
World Journey from Imabari: The second country, Myanmar 
Yuki Morino 

(Editor’s Note: This is a continuing travelogue. Please read about the first country in the April/May Issue #109) 

After Thailand, I went to Myanmar. It is located in the western part of the Indochina Peninsula bordered by a lot of 
countries; China in the Northeast, Laos in the East, Thailand in the Southeast, Bangladesh in the West and India in the 
Northwest. The capital is Naypyidaw (used to be Yangon). You might be familiar with Burma, which is what Myanmar 
was called until 1989. 

What do you associate with Myanmar? Maybe you have a negative image because of the military government in 
the past. However, an election took place last November for the first time in 55 years. The Opposition party led by Aung 
San Suu Kyi won and the government changed. So it is said that Myanmar will change. Many people say that now is the 
best time to visit Myanmar before it changes. It has a great deal of charm such as many famed tourist spots, natural 
beauty and kind people. (Of course you still need to be careful and recognize that you are not in the safety of Japan.) I 
visited three cities; Yangon, Bagan and Nyaung-U.  

 Yangon used to be the capital and it is the biggest city of Myanmar. There are a lot of restaurants and street stalls 
in downtown. It is a busy city. Traffic is busy, too. Cars never dropped their speed while I was crossing the street. I 
thought the road had a priority on cars because of their terrific speed. In Japan, cars kindly stop if I raise my hand. I had 
to run in haste not to be hit by a car. 

 Myanmar is a Buddhist country. There are a lot of historic Buddhist sites. I visited one called Shwedagon Pagoda. 
After I bought the ticket, I took off my shoes and entered with bare feet. I went upstairs on an escalator. The huge 
Buddhist tower came into sight. It was solemn and majestic. I thought maybe I could have seen it without paying for a 
ticket. Unfortunately, I couldn’t, even though it was in the central area of Yangon. I left there before it got dark and took 
a night bus. You can enjoy the illuminated tower at night. 

 The next city was Bagan. It has one of the three best Buddhist monuments in the world. (The other two are 
Angkor Wat in Cambodia and Borobudur in Indonesia.) There were more tourists than in Yangon, and so were peddlers, 
taxis and touts for carriages. I took a carriage to my hotel because it was more reasonable than a taxi. When I arrived I 
was touted to charter the carriage for the whole day. I thought it was tasteful to tour the sightseeing spots by the carriage, 

but I choose an electric bicycle because it was 
more convenient and cheaper. The electric 
bicycle looked just like a motorcycle. I hoped 
that the battery wouldn’t give out and started 
a tour around Bagan. Bagan consists of old 
Bagan and New Bagan. The tourist spots are 
dispersed around the relatively large city. 
 Bagan is also famous for its beautiful sunrise 
and sunset to travelers from around the 
world. One magazine says that it is the best 
sunrise spot in the world. I got to the spot at 3 
in the afternoon. There were already a lot of 
people at that time. Many of them had 
cameras on tripods. So did I set up mine too 
and waited. After about three hours, I could 
see the beautiful sunset. The combination of 
the setting sun behind the historical ruins was 
splendid. I went to another place to see the 
sunrise. I got there at five in the morning. 
There were a lot of people again. This time, 
the sunrise together with hot-air balloons and 

the ruins was glorious. You can ride in the balloons, although I couldn’t afford the charge; 30,000 yen. 
Finally, I headed for Nyaun-U. There is a beautiful lake called Inle Lake. You have to join the tour organized by a 

travel agency or a hotel. I took part in the tour and found that the other participants were all Japanese. We got in the boat 
and enjoyed cruising. We dropped by a souvenir shop on the way and met Kayan people. You might have watched them 
on TV. They live in the north part of Thailand but used to live in Myanmar. I took this cruising tour because I wanted to 
see their daily lives there. But all I could do was meet them at a shop. One of them kindly let me hold the ring they put 
around their neck. It was heavier than I had imagined. There were a lot of fishermen around the Lake Inle. When we 
took pictures they stood in various poses for us, which they got tips for. I heard that some of them had quit fishing. They 
go on the boat not to get fish, but tips.  

I stayed in Myanmar for a week. Modernization is advancing in Myanmar. Lots of buildings are under construction 
in Yangon. I know development is good for them. Personally I hope that the good old Myanmar will never be ruined. 

Translated by Fumi Kogoe (小越　二美)
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World Journey from Imabari: 第２ヵ国目　ミャンマー 
森野雄樹 

 (編者注: この記事は連載の旅行記です。第1カ国目については、4･5月号（第109号）をご覧ください。)  

タイの後はミャンマーに行きました。ミャンマーはインドシナ半島
西部に位置し、北東に中国、東にラオス、南東にタイ、西にバングラ
デシュ、北西にインドと多くの国に接しています。首都はネピドー（以
前はヤンゴン）です。またミャンマーは1989年までは呼称がビルマ
だったので、そちらの方に馴染みがある人も多いと思います。 

 さて、皆さんはミャンマーというとどんなイメージがあるでしょ
うか？過去の軍事政権で怖いイメージを浮かべる人もいるかもしれま
せんが、去年の11月に55年ぶりの選挙が実施され、以前自宅に軟禁さ
れていたアウン・サン・スー・チーさん率いる野党が勝利し政権交代
して、これからミャンマーは変わっていくと言われています。ですから、
ミャンマーに行くなら変わる前の今だという人も少なくありません。
さらに、ミャンマーは、多くの観光スポット、素晴らしい自然、多く
の親切な人々など、魅力いっぱいの国です。（もちろん日本にいると
いう認識は捨てて、自分自身の行動に気を付ける必要はあります）僕
はヤンゴン、バガン、ニャンウーと3つの街に行きました。 
まずヤンゴンですが、以前首都だったこともあってミャンマー最大の都市です。ダウンタウンにはたくさんのレストラン

や屋台があり、活気があふれています。交通量も多く、僕が道を渡っているときも車は一向にスピードを緩めることなく走っ
ています。ここは車優先かと思わせるくらいすごいスピードなんですよね。日本みたいに手を上げたら止まってくれるような
ことはなく、速く渡らないと本当に轢かれてしまいます（笑） 

 ミャンマーは仏教徒の国ですから、仏教遺跡がたくさんあります。僕はシュエダゴンパゴダという施設に行きました。
入場券を買うと靴を脱いで裸足で施設内を回ります。エスカレーターを上がると目に飛び込んでくるのは大きな仏塔です。こ
れは本当に素晴らしいものがありました。ヤンゴンの中心部にあり、外からもこれが見られるかと思いきや、やはりチケッ
トを買って中に入らないと見られません（笑）僕はこの後、夜行バスに乗る必要があったので、長く滞在できませんでした
が、仏塔はライトアップもしており、それも大変美しいと思います。 

 そして次はバガンです。バガンは世界三大仏教遺跡の1つです。（他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）それだけ大きい観光スポットですから、観光客もヤンゴンより多く、それだけ物売りやタクシー、馬車の
客引きもそれなりに多かったです。僕はホテルに行くときに、タクシーより馬車の方が安かったため、馬車に乗りました。
しかし、この後1日馬車をチャーターしないか？とお誘いがしつこいくらいありました。馬車で遺跡を回るもの風情があって
いいのですが、1日チャーターすると高いので、利便性が良い電動自転車を利用しました。この電動自転車、外見はバイクで
すがバッテリーで動くものです。バッテリーが切れないことを祈り、出発してバガンを散策しました。バガンはオールドバガ
ンとニューバガンとに分かれていて結構広く遺跡も様々な場所にあります。 
そして、バガンはサンライズとサンセットの有名スポットとしても世界中の旅行者から知られています。ある雑誌には世

界で一番のサンライズスポットとも紹介されていました。僕はそのサンセットポイントに昼の3時過ぎに行きましたが、その
時間でももうすごい人だかりでした。三脚を出してカメラをセットしている人も多かったです。僕も三脚とカメラをセットし
その時間を待ちました。このポイントに来て約3時間後、素晴らしいサンセットが見られました。沈みゆく夕日と遺跡のコラ

ボは最高でした。また、サンライズは別のポイントに行きましたが、そこも、ま
だ朝の5時過ぎだというのにたくさんの人が待機していました。サンライズは、朝
日と遺跡と気球がコラボして素晴らしいものがありました。またこの気球には乗
ることも出来ますが、参加料が約3万円と高かったため断念することに。 
 最後にニャンウーという場所を目指しました。ニャンウーにはインレー湖という
美しい湖があります。そのインレー湖に行くには旅行会社やホテルが主催してい
るツアーに参加する必要があり、このツアーに参加しましたが、メンバー全員が
日本人でした。ボートに乗ってインレー湖周辺を周遊するツアーですが、途中で
土産物屋に寄り、そこで、首長族の人々に会いました。テレビで首長族の方々を
見たことがある人もいると思います。首長族はタイ北部にも住んでいますが、も
ともとはミャンマーに住んでいたそうです。ここに来たのは首長族の生活を観た
いと思ったからです。しかし、今はここの土産物屋でしか会えないと聞き少し残
念でした。首に付けているリングを持たせてもらいましたが意外に重かったです。 
また、インレー湖周辺では多くの漁師さんが漁をしています。観光客が写真を撮
る時には色んなポーズしてくれます。が、その時に写真を撮った観光客からチップ
をもらっている漁師さんも多く、今や魚を捕るのをやめて、観光客相手にボート
に乗っている漁師さんもいるそうです。 
ミャンマーに１週間滞在して感じたことは、ヤンゴンでは多くのビルの建設が始
まっており、近代化が進んでいるということです。発展していくことはこの国にとっ
ていいことかもしれませんが、個人的には、今後も古き良きミャンマーの姿が残っ
ていることを願います。
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