
Japan Trip 

Firstly , I want to say thanks to Nakao sensei and Akiko sensei for giving me a very special gift ( 28 days keiko in Japan). This 

was the very first time I flight off to the other country, the period of preparing going to Japan was very execting. I still hold the 

first letter sensei send me for getting visa, that time was difficult for me, as the same time I had a part time job, school stuffs. 

However, even we have gone to the embassy for 5 times, in the end we finally get the visa. We still remember the felling of 

happy for holding visa on the hand.  

Secondly, our flight was like an adventure from the beginning to the end, our plane was late to shanghai , therefore we could 

not get our next flight on time, in shanghai they kept speaking chinese and this was our first time flighted abroad so we 

actually did not know what we have to do, even there were free wifi (very difficult to use it) we cannot use facebook, 

messengers, gmail, yahoo mail, just only Skype ( we use skype to connect a friend in kansha dojo to contact with Mr Minh and 

ask him to contact Duong for our information when we was delayed our plane). And even we sitted on the plane, they delayed 

the flight for 1 hour, so we arrived in Japan on 17h30.  

The first felling on Japan was very exciting, very cold, very fresh, and very stranged. Going by train was the first time we 

experienced, how can we buy ticket, why there are so many lines of train, I had some questions like that in my mind. We had 

dinner in sensei’s restaurant and receive our schedule, we felt very happy to meet sensei ( you know we still alived even we 

were from china ^^ chaiyoo ), after that we went to our hotel and dojo, dojo is not so big but it made we feel warm, we ask 

sensei about the name tags and sensei told me just only Endo sensei, the others are students. 

 

I will separate my diary trip to 2 part. One for Adventure (Seightseeing,Customs, Traditions) _ Two for Aikido (Keiko times, 

Seminar). 

Adventure Memories: 

I think we were very lucky of having many chances for going almost aroung Sendai Area. 

First of all, Japaneses walking so much, after walking they also taking train to move around, not like Vietnamese, therefore we 

have to learn walking and taking train. The first point we went to was Minatogawa Jinja (It nears the kobe subway). We 

learned how to wash hand, how to bow, and about the karma of Go en ( 5 yen). Then we went to Umie in Harbor land , it is 

very big shopping mall, and we often went there for shopping.  



 

Next place we go to is Himeji, I still remember we took the wrong train, we had to take RAPID one but we take the local one so 

it took 2 hour to Himeji, we felt very sorry cause making Kentai senpai waited, first day was Duong, then Kentai, so 

emberrasing. Kentai took us to taste Soba and Takoyaki Sendai Style( Different from style we have tried in Sai Gon) 

 

Saigon         Himeji / Kobe  

Going back home we need to chagre our phones and computer, but the socket differed from Viet Nam, so we have to ask 

Trang take us to buy the adapter. Trang took us to Shotengai (Motomachi dori), we went there so many times for buying 

omiyage or kit kat, we also go to 100 yen shop. First 100 yen is not expensive for us, but in the second week, 100 yen is not 

cheap like we thought, even an apple, an orange or a soft drink bottle is 100 yen, when in viet nam it just cost 1/3 of that price 

or more less, so life in Japan is hard. 

Next time we met Chaiya san , she lived in Hiroshima, she was born in Sapporo, her husband working in Sapporo beer 

company, she has two kids,  eldest is Hiro (6 years old) was born in Sendai, youngest is Subaru (2 years old) was born in 

Sapporo. We go to the zoo, so many animals. 



 

After Endo sensei seminar ( I will detail more in keiko part), we went to Osaka, Hiro took us to many shops for looking Casio 

watch that Nguyen want to buy. Then we had dinner with Hiro family, we were appreciatied Hiro family for helping us so much 

when we were in Japan. 

 

 

Viet Nam      Japan 

Someday we have free time, we decided to spent time for walking around the neighbor, we walked to Ikuta Jinja, then we 

hang out with Hiro, had coffee and went to the harbor, Hiro surprised us when he could regconise vietnamese, also he can 

copy our vietnamese very well. 



 

We went to Nara too, we have been here twice in the time we were in Japan. First time we visisted Tōdai-ji temple, and there 

was a snow rain, it was very cold, but that was the first time I touch the snow on my hand.  

 

The second time, we visited Isuien garden and Kasuga jinja (shinto shrine) , and we have seen many deers  there, they were 

not afriad of people, we also saw many laterns in the shrine. After that we went to a tea ceremony of 茶道 with Hiro’s mother 

and sister . 

 

The next day we visited Kyoto with Nakao sensei brother and his wife, they were very kind to us, first we went to the Ni jo, 

then we had sushi for lunch, we took around the river side. After that we took a ride to (Kiyomizu- dera)  清水寺, I was very 



surprise about this place, there were many girls that wear kimono, very beautifull, so many young people and tourist there, I 

took a fortune for my self (it’s a lucky one),honestly  I still feel very sad about my love insided, but I will better. Then we looked 

for buying a souvenir to my sensei, but not thing there.  Then we come to a ceremony of 茶道 again, but this is an old ladies 

class, we sang a childhood song of VietNam and demonstated some basic aikido technique there. I cannot forget how she was 

kind to us, she afraid we will miss our train, then she came to us when we waited our train. Arigato. 

 



 

We came to Himeji again on 31.3.2015, we had lunch with Nakao sensei’s female student and they took us to Himeji grand 

open, they are so mnay people there, Himeji castle is very beautiful outside, we were very execting about that, but It took 2 

hours for going inside the castle, there was a very long line of wating people, then the funiest thing is paying money for joining 

a long line of people for going up and going down then wasting time. However, the castle is very beautiful outside, but nothing 

inside, just constructing of wood. But I felt a little bit of sad cause sakura, honestly it was romantic, and when I saw Nguyen 

called his girl friend and It make me feel sad sometimes too. 

The last time we came to Himeji, we visited the Mount Shosha (書写山, Shoshazan), we took the rope way, and hiked to the 

village of temples, then that was the day my knee got tired. This is the place Last samurai movie were taken there. 



 

Once time, Matsui senpai took us to The Oldest House,the small temple, the Dam where he is working and the great udon 

store, for honestly the weather is so cold, so we were very enjoy the moment in the car, so warm, even he could not speak 

English so well but he trying to speak Vietnamese, thank you senpai, thank you for trying to speak with us!!!!  

 

Last memory is about Universal, Hiro and his friend, Nguyen, Duong and me had a very good time there. 



 

We have joined many parties and had more friend (Japanese and foreigner), we are very happy when we had a Hanami party 

as a welcome party and Farewell party too. I remember I had 3 speeches, first time in Endo sensei’s party, second time in 

hanami and final one in farewell party. The content is quite the same like. 

I also want to thank my Vietnam friends, Trang and Duong, they were very kind to us, they teached us many things about the 

Japanese cultures and customs, they took us to shotengai ( shopping street ), they had breakfast, lunch and dinner, they 

experienced with us in Sandai tour. We were very happy even in another country but we still hear Vietnamese so many times. 

 

Finally I want to thank to Seibukan friend too, thank you Julia for inviting me to have dinner with his family, thank you Kojima 

sensei and two senpai that I cannot remmber name, we have had a wonder ful night, have eaten sushi, sashimi and drunk a lot 

of beer together. Like a family party. See you again my dear friends !  



And Thank Brian family and Seibukan members from UK, Brian shared his history about beginning practice Aikido and his 

strong willing of developing of his dojo. I learn from him some things too ^^ !  

 

 

 

Keiko Memories :  

We often got up at 6h30, everybody said the weather was getting better thesedays but we still felt very cold. 

Everybody have to seiza and bow O’sensei when they get on or get down the tami.  We can drink water when we feel tired, we 

have to clean the dojo after keiko. Everybody have to sit in a circle to say thank each others when the class finish. 

In warming up time, sensei sometimes talked to some members, even we didn’t understand but we thought it was about 

normal life or our stories, It makes the atmostphere be more warm.  

Everyday has every sensei to instruct for each class, Nakao sensei class is in the morning from  7h – 8h, Akiko sensei class is in 

the afternoon with ladies 1h30 – 3h, the kid class is in the afternoon from 16h45 – 19h45 on Thursday and from 15h – 16h30 

on Saturday, the beginning class is in the evening on Wednesday from 18h30 – 20h. There is 2 class on Sunday, from 9h30 – 

11h and 11h10 – 12h10. 

We have came to Himeji 3 times, first time is for the kids class, next two times are for women class.  

First children class on Himeji is very tired, I always feel tired when pratice with kids, they are so young and have many energy, 

they always moving and playing around. However, I feel happy, I love laughing, and I enjoy keiko Aikido with people who make 

me laugh and feel happy ! 

Next two class on Himeji is ladies class, first time we just thought they were teacher of Hyogo University of Science, but they 

are home wife, we amazed because there are not many house wife want to keiko Aikido in VietNam, they even do not know 

Aikido I think. Thank you so much, I remember you guys, remember your laughs and your scream out loud “Sugoi” when you 

keiko, practice !  



 

We have go to zazen on every Sunday, but I’m very sorry because I just came to zazen for once time. The second time we get 

up early and try to go on time, but Nguyen didn’t remember exactly the way, so we get lost and we walkd for 1.5 hrs,, but we 

had chance to walk on the riverside with 2 sides full of sakura flower, then my heart touched again, when we find the map 

next to the riverside on somewhere, I regconized the temple, we tried to go inside, we didn’t see Nakao sensei shoes, we think 

sensei came back home, then we came back home too, then we met sensei on the way, sensei changed his shoes cause of 

raining ! The final day of zazen is my fault, my knee was getting hurt in the morning so I could not walk. 

 

We had a beautiful moment with a traditional wedding of Japanese, and we had a demonstrate in the wedding, first time I saw 

a Japanese couple wearing Japanese wedding clothing, “Subarashi” ^^ !!!! I wish and pray you are going to happy forever !!! 

  

And the big present is we had met and keiko with Endo Shihan, even sensei just spoke in Japanese but I still felt very happy to 

have chance keiko with sensei, once time Endo sensei said to me : “ I’m sorry because I just speak in Japanese but there are so 

many Japanese here so I do not speak English” and sensei said “Be more clean !” >< !! Sensei cares about us ! Keiko with Endo 

sensei is very strange, I have tried to stay in the center near Endo sensei to have chance for uke, but I just have uke for sensei 4 

times for 2 classes, Endo sensei said to Nguyen when you do shomen uchi don’t make sound (like Nakao sensei always said to 

me don’t make sound when you do uke). 



 

Nakao sensei taught us so many things, the most important things for me in this time is about taisabaki (body movements), 

ideas of keeping conection, attacking. Akiko sensei taught me about center, relax my body and keeping balance and axis. 

The last day, last keiko is quite sad for me, sensei said I had better have a break, so I just watched people practice, but I wish I 

can be uke for sensei more. The feeling is so confused, happy for coming back home, sad for leaving here, I were getting use to 

live in Kobe, now we can take train by ourself, we can go to shotengai, umie or having a round Kobe. Sayonara Kobe ! Mata ne 

! 



 

 

 



 

 

 

 



（和訳） 

日本での旅 

初めに中尾先生と明子先生に 28 日間の日本での稽古の日々という特別な機会を与えて下さったことに心より感謝し

たいと思います。今回の日本の旅が私の人生にとって飛行機を利用しての初めての旅でした。日本に行くまでの準

備期間はとても様々のことがあり、刺激的でした。日本行きのビザを手にしたことのことを今でも昨日のことのよ

うに覚えています。また同時期に、アルバイトと学校の勉強がとてもハードな時期が重なっていたので、ビザを手

に入れたときの喜びは一層強いものでした。結果的に大使館の 5 度足を運ばなければなりませんでしたが、ビザを

取得ができて本当にほっとし、幸せな気分でした。 

 

二つ目に、私が予約した航空券はホーチミンから上海を経由して大阪に到着するものでした。私の飛行機の旅は

最初から最後まで、冒険そのものでした。ホーチミンから上海までの飛行機が遅れたため、乗継の上海から大阪ま

での便に乗り遅れてしまいました。初めての飛行機に乗るという体験に加え、上海の空港では中国語だけが飛び交

っておりどうすればよいかわかりませんでした。上海の空港には Wifi はつながっていましたが、フェイスブック、

Gmail、Yahoo mail、が使えず、唯一使えた Skype でなんとか感謝道場のメンバーを介してミンさんに連絡して、せ

いぶ館のメンバーのズォーンに飛行機が大幅に遅れたという連絡をしてもらいました。また、飛行機に乗り込んだ

後も一時間遅れ約 5 時間遅れて日本に到着しました。夕方の 5 時半に到着しました。 

 

初めて日本へ到着し、初めに浮かんできた言葉はとても刺激的、寒い、綺麗な空気、そして違和感でした。初め

て日本の電車を利用した時は、どのように切符を買うのか、なぜこんなに電車の線があるのか等とても疑問があり

ました。そして日本に到着した最初の夕食は中尾先生のお店でした。そして、スケジュール表を渡され、中尾先生

にお会いすることができてほっとしました。夕食後、宿泊する部屋と道場に案内していただきました。道場は予想

していた程大きくはなかったですが、どこかぬくもりを感じました。道場の壁に掲げてある道場生の名前が書いて

ある木の札にとても興味があり、中尾先生に質問しました。中尾先生はここに掲げてある名前は遠藤師範以外の札

は全て道場生の名前だと教えてくださいました。 

 

これより、日本での冒険（観光、学んだ日本の習慣、伝統文化）と合気道の稽古の二つにわけて、書き記していき

たいと思います。 

  

 

 

 

 



日本での冒険 

まず初めに、習慣として、ベトナム人よりも日本人のほうが歩く習慣があると感じました。ベトナムは全てモータ

ーバイクで移動しますが、日本での移動手段はほとんど、徒歩か電車でした。初めに行った観光地は湊川神社でし

た。私たちは、神社にお参りする前での手の洗い方、お辞儀の仕方、また五円がご縁を意味するものであることな

どを学びました。そして、ハーバーランドに行き、ウミエというとても大きなショッピングモールに行きました。 

次の観光場所は、姫路です。私たちは、姫路に行くための電車を乗り間違え、快速電車ではなく普通電車に乗っ

てしまったため姫路に行くまでに二時間もかかって、松本さんとの約束に遅刻してしまい、とても申し訳なく思っ

ています。松本さんには、関西風のそば、たこ焼き屋さんに連れて行ってもらいました。サイゴンで食べたたこ焼

きとは違うスタイルでした。 

 日本で携帯電話やパソコンを充電するとき、ベトナムとソケットが違うことに日本に到着してから気づき、チャ

ンに頼んで日本に合うアダプターを買う場所に連れて行ってもらいました。そして元町の商店街に連れて行っても

らいました。商店街には日本の滞在中に何度も行きました。特に 100 円ショップはよく行き、そこでキットカット

などのお菓子を買ったり、お土産を買いました。しかし、何度も行くうちに 100 円ショップはあまり安くないこと

に気づきました。リンゴやオレンジやソフトドリンクを買うのにも 100 円を要するということはベトナムでは考え

られなく、およそ 3 分の 1 の値段で買えるからです。ベトナムよりも日本の物価が高いことは私たちにとって、厳

しいものでした。 

 また、よっちゃんにも会うことができました。彼女は広島県に以前住んでおり、札幌出身で、彼女の旦那さんは

サッポロビールでお勤めになっていることを教えてくれました。彼女は 2 人の子供おり、大きい子はヒロ(6 歳)、小

さい子はスバル（2 歳）という名前で札幌で生まれたそうです。そして私たちは王子動物園に行きました。 

 

遠藤師範の稽古後、大阪に行きました。ヒロ（畑中）はウィンが欲しかったカシオの時計を探すためにたくさん

の店に行きました。そして、夕食は、ヒロの家族と夕食を食べました。ヒロの家族には、私たちが日本にいるとき

に大変助けてもらいました。感謝しています。 

 

ある日、生田神社に行きました。そしてヒロと会い、ハーバーランドに行き、喫茶店でお茶を飲みました。 

 

奈良にも行きました。日本での滞在中、奈良には二回行きました。一回目は東大寺に行きました。その日は珍しく、

雪が降っており、とても寒い日でした。その日私は生まれて初めて雪に触れました。 

二回目は、依水園、春日大社に行きました。たくさんの鹿を見ました。鹿たちは人を恐れていませんでした。そ

して春日大社では、たくさん燈籠を見ることができました。その後、大阪で、ヒロのお母さんとお姉さんが行って

いるお煎茶の稽古場に行って、お煎茶を経験することができました。 



 次の日には中尾先生の御兄弟と奥様に京都へ連れて行っていただきました。とても親切に接していただきました。

初めに二条城に行き、お昼にはお寿司を食べ川辺に連れて行っていただきました。そして、その後清水寺に行きま

した。大人数の若い人が観光に訪れており、大勢の若い女性が着物を着ていました。その光景はとても美しかった

です。私はベトナムで恋愛のことで傷ついていたので、清水寺では自分のために幸運をもたらすお守りも買いまし

た。コア先生のへのお土産を探していましたが、何も見つかりませんでした。そして京都でも茶道の稽古場に行き

ました。そして、お年を召した女性が私たちにベトナムの童謡を歌うことと、合気道の基本の型を披露して欲しい

を言われたので、披露しました。本当に京都ではよくしていただき、そのことは忘れることができません。最後に

は、私たちが、ちゃんと電車にのって神戸に帰れるか心配で、駅まで付いてきてくださいました。ありがとうござ

いました。 

私たちは 3 月 31 日に再び、姫路に行きました。私たちは姫路の道場の中尾先生の生徒の女性の一人とお昼ご飯を

食べました。そして姫路城に行きました。姫路城はちょうどグランドオープンしたばかりでしたのでたくさんの人

がいました。姫路の外観はとても綺麗でした。なので、とても中を見ることを楽しみにしていましたが、実際中に

入ってみると、特に見るものがないように感じました。拝観料を払って中に入りましたが、とても残念でした。そ

して、外はとても桜が綺麗に咲いていました。とてもロマンティックでしたが、その時にウィンが彼女と電話して

いるのを見て、とても悲しくなりました。 

そして書写山にも行きました。ロープウェイに乗りお寺まで歩きました。そこに行くまでに、私の膝は疲れてしま

いました。書写山は、映画の「ラストサムライ」が撮影された場所としても有名です。 

 そして松井さんは、日本最古の家といわれる場所、小さなお寺、そしてダムを見に連れて行ってくださいました。

ダム松井さんが実際に勤務されている場所でもあります。そしてその近くでとてもおいしいうどん屋があり、お昼

ご飯を食べました。その日の気温はとても低く、大変でしたが、車で移動してもらったので助かりました。松井さ

んは英語ではなくて、ベトナム語で私たちと会話してもらったりして本当に感謝しています。 

ユニバーサルスタジオジャパンは、私とウィン、ヒロそしてヒロの友達とゾォーンと行きました。とても楽しむこ

とができました。 

 そして私たちはたくさんの懇親会、パーティーに参加させてもらいました。花見や歓迎会、送別会などです。皆

さんの前で三回スピーチをしました。一回目は、遠藤先生の稽古後の懇親会、二回目は花見の時、三回目は私たち

の送別会の時でした。しかし、スピーチの内容は同じような内容になってしまっていたと思います。 

 そして日本にいたチャン、ズォーンのベトナムの友達にも感謝しなければなりません。彼らはとても親切で、日

本の文化や慣習について教えてくれました。彼らは商店街に連れて行ってくれたり、朝食、お昼ご飯、夕食を一緒

に食べたりしました。異国の地にいながらも母国語であるベトナム語を聞くことができたということは、うれしか

ったです。 

最後に、せいぶ館の人々にも感謝しなければなりません。ジュリアンや小嶋先生は夕食に連れて行ってくださった

り、自宅に招待してくださいました。せいぶ館の皆様またお会いしましょう！そしてイギリスから来たブライアン

のご家族とせいぶ館 UK のメンバーの人々にもありがとうと言いたいです。ブライアンさんは、せいぶ館 UK を立ち

上げた経緯や、道場を発展させていく意欲などを教えてくださり、大変勉強になりました。 



 

稽古の記録 

私たちは朝 6 時半に起きて朝稽古にでました。皆さんはこれから気温が上がってきて過ごしやすくなってくると

おっしゃっていましたが、私たちにとってはそれでも寒く感じました。稽古人はみんな、正座し翁先生に向かい礼

をして稽古を始めます。疲れた時は水を飲み、稽古後は必ず道場の清掃をしなければなりません。そして、稽古が

終われば、稽古人は輪になって互いに礼をします。 

 準備体操の時間中、時々中尾先生は生徒に話しかけます。日本語なので、どのような会話をしているか分かりま

せんでしたが、そのような会話からも稽古の雰囲気を感じ取って、とても暖かい雰囲気で稽古できました。 

 毎日、違う人が指導者として稽古します。中尾先生は、朝のクラスの 7 時から 8 時の稽古、明子先生は 1 時半か

ら 3 時までのクラス、子供クラスは木曜日に 16 時 45 分から 19 時 45 分まで、土曜日には 15 時から 16 時半まであ

りました。日曜日は 2 クラスあり、9 時半から 11 時までのクラス、11 時から 12 時 10 までのクラスがありました。

姫路での稽古は計三回行きました。初めは子供クラスで、次の二回は女性クラスでした。初めの子供クラスはとて

もしんどかったです。それは子供がとっても活発で常に動き回っていたからです。しかし、笑いが絶えず、とても

幸せにさせてくれる稽古でした。姫路の女性クラスでは、とても驚きました。ベトナムでは主婦の人々は合気道と

いう存在も知らないのが大半だと思いますが、日本では主婦の方々にも合気道が普及していることに驚きました。

女性クラスでも笑いが絶えず、稽古するときに皆さん「凄い！！」大きい声叫んでいる人がいっぱいで楽しかった

です。ありがとうございました！！ 

 私たちは日曜日の早朝に座禅にもいかなければなりませんでした。しかし、座禅は一回しか行くことができませ

んでした。申し訳ありませんでした。二回目は、ウィンが道を覚えておらず道に迷ってしまいました。そして 1 時

間半歩きました。迷っているうちに、満開の桜をみることができて感動しました。そして地図を見つけ、お寺によ

うやく着きましたが、靴箱に中尾先生の靴がなかったので、すでに中尾先生は座禅をすませて自宅に帰られたと思

いました。なので、私たちは帰ることしました。帰る途中で中尾先生に会うことができ、先生は雨だったのでいつ

もと違う靴を履いていました。そこでようやく靴箱に中尾先生の靴らしきものが見つからなかった理由がわかりま

した。三回目は私の膝の痛みが悪化して朝歩くことができなかったので、座禅に行くことを断念しました。 

  

 私たちは日本の結婚式に立ち会うことをできました。そして、結婚式の披露宴の場で合気道の演武を披露しまし

た。私は初めて、日本の結婚式で新郎新婦が綺麗な着物を着ている姿を見て感動しました。とても「素晴らし

い！！」と思いました。真理さんご夫妻が末永くお幸せに過ごされることをお祈りします。 

 

そして、日本の滞在の一番大きな出来事は、遠藤師範による稽古でした。たとえ師範が言っていることが理解でき

なくても、稽古をすることができてうれしかったです。遠藤師範は「ここの稽古場はほとんどが日本人の稽古人で

あるから日本語で話すよ。英語では話さないよ。ごめんね。」とおっしゃって下さいました。そして、遠藤師範が

胴着にお着替えなさる部屋は私たちが滞在していた部屋だったので、遠藤師範が私たちの生活空間を見て、「部屋

をもっと綺麗に使いなさい！」と怒られました。稽古では師範の受けを取らせていただこうと、師範の傍に座って



いましたが二回の稽古で、四回しか受けを取ることができませんでした。そしてウィンに対して、遠藤師範が正面

打ちの時は音をたてるなといったことも印象的でした。中尾先生にも常々受けの時に音を立てるなと言われていた

からです。 

中尾先生にはたくさんのことを教わりました。一番重要だと感じたことは「体捌き」、「相手とのつなぎを大事に

すること」、「そして受けの攻め方」です。明子先生には「体をリラックスさせること」、「体の軸をしっかり維

持すること」を学びました。 

稽古の最終日はとても悲しくなりました。中尾先生は、私が膝を痛めているのを見て稽古を休んだほうがいいと

おっしゃったので、稽古を見学しました。しかし、もっと中尾先生の受けをしたかったと思いました。家にもうす

ぐ帰れるという嬉しい気持ちと、ここをもうすぐ去らなければならないという気持ちが交錯して複雑な心境でした。

今になれば、神戸に住むことにも慣れ、一人で電車にのったり、商店街にいったりと生活することがきるようにな

りました。 

 

さようなら神戸！ またね！ 

 


