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事務局からのお知らせ

●新型コロナウイルス感染症に関するチェンマイ総領事館等からの情報は、都度当会の一斉メールに
て配信いたします。人ごみへの外出は出来るだけ避け、外出時はマスクを着用し、手洗いうがいをこま
めに行って自己防衛に努めてください。
●当会の 2019 年度総会を 2 月 14 日（金）19 時からスリウォンホテル３階で開催します。欠席される方は、
総会出欠確認表（先月号同様別添しています）を 2 月 12 日までに当会へメールにてお送りください。総会
の成立には、会員の過半数の出席、欠席者の委任が必要ですのでご協力よろしくお願いいたします。

○当会の 2020 年度会費を未だ収めておられない会員の方々は、当会の口座へ振り込まれるか、当会へ
お持ち願いたく、よろしくお願いいたします。別添の会費納入のお願いレターをご参照ください。
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1 月定例役員会報告

1 月 22 日（水）18：30～日本人会事務所にて行われました。
【概要】
●1 月度北部日系団体協議会の報告
1 月 17 日賀詞交換会について。
●12 月度会計報告
●1 月 31 日（金）日系企業連絡協議会総会 中野穂積氏講演会について
特別講演への出席者について確認。
●2019 年度総会（2020 年 2 月 14 日開催）準備
年間活動計画・2019 年度収支報告・2020 年度予算案について確認。
●事務所パソコンの購入について
2020 年度予算内で購入を決議。

次回の役員会：2 月 19 日（水）

登記部より

登録会員数のご報告
（1 月 22 日現在)

●鳥井 純一 様
（Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.）

本会員

よろしくお願いします。

家族

合計

会員

名誉会員

0

0

0

●井上 清子 様

特別会員

1

0

1

長崎からチェンマイに引っ越してきました。井上と

正規会員

286

47

343

申します。どうぞよろしくお願いいたします。

現在の総会員数

334

●上原 康徳 様・さつき 様
（Murata Electronics (Thailand),Ltd.）

●荒井 健 様・成美 様

（Murata Electronics (Thailand),Ltd.）

●安石 之宜 様（ElectoroCeramics(Thailand) Co., Ltd.）
ElectoroCeramics(Thailand) の安石と申します。新年より ECT 社に赴任しました。日本では営業担当をし

2/6

ており、この度タイ工場では Sales と Planning 管理を行います。日本人会の皆様には公私共々お世話に
なる機会があるかと思いますが、よろしくお願い申し上げます。

生活支援部より

2 月度ハラ会のお知らせ

朝晩と寒い季節となりました。新型コロナウィルスが猛威を振るっております。
何かと行事が続きますので…体力をキープして乗り切りましょう。
美味しいお料理を頂きながらハラを割って、本音で語る会 ”ハラ会”のお知らせです。（腹が減
っては戦も出来ず・・・）
1 月のハラ会は、ロイクロ通りソイ３にあります

Auf der Au Garden にて豪華なドイツ料理

ブッフェ・ランチを楽しみます。是非、皆様 ご参加下さい。

【日時】2020 年 2 月 19 日（水）12 時より
【場所】Auf der Au Garden
A,Muang ChiangMai
【参加費】

Tel:

20 Lhoikro Soi 3 T.Changklang
093-4340844

お一人@160B です。

参加ご希望の方は、2 月 17 日（月）迄に

生活支援部 各お世話係さん もしくは、生活支援部・

光明（081-8822202）迄、ご連絡下さい。お待ちしています。

運動部より

第 400 回ゴルフコンペのご報告

1 月 16 日に 2020 年最初の月例コンペとなる、400 回目の記念大
会をガッサンレガシーにて開催しました。朝霧が立ち込める薄暗
い中、今年も取切り戦に向けた戦いの幕が開けました。400 回の
記念すべき大会で見事優勝されたのは村さん。昨年は入賞から
遠ざかっていたのですが、周りがスコアを崩す中、50-49=99
NET79 と終始安定したプレーで今年 1 番目の優勝を勝ち取りまし
た。因みに村さんですが、過去の入賞実績を確認したところ、
2017 年 1 月が初参加で、2 位、3 位の実績はなく優勝のみでした。
今回の優勝で 3 回目です。お見事！！2 位は田村さん。ゴルフを
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始めたのはタイに来てからと浅いものの、昨年の月例平均は 101.3。どのコースでもいつも安定したスコア
で、見事 2 位と成りました。今年は優勝目指して頑張ってください！！3 位は入賞常連の植村さん。昨年買
い替えた秘密兵器、New アイアンにも慣れて精度が UP？ニアピン 3 個、ベスグロと、惜しくも 3 位でしたが、
まだまだ始まったばかりですので今年も優勝目指して頑張って下さい！

次回月例コンペのお知らせ

次回の第 401 回月例コンペは 2 月 16 日（日）ロイヤルチェンマイに開催致します。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
【連絡先】 主幹事： 鶴田 圭（ELEMAETEC) 087-952-7952（携帯番号）
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tsuruta@elematec.com

チェンマイ子ども会より

1 月度の活動 「遠足」

1 月の活動では、ホライズンビレッジに遠足に行きました。ま
ずは、トラムに乗って公園内を散策。鹿やダチョウなどの動物
を見たり、遊具で遊んだり。お友達とおしゃべりをしながら、楽
しいひと時を過ごせました。最後はお誕生日のお誕生日のお
祝いもしました。

チェンマイ子供会では、随時メンバーを募集しています。見
学も可能ですので、まずはお問い合わせください。
facebook.com/cmkodomokai
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今月号の折り込み内容
事務局より 「2019 年度総会出欠表」 「犯罪等認知状況（1 月）」 「会費納入のお願いレター」
運動部より 「第 401 回月例コンペのご案内」
CLL より

「お誘いパンフレット」

チェンマイ子供会

「子供会パンフレット」

BBINFO社より 「チェンマイの天然水“星山”InfoBB会員特典」「チェンマイIT駆け込み寺」
「日本のテレビを見るならBBINFO」
「50台限定ポケットWifi Skyberry端末無料キャンペーン」
TSLチェンマイ社より 「2020年2月グループレッスンスケジュール」
タイタタミ社より 「畳製品のご案内」
寅次郎より

「日本人会会員様御優待券」
日本人会年会費振込み先

銀行

： BANGKOK BANK

支店

： CHIANG MAI SRIDONGCHAI BRANCH

口座番号： ７１８－０－０４８２８－７
口座名

： CHIANG MAI JAPANESE ASSOCIATION

注：会費を振り込まれた際にはその旨日本人会事務所へ電話もしくは振り込み証を FＡＸあるいは
メールでご連絡ください。

会員データ変更連絡
住所・電話番号・E ﾒｰﾙ等が変わった場合は、速やかに事務局あるいは日本人会事務
所までご連絡ください。
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