圏ミャンマ ー の先輩に問ぅ！

一
このコ

一

ー

ナ

ー

では、 MYANMARJAPON 代表の永杉が毎回、ミャンマ

線で活躍するリ

ー

ダ

ー

と対談し、‘‘現代ミャンマ

ー’

ー

の第

'の実体に迫ります。

第2回
ヤンゴン日本人会
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異国の地、 ヤンゴンに暮らす日本人とは
スピ ー チコンテスト（本誌P14参照）」

ありませんでしたね。要因としては、車

などがあります。
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現在の会員構成は他国の日本人会に
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には法人会員と大使館などの行政関係

気に日本中古車の輸入が増えました。

が多くを占めますが、ヤンゴンでは個

特にヤンゴン市内の交通状況は 一 変

人会員が半数です。これは飲食店関係

し、目的地到達までの時間も読みづら

以外でも個人でビジネスを始める方、

くなりました。携帯電話も同様に、SIM
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般に取得できるようになったので一

人と結婚されて永住スタイ

カ ー ドの発行制限がなくなり数年前ま

ルでいる方も結構多いからでしょう。

では1台入手するのに20万円もしてと

個人ビジネスは車や不動産関係、ミャ
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ンマ ー の方と組んで仲介業されている

なかった携帯電話が、今では10分の1

場合が多いようです。その会員数がこ

の2万円程度で入手出来るようになり、

の1年で急激に増え、昔からの会員の話

若者にも身近な存在になってきまし

によれば「今までは日本人のほとんど

た。

の顔を知っていたが、最近では見知ら
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食事のできるレストランは増えていま
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ヤンゴンの生活環境は
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絡を取るのに国際電話が繋がらない、
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電子メ ー ルの送受信が出来ない」と不
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方々とお話しする機会が増えました。

車の移動中などで通話が切れることで
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かも知れませんが。

他国の日本人会と
比べ特殊で興味深い
永杉
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はい、ヤンゴン日本人会は1967年

ところで、 私どもはWi-Fi環境の悪

に創立されました。タイに次いで2番目

さに絶句しておりますが、 インフラ事

の歴史を持つ日本人学校の運営や在留

情全般が決してよいとは言えないヤン

邦人への集いの場はもちろん、現地社

ゴンでの生活環境を、 どのようにお感

会との交流も積極的に行っています。
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まず1年前に、私がヤンゴンに来た

時の交通事情はこんなに渋滞がひどく

ヤンゴンに住む日本人が急増、
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で言えば、ゴルフの環境はよく整って

じましたね。

いるので、（雨期はありますが）ゴルフ

永杉 1年前はWi-Fi環境どころではな
かったのですね。
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ミャンマ 一 人の
国民性に感じる良し悪し
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応は真面目で仕事がしやすく、さらに
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4月 ・ O--•日本人会定期総会 日本人学校入園式・入学式
6月 ・＿＿r•第1回ボウリング大会 日本人学校学童検診
:..日本語スピ ーチコンテスト
10月 ・ ャ第2回ボウリング大会
:••チィルドレンズフェスティバル
11月 ・ーー・日本人墓地墓参
12月 ・ーー ・ 忘年会
1月 ・---•日本人学校との合同運動会
2月 ・ーーー ・ 春祭り 日本人学校弁論大会
3月 ・---•日本人学校卒業式・卒園式
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倍首相がヤンゴンを訪れた際に墓地参
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地ありません。

識が異なります。例えば、建設工事でも
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をしないと時代の流れに乗っていけな
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いのではないか」と心配もありますが、

マ ー の治安はとてもよく、昔は軍事政

て成長することになるでしょう。
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2015年に向けた
ミャンマ ー の躍進に期待

進に大いに期待したいですね。
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あり職場でも楽しく過ごしています。
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タイムラグはありますが … 。 やはり時
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ても、 まだ発展途上の国・ミャンマー
だと思いますが、 この国の今後の可能
性をどのようにお考えでしょうか。
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ながすぎ・ゆた力沿学生時代に起業、その後ソ
ウル・香港・ニュ ー ヨ ー クに現地貿易事務所を

て、日本人会の会員数も急増していま

開設する。米国永住権取得後、米国・中国に自

す。象徴するかのような出来事として、

M&Aを経て現在はヤンゴン在住、 MYANMAR
JAPON ほか複数の企業の代表を務める。ビジ
ネス信条は土着と迎合。［ご意見、ご質問は
nagasugi@myanmarjapon.com あてに］

ヤンゴン日本人会は日本人墓地の管理
も行っている関係で、今年 5月下旬の安

ら移住し現地法人や事務所を設立。各事業の
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