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【ヤンゴン日本人会 YJA】＜トピックスメール＞ 
 

2023 年 5 月 2 日 

21:52(MMT)発信 

 

会員の皆さまへ 

 

いつもヤンゴン日本人会(以下、YJA)の活動にご支援を頂き、誠にありがとうございます。YJA からのトピック

スメールです。 

 

＜イベント関連＞--------------------------------------- 
◆５月２０日（土） 16:00～20:00 ヤンゴン日本人会主催 BBQ 大会開催のお知らせ 

日本人学校駐車場にて開催します。会員間の親睦、懇親、新たにミャンマーに赴任された方の歓迎、家族

連れ、お子様大歓迎、お子様たちに沢山楽しんでいただける企画も満載。老若男女問わずご参加願いま

す。参加ご希望の方は、下記の申し込みフォームにご記入願います。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4ZeFibgztYm8BjNQY9NJjooFQHv4ztlDi37050M--

zxM7dg/viewform?usp=sf_link 

 

◆英検再開します！  

日本人会では会員のさらなる英語力向上を目指し、ヤンゴン日本人学校を会場として実用英語技能検定 

「英検」を実施いたします。6 月実施の検定の募集は、既に終了しております。申込希望者が 10 人を超え

ているため、検定を実施いたします。詳細は追ってご案内いたします。 

 

＜事務関連＞--------------------------------------- 
◆２０２３年度 会費のお支払いのお願い  

ヤンゴン日本人会では２月１日から６月１０日の間、ジャパン・クラブにおいて USD にて２０２３年度の会費

の 受付をしています。お早目のお支払いをお願い致します。お支払いの際、スタッフ氏の名義ではなく会

員名 義でお願いします。 

クレジットカードでの支払い方法：https://yja-myanmar.org/enroll_membership/  

会費の支払い方法：http://yjahp.e7.valueserver.jp/1008.kaikei/02.kaihino.shiharai.houhou.pdf  

会計規則：http://yjahp.e7.valueserver.jp/1000.kisoku/100002.kaikeikisoku.pdf   

 

◆ヤンゴン日本人会を退会される方へ 

お手数ですが、退会された方や退会される方は、 

下記のアドレス宛ご連絡ください。contact@yja-myanmar.org 

 

◆４月４日(火) 17:30～ 定時総会が開催されました  

総会資料：http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.04.soukai/08.soukai.shiryou.pdf  

 

◆法人会員へのご入会のお願い 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1002.jimukyoku/06.nyukaino.onegai.pdf 
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◆サークル活動  

ヤンゴン日本人会には、体育系と文化系で多くのサークル活動があります。もしご興味のあるサークルがあ

り ましたら、ご遠慮なくお気軽にお尋ね願います。  

現在のサークル活動：http://yjahp.e7.valueserver.jp/1004.circle/001.circle.katsudou.pdf  

新規のサークル活動：http://yjahp.e7.valueserver.jp/1004.circle/000.circle.koukoku.pdf  

新規メンバー募集中：http://yjahp.e7.valueserver.jp/1004.circle/001.circle.boshuu.pdf    

 

＜事務関連２＞--------------------------------------- 
◆YJA 公認サークル活動・補助金申請の改定 

詳細は以下をご確認ください。http://yjahp.e7.valueserver.jp/1004.circle/002.circle.kaitei.pdf 

申請書（サークル活動公認申請及び補助金交付申請） 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1004.circle/002.hojokin.kouhu.shinseisho.seiyakusho.pdf 

 

◆紙媒体の機関紙の月刊パダウと、法人会員名簿・規則集・各種届け用紙です。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1006.padauk/padauk.kijitsuzuri.pdf 

新：http://yjahp.e7.valueserver.jp/1000.meibo/2023.01.27.meibo.kisoku.todoke.pdf 

 

◆【ご登録のお願い】 

LINE や Facebook の登録で、お得な最新情報入手！ 

【LINE】 アカウント名：@nihonjinkai_ygn 

【Facebook】https://www.facebook.com/yangonjapanclub/ 

 

◆紙媒体の機関紙の月刊パダウです（ジャパン・クラブにて配布中） 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1006.padauk/padauk.kijitsuzuri.pdf 

 

◆ヤンゴン生活手帳です！ 

紙媒体のヤンゴン生活手帳はジャパン・クラブにて無料で配布中。 

目次： http://yjahp.e7.valueserver.jp/1011.seikatsu/00.seikatsu.mokuji.pdf 

全ページのダウンロード： http://yjahp.e7.valueserver.jp/1011.seikatsu2/2021.seikatsu.techou.pdf 

 

＜フライト関連＞--------------------------------- 
◆【広域情報】今後の水際措置について（2023 年 4 月 29 日以降順次適用）  

4 月 28 日、新型コロナウイルス感染症に関する今後の水際措置の詳細が公表されました。 

措置の概要は以下のとおりです。 http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.04/28.1.kouiki.jouhou.pdf   

 

◆ミャンマー入国の条件について（一部変更）  

３月２２日付の保健省通達により、３月２２日午前０時１分（ミャンマー時間）からミャンマー入国の条件が一

部 変更されましたので、お知らせいたします。主な変更点は以下のとおりです。   

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.03/24.1.nyukoku.pdf 

 

◆ANA フライトインフォメーション（ヤンゴン⇔日本） 

・【3 月 25 日～10 月 28 日】ダイヤ 

・ ANA WEB SITE 利用が便利！https://www.ana.co.jp/ja/mm/ 
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http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.05/05.1.ana.pdf 

 

＜安全情報関連＞--------------------------------- 
◆大使館からのお知らせ（まとめ） 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1001.jimukyoku/03.taishikan.pdf   

 

◆大使館の令和五年休館日 

https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100417908.pdf 

 

◆ヤンゴンの医療事情と安全対策及び緊急輸血依頼方法  

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2021.11/15.iryou.anzen.pdf   

 

◆安全の手引き 在ミャンマー日本国大使館のホームページより  

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1002.jimukyoku/17.anzen.tebikishu.pdf 

 

外務省からのお知らせです。 

◆【広域情報】サル痘（ｍｐｏｘ）の発生状況（複数国での発生）（その 1９）  

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.02/17.1.kouiki.jouhou.pdf   

 

◆その他の外務省からのお知らせです。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1001.jimukyoku/03.gaimushou.pdf 

 

＜お役立ち情報＞--------------------------------- 
◆ウィシュトンホテル・ヤンゴン 

いつもウィシュトンホテル・ヤンゴンをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。５月はとてもお得なプ 

ランをご用意いたしました。ご宴会利用でもご宿泊料金がお得になります。日本式の「おもてなし」と「ほっこ

りなごむ和朝食」で、皆さまのご利用をお待ちしております。ご予約のお問い合わせは、お電話・メール・ホ

ー ムページの「予約問い合わせ」からお気軽にどうぞ。  

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.05/02.1.wishton1.pdf 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.05/02.1.wishton2.pdf 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.05/02.1.wishton3.pdf   

 

◆MPM クリニックの最新情報 

 ①日本人医師による定額医療相談サービス、始めました！ 

 LINE や Zoom を使って日本人医師にいつでも相談・何度相談しても定額！LINE プランはたったの 

1,500 円/月、TV 電話もできるプランでも 3,000 円/月  

②日本と同じ薬剤・日本人医師による保険外診療が受けられます。薄毛治療は初月 3,500 円から、 

メディカ ルダイエットは月額 10,000 円から、何と日本の約半額！詳細お問い合せはメールから  

③日本人看護師が入職しました◎ 新たに日本人看護師の藤野が勤務しています。 

きめ細やかなサポート で安心してご利用頂けます！  

Web：https://mpm-clinic.com/ Mail：info@mpm-clinic.com TEL：09-8837-68885  

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.12/22.1.mpm.pdf  

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.12/22.2.mpm.pdf  
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◆インターナショナル SOS クリニックでもジャパニーズヘルプデスクを設置中 

海外または国内の医師による救急と家族ケアのために 24 時間年中無休で開いています。また専門的な

医療アドバイスが受けられるテレコンサルテーションサービスも提供しています。クリニックはインヤレイクホ

テルの中にあり、空港から車で 15 分、外国人受診者も多く、お気軽にご利用ください。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.08/11.JHD.pdf  

地図：https://goo.gl/maps/CqwnXbiEEk4jAXDc8 

 

◆運転手付きレンタカー：タステックミャンマー  

オリックスレンタカーの大手 FC のミャンマー現地法人として、2013 年以来お客様のカーライフをサポート

して参りました。運転手付きドライバーサービスは、半日から長期利用まで幅広く対応致します。空港やゴ

ルフ場送迎、従業員様用のフェリーサービス、ドライバーのみの派遣、車両のみのレンタル等々。お客様

の幅広いニーズに合わせてご対応致します。スズキの正規ディーラー事業も行っており、新車・部品・サー

ビスについても、お気軽にお問い合わせくださいませ。（加藤 09 25556 2071）  

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.04/03.2.TastechMyanmar.pdf  

 

 ◆海外引越＆一時引越サービス 

TRUNK JAPAN は、海外引越＆一時引越サービスを提供致します。ミャンマーの様々な事情により、帰国

を余儀なくされている駐在員・ご家族の方々のために、ミャンマーから日本のご自宅までの海外引越を実

施致します。一時的な国内引越・保管サービスも引き続き提供しております。お気軽に下記よりお問い合

わせください。URL : https://zero2onemyanmar.com/ 電話番号 +95-(0)9-25556-2071（加藤） 

 

◆【ミヤコの胡麻油の紹介】 

Miyako Food Myanmar は、ミャンマー産の胡麻で胡麻油の生産、販売を始めました。焙煎胡麻一番搾り

油は、一番搾りの油のみを使っている少し贅沢な胡麻油です。香り良く仕上がっていますので、いろんな

料理にお試しください。http://yjahp.e7.valueserver.jp/2021.07/2021.07.04.Miyako.pdf 

 

◆2022 年 COCORO SERVICE OFFICE リニューアル完了！！ 

随時ご見学、ご内覧承っております。高速 WI-FI 完備・WEB SESSION BOOTH 完備  超短期利用から、

１日単位のご利用までご相談承ります。ADRESS：YUZANA HOTEL,4F,SHWE GON TAING ROAD, 

BAHAN,YANGON 先ずは下記までご希望日程・ご来場者数をお知らせくださいませ。For Inquire： 

TEL:09-500-9055 Email : k.shida@starts-mm.com 担当：志田。 

Email : ayethandarnaing@startsmm.com 担当：Rei（れい） 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.08/11.cocoro.pdf  

地図：https://goo.gl/maps/9BeXHqwCW2k7n5sN8 

 

◆帰緬者対象 MPT 携帯電話の事前状況確認について  

１．MPT 携帯電話の個別確認用宛先の変更について  

２．MPT 携帯電話の使用可否確認について  

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.10/04.mpt.pdf   

 

◆ARTIC 人材育成センター産無農薬餅米の販売 

アルティックでは、人材育成研修の一環として研修に参加したイラワジ管区の教師達と一緒に 7 月に田
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植えを行ないました。10 月の末に刈り取り、その後籾摺り、精米を行ないこの程販売できる運びとなりまし

た。餅米ですのでそのまま炊くと強い粘りがあります。ミャンマーの白米と１：１の割合で炊くと日本のお米の

ような丁度良い粘りのご飯に炊き上がります。土着堆肥と木酢液を使用した完全無農薬米です。ぜひ一度

お試しください。＊餅米をご購入頂いた方には漏れなく当会の 9 年間の事業活動報告書を 1 冊ずつ差

し上げます。 （英・緬語版） http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.12/13.1.ARTIC.pdf 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.12/13.2.ARTIC.pdf   

 

◆Yangon Japan Medical Centre (YJMC)  

再開より半年を迎え、今月 4/1 より日本人医師（消化器/内視鏡/肝臓専門医）も着任いたしました。これ

まで以上に相談しやすいクリニックとして、日本語/英語/ミャンマー語での健診、保険キャッシュレスでの診

療、薬局、精度の高い検査等、安心の日本式の医療を提供してまいります。厚労省の入国前結核スクリー

ニン グ指定機関にも決定し、近日中に非結核証明書の発行も可能となります。  

地図：https://goo.gl/maps/exVdYaCioPRynhCy7  

Tel：09-44953-3751（日本語可）    

 

◆ヤンゴン日本人会への入会方法 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1002.jimukyoku/02.nyukaihouhou.pdf   

 

以上です。 

 

会員以外の方への転送は、ご遠慮願います。 

***************************************************** 

ヤンゴン日本人会(YJA)   広報担当 

ジャパン・クラブの住所：Room No.0908, 9th 

Floor, Sakura Tower, No.339, Bogyoke Aung 

San Road, Kyauktada T/S. Yangon, Myanmar. 

開館時間 ：10:00 - 17:00 まで  /   定休日：火曜日 

TEL ： 09-3153-6921,  094-2108-5893 

E-mail ： kouhou@yja-myanmar.org 

ホームページ ：http://yja-myanmar.org/ 

***************************************************** 
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