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【ヤンゴン日本人会】 トピックス 
2023 年 5 月 17 日 

 

ヤンゴン日本人会のみなさまへ。いつも日本人会の活動にご協力頂きまして、誠に有難うございます。下記

にある URL をクリックしても、画面が黒くなって画像が現れない場合は、画面の左上の丸い小さな右回りの

矢印の”再読み込み”のアイコンをクリックして頂きます様、お願い致します。   

 

１．日本人会からのお知らせ 
◆５月２８日（日） 10:00～13:00 お料理教室のお知らせ 

ヤンゴン市内にある KOKKOYA 農園へ遠足に行ってみませんか？どのように野菜が育てられているか実際

見て、採った新鮮な野菜を使ってお料理しましょう！  

【場所】 Kokkoya Organics 【地図】 https://goo.gl/maps/jVjip2STHJjmtAtg9   

【お申込み】 https://forms.gle/sS5bxgiQ5zDeVBvy5  【担当者】 堀越、渡邊 event@yja-myanmar.org  

【詳細】 http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.05/16.1.ryouri.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、下記のアドレスにご遠慮なくお気軽にその旨、ご連絡して

下さいます様、お願い致します。contact@yja-myanmar.org  

 

◆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。MMK でお支払いの場合は、@2850 にてお願いいたします。 

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  

 

◆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 

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

 

◆意外に知られていないヤンゴン日本人会の会員特典！ 

今年、設立から５３年を迎えたヤンゴン日本人会。日本人会としては世界で２番目に長い伝統を誇るヤンゴ

ン日本人会が、今会員メリットを増やしバリューを高めることに取り組んでいます。実は会員だけのうれしい特

典も豊富にあり、その一部をご紹介します。フェイスブックとインスタグラムの QR コードも掲載しています。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1006.kouhou/00.tokuten.pdf 

 

◆ヤンゴン日本人会への入会方法です。 

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

 

◆ヤンゴン日本人会の入会案内です。 
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ヤンゴン日本人会には、法人会員と個人会員があります。本会は、在留邦人に対して憩いの場、集いの場

を提供するに留まらず、在留邦人の子女教育を目的とした日本人学校の運営、日本人墓地の管理、そして

現地社会との交流といった公の責務も果たしています。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1002.jimukyoku/00.nyukai.annai.pdf 

 

◆YJA 公式 LINE アカウントのともだち追加のお願い 

日本人会やヤンゴンに関する情報が、お手軽に入手出来るようになります。ご登録がまだの方は、以下の ID

か QR コードから登録をお願い致します。LINE ID：@nihonjinkai_ygn 

QR コード：https://line.me/R/ti/p/%40627kznaz 

 

◆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 

 

◆日本人会役員会議事録 

ヤンゴン日本人会役員会の議事録綴りです。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1002.gijiroku/00.gijiroku.tsuzuri.pdf 

 

２．大使館からのお知らせ 
◆２０２３年度後期用教科書の無償配布について 

２０２３年度後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、６月２日（金）までに大

使館領事班宛にお申し込み下さい。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.05/17.1.kyoukasho.pdf 

 

◆注意喚起（水掛け祭り（ティンジャン）期間中の治安情報と安全確保のお願い） 

４月９日（日）～１７日（月）の間、ミャンマーでは新年を祝う水掛け祭り（ティンジャン）が行われます。ヤンゴン

市内ではダウンタウンにある市庁舎や人民公園、その他市内の交差点等に特設ステージが設けられており、

各種イベントが企画されています。これに対し、ＳＮＳ上では、軍政下で行われるイベントには参加しないよう

呼びかけられています。  

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.04/05.1.chui.kanki.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 

 

◆パスポート（旅券）に関する大切なお知らせ（３月２７日からオンライン申請開始／手続きが変わります） 

令和５年（2023 年）３月２７日から、パスポートの発給申請手続きの一部がオンライン化されます。お手持ちの

スマートフォンから、オンライン在留届（ＯＲＲネット）への登録、及び専用アプリの利用によるパスポートのオ

ンライン申請が可能となります。 http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.03/16.1.passport.pdf 
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◆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 

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/GuideOfSafety.html 

海外で生活される皆様には，事件や事故，病気，犯罪などといった様々な危険がいつも隣り合っています。

現地で安全な生活を送るためには健康に留意することはもちろんのこと，「自分の身は自分で守る」といった

心構えを常に持つことや、現地の生活習慣を理解し適度な緊張感を持って生活することが何よりも大切です。 

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

 

◆在ミャンマー日本国大使館からのミャンマーの医療事情について 

ミャンマーの医療事情について、知っておいた方がいいと思われることを分かりやすく説明しています。在ミ

ャンマー日本国大使館から発信されている、ミャンマーの医療事情についての説明です。 

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/medical.html 

 

◆その他の大使館からのお知らせです。 

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

 

３．外務省からのお知らせです。 

◆【広域情報】サル痘にかかる感染症危険情報の解除 

サル痘の感染症危険情報について、世界の感染状況が総じて改善してきており、５月１１日、世界保健機構

（ＷＨＯ）も「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（ＰＨＥＩＣ）」を終結させたこと等を踏まえ、１２日付

けで、全世界に発出しているレベル１（十分注意してください）を解除します。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.05/12.1.kouiki.jouhou.pdf 

 

◆【広域情報】新型コロナウイルスにかかる感染症危険情報の解除 

新型コロナウイルスの感染症危険情報について、世界の感染状況が総じて改善してきており、５日、世界保

健機構（ＷＨＯ）も「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（ＰＨＥＩＣ）」を解除したこと等を踏まえ、８日

付けで、全世界に発出しているレベル１（十分注意してください）を解除します。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.05/08.1.kouiki.jouhou.pdf 

 

◆【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 

 

◆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 

 

４．フライト情報 
◆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/ 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.05/05.1.ana.pdf 

 

５．コロナ・感染症・医療関連 
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◆医療や健康に関する記事綴り 

医療的に非常に厳しいミャンマーでの生活において、医療に関してよく起こる出来事や、知っておいた方が

いい事について分かりやすく説明されています。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1060.iryou.jijo/No.00..pdf 

 

◆新型コロナウイルスの感染やその疑いがある旨診断された場合 

医務班メールアドレス： m.medical@yn.mofa.go.jp 

 

◆PCR 検査の実施及び陰性証明書の発行が可能な検査機関についてはこちらをご覧ください。 

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/what-news/2021/what-news26.html 

 

◆三思会様、Medifellow 様ご提供 ミャンマー在留邦人向けオンライン医療相談サービスです。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.11/05.1.online.iryou.pdf 

 

◆新型コロナウィルス感染症関連ニュース 

在ミャンマー日本国大使館から発信されている新型コロナウィルス感染症に関する記事綴りです。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1001.jimukyoku/11.banner.1.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 

ヤンゴン日本人会のホームページ https://yja-myanmar.org/ のホームの中央の黄色いバナーです。オン

ライン医療診療及びヤンゴンの医療事情と安全対策及び緊急輸血依頼方法です。 

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

 

６．お役立ち情報 
◆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） 

 

◆Myat Mon 東京クリニックでは 4 月 8 日 ANA（NH814）便より日本帰国用の PCR 検査の募集を開始。 

東京クリニック日本帰国用 PCR 検査プログラム。料金：US$225。対象：日本国籍、日本企業で働いている外

国籍の方。予約期限：搭乗６日前まで。詳細はメール（mm.tokyoclinic@gmail.com）へ。件名「ANA 日本入国

用 PCR 検査プログラム」でお問い合わせ下さい。地図：https://goo.gl/maps/fmriCAKBZeKNYuxp7 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.03/25.1.ANA.PCR.Tokyo.Clinic.pdf 

 

◆ヤンゴン生活手帳です！ 

ヤンゴン日本人会のームページ https://yja-myanmar.org/ のホームの一番上の左から４番目の白いコンテ

ナに掲載しています。紙媒体のヤンゴン生活手帳をジャパン・クラブに置いています。無料です。 

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

全ページのダウンロードは http://yjahp.e7.valueserver.jp/1011.seikatsu2/2021.seikatsu.techou.pdf 
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７．ヤンゴン日本人学校からのお知らせ 
◆ヤンゴン日本人学校について 

ヤンゴン日本人学校は、1964 年 6 月 3 日に開設され、バンコク日本人学校に次いで世界で２番目に古い日

本人学校です。1990 年に現在の場所へ移転し、2004 年と 2010 年、及び 2018 年に校舎を新築・増築して

きました。ヤンゴン日本人学校では、将来日緬両国はもとより 『国際舞台で活躍していく人材を育成する。』 

という、高い目標を掲げています。http://yjahp.e7.valueserver.jp/1001.jimukyoku/06.yjs.pdf 

 

◆ヤンゴン日本人学校のホームページです。 

https://www.yjs-ed.com/ 

 

８．広告です。 
◆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 

 

◆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 

 

◆インターナショナル SOS クリニックにてジャパニーズヘルプデスクを常駐しています。 

インターナショナル SOS ヤンゴンクリニックは、国際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、安全で専門的な医療アドバイスとリファーのためのテレコンサルテーショ

mailto:contact@yja-myanmar.org
http://yja-myanmar.org/
https://goo.gl/maps/jAxfySq7y6NZRJb36
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1001.jimukyoku/06.yjs.pdf
https://www.yjs-ed.com/
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
https://mpm-clinic.com/
mailto:info@mpm-clinic.com
http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.12/22.1.mpm.pdf
http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.12/22.2.mpm.pdf
mailto:k.shida@starts-mm.com
mailto:ayethandarnaing@startsmm.com
http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.08/11.cocoro.pdf
https://goo.gl/maps/9BeXHqwCW2k7n5sN8


  

6 

 

Address: Room No.0908, 9th 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/      地図 ： https://goo.gl/maps/jAxfySq7y6NZRJb36 

ンサービスも提供しています。クリニックのロケーションはインヤレイクホテルの中にあり、空港から車で 15 分

の便利なところです。外国人受診者も多く、ご利用しております。 

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 

 

◆一時帰国中のご自宅荷物お預かりサービス 

TRUNK JAPAN は、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、ワンストップの一時引越・保管サービスを提供致します。多くの方が、帰国中にも関わらず、家賃に多額

の費用を掛けたままの状態となっています。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 

 

◆仲介成約キャンペーン実施中！！ 

ミャンマースターツは、ヤンゴンでの駐在員様の住宅仲介、店舗オフィス仲介、サービスオフィスの運営を行

っている日系不動産企業です。少しでも駐在員の皆様、現地で頑張る企業様を応援したい思いから、【仲介

成約キャンペーン】を開始致しました。渡航前の方もお引越しをお考えの方も是非ともご利用下さいませ。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1012.koukoku/17.starts.pdf 担当：（志田）Mobile:+95-9 500 9055 

Email: k.shida@starts-mm.com Web: https://kaigai.starts.co.jp/myanmar 

 

◆【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ますので、いろんな料理に

お試しください。7/4 http://yjahp.e7.valueserver.jp/2021.07/2021.07.04.Miyako.pdf 

 

◆広告綴りです。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1001.jimukyoku/10.koukoku.pdf 

 

◆機関紙のパダウやホームページへの記事や広告の投稿方法 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1006.kouhou/08.kijino.toukou.houhou.pdf 

 

９．その他のお知らせ 
過去の ZOOM 特別ライブは、下記にてご覧頂けます。 

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

 

◆YouTube のヤンゴン日本人会チャンネルです。ご登録をお願い致します。 

https://www.youtube.com/channel/UCzKEJ8ZNIO9RHN41JibbIqQ 

 

mailto:contact@yja-myanmar.org
http://yja-myanmar.org/
https://goo.gl/maps/jAxfySq7y6NZRJb36
http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.08/11.JHD.pdf
https://goo.gl/maps/CqwnXbiEEk4jAXDc8
http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.04/03.2.TastechMyanmar.pdf
https://zero2onemyanmar.com/
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1012.koukoku/17.starts.pdf
mailto:k.shida@starts-mm.com
https://kaigai.starts.co.jp/myanmar
http://yjahp.e7.valueserver.jp/2021.07/2021.07.04.Miyako.pdf
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1001.jimukyoku/10.koukoku.pdf
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1006.kouhou/08.kijino.toukou.houhou.pdf
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1001.jimukyoku/03zoom.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCzKEJ8ZNIO9RHN41JibbIqQ
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１０．ジャパン・クラブからのお知らせ 
◆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/ 

 

◆図書館からのお知らせです。 

2019 年 1 月 7 日(月)から、本の貸し出しには図書館利用者カードが必要になりました。①借りたい本を図書

館利用者カードと一緒に受付にお持ち下さい。②本は、お一人５冊まで、貸し出し期間は２週間です。③返

す時は、借りた本を図書館利用者カードと一緒に受付にお持ち下さい。④貸し出し期間を過ぎるとジャパ

ン・クラブから連絡する場合があります！ 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1003.japan.club/08.riyousha.card.pdf 

 

◆ジャパン・クラブからのお知らせです。 

〇図書館からのお知らせ、〇会議室のご利用について、〇Facebook とインスタグラム、〇図書館新刊情報、

〇紙媒体の機関紙の月刊パダウ。〇ジャパン・クラブの電話番号は 094-2108-5893、09-3153-6921 です。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1003.japan.club/02.japanclub.oshirase.pdf 

地図：https://goo.gl/maps/tqLC6zbRtCFmMMraA  

 

１１．ホームページより 
◆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 

 

◆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 

 

◆ミャンマー紀行文集は、下記にてご覧いただけます。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1052.kikou/00.kikoubun.kijitsuzuri.pdf 

 

◆過去の輝く日本人 in Myanmar は、下記にてご覧いただけます。 

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。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101000.kakonokiji.pdf 

 

◆ミャンマー国内旅行のお勧め 

ミャンマー国内旅行を計画されている方は、下記を参考にされたら如何でしょうか。ミャンマー国内旅行のお

勧めスポットをご紹介致します。少しでも皆様の参考になれば幸いです。 

ア、ミャンマー国内観光、私の選んだミャンマー国内観光ベスト１０ 

イ、ミャンマー国内旅行のご案内 

                 

LINE              Facebook           Instagram             POSTE 

mailto:contact@yja-myanmar.org
http://yja-myanmar.org/
https://goo.gl/maps/jAxfySq7y6NZRJb36
https://www.facebook.com/yangonjapanclub/
https://www.instagram.com/yangonjapanclub/
https://poste-mm.com/
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1003.japan.club/08.riyousha.card.pdf
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1003.japan.club/02.japanclub.oshirase.pdf
https://goo.gl/maps/tqLC6zbRtCFmMMraA
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1020.sobyo/00.kijituzuri.pdf
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1050.zuihitsu/zuihitsu.shu.pdf
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1052.kikou/00.kikoubun.kijitsuzuri.pdf
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1010.kagayaku/101000.kakonokiji.pdf
https://line.me/ja/download
https://www.facebook.com/yangonjapanclub/
https://www.instagram.com/yangonjapanclub/
https://poste-mm.com/
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ウ、ヒロシのミャンマー旅行記（その１～その３） 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1005.yudo/48.kokunai.ryoko.yudo.pdf 

 

◆ヤンゴンのお食事どころ 

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/1030.walker/Vol.00.kijituzuri.pdf 

 

１２．おわりに 
◆入会ご希望の方へ 

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

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1006.kouhou/00.tokuten.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 

 

◆Adobe Reader のダウンロード 

PDF 形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズのアドビリーダー(Adobe Reader)が必要です。 

お持ちでない場合は、アドビシステムズ社のサイトから最新版が無償で入手できます。 

https://get.adobe.com/reader/?loc=jp 

 

◆配信や配信停止のご要望 

会員以外の方への転送は御遠慮下さい。また配信停止をご希望の方は、お気軽にお申し出下さい。 

 

◆おわりに 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1002.jimukyoku/10.owarini.pdf 

 

 

以上です。 

ヤンゴン日本人会 

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

この早刷り版は、会員の方のみに限定して送信しています。 転送は御遠慮下さい。 

ヤンゴン日本人会 事務局 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. TEL ： 09-3153-6921,  094-2108-5893 

E-mail ：contact@yja-myanmar.org  ホームページ ： https://yja-myanmar.org/ 

配信停止をご希望される方は、ご遠慮なくお気軽にその旨ご連絡ください。 

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