
  

（撤収） 9日 
 ・会場内清掃 
 

・開会式手伝い 
 ・エコステーション運営 
 ・会場内クリーンアップ 
 など 
 

コロナの中、感染症対策に十分注意した上で、大勢のボランティアさんに支えられて運営を行いました。 



当日の様子（会場） 



アトラクション 会場案内 当日の様子(ステージ） 



ステージ装飾/ジョーゼット幕 /  ステージメイン看板5400*1200  /  ゲート看板5400*900 2か所 

制作物（看板） 



ステージ袖パネル1800*2100 
イベントスケジュール1800*900 

制作物（看板） 



A5版チラシ表裏カラー 

制作物（チラシ・パンフレット） 

当日会場配布パンフレットA4版2つ折り表裏カラー 



日本語媒体 

No. 掲載日 媒体名（主なもの） 

1 10/6 レッツエンジョイ東京 
2 10/6 アミューゼン 

3 10/6 るるぶ&more 

4 10/6 ファッションプレス（多数ニュースメディアに配信） 

5 10/6 ウーマンエキサイト 

6 10/6 gooニュース 

7 10/6 トラベルウォッチ（多数ニュースメディアに配信） 

8 10/7 Harumari TOKYO 

9 10/8 ベトジョー 

10 10/26 東急沿線ガイド 

11 10/29 FMえどがわ（生放送） 

12 10/29 シブヤ経済新聞（多数ニュースメディアに配信） 

13 11/4 Yahoo!ニュース 

14 11/4 シネマート 

15 11/5 TRAICY（多数ニュースメディアに配信） 

16 11/7 TOKYO MX TV ニュース 

1ヶ月間で2回プレスリリースを情報発信し、WEB中心に30媒体以上に掲載されました。 

←毎日新聞 

No. 掲載日 媒体名（主なもの） 

1 10/7 毎日新聞 Kokoro 
2 11/7 VOV 

3 11/7 VIETNAM BAO ANH 

4 11/7 VTV1 
5 11/7 tintuc 
6 11/7 Thai Binh 

7 11/15 NHKラジオ ベトナム語放送 

広報活動 



広報活動ーSNSー 

短期間での開催決定のため、イベントを早期に認知させるためにSNSでのイベント拡散を強化。 
・Facebook 9798 follower 
・twitter 3096 follower 
・instagram 647 follower 
等拡散に努めた。 
 



公式サイトではFacebook,Twitter, INSTAGRAMと連動して最新情報をアップ。 

19 
開催前１ヶ月のページビューは約20万で例年の半数でした。 

ＷＥＢサイト 



アトラクション 会場案内 Happy to see you Ceremony/The Surprise! 

ベトナムフェスティバルとして初の11月開催。会場の規約より16時にステージエリアは終了となるため、最終日は会場内に急きょ大使の要望を受け 
特設ステージを設置。両実行委員長によるサプライズスピーチを実施。 
 
11月8日 1530-1600 メインステージ Happy to dee you Ceremony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11月8日18:00-1830 会場内特設仮設ステージ The Surprise 
 
 



ベトナムフェスティバル2020 -ベトナム・アジアの心-運営体制 

ベトナムフェスティバル2020 -ベトナム・アジアの心-実行委員会 
最高顧問   松田 岩夫 創設者・元国務大臣 
実行委員長  ヴー ホン ナム  駐日ベトナム大使 
共同委員長    青柳 陽一郎 衆議院議員  
 
事務局長  秋山 岳久 
出店、運営  川島 隆夫 
会計、広報  杉山 彩香 
協賛     中根 麻里 
協賛     平野 崇明 
式典     三浦 忠 
式典       石井 香織 
施工統括   渡辺 健一 
施工     齋藤 博之   
施工     中村 俊弘 
施工     君塚 明弘 
施工     高島 栄治 
舞台監督   飯塚 幸之介 
舞台     大庭 英雄 
舞台     佐々木忠司 
舞台     高橋 英樹 
ボラ管理   中谷 信一 
デザイン   杉本 次郎 
記録監修   高島 正人 
WEB管理   山口 浩 
WEB制作   小林  一弘 
宣伝部     Mai Hoai Giang 
SNS管理         下農 淳司 
事務局     馬 思騎 
 
 
 
 

【協力団体】 
VYSA 
DOORS-日越交流プロジェクト- 

 

総合司会  フォンチ 
総合司会  萩本 舞 
司会  森野 温子 
司会  鹿島 裕介 
司会  モンタ ウオンシリ 
 
コーナー司会 コズミック倶楽部 
 
  



http://www.vietnamfes.net/ 


