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芳賀Haga+95-(0)-92-5055-0306

配車の手間を軽減して、本業に集中！配車の手間を軽減して、本業に集中！
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分はプライベートビーチ。ホテルもほ
とんどが、リゾートタイプで高級感の
あるウエスタンスタイルのサービスが
楽しめるのもうれしい。シーフードも
豊富でロブスター（伊勢海老）が 1 キ

ロ 3 万 Ks 程 度 で す。 グ
エサウンでは釣りも楽し
めます。チャウンターは
素朴な雰囲気がグッド。

★ヤンゴンに来た友人を
連れて行くならココ！

　定番のシュエダゴンパゴ
ダは、入場料が 8 ドルと高
いのですが、一度は行きたいところで
す。チャウッタージー・パゴダの寝釈
迦は在住日本人から「美川憲一」とも
呼ばれる親近感の沸くお姿。食事なら、
アウンサン将軍の司令室だったという
家を改装したハウス・オブ・メモリー
ズがおすすめ。サクラタワーの最上階
のスカイビストロも、ヤンゴン全体を
見渡せるので、観光を始める前に行く
と方向がつかみやすくなります。

★ミャンマーちっくなテーマパークも

　変身願望がある方には、ヤンゴン郊
外にある民族テーマパーク「ミャン
マー民族村」がぴったり。135 もの少

Yangon Shwe Style
「ヤンゴン・シュエ・スタイル」はヤンゴン在住の女性の目線から情報発信
するために生まれました。女性情報局員が毎月お役立ち情報をお伝えします。

第5回　シュエスタイル流観光地の楽しみ方

Yangon Shwe Style
情報局員

みえ(41)  ゆみこ(49)
さおり(34)  まさこ(38)

ゆみ(37)  Tomo(27)
Maimai(27)  Onyo(50)

Bonita(50) 

地図を見ながら議論す
る情報局員

★定番観光地はこう楽しむ

　三大仏教遺跡の一つとされるバガン
は、見ごたえ十分……なのですが、仏
塔・寺院巡りがメインで、少し飽きて
しまう人がいるもの事実。そこでオス
スメなのがスクーター。小回りが利く
ので、脇道の小さな集落を覗いたり、
路上に出ているお店や屋台にちょっと
立ち寄ったりもできます。お子様連れ
の方は馬車のチャーターもオススメで
す。自分たちも風景の一部になったよ
うに感じることができますよ。
　インレー湖では、周辺のタウンジー
で 11 月に行われる気球フェスティバ
ルが注目。熱気球が夜空にはなたれる
様子は幻想的の一言。移動遊園地もあ
り、10 メートルぐらいの観覧車はな
んと乗った人の重さで降下するという
ダイナミックさ。インレーの湖上のホ
テルでは、湖の水
平線に沈む夕日が
楽しめます。

★無人のビーチでリゾート三昧

　ガパリビーチは、イタリアのナポリ
に似ているというところから、ナポリ
→ナパリ→ンガパリと訛っていったと
いうビーチ。まだまだ人が少なく、気

数民族が暮らすミャンマーですが、各
地を訪ねるのは大変。民族村ならレン
タサイクルでミャンマーを一周する気
分です。シャン族、モン族、カチン族
など各民族の伝統
衣装のレンタル＆
写真撮影サービス
が楽しめます。

★ミャンマーの動物を楽しむ

　白い象が見られるのが、ヤンゴンの
「ロイヤルホワイトエレファントガー

デン」。白い象はミャンマーの国の平
和と繁栄をつかさどる神聖な動物とさ
れています。白というよりピンク色で、
子どもにも人気。ヤンゴン郊外のサ
ファリパーク「ローガ公園」も、だだっ
広い敷地に猿や水牛が群がってくるの

で迫力は満点。餌を
やるなら動物がお腹
を空かせている午前
中がおすすめです。

★お魚や爬虫類が趣味の方には

　ヤンゴンの「チーミィンダイ中央魚
市場」では、日本では見たことのない
お魚がたくさん水揚げされています。
また、マイナーですが毎週金曜日には、
カンドージ湖のほとりで観賞用の熱帯
魚の朝市が立ちます。子どもが喜ぶこ
とは請け合いです。爬虫類が好きな方
には、タケタ地区にあるワニ園もおす
すめですが、巨大なワニの餌付けがで
きなくなってしまったのが残念。バ
ゴーとヤンゴン郊外の
ダラには、大蛇がうよ
うよいる「蛇寺」があ
るので、チャレンジャー
な方はどうぞ。
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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。この他の日
本語での活動については、お問い合わせくだ
さい。
☎︎ 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堪能し、
明るい話をする会。「ラテン」好きなら誰で
もOK、一緒に楽しく過ごしましょう！　当日
参加も大歓迎。日時：９月18日（金） 19時～　
場所：「salud!」（移転済みの新店舗！）　

 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
4 4 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）
ミャンマー祭りサポーター募集
ミャンマー祭り実行委員会では、11月28日
～29日に行われる「ミャンマー祭り2015」
のサポーターを募集中。1口1000円からで、
振込やオンライン決済が利用できます。
☎︎ 03-6278-7464

 http://myanmarfestival.org/

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 
不 定 期 に 集 ま っ て フ
ラッグフットボールを
楽しんでいます。こん
な人を募集中。・アメ
フト経験者or見るのが
好きな人・フラッグフットに興味がある人・
体を動かすのが好きな人・楕円形のボールに
萌える人。。初めてでも全然大丈夫！ＢＢＱ
や飲み会等の親睦活動も随時実施していま
す！ 

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。
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？

tomoyuki_tanaka@konoike.com.mm（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）
ジャズ・ライブセッション・サークル
ジャズ・洋楽曲を、楽器とボーカルで演奏す
るバンドメンバーを求めております。
Route 66、My funny Valentine、Caravan、
Unchain my heart、Stand by me、Love me 
with all of your heart、That old feeling、
Come rain or come shine, Mary Jane on my 
mind　等の演奏曲を決め、ミャンマーの有
名Vocalist/Pianistの音楽指導を既に受けてお
ります。

 s.watanabe0073@gmail.com（渡辺）
総合ダンスサークル「Latin Lover」
金曜日の夜(22時～）は、お洒落なチャトリ
ウムホテルのバーで本格的SALSAタイム。
USAワールドコングレス出場、トニー中田が
サポートさせて頂きます。入場フリー、本格
的ダンスを目指す貴方、ヤンゴンにもこんな
世界が有る♪

 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）
Myanmar Music Session 倶楽部
ギターや、ピアノ、サックス、ドラム、ベー
スなどでセッションしましょう！ジャンルは
問いませんがSwingしたいです。ゆくゆくは
Barで演奏するのが目標。ちなみに、私はど
の楽器も全く演奏出来ないので、人数が集
まったら挑戦します!!

 takashiubukata7@gmail.com（うぶかた）
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2日曜日に食事会で情報交換、最
終週に月例学習会でテーマを持ち寄りディス
カッションをしています。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）
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
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

■「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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DocuCentre-V 
Multifunction Devices 
deliver higher customer
satisfaction through:-




