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校で、毎月最終土曜15時～17時に開催。無
料。少しでも時間あれば、気軽に覗いてくだ
さい。日本語を学ぶミャンマー人と楽しく会
話しましょう。ミャンマー語の会話練習も
OK。 
☎︎ 09-420087419（サンダー）
僧院日本人ボラ募集
毎週土日にやっている僧院の日本語ボラン
ティアで、少人数での会話練習を手伝ってく
れる方を募集しています！ 教えるという感
じではなく、日常会話を楽しんでいただけれ
ば結構です。時間は18時30分からです。

 t_kamiyama@issun.jp 
☎︎ 09-420016788（上山）
日本語の教会学校  
大きな教会の小さな日本語教会学校。小学生
が中心ですがどなたも歓迎！参加無料！毎週
日曜、一般礼拝終了後の午前11時頃から。
Methodisit English Church にて。 
☎︎ 09-7325 0731（田内克彦）
ヤンゴン囲碁を楽しむ会
一緒に囲碁を打ちませんか？初心者、これか
ら始めてみようという方も歓迎です。私自身
は数年前にはじめ、一応、初段の免状はもっ
ております。ご興味のある方、連絡をお待ち
しております。

 1101yamagata@gmail.com （山形）
ヤンゴン中国会（和華会）
ヤンゴンには多くの中国とゆかりのある方が
いらっしゃいます。この縁を大切にするため
に集まりませんか。駐在・留学経験のほか、
中国出身者、三国志ファンなどどんな縁でも
構いません。不定期で開催します。

 kitazumi@myanmarjapon.com（北角） 
ミャンマーインドネシア会
インドネシア駐在経験者、家族にインドネシ
ア人を持つ方などの参加をお待ちしておりま
す。何をするかは未定ですが、隔月ごとの食
事会、ゴルフなど交流を広げていきたいと思
います。

 hiroaki.hama@mol-logistics-group.com （浜）
ミャンマー・ベトナム会
ミャンマー、ベトナム両国にゆかりのある
方、情報交換と言う名の飲み会をしません
か!?　ゆかりの無い方でもご興味が有れば無
問題です！ご連絡お待ちしております！　

 tokaido53take@hotmail.co.jp（永田）
ラテンな会
Hola! Como estas?  『ラテンな会』に参加され
ませんか？　美味しい中南米料理を食べて、
明るい話をする会。中南米に行ったことのあ
る方や音楽 やダンスに興味のある方、みんな
で楽しく過ごしましょう!　

 shimaumanomama@gmail.com(平原)

お知らせ・その他
一般社団法人日本ミャンマー友好協会
44年の歴史のある一般社団法人日本ミャン
マー友好協会（本部・東京）では、親善大使
に黒宮ニイナさんを迎え日本の会員を募集し
ています。　

 info@jmfa-tokyo.com
日本人会ゴルフ大会参加者募集
毎月第3週日曜日にYGCで歴史と伝統のゴル
フ大会を開催しております。お気軽にご参加
下さい。ご参加希望の方は日本人会登録完了
後に下記連絡先へご連絡下さい。

 ryoichisenba@gmail.com（幹事：仙波）

Classified

G-NABU会x
毎週日曜日に練習ラウンド、毎月第2日曜日
にコンペを開催。現在会員数は約30名。場
所は様々なゴルフ場を回ります。老若男女、
御一人様、初心者、出張者も大歓迎!! 勿論国
籍も問いません。1回でも参加すればあなた
はもうメンバーです。

 y_wada@just-fashion.co.jp（和田）
ヤンゴン卓球クラブ
雨季だと外にでるの億劫だなあ～。でも運動
不足だし。。。そうか！やっぱり卓球がある
じゃないか！毎週日曜にオリンピックホテル
の卓球場で練習と試合をしています。未経験
者でも経験者でもみんな集まれ！

kurose@f-furushima.com（黒瀬）
ヤンゴン剣道部
剣道部（JMKC）では、部員募集中！小学生
以上であれば経験の有無、男女は問いませ
ん。毎週月・木曜日、初心者クラス17：30
～18：00　中・上級者・成人クラス18:00～
20:00　ゴールデンヒル内体育館で稽古をし
ています。礼儀正しく・勇ましい　日本の武
道を体験してみませんか？ 

 yangon.kendo@gmail.com（出崎）
JUDO club
柔道を通し、ミャンマー人との交流をしてみ
ませんか。普段はチャイカッサンの体育学校
で汗を流しています。今から始めたい方、経
験者、見学希望など、何でも大歓迎。日体大
柔道部出身のコーチが指導いたします。

 toda.yuki@his-world.com（戸田）
バレーボール部
日本人会バレーボール同好会では部員を募集
中。経験の有無、および男女を問いません。
日ごろのストレス解消に最適。練習は毎週木
曜18時から日本人学校にて行っています。
ふるってご参加ください。

 tkhobby123@yahoo.co.jp（葛西）
ヤンゴンアメフトの会 
ミャンマーの同
好 会 で 一 番 ゆ
るーく且つ激し
いコミュニティ
です。カワイイ
女子マネ、イケ
メン選手も増加
中 で す 。 さ あ
迷っているあなた！今すぐ連絡を！ 夜の親
睦会参加だけでもOK！それでは皆さん鎖骨
に気をつけながら頑張りましょう。 

hisakazu.maeda@mm.panasonic.com（前田）
ヤンゴン野球の会
毎週土曜日の午前中に少年野球指導と軽い
キャッチボール、日曜日に大人の練習やミャ
ンマー人チームとの練習試合を行ってます。
6月後半には初のバンコク遠征も企画中！野
球が好きの方でしたら、道具も要りません。
お気軽にご連絡下さい！　

 hagabon@gmail.com（芳賀）
ヤンゴン柔術教室 
日本人とミャンマー人の白帯同士が稽古して
います。経験者大歓迎、初心者の方でもはじ
めから思い切り体を動かせます。場所はアウ
ンサンスタディアム近く。　
☎︎ 0949337212（原）　

 haraygn@yahoo.co.jp 
サーフィン好きの集い
ミャンマーの海は透明度もソコソコで、気持
ちよくサーフィンできますよ。サーフィン後
のビールとイカの一夜干しも良い具合ですの
で、御一緒にいかがでしょうか？

tanaka.konoike.myanmar@gmail.com（田中）
ヤンゴン男声合唱団
いっしょに歌おう！ヤンゴン男声合唱団。一
緒に男声合唱をしましょう。経験は不問。た
だただ歌うのが大好きな方、集って歌って、
練習後は飲んで歌って・・楽しいですよ。目
標は、年末の日本人会忘年会出演！そしてい
つかは、アジア日本人男声合唱祭出場！

 sato-kaz@marubeni.com（佐藤）

総合ダンスサークル「Latin Lover」
サルサ、アルゼンチンタンゴ、フラメンコな
どラテンダンスを中心に活動して行きます。
年齢国籍、経験未経験を問わず、幅広く募集
します。問い合せお待ちしています。

 tony-nakata@hotmail.com（トニー中田）
ヤンゴンミニバレーチーム（柔らかいバレー
ボール）
ヤンゴン初!?のミニバレーチームに参加して
くれる方募集（週１程度/日時場所は参加者
の希望を聞いて調整）。初級～中級レベルま
で。老若男女、誰でも気軽に出来るスポーツ
です。職場のミャンマー人を誘っての参加も
OK、国際交流兼ねて汗を流しましょう。場
所の情報提供もお待ちしております。

 murozono202@yahoo.co.jp(ながうら)
ミャンマーIT会
ミャンマー在住のIT会社もしくはこれから設
立予定の皆様、月に1回定期的に情報交換お
よび食事会、イベントを行いましょう！ 若
手中心ですが、年齢制限なし。技術の向上お
よび、仲間として色々な悩みを分かち合えた
らと思います。

 m_yamaguchi@aag.co.jp（山口）
日本語教師の会
日本語教育に携わっている方・関心のある
方集まりませんか。老若男女国籍経験不問
です。毎月第3日曜日の食事会で情報交換、
月例学習会ではテーマを持ち寄りディスカッ
ションをします。食事会のみ、学習会のみの
参加も大歓迎。

 yangon.nihongo@gmail.com （田邊・鈴木） 
ヤンゴン赤ヘル会
当 会 で は 、
「 広 島 東 洋
カ ー プ 」 を
愛 す る メ ン
バ ー が 月 に
１ 度 集 ま
り 、 和 気 あ
い あ い と 交
流しています。広島県にゆかりのある方も大
歓迎。お気軽にご参加ください。

 kimten.sundari0211@gmail.com（木村）
ミャンマー若手会
月に一度ほど、ミャンマーにいる若手（年齢
制限は無し笑）で集まって楽しくわいわい
やっています！Facebookにグループページ
も作りましたので、気軽に参加してみてくだ
さい♪

 wabisuke240@gmail.com（西尾）
ヤンゴン若手女子会
だいたい1カ月に1度、開催しています。場
所は、雰囲気のよい店からローカル風の場所
までさまざま。参加者は若手中心ですが、年
齢制限はありません。日頃のストレスや悩み
を、女性同士で語らい、発散し、ヤンゴンで
頑張る女性の絆を深めましょう！　

 natyunatyu01@gmail.com（なつみ）
シュエカン鍋食事会
毎週水曜の定例研究会の成果により、シュエ
カン全店舗にて「雑炊」と日本語で言えば、
〆の雑炊ができるようになってきました。ナ
ナトウラン店か ら発信するジャパンクオリ
ティーのシュエカン鍋、お友達を誘って参加
しませんか。毎週水曜の７時から、野菜たっ
ぷりのあっさり鍋を楽しみましょう。

 tetsu022001@gmail.com（松野）
日ミャンマー交流お茶会
スーレーシャングリラホテル裏の日本語学

■「コミュニティ」「売ります・買います」「お知らせ」等のご投稿
をお待ちしています。140 字以内に原稿をまとめ上記メールアドレス
までお送りください。写真の掲載もできる限り応じさせて頂きます。
なお、「求人」などの営利目的については有料扱いとなります。（140
文字まで 20,000Ks、200 文字まで 30,000Ks）
■誌面スペース等の都合上、原稿に手を入れさせて頂くことがあり
ます。また、コミュニティの性質等が本コーナーにふさわしくない
場合や、弊誌からの連絡にご返答がない場合は掲載をお断りさせて

頂くことがあります。
■登録コミュニティ増加にともない、掲載内容の信頼性を担保する
ため、①コミュニティ名、②代表者ご氏名（苗字を先に）、③勤務先・
所属先、④電話番号についてお知らせ頂いております。ご提供いた
だいた情報の利用にあたりましては細心の注意を払い、ご本人から
承諾を得たときや法令等に基づくと判断されるとき、またはそのほ
か正当な理由がある場合を除いて、これを第三者に開示・提示する
ことはございません。
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MIRCはミャンマージャポングループの「政府公認」人材紹介サービス会社です。(ミャンマー連邦共和国労働省認可許可番号第62/2014号)

担当： 見原・  ティンザー・  スー

な人人材必要な人材必必要な要な人人人材必要な人材
おります！

しのお探しのお仕おお探探ししののお仕仕仕事お探しのお仕事
あります！

日本語、英語、
PCスキル…
ご要望に応じて、
コーディネイト
いたします。

日本語、英語、
PCスキル…
ご要望に応じて、
コーディネイト
いたします。

あなたの能力、
日系企業で
生かしてみませんか？

あなたの能力、
日系企業で
生かしてみませんか？

          　
          　

32 男 2 級 中級 100 万 Ks
静岡産業大【デジタルインフォメー
ションデザイン専攻】卒、

28 男 1級 中級 80 万 Ks
朝日大【経営学専攻】卒、
日本で就業経験有

年齢 性別 日本語 英語 希望給与 学歴、経歴、PCスキルなど

28 女  N 1 中級 80万 Ks ヤンゴン外大【日本語専攻】卒、
龍谷大【国際文化学】卒、Word,Excel

34 男  上級 中級 70万Ks 東日本国際大【国際経済学専攻】卒　
Word,Excel

31 女 上級 初級 60万ks
ダゴン大【物理化学専攻】卒、駿台ホテル &
トラベル専門学校【ホテルマネージメント専攻】
卒、日本留学経験有、Word,Excel

20 男 N 1 中級 80 万 Ks
マンダレー外大【日本語専攻】、　福岡国
士建設専門学校【日本語コース】卒、
拓殖大【電子システム工科】、Word,Excel

28 女   N2 上級 50 万 Ks

39 女 N 2 中級 70 万 Ks
ダゴン大【経済学専攻】、
日本語通訳やオフィスマネージャー経験有

37 女   N 2 中級 50 万 Ks
ヤゴン大【物理化学専攻】、
公務員経験や日本語通訳経験有

今月のミャンマー人材情報

28 女 _ 中級 50万 Ks
ヤンゴン外大【ロシア語専攻】、Word,Excel、
経理やAdmin経験有

ダゴン大【生産化学専攻】卒、
秘書やAdmin経験有

34 女   N2 中級 50万ks ダゴン大【英語専攻】卒、中国語可、
日本語通訳や日本語教師経験有

30 女 _ 中級 20万 Ks
ダゴン大【物理化学専攻】卒、LCCI level II,　
PC 基礎、受付や秘書経験有

今月のミャンマー求人情報

企業名 業種 職種 採用 給与 諸
手当 語学

(USD180 

企業名 業種 職種 採用人数 勤務地 給与 諸手当 語学 経験・その他

          　

企業名 業種 職種 勤務地 給与 諸手当 語学 経験・
その他

サービス会社 不動産業 営業 ヤンゴン
市内

USD 300 
~500

日本語能力N2

内装設計会社 事務職 40万Ks
日本語ビジネス
レベル、

英語中級レベル

製造会社 製造業界 日本語通訳や
生産管理 モービー

USD 500 
~700

製造会社 製造業 営業 ヤンゴン
市内

通勤手当 日本語中級レベル

製造会社 縫製業 生産管理 日本語能力N2以上
生産管理経
験があれば好
ましい

サービス会社
コンサル
テイング業

シニアエン
ジニア バガン

日本語ビジネス
レベル

NGO 関係
プロジェクト

通勤手当

通勤手当

通勤手当

USD 400 

USD 500 
~800

通勤手当

USD 2000
程度まで

住宅補助、
通勤手当、

Microsoft 
Office、

AutoCAD(3D)、
建築および
土木の積算業
務が対応可
能な方

保険シス
テム強化
プロジェ
クト

データマネー
ジメント
オフィサー

USD 400 
~

英語ビジネスレベル

運輸会社 物流業 国際物流
手配業務

20万
チャット 通勤手当

運輸会社 通勤手当物流業 通関士 30万
チャット

英語コミュニケー
ションレベル

建設会社 建設業 土木工事
エンジニア

ヤンゴン
市内 通勤手当

ヤンゴン
市内

ネピドー

USD 1000 
~1500
 

日本語上級、
英語上級レベル

日本語上級、中国語
基礎、PC(ミャンマー
語、中国語、日本語）

通勤手当 社会人経験

英語コミュニケー
ションレベル

内装設計施
工監理

ヤンゴン
市内

出張が
出来る男性

ライ
ターヤー工
業団地

IT関連の業務
経験5年以上、
Accessでの
Database
構成経験有、
SQL Server,
Oracle,MySQL,
PostgreSQLの
経験がある
と尚良い

ヤンゴン
市内

Microsoft
Office

Microsoft
Office

建設会社にて
Construction 
Engineerの
経験がある方

通信費
支給



43Jun 2015




