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ＳＳＩＳ秋季研修旅行 2017 (報告) 

ミャンマー “ヤンゴン・バガン・ゴールデンロック”  

Ｓ

ＳＩＳ文化活動委員会  島 亨   

2017 年はミャンマーへの研修旅行である。 

竹山道雄の「ビルマの竪琴」で有名である。 最近は、「アウンサン・スーチーさんの活躍や如何に？」「イスラム教徒の

ロヒィンギャへの対応は？」 などが話題である。 

ミャンマーは特筆に値する親日国で、アジアの国々では親日派もいるし、反日派もいるが、ミャンマーの人々は素朴

で、おしなべて好意的な対日イメージを持っているというが、本当はどうなのか。 

インドや中国といった大国と国境を接し、隣国のタイとは長年戦いを繰り返してきており、近くの国との関係も良好で

はなかったが、ASEAN への加盟の後、関係改善に向かっている。しかし、国内経済は相変わらず厳しい状況にあると

いう。 

日本・ヤンゴン間は 7 時間以上かかる。最近、全日空 ANA が直行便を就航させて便利になった。 

 

日程； 2017 年 11 月 21 日（火）～26 日(日) 

 

参加者；(順不同、敬称略) 

金原和夫、金原美智子、三宅信弘、青木昭明、池野成雄、池野冨士江、川端章夫、川端佳代子、高橋令幸、 

栗原啓志郎、竹下晋平、吉崎寛信、内山雅博、内山ちよの、石川静香、石川則子、野澤滋為、野澤恭子、 

島 亨、島 惠子、(20 名) 

 

現地ガイド； 

 Dr. KYAW KHINE (チョー・カイン/植物学博士・ヤンゴン大学)  

キャリヤを見ると学究派であるが、ガイドの経歴も長く、ミャンマーや近隣諸国の歴史や小乗仏教の何たるかを説明して

くれて、旅を楽しくしてくれた。 

 

第 1 日；11 月 21 日（火） 

成田国際空港第 2 ターミナル南ウイング K15 集合 

成田発 11;00 (NH813 便) (約 7 時間 10 分) 16;30 ヤンゴン着     

日本からの往路は、日本列島に沿って南下して台湾東岸を南下、海南島を経て、ベトナムではハノイ上空を西へ進

む。ボク自身は過去、ベトナム戦争の時に上空を横切った経験があり、感慨深かった。ラオス、カンボジアの山間部を

経てタイからは地上に一気に水辺が増えて、メコン・デルタが広がってくる。メコン川とイラワジ川の間にもう 1 本の大河

が見えるが何という川なのだろうと思いながら(シッタウン川)ヤンゴン空港へ着陸した。 

    

―空からヤンゴン近郊を望む・バスの出向い―       ― “ハウス・オブ・メモリーズ” での夕食― 

7 時間を超える長旅を終えてヤンゴン国際空港へ着く。日本との時差は 2 時間半で現地時間は 16 時 30 分、まだ明
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るい。ガイドのチョーさんが迎えて、バスで市内へ向かう。 

バスには “伊那バス” と書かれている。ミャンマーの車は殆どが日本からの中古車で、車体に残された元の持ち主

の名前は日本車である勲章である。 

ホテルへチェックインに向かうが、道路は大変な混みようで渋滞の連続である。夕食会場へ着いたときは暗くなって

いた。ヤンゴン市内の故・アウンサン将軍の事務所跡のレストラン “ハウス・オブ・メモリーズ” であるが、100 年以上前

のコロニアル様式の屋敷を改造した美しい建物である。 

 

一同 20 名＋ガイドが長いテーブルに向かい合って座った。繁盛していて外国人も多い。隣は、ＪＴＢの日本人ツアー

でボク達よりまだ多人数のようである。西洋人が入ってきたが席がなくて引き上げていった。 

ミャンマーでの初めての食事なので何が出てくるか？ エスニック料理とは如何なものか？ みなさん期待と不安が

入り混じる。 

ヤンゴン泊；パークロイヤル・ホテル 

33, Alan Pya Phaya Road, Dagon Township, Yangon 

第 2 日；11 月 22 日(水) 

ヤンゴン発 06;45  (Y5-104 便)(国内線約 80 分)  08;05 ニャウン(バガン)着   

早朝の出発なのでモーニングコールは 4 時半、朝食はホテルで弁当をもらったが機中でも出た。 

飛行機は懐かしいプロペラ機である。今日のお天気を気にしながらも、ジェット機に比し低空飛行なので上空から陸

上を伺う。山はあるが、畑地が多くコメは刈り取られている。ミャンマーは農業国である。 

 

    
―懐かしいプロペラ機で― 

ニャウン(バガン)空港に着くと、“ミャンマー紅茶の娘さん” が車体広告のバスで アジア三大仏教遺跡の一つ“バガ

ンの遺跡群観光” へ出発。  因みにアジア三大仏教遺跡とはカンボジアのアンコールワット、インドネシアのボロブド

ゥール、ミャンマーのバガンである。 

    

  

    

―“ニャウンウーの朝市―                      ―ティーローミンロー寺院― 

 

まずは “ニャウンウーの朝市”、新鮮な野菜・果物・魚介類から、日用品・布地着物・糸繰り人形・お土産物まで何で
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も売っている。食堂もある。ガイドさんから、「仏教遺跡、寺院・パゴダ」の見学は靴を脱いでハダシ(裸足)での見学にな

ると聞かされ朝市で草履を買う人も多い。 

       

―記念写真― 

美しいシルエットのティーローミンロー寺院、金色輝く仏像が収められているアーナンダ寺院、女性らしくピンクの僧

衣に盛装した韓国の仏教徒の集団に巡り合った。        

漆器工房・漆器商品の販売店、等々を見学した後で ANANDA PHAYA 近くのホテルの奥にある静かなレストランで

昼食を摂った。 

    

                 ―ティーローミンロー寺院・アーナンダ寺院― 

    

―ホテルの離れのレストランの昼食― 

バガンで最も高いといわれる高さ約 65ｍある タビニュ寺院 は遠くから拝んで、  金色輝く仏像が収められている

アーナンダ寺院をひと周り巡って拝観した後、パゴダ群が連なる一隅にバスを止めて、高みから見事な夕陽が見られ

るという建物目指してハダシの行軍が始まった。     狭い道路は一面土埃で、おまけに客を乗せた馬車や牛車が

イラワジ川畔の夕陽観光へしきりに通るため土埃が舞い上がって身体中が埃だらけである。 

4 階建ての建物の屋上へ上がるという。この建物も、寺院でハダシになって真っ暗な階段を登って屋上へ出て西方

を仰いだが、曇り空とて夕日は拝めず、帰路は、ロウソクの明かりを助けに真っ暗な階段をハダシで降った次第。 
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―バガンの遺跡群―            ―屋上で夕陽を拝む― 

この夜のディナーは、“糸繰り人形劇” の実演つきである。隣席にヤンゴン日本人学校の生徒さんが大勢詰めかけ

ていたが、生徒はもとより先生もボク達の孫世代で、元気な威勢のいい掛声をかけていた。 

“糸繰り人形劇”は鉦、太鼓入りの 3、4 人で操る劇で、チョーさん曰く、ミャンマー人なら誰でも知っている、大立ち回

りの勧善懲悪の劇、日本でいえば“南総里見八犬伝”のようなストーリー？だそうである。 

 

    

       ― “糸繰り人形劇” を見ながらの食事―         ―アイヤル・リバービュー・リゾート・ホテル― 

 

糸繰り人形劇で暗いレストランの会場に“ハッピーバースデイ・ツー・ユー” の歌が響きだした。誕生日の人がいるん

だな！と思っていたら、わが石川夫人であった。11.22「いい夫婦」の日におめでたい話で、満場でお祝いをしたのは勿

論である。 

人形劇が終わって糸操り人形が舞台を降りて客席を回ってきたが、金原夫人が手を挙げて呼び止め高橋さんが右

代表？でチップを手渡した。 

今夜の宿 アイヤル・リバービュー・リゾート・ホテルはなかなか大きなリゾートホテルで 150 も部屋数がある。 

翌朝、ホテル探検をしたが、リバーサイドとヒルサイドに分かれていてイラワジ川畔には夕陽が美しいバーもあったが 8

時閉店ではボク達には残念ながらご縁がなかったようだ。 

(泊)アイヤル・リバービュー・リゾート・ホテル 

Pagoda,Nyaung U.Old Bagan,11141 

第 3 日；11 月 23 日(木) 

ニャウン(バガン) 09;15  (K7-235 便)  ヤンゴン着 10;35 

ホテルへ再度のチェックインをして、“四季亭” で見事な和食弁当の昼食を摂る。交通渋滞でホテル到着が遅延し

たため慌ただしく弁当を食べたが、今回の旅行中で唯一残念なことで、後悔が残る。 

バスで、ホテルのほとんど背中合わせにあるジェトロ・ヤンゴン事務所へ向かった。 

  

―“四季亭” で見事な和食弁当― 
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ヤンゴン市内での工場研修； 

●ジェトロ・ヤンゴン事務所(山岡寛和所長) 

シンガポール、ベトナムのジェトロ勤務を経験してきた、ヤンゴン事務所 山岡所長のミャンマーの説明は東南 

アジア内外の比較にも具体的で説得力があった。 

ボク達、SSIS ツアー参加者の印象でも日本の昭和 30 年代から 50 年代の印象が強かったミャンマーは、これから 

ベトナム、シンガポールを目標にして一歩一歩と進んでいくのだろうと感じている。 

    

  

―ジェトロ・ヤンゴン事務所― 

ヤンゴンの町の西南にあるジェトロ・ヤンゴン事務所から、東北部にある日立関連企業のHISEM社までバスで1時間

半ほど揺られて約束の時間に 20 分遅れで到着したが、工場関係者が出迎えてくれた。 

 

●HISEM 社 (Hitachi Soe Electrics & Machinery Co., Ltd.) 工場視察 (渥美健一ヘッドオフィス・マネージャー他)   

日立と SOE との提携関係、変圧器の設計・製造の話を、参加者に女性が多いために丁寧に話していただき、工場見

学に移った。重電機の工場の匂いがして昔を懐かしく思い出した。金原大先輩に工場見学のお礼とともに激励のご挨

拶をしてもらい、HISEM 工場をバックに、日没前に記念写真を撮り終えた。 

    

―HISEM 社 での工場視察― 

 帰路は通勤の逆方向とはいえ相変わらずの交通渋滞の中を一気にヤンゴンの下町まで走り抜け、夕食はヤンゴン

下町の “monsoon” で「伝統のミャンマー料理」である。ボクは栗原さんと久しぶりの会話を楽しんでいたが、向かい側

では池野さんとワイフが何を話しているのか？互いのスマフォを覗きこみながら熱心に会話していた。 
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―“monsoon” での夕食― 

バスでホテルへ戻ったが、すでにチェックインを済ませているので三々五々にホテル・ロビーのバーに集まり一杯や

ったが、だんだん人数が増えて 7 人になり、 

いささか飲み過ぎた。バーのお姉さんに写真を撮ってもらいお開きにした。 

 

 

 

 

 

―ロビーのバーに集まり一杯― 

ヤンゴン泊；パークロイヤル・ホテル 

33,Alan Pya Phaya Road,Dagon Township,Yangon   

第 4 日；11 月 24 日(金) 

早朝にホテルを出発してヤンゴンの北東 210km、モン州のチャイティーヨー(約 3 時間半)にある、仏教徒の聖地 “ゴ

ールデンロック観光” に出かける。途中で立寄り、お参りした“日本人墓地”は、ヤンゴン空港の北東にあり 1999 年完

成、2009 年 12 月に大改修されており、19 世紀、20 世紀の墓碑を含めて第 2 次大戦の犠牲者をはじめ日本とビルマ・

ミャンマーとの深い関係が偲ばれる墓地である。 

   

―“日本人墓地” と全員写真― 

また、ミャンマーの列車と遭遇するハプニングもあり、第 2 次大戦中の英軍によるシッタウン川にかかる橋梁の爆破、

日本軍への攻撃のポイントを通過してチャイティーヨーの麓のキンプンに到着した。 

白壁のレストランで昼食したが、これからトラック・バスで 60 分揺られて標高 1100ｍのある “ゴールデンロック” まで

向かうので皆さんアルコールは控え目。 

周りの囲いのないトラック・バスで、細い急傾斜の山道を全力疾走する怖さは、むしろある種の快感を覚えた次第である。

途中、登山道を整備するための寄進を求められたり、ロープウエイを新設中で天高くゴンドラがぶら下がっている。再

来年には完成するという。 

山頂までのトラック・バスの快感を体験できるのは、今暫くだけのようである。 
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     ―トラック・バスでの激しい山登り― 

山頂のトラック・バスの終点からは例によってハダシの行軍である。前日、足を痛めた内山夫人は現地人 4 人で担ぐ

人力ハンモック輸送と相成った。1000ｍ超のお山の頂上だけに絶景の連続である。道の両側にはお土産を売る現地

人が、また、ここを最上階とする 7 階～10 数階のホテルが並んでいる。 

見晴らしのきく終点が “ゴールデンロック” 、男性は“ゴールデンロック”のすぐ側まで行って願いを込めて、 

金箔を貼ることもできる。 

また、渋滞の長い道をヤンゴンまで舞い戻った。 

   

―現地人の担ぐハンモックと徒歩の人々・ 奇跡の“ゴールデンロック”― 

夕食は、ヤンゴン大学の西にある ”Green Elephant” で摂った。オープン・テラスの楽しいレストランで食事もお酒も

もっぱらミャンマー風で皆さん元気に貪っていた。 

    

― “monsoon” での食事― 

ヤンゴン泊；パークロイヤル・ホテル  

第 5 日；11 月 25 日(土) 

ヤンゴン市内観光へ   

この旅行で初めてゆっくりと朝食を摂って、ホテルの中庭のジム、スイミング・プール、プールサイド・バーを少し 

探検してフロント横のバーでコーヒー・ブレイク。このバーへは 3 日連続通ったことになった。 

チェックアウトしてバスは、“シュエダゴォン・パヤー”へ向かうが相変わらずの交通渋滞である。 

 

“シュエダゴォン・パヤー” は“まさに”黄金一色”である。たくさんの堂宇が金色に輝いている。 

ミャンマーの伝統暦 『八曜日』 (日～土、水が午前、 

午後の八つの曜日)の風習に倣って、チョーさんに言われるままに皆さんそれぞれの仏様にお参りして回った。 

ボク自身は水曜日と事前に知っていたが、ワイフの曜日を見ておかない失態を犯して叱られることと相成った。 お釈

迦様の「菩提樹」へも水をかけてお参りしたが、最高の撮影ポイントで全員が記念撮影をした。 
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                     ―“シュエダゴォン・パヤー”― 

再びバスに乗って、日本大使館横を通って街の北にある“チャウタージー・パヤー”へ向かった。  

全長 70ｍ、高さ 17ｍ の巨大な寝仏で、足の裏に“仏教宇宙観” が書かれているというが残念ながらボクには判じ物

としか見えなかった。  

   

―“チャウタージー・パヤー”― 

昼食会場は“Green Palace”の B1 のレストラン、折から結婚式をしていて 200 人近いお客さんで賑わっていた。栗原

さんは体調悪く昼食をスキップしてバス車中で待機。 

    

―“Green Palace”での昼食―             ―独立記念塔のあるマハバンドゥーラ公園― 

バスで下町を回遊して、スーレー・パゴダの横を通過してマーチャント通りのヤンゴン証券取引所の前で下車して、

独立記念塔のあるマハバンドゥーラ公園を散策、ビクトリア様式の元最高裁判所を眺めて再びバスに乗車した。この辺

りは、昼間は官庁やビジネス街であるが、地図で見ると近くにインド人街や中華人街があって夜には絢爛たる繁華街に

なるという説明を聞き、町をバスの中から眺めながらショッピング・モール経由で空港へ向かう。 

相変わらずの交通渋滞である。両側の路上駐車で狭い道での行き違いでハラハラ！ドキドキ！何とか抜け出してシ

ョッピング・モールへたどり着いて、漆器や絹織物、竪琴、糸繰り人形等のお土産を見て回る。 

  夕食は “FRIENDSHIP” でチョーさんの感謝と別離を兼ねてとる。チョーさん曰く、このレストランは空港に歩いてい

ける点以外は味もサービスもいいとこなしとのこと。 
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―“FRIENDSHIP”でのお別れ夕食― 

ヤンゴン発(NH814 便)21;45 (約 7 時間 10 分) 

 

第 6 日；11 月 26 日(日) 

成田着(NH814 便)  06;50  入管、解散 

 

後日談 

中高年ばかりの一行だったが、旅行中の健康と体力は見事なばかりだった。 

ミャンマー産のビールはまずまずだったが、エスニック料理は得手不得手があったようだった。 

ミャンマーは、北に中国、東がタイ、西にインドと大国に挟まれ、135 もの部族がいるという難しい国だが、イギリス統

治の時の先進性は長い軍制統治で停滞しており、日本の昭和 30 年代から昭和 50 年代に近く感じられた。 

ミャンマーの現状、インフラ整備―教育、電気、上下水道、道路・交通―が最大の課題であろう！ 

  小乗仏教の国では、一生に 2 回僧侶になるという。三日坊主も推奨されるという。裸足の寺院めぐりには閉口したが、

現地で草履を買った人もなれない履物で足が痛くなったとか。イスラム教、ヒンヅゥー教、仏教と異なる宗教を抱える東

南アジアの実態は一度の旅行ではうかがい知ることは難しいと感じたのはボクだけだろうか。       以上 


