Address: Room No.1213, 12A Floor, Sakura Tower, No.339, Bogyoke Aung San
Road, Kyauktada T/S. Yangon, Myanmar. Tel : 09-3153-6921, 094-2108-5893,
E-mail : contact@yja-myanmar.org ホームページ http://yja-myanmar.org/

【トピックス】
2019 年 9 月 15 日
◆「第 15 回柔道ジャパンカップ」 開催のお知らせ
日程：9 月 17 日(火)～20 日(金) 場所：Aung San Indoor Stadium 主催：在ミャンマー日本国大使館、ミャ
ンマー柔道連盟 協賛：ヤンゴン日本人会、ミャンマー日本商工会議所(ＪＣＣＭ) 本年は、大会最終日
に、シドニーオリンピック金メダリストで柔道日本代表監督の井上康生さんらを特別ゲストとしてお招き予定
です！！詳しくは以下の大使館 HP を要チェック！↓
https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/news/2019/new-16.html
◆2020 年度前期用教科書の申し込みについて
２０２０年度前期用教科書の無償配布について，ご希望される方は以下の要領にて 9 月 20 日（金）まで
に，大使館領事班にお申し込み下さい。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1910/191028.kyoukasho.pdf
◆ヤンゴン日本人会公式 LINE アカウント運営開始！新規友だち追加キャンペーン！
ご自身の LINE より、ヤンゴン日本人会公式 LINE アカウントを、ID または QR コードより友だち追加して
頂き、下記手順でエントリー頂いた日本人会会員の皆様の中から、 抽選で豪華賞品が 78 名様に当た
る、新規友だち追加キャンペーンを実施中！！！ ID や QR コードはこちら↓をチェック！ ご応募締切
日：2019 年 9 月 22 日(日) http://yjahp.e7.valueserver.jp/1909/190913.line.campaign.pdf
◆第 20 回日本語スピーチコンテストについて
8 月 25 日、在ミャンマー日本国大使館，国際交流基金ヤンゴン日本文化センター及びミャンマー元日本
留学生協会（MAJA）が主催する「第 20 回日本語スピーチコンテスト」本選大会が開催されました（ヤンゴン
日本人会、ミャンマー日本商工会議所（ＪＣＣＭ），日本ミャンマー協会、日本在外企業協会協賛）。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1909/190928.speech.contest.pdf
◆恒例！日本人会主催ボウリング大会開催！！
日時：10 月 27 日(日) 第一部>>13:30～16:00 第二部>>16:00～18:00
場所：ASIA POINT BOWLING CENTRE（タケタのボウリング場）
地図：https://goo.gl/maps/gAJXaCvqr6n
豪華賞品あり！！ぜひご登録・ご参加下さい！
定員になり次第締め切らせて頂きます！！詳細はこちら ↓
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1910/191009.bowling30.pdf
◆美容室ラランジェ（LARANJE）が 8 月 1 日グランドオープン！
ミャンマーでは数少ないヘアメニューやフェイシャル＆ボディーSPA もあるトータルビューティーサロンで
す。３人の日本人技術者が常駐しています。そのうち 1 名は「カラーリスト」として、ヘアカラーに特化した専
門技術を備えています。フェイシャル＆ボディーSPA のメニューもございます。住所 ： 78(D), Than Lwin
Road, Bahan T/S. 地図 ： https://goo.gl/maps/5DUNnTUnega63iWf9 電話 ： 099-5330-0000(日本
語可) ご予約をお願いしています。営業時間 ： 10:00～19:00
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1909/190971.LARANJE.pdf
https://laranje.jp/
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◆ヤンゴンの夜をすわじゅんこと共に
日程 ： 7 月, 8 月, 9 月 毎週金曜開催 午後 6 時～8 時
場所 ： スカイビストロ
地図 ： https://goo.gl/maps/njG66B52d3hgS2fB6
入場 ： 無料
内容 ： 歌手のすわじゅんこさんによる、ピアノと歌のパフォーマンス
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1907/190741.suwa.junko.pdf
◆LINE や Facebook、Instagram や POSTE 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/
【Instagram】 https://www.instagram.com/yangonjapanclub/ 【POSTE】 https://poste-mm.com/

LINE

Facebook

Instagram
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◆ヤンゴン日本人学校 PTA 主催 バザー開催のお知らせ
9 月 21 日（土）の 09:00 から 11:30 の間、日本人学校において PTA バザーを開催いたします。 ご家庭に
眠っているバザー品のご寄付をお願いします。提供いただきました品は、バザーで販売いたします。(例）
衣類・靴・文房具・学用品・おもちゃ・食器・食料品・書籍・生活雑貨・CD・DVD など。手作り雑貨も OK。ご
招待客の皆様は 10 時からの入場となります。招待券については、別紙をご参照ください。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1909/190931.pta.bazaar.pdf
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1909/190932.pta.bazaar.shoutaiken.pdf
◆新役員自己紹介
ヤンゴン日本人会 新役員による自己紹介リレー！ 「日本人会役員はどんな人がいるの？」 会員の皆さ
まに、日本人会の活動に携わる役員をご紹介しています。第５回目は、北尾 敬介副会長さんです！
皆さん、こんにちは。今年度日本人会の副会長を拝命いたしました、三菱 UFJ（MUFG）銀行の北尾です。
ミャンマーに着任したのは 2018 年の 2 月です。銀行に勤めて今年で 28 年。その内、16 年を海外（主に
欧州とアメリカ）で勤務して参りました。今回は、私が今思っている日本人会のあり方について、お話をさせ
て頂きたいと思います。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1080.shinyakuin/190917.kitao.pdf
◆新役員自己紹介の過去の記事は、下記にてご覧頂けます。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1080.shinyakuin/00.shinyakuin.kakonokiji.pdf
◆輝く日本人 in Myanmar
このシリーズは、ミャンマー各地で永くご活躍されていて、夫々の分野で輝いておられる日本人の方々を紹
介しています。
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◆第 28 回 田中 和雄さん
会社を辞めて事業を起すことを目論んでいたはずなのに、２００１年１２月にモン州の孤児院トーカミャンチ
ャンを訪れることで、方向がすっかり変わりました。ミャンマーには支援を必要としている人々が大勢いるこ
とを知り、私のような１老日本人でもできることが沢山あることを認識しました。そこで上記孤児院の校舎の
建設に賛同して、何度か通う内に各方面からの資金協力もあって立派な校舎ができました。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101028.tanaka.kazutake.pdf
◆過去の輝く日本人 in Myanmar は、下記にてご覧いただけます。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101000.kakonokiji.pdf
◆ヤンゴン日本人学校「弁論の会」
２月１６日（土）に本校のアセンブリーホールで「弁論の会」が行われました。中学部１・２・３年生の生徒２４
名が，たくさんの保護者の方と中学部生徒を前にして，自分の思いを堂々と発表をすることができました。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1903/190330.yjs.benronno.kai.pdf
◆ミャンマー自然探訪 その８. －マンゴー百景－
「センタロウというのが一番うまいと聞いたんだけど、いつ頃どこで食べられますか」赴任して間もない方から
尋ねられた。「え？あっ！あーぁ」。これはマンゴーの話で、彼の言うセンタロウとは、その中の品種の一つ、
セインタロンのことだった。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1050.zuihitsu/onishi.08.pdf
◆過去の記事は、下記にてご覧いただけます。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1050.zuihitsu/zuihitsu.shu.pdf
◆ヤンゴン素描 No.51 ⿓王ブーリダッタ本⽣ (その１)
ヤンゴンのお寺でよく見る、緑の龍をいじめる人の絵。「ブーリダッタ龍王本生」を四回に分けてお送りしま
す。お楽しみください。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1020.sobyo/51.pdf
◆過去のヤンゴン素描は、下記にてご覧いただけます。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1020.sobyo/00.kijituzuri.pdf
◆ミャンマーの医療事情
No.28 デング熱が世界中で大ブレイク
関西福祉大学 社会福祉学部教授 勝田 吉彰
今年に入り、デング熱の報道が連日連日、世界中から目立っています。令和の最初の年は大当たり年で
す。デング熱は、ヤブカ（ミャンマーではネッタイシマカ・ヒトスジシマカともに棲息）によって媒介される疾患
です。このヤブカは昼間から夕方にかけて吸血行動をおこない、デング熱の他にジカ熱やチクングニヤ熱
も媒介します。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1060.iryou.jijo/No.28..pdf
◆過去の記事は、下記にてご覧いただけます。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1060.iryou.jijo/No.00..pdf
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◆ヤンゴンウォーカー ファミリー寿司
ローカル寿司店の老舗です。現地の方の方がお客さんとしては多いですが、味は日本人の口にも合うちゃ
んとした味付けです。現地の人に支えられ今度も継続して続くようなお店でした。ほとんどのメニューが
5,000ks 以下とお値打ち。マテ貝サラダがピリ辛で美味しい。あさりバター最高。ゲソもサクッとしてうまい。
安い！早い！新鮮！ヤンゴンウォーカー参加者・お店情報募集中。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1030.walker/Vol.70.pdf
この企画は、日本人会の会員の有志の方々が、新しくヤンゴンに着任されてきた、特にご家族連れの方々
に対して、ヤンゴンにある綺麗で、美味しくて清潔なお店をパダウとホームページで紹介するのが目的で
す。フリーペーパーには載っていない口コミ情報がこれで分かります。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1005.yudo/10.oshokuji.dokoro.pdf
◆サークル活動
ヤンゴン日本人会には、新しくヤンゴン親子会とヤンゴン少年野球・サムライズジュニアが加わり 21 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。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1004.circle/000.circle.pdf
◆ヤンゴン親子会
毎月、第 2 水曜日と第 4 金曜日に活動しています。参加者が順番にホストになり、ヤンゴン情報を交換し
たり、子どもたちと制作や自由遊びをして遊んだりして過ごします。お子さんのご機嫌や体調に合わせて都
合の良い時にご参加下さい。グループ LINE でナニーさん情報や子ども向けお店情報の交換もしていま
す。お気軽にご連絡下さい。連絡先：myanp0rgn@gmail.com
◆ヤンゴン少年野球・サムライズジュニア
ヤンゴン少年野球・サムライズジュニアは、毎週土曜日の午前８時３０分から１１時まで、ヤンゴン日本人学
校の校庭で活動をしています。小学生の子供たちと、その父兄がコーチとなって練習を重ね、最近では、ミ
ャンマーの養育施設ドリームトレインの子供たちやアメリカチームと交流試合をする等、活動の場を広げて
います。連絡先：kimila21@gmail.com
◆おはなしの会 ポンピー
８月９月はお休みです。次回は１０月第１週の土曜日の開催です。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1004.circle/01.pompy.pdf
◆日本人会ゴルフ
毎月の第３日曜日に、ヤンゴン・ゴルフ・クラブにおいて日本人会ゴルフを開催しています。参加資格は日
本人会員であることだけです。お問い合わせは、ryoichisenba@gmail.com までどうぞ。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1004.circle/02.golf.pdf
◆過去の優勝者の弁は、下記にてご覧頂けます。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1013.YJA.Golf/000.kijitsuzuri.pdf
◆新しい会員名簿について
7 月 1 日付で新しい会員名簿を更新しました。ご希望の方は、お手数ですがジャパン・クラブまで取りに来
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て下さいますよう、お願い致します。
◆紙媒体の機関紙の月刊パダウです。
日本人クラブ（JAPAN CLUB）にパダウを何冊か置いてありますので、ご希望の方はお手数ですが予め電
話をされて、取りに来て下さいます様、お願い致します。品切れの場合はご容赦願います。ジャパン・クラ
ブの電話番号は、094-2108-5893 又は 09-3153-6921 です。下記はパダウの内容です。
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1006.padauk/padauk.kijitsuzuri.pdf
以上です。
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