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ヤンゴン日本人会 

会長 中川 勝司 

 

2019年度ヤンゴン日本人会会長就任のご挨拶 
 

住友商事の中川です。 

この度、2019年度のヤンゴン日本人会・会長を務めさせていただくこととなりました。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

私は 2010年から 2014年まで 4年間フィリピンのマニラに駐在したことがあり、その間 1年半程度マニラ日本人会

の会長を務めさて頂いたことがあります。マニラとヤンゴンの日本人会ですが、在留邦人の人数も、進出日系企業

の数もマニラの方が圧倒的に多く、また生活環境に関しましても大きな違いがございます。 

 

マニラ日本人会は専任の日本人事務局長の他、日本人スタッフも数名おり、また日本人会診療所も運営していた

ため、医療行為はできないものの日本人医師がアドバイサーとして常駐し、その下でフィリピンの医師ライセンスを

持った先生が医療行為を行うなど、当地日本人会と比較すると相当大掛かりな運営を行っていました。 

 

ただ規模の違いは別にして、運営上大きな違いは、マニラの場合はマニラ日本人会商工会とマニラ日本人会そ

れぞれ 20 名程度の役員を置いておりましたが、半数以上の役員には兼務をして頂いており、日本人会の抱える

問題に関しましても常日頃から各企業の方々にも状況を認識して頂いていたという点です。 

 

それで今回会長就任にあたりまして、ミャンマー日本人商工会との関係強化を目的に今年度から副会長を 4名増

員することにしました。4 名の副会長は日本人学校に現在お子様を通わされておられる企業、あるいは近い将来

お子様をお持ちの駐在員が来られる企業の代表にお願いをしました。 

 

それらの方々に加わって頂くことでヤンゴン日本人学校の長期的な支援の在り方、またヤンゴン日本人会を財政

面で支える法人会員のご要望、ご意見を今後の日本人会の活動方針に十分反映させて行きたいと考えています。 

 

今年度のヤンゴン日本人会活動方針ですが、基本的には 2018 年度の活動内容を踏襲するつもりではあります

が、一方で日本人会会員数の頭打ち、つまりは大幅な会費収入増が見込めない中、限られた予算で何が会員皆

様の裨益に繋がるのか、日本人学校の支援以外に日本人会としてどういった活動が真に必要なのか、改めて会

員皆様のご意見も十分吸い上げた上で、この 1 年間ミャンマー日本人商工会とも連携を図りながら、しっかり議論

を進めて行きたいと考えております。 

 

繰り返しになりますが、日本人学校の長期的な支援、ミャンマー日本人商工会との連携強化、また少し大上段な

目標ですが今後ヤンゴン日本人会としてあるべき姿の議論、これらの点を特に今年度重要な課題として取り組ん

でいきたいと考えています。 

 

会員皆様の積極的なご意見、ご提案をお待ちしています。何卒宜しくお願い申し上げます。 

以上 

新役員挨拶 
[副会長 橋本 健司] 

筆頭副会長を拝命いたしました、JFEスチールの橋本でございます。昨年 5月よりヤンゴンに赴任、一年経過いた

しました。ようやく一通りの動き等が分かるようになってまいりました。以前に中国/広州に家族で赴任した経験があ

りその時の経験を生かすとともに、中川会長を支えながら日本人会の発展に寄与して参りたいと思います。今後も

よろしくお願いいたします。 
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[副会長 北尾 敬介] 

はじめまして。この度、日本人会の副会長を拝命しました、三菱 UFJ 銀行の北尾です。ミャンマーに来て一年余り

が過ぎました。暑くて雨が多いのは驚きましたが、ミャンマーの方は親切で、治安も良く、とても住みやすい国だと

感じております。海外駐在は約 16 年になります。これまでの経験を活かして、皆様がミャンマーでの生活をさらに

楽しく過ごせるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

[副会長 芝 正規] 

本年度、副会長を務めます KDDI の芝です。ヤンゴンに赴任して１年。当初は何も知らない、何もわからない中で、

多くの方々からのご厚情をいただき、昨今は充実した日々が過ごせるようになりました。感謝ばかりでございます。

２年目はお世話になるばかりでなく、ヤンゴン日本人会、日本人学校にて、皆さまの何かしらのお役に立てるよう、

精一杯がんばってまいります。 

 

[副会長 永嶋 一史] 

昨年度に引き続き副会長を拝命しましたキリンホールディングスシンガポール・ヤンゴン支店の永嶋一史です。当

地ではミャンマーブルワリーに勤務しています。ヤンゴンに在住し日本人会役員として約 1年が経ち、やっとリズム

がわかってきました。今後も皆様のご支援を賜りつつ精一杯努めさせていただき、日本人会の益々の発展に貢献

したいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

[副会長 橋本 正尚] 

この度、副会長に就任させていただきます双日の橋本と申します。微力ではありますが、今までのヤンゴン駐在経

験、日本人学校に子供が２年間お世話になった経験を生かし、特に日本人会と日本人学校の連携が深まる様に

努めたいと考えております。１年間よろしくお願いいたします。 

 

[副会長 武藤 太一] 

昨年に続き、副会長としてヤンゴン日本人会活動に関与していくこととなりました大成建設の武藤です。早いもの

で、今年７年目のミャンマー勤務となります。昨年、会長として日本人学校運営委員長としての経験を生かして、

今年も日本人会と学校運営に貢献し、さらには新会長を支えていきたいと考えております。皆様のご支援をよろし

くお願いいたします。 

 

[事務局 小畠 攝治郎] 

今年度も引き続き事務局担当をお引き受け致しました、株式会社藤本の小畠と申します。どうぞ宜しくお願いしま

す。ヤンゴンの特色としまして、交通事故が頻繁に起こっており、加えて疫病が蔓延しており、医療施設も十分で

はないという観点から、事務局としましては、日本人会の皆さんが安全で健康で楽しい生活ができるように努力し

たいと思っています。相互連絡網の充実ということを考えまして、この１年間、微力ながら皆様にボランティアで貢

献したいと思いますので、ご協力のほど宜しくお願い致します。 

 

[事務局 仙波 亮一] 

昨年に続き事務局を拝命しました、ALSOK の仙波と申します。会社も地味ですが、役員会でも地味、いや、地道

に、各役員の魅力的な活動を陰ながら支えていけたらと思います。よろしくお願いします。 

 

[事務局 鴻谷 篤男] 

昨年度の下期から継続にて事務局を担当させていただきます、KDDI ミャンマーの鴻谷と申します。シンガポール

からスライドで家族と一緒に赴任をしてきて 2 年半が経過しました。この 2 年半は幸運にも多くの親切な日本人の

方々に恵まれて、大変有意義なヤンゴン生活が送れております。今後は一人でも多くの在住日本人の方がヤンゴ

ンに赴任や移住をして良かった、と思えるように日本人会を通じて誠心誠意活動をしていければと思っております。

今年一年宜しくお願いします。 
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[事務局 兼 会計担当 恵中 亮次] 

今年度より日本人会役員として、事務局兼会計を担当させて頂きます J-SATの恵中と申します。役員の中では最

年少であり、至らない点も多々あるかと存じますが、精一杯努めさせて頂きます。会員の皆様のご支援、ご指導を

何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

[会計担当 土屋 貴嗣] 

昨年度に引続き会計を担当させて頂くことになりました JOS（Japan Outsourcing Service）の土屋と申します。昨年

度は迅速な入出金処理と残高管理をテーマに内部的な改善をしてまいりましたが、本年度は昨年の経験を踏ま

え、より一層の改善を目標にいたしますので、会員皆様のご支援、ご指導を何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

[監査担当 坂本 篤司] 

平成 29 年度及び今年度、監査担当を拝命しました在ミャンマー日本国大使館の坂本と申します。これまでの各

国日本人会での活動経験を活かして日本人会にできる限りの貢献をしたいと考えております。また会員の皆様が

必要な生活・安全情報について積極的にパダウに掲載する所存ですので、引き続き会員の皆様からのご支援、

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

[総務担当 池谷 修] 

昨年度に引き続き総務としてヤンゴン日本人墓地の維持管理をさせて頂くことになりました池谷修でございます。

日本人会の秋季墓参は 11 月後半に予定しておりますので、ご家族お揃いで参加をお願い致します。また、今年

度はミャンマー南部の Myeik地区にある日本人墓地の調査も致したいと考えております。 

 

[総務担当 伊藤 隆祐] 

こんにちは、総務（ジャパンクラブ運営）を担当させて頂くことになりました、ミャンマースターツコーポレートサービ

スの伊藤隆祐です。今年度は日本人会発行の生活情報誌「ヤンゴン生活手帳」の刷新を行うとともに、継続して

ジャパンクラブを会員の皆様に快適かつ有効に利用頂けるよう邁進する予定です。リクエストのあった本の購入を

より頻度をあげて購入・閲覧できるように致します。その他随時、ご要望を受け付けておりますのでご意見等ござ

いましたらお気軽に頂けたらと思います。 

 

[教育担当 刑部 之康] 

令和元年の佳節にヤンゴン日本人学校長として着任いたしました。２００８年にマレーシア・ペナン日本人学校で

勤務し、海外への赴任は２回目となりました。昨年は日本人会の皆さまの多大なるご協力により新校舎が完成し、

新年度より本格始動します。日本の技術の粋を集めた素晴らしい校舎で、園児・児童・生徒たちを最グローバル

人材とすべく教職員一同尽力して参ります。 

 

[教育担当 和田 耕児] 

日本人会教育担当（兼日本人幼稚園園長）を拝命しました富士フイルムミャンマーの和田耕児と申します。日本

人学校の魅力を広く発信すると共に学校に通われるお子様方、ご家族がより充実したミャンマーでの生活を送れ

るよう尽力していきたいと思います。一年間宜しくお願い致します。 

 

[広報担当 鈴木 康之] 

広報担当を拝命しました ANAの鈴木と申します。引き続きヤンゴン日本人会の情報がもう少し皆様のお手元にお

届けできるよう、また、お得なヤンゴン日本人会会員限定割引や優待店舗が更に拡充できるよう、微力ながら取り

組んで参りたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

[広報担当 伊藤 貴透] 

広報Web担当をさせていただく GMO-Z.com ACE Co., Ltd. の伊藤と申します。広報として役員 3年目となりま

すが、昨年度からのWebからの情報発信力の改善、Facebookや Instagramを使った広報など、引き続き、ヤンゴ
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ン在住の皆様に日本人会をより知っていただけるよう取り組んで参りますので、今年度も、何卒、よろしくお願い申

し上げます。 

 

[広報担当 髙 裕佳子] 

昨年度に引き続き、広報担当（メール送信）を拝命致しました、Hotel 5１の髙 裕佳子と申します。日本人会員の

皆さまに、日本人会イベント、ヤンゴンで開催されるイベント情報等を配信し、ヤンゴンでの生活をより豊かにして

頂ける様、また、日本人会に入って良かった！日本人会に入ると良い事ありそう！と思って頂ける様、会員特典な

ども益々充実させ、お得情報をお届け出来るよう努めて参ります。至らぬ点もあるかと存じますが、ご支援、ご協力

の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

[広報担当 吉元 匡史] 

昨年１２月より広報担当を務めさせていただいております、大成建設の吉元と申します。主に『会報誌パダウ』の編

集作業等を担当させていただきます。昨年１１月中旬に赴任してきたばかりの新参者ではありますが、ヤンゴン日

本人会の更なる発展に貢献できればと思っています。皆様の暖かいご支援・ご指導を頂戴できると幸いです。よ

ろしくお願いいたします。 

 

[文化担当 鈴木 賢] 

本年で５期目の文化担当を務めます鈴木賢です。担当は、日緬親善における最大のイベントと言えるジャパンミャ

ンマープエドー２０２０年における日本人会ブースの運営です。前期は、文化担当でやるイベント以外にも、機材

(スピーカーセット、プロジェクターセット)の貸出を通して、多くのイベントのお手伝いをさせていただきました。企画

段階からご相談に乗らせて頂くこともございましたので、みんなで集まって何かがしたいという方は、ご一報くださ

い！ 

 

[文化担当 野一色 桃子] 

昨年度に引き続き文化担当(忘年会)を拝命致しました Body Conditioning Noi野一色です。昨年度の忘年会は３

００名超の方に参加して頂き大成功に終わりました。今年度はまた一味違った忘年会を皆さんにご提供できれば

と思っております。至らぬ点多々あるかと存じますが、ご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

[文化担当 金井 雅虎] 

本年度より春祭りを担当させていただきます Lan Thit （ランテ）の金井と申します。昨年度、司会をさせていただき、

子供にとってひいては保護者の皆様にとっても非常に良い場であったと感じました。本年度もより多くの方に参加

していただき子供たちの笑顔を作るべく尽力してまいりたいと思います。ご要望等ございましたらお気軽にお申し

付けください。 

 

[運動担当 大坂 優斗] 

今年度、運動担当をさせて頂くことになりました Growth.Myanmar Co.,Ltd の大坂と申します。私は幼い頃から野

球をやっており、スポーツから多くのことを学んできました。この日本人会におきましても、スポーツを通して会員の

皆さまに喜んで頂き、親睦を深められるようなイベントを開催し、会の活性化に繋がるよう精一杯努めて参ります。

至らぬこともあるかと存じますが、ご支援、ご協力の程、何卒宜しくお願い致します。 

 

[厚生担当 中島 洸潤] 

JICA ミャンマー事務所の中島と申します。私にとってミャンマーに暮らすことが好きな理由の一つは、素晴らしい

日本人同士の繋がりやコミュニティがあることです。長い歴史を持つ日本人会はその中でも一つの大きな幹として

大切な役割を担い続けているのだと最近改めて感じています。昨年度に続き役員を務めさせて頂くことになり、微

力ながら何か来年度以降にも繋がるアイディア、取り組みを残せたらと考えています。厚生関連で会員の皆様か

ら何かご要望がありましたらまずはお気軽にご相談頂けますと大変幸いです。 

以上です。 
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