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ヤンゴン日本人会 公認サークル紹介 
2023年 3月 24日 

 

ヤンゴン日本人会が公認している、みんなで楽しむためのサークルをご紹介。ヤンゴンには多彩なサー

クルがあるんです。申請の条件・届けはこちらです。： 

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

シェア用 URL: https://bit.ly/3dOYMat   テーブルビューはこちら 
 

どのサークルもメンバー募集中です！ 募集中！はこちら 

是非皆様一緒にヤンゴン生活を楽しみましょう！ 
 
 

      公認サークル一覧 

  

 

おはなしの会ポンピー 
説明文：小さなお子さん向けに絵本の読みきかせ

四季の工作・手遊びなどの会を行うサークルで

す。子育てのひと段落したパパさん&ママさん、独

身の方、学生さん、裏方さんも大歓迎！ 
 

活動日程・場所：未定(月一)、未定(室内) 
 

メール・担当者：chinamiy@gmail.com (山本) 

 

バレーボール部 
説明文：バレーボール部には約 20 名が入部していま

す。現在は日本人学校で毎週土曜日の午後 3 時から

午後 5 時までソフトバレーボールの練習をしています。

ゴム製の柔らかいボールなので初心者の方も安心して

参加いただけます。 
 

活動日程・場所：毎週(土)15:00-17:00 日本人学校 

メール・担当者：naoki311maruyama@gmail.com (丸山) 

 

 

サッカー部(大人の部) 
説明文：2022 年 8 月、長きにわたる休部状態から復活

しました！ミャンマーチームと親善試合を行っていま

す。過去にサッカーを極めた選手から元高校球児まで

個性あふれるメンバーが活躍中。日々の運動不足をサ

ッカーで解消しましょう！ 
 

活動日程・場所：月 2 回程度、ヤンゴンユナイテッドまたは

トゥワナ等 

メール・担当者：yoshimitsu-yo@mptmmf.com  (吉滿) 

 

子供日曜サッカー部 
説明文： 子供サッカー部は 1996 年から、ヤンゴン日本人学

校のグラウンドを拠点として、幼稚部から中学生までのカテゴ

リーの選手たちの育成を目的として、活動しています。新型コ

ロナの影響で、一時的な中断や、外部の練習場での活動と

なるケースもありましたが、26 年間活動を継続しています。現

在は大人サッカーチームとの合同練習を、毎週火曜日と土曜

日に実施しています。ぜひご参加ください。 
 

活動日程・場所：毎週(火) 19:30-21:00 、(土) 15:00-18:00 

        ヤンゴンユナイテッド等 

メール・担当者：nakamurayangon@gmail.com (中村) 
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ソフトボール男子 
説明文：ソフトボール部は、主に２つの活動を予定しておりま

す。・有志による日本人同士のソフトボール大会実施（乾季は

月イチやります！）＠パンラインの空き地 
 

・（開催されれば、）『ヤンゴン・インターナショナル・ソフトボー

ルリーグ』への参加＠アメリカンクラブ 
 

活動日程・場所：毎週(日) 15:00-17:00  ※当面はヤンゴン・

サムライズ野球団、ヤンゴン少年野球・サムライズジュニアと

合同で練習させて頂ければと考えています。 
 

メール・担当者：haga@growth.bz (芳賀) 

 

ソフトボール女子 
説明文：絶賛部員募集中！山なりのボールを打つ 

スローピッチソフトボールなので、どなたでも始

められます。お子様も男性も参加頂けます。運動

不足を解消したい方！スカッとしたい方！キャッ

チボールだけでも！初心者の方、大歓迎です。い

い汗をかきましょう！！ 
 

活動日程・場所：隔週(土) 13:00-14:30 ヤンゴン日本人 

学校 運動場 

メール・担当者：woman.softball.ygn@gmail.com (野一色) 

 

剣道部 
説明文：剣道をミャンマーでも日本人の皆さんと稽古

をしたいという方。また、初めての方、昔剣道をやっ

てた方も日本人同士も当然ですがミャンマーのみん

なとも交流を持とう。小学 1年生以上 
 

活動日程・場所：毎週(土) 09:30-12:30 

・The JAPAN foundation 

メール・担当者：yangon.kendo@gmail.com (出崎) 
広告：http://yjahp.e7.valueserver.jp/1004.circle/09.kendo2.pdf  

 

日本人会テニスクラブ 
説明文：テニス好きな方、是非ヤンゴンでもテニ

スを楽しみましょう！ 
 

活動日程・場所：毎週(土) 午前中 テンビューテニスコ

ート(詳細はご担当者までご連絡下さいませ) 
 

メール・担当者：shinyume@hotmail.co.jp (新谷) 

 

ラグビー部（ヤンゴンゴールデン 

エレファンツｰ YGE） 
説明文：不定期で週末に 2 時間程度タッチフット・ラグビーの

練習を行っています。タッチフットと呼ばれるタックルなしの安

全なプレーを中心に活動しており、キッズ・未経験者大歓迎

ですので、一緒にラグビーで汗を流しましょう！アジア大会(ア

ジアンジャパニーズラグビーカップ) への参加もしています。 
 

活動日程・場所：不定期 日本人学校 ヤンゴンユナイテッド 

メール・担当者：sanonoadress@gmail.com (佐野) 

 

将棋部（俺の将棋） 
説明文：現在不定期で、ヤンゴン市内のどこかで

対局を行っております！人数が集まれば、以前の

ようにどこかの場所にあつまって、大会などもした

いですね！ 
 

活動日程・場所：市内各所・不定期 

メール・担当者：haga@growth.bz (芳賀) 
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活動情報（開始時間のみ掲載） 

 
月 水 木 金はありません。 
 
注意事項 
 １．上記のサークルは、ヤンゴン日本人会が後援しているサークル活動です。日本人会から補助金が出ている関係上、部

員は原則として日本人会の会員に限ります。 
 ２．代表者の方は、もし会員でない方が入部を希望されてきた場合には、是非、ヤンゴン日本人会にお誘いして下さいます

ようお願い致します。 
 ３．サークル活動公認申請 兼 補助金交付申請書(一式)  (過去のサークル情報はこちら） 

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

ヤンゴン日本人会 soumu@yja-myanmar.org  

土 
09:30 剣道部 

午前 日本人会テニスクラブ 

13:00 ソフトボール女子 /隔週 

15:00 バレーボール部 

15:00 子供日曜サッカー部 

日 
10:30 バスケットボール部 

15:00 ソフトボール男子 

15:00 ヤンゴン・サムライズ野球団 

15:00 ヤンゴン少年野球・サムライ

ズジュニア 

未定・不定期・その他 
未定 おはなしの会ポンピー 

未定 サッカー部(大人の部) ／月

二回予定 

不定期 ラグビー部（ヤンゴンゴー

ルデンエレファンツｰ YGE） 

不定期 将棋部（俺の将棋） 

火 
19:30 子供日曜サッカー部 

 

バスケットボール部 
説明文：スラムダンク世代と、あひるの空世代と、

黒子のバスケ世代が入り混じって、ミャンマー人や

中国人とハーフ４対４のゲームを行っています。 
 

活動日程・場所：毎週(日) 10:30-12:00 ミャンマープラ

ザ南 Fusan Temple 横のコート 
 

メール・担当者：bcn.yangon@gmail.com  (野一色) 

 

ヤンゴン・サムライズ野球団 
説明文：乾季を中心に玄人・素人あつまってワイワイと野球を

やっています。軟式で日本人同士で試合をしたり、硬式でミャ

ンマー代表チームとの練習試合や、バンコクやシンガポール、

ベトナム、韓国に出向いての対外試合も多く行ってきました。

養護施設に野球を教えに行ったり、自分達も楽しみつつ、ミャ

ンマーへも貢献できる活動をご一緒しましょう！ 
 

活動日程・場所：毎週(日) 15:00-17:00 ミャンマー唯一の野球

場、チャイカサン球場が閉鎖中。ヤンゴン市内のどこかで活動します。 
 

メール・担当者：haga@growth.bz (芳賀) 

 

ヤンゴン少年野球・サムライズジュニア 
説明文：サムライズの子供版として活動させて頂いてま

す。暫くはサムライズ大人の部や   ソフトボール部と合

同で練習させていただく事となりそうですが、野球好き

のお子様、子供に野球をさせてみたい親御様、是非ご参

加下さい！ 
 

活動日程・場所：未定ですが、土日のいずれかの 2時間。当面は

サムライズ大人の部、ソフトボール部と合同で練習させて頂けれ

ばと考えております 
 

メール・担当者：myanmar.matsuoka@gmail.com (春日) 
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