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7 月の事務所のお休み
コロナウィルス対策は緩和されつつありますが、引き続き拡大防止の
ため、7 月は毎週月水金曜日のみ 13:00 から 16:00 まで営業とします。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
＊7 月 6 日(月) カオパンサー と 27 日(月)（ソーンクラン
休暇の振り替え休日）はお休みとなります。
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事務局からのお知らせ

○新型コロナ感染症対策の為 4 月、5 月と休止していた役員会が 6 月 17 日に開催され、年間活動計画
および年間予算の見直しなどを行いました。
結果、日タイ親善ゴルフ大会の中止等、年初に計画していた複数の活動の中止を決定しました。
○毎年恒例の日系団体が協力して行って来た団体健康診断につきましても今年は実施が見送られてい
ます。
○コロナ禍による困窮に起因して盗難リスクが増大する可能性があることをバンコクの治安当局が注意
喚起しています。常日頃から安全対策を積極的に心がけてください。
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6 月定例役員会報告

6 月 17 日（水）18：30〜当会事務所で開催されました。主な議題は以下の通りでした。
【概要】
●6 月度北部日系団体連絡協議会報告
首席領事より、当国のコロナに因る規制は 7 月も継続する可能性がある。規制を徐々に緩和しつつも大
枠の規制は継続し、二次感染等が発生した場合にはすぐに規制を強化出来る様に出来る為の施策であ
り、在留邦人の皆様に於かれても引き続き緊張感を持っていていただきたいとのこと。
●本年度の活動計画および予算の見直し
年初に予定していた複数の活動をコロナの為にやむなく中止することを決定し、予算の見直しも行った。
下期予算に関しては、7 月の役員会で協議することになっている。
●優待店制度の見直し
コロナ禍で閉店する店も出ている中、客を求めている店もあるはずなので、優待店となってもらえるよう
勧誘に努める。
●賛助会員の見直し
コロナ禍で企業の業績が厳しいが、積極的に勧誘した結果、新たに数社が賛助会員に加わった。
●年会費未納者対応

数は少ないが、未納者がまだおられるので督促策を協議した。

●当会規約の見直し

従来の協議を更に進めることを確認した。

次回の会議は、7 月 15 日の予定。

登記部より

登録会員数のご報告
●坂本 憲彦 様

（6 月 17 日現在)

（Murata Electronics (Thailand) ,Ltd）
本会員
●斎藤理恵 様
（Standard Unit Supply（Thailand）Co., Ltd.

●塩澤 和男 様
（Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.）

家族

合計

会員

名誉会員

0

0

0

特別会員

1

0

1

正規会員

282

4４

326

現在の総会員数

2 回目の赴任となります。久しぶりのチェンマイで
す。楽しみにしています。宜しくお願いします。
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生活支援部より

7 月度ハラ会のお知らせ

朝晩と雨の降る季節となりました。新型コロナウィルスの感染が当地タイでは収まりつつあり
ますが、まだまだ…安心できない状況です。何かと…やるせない毎日ですが、気分展開に皆様と
久し振りにお喋りを楽しみたいと思います。
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・・・）
７月のハラ会は、コロナ禍を避けて日本人会・事務所にて”家族亭“からのデリバリー・ランチ
を楽しみます。是非、皆様

ご参加下さい。

日時：

2020 年７月 15 日（水）12 時より

場所：

日本人会・事務所

参加費：

Le Dta”wan 2F

T.Changklang A,Muang ChiangMai Tel:052-000871

各自、食した分

*2020 年度下半期の活動変更予定等を検討したいと思います。
参加ご希望の方は、７月 13 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 28 回日泰親善ゴルフ大会中止のお知らせ】

今年の第 28 回日泰親善ゴルフ大会は 5 月 31 日の予定でしたが COVID-19 の影響で延期しておりまし
た。 現在までの状況から団体での集まりによる感染リスクを避けるために今年は中止の決定を致しまし
た。 大変残念ではありますが来年には COVID-19 も終息して再び開催できることを祈念しております。

【第 403 回月例コンペ開催のお知らせ】

長らくお休みとなりました日本人会月例コンペですが 7 月より再開致します。
開催場所は、日本人会コンペとしては初めて？と成りますが、ガッサンパノラマです。カート込みで
THB900 格安プロモーションと成っておりますので、皆様お誘いあわせのうえ振るってご参加ください。
多くの方の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
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文化部より
「高校生写真コンテスト決勝戦のご報告」

今年、2020 年の天河高校生写真コンテストは、オンラインで行われました。テーマは、Food in our
community で、6 枚の組み写真で、その腕を競いました。当初 2 月 4 日から 4 月 30 日までの募集期間で
したが、新型コロナウィルスの影響を考慮し、募集期間を 5 月 17 日まで延長しました。その結果、41 チー
ムの登録があり、そのうち 35 チームから写真の応募がありました。昨年は、93 校から、142 チームの応
募でしたので、やはり、新型コロナウィルス感染拡大の影響があったかもしれません。
そして、5 月 18 日より天河の公式 Facebook 上で、一般の人々も自由に参加して応募作品の人気投票が
スタートしました。20 日に締め切られた人気投票では、チェンマイ県のファーンチャヌーパタム校のチー
ム：ゲンスッヨートトーシンが、2625 個のいいね！を獲得し、見事 1 位となりました。同校は、賞品として、
Olympus Thailand 社からデジタルカメラ Tough TG-4 と記念のシャツ 3 着、約 20,000 バーツ相当が贈ら
れました。ファーンチャヌーパタム校のチーム：ゲンスッヨートトーシンの皆さん、おめでとうございます。

優勝校は
さて、気になる優勝校の行方ですが、審査結果が、6 月 15 日 17 時に発表され、ターク県のプラウィタヤコ
ム校 チーム；Onewan に決まりました。準優勝校は、ガラシン県のブァカーオ校 チーム：Natural fair、
第 3 位はバンコクから、テリィァムウドムスクサー校 チーム：テリィァムウドムソンブーンとなりました。ま
た、 ターク県プラウィタヤコム校 チーム：Onewan は、今年はオンラインのため、生徒によるプレゼンテ
ーションの代わりに、チーム作りや作品の製作、行動過程等、制作の裏側をまとめた資料を提出してもら
っていたのですが、こちらも高く評価され、Best team story 賞のダブル受賞となりました。おめでとうござ
います。

高校生国際交流写真フェスティバル
毎年、天河高校生写真コンテストを勝ち抜いた高校生は、タイ代表として高校生国際交流写真フェスティ
バルに参加しています。こちらを主宰する北海道東川町は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により
今年は、選抜された 22 校の東川町への招聘を断念し、大会の開催を、オンラインに切り替えました。選
抜校からは、「平和」と「笑顔」をテーマとした６枚の組写真 計２作品を提出してもらい、審査員による作
品レビューと作品審査を実施します。

大会の日程も大幅に変更されています。先ず、令和 2 年 11 月 20 日(金)日本時間 17 時時までに、課題
を提出します。作品は、令和 2 年 12 月 1 日(金)日本時間 9 時に、大会公式 HP に掲載される予定です。
作品の審査は、海外、および国内審査員各 2 名づつで行われます。審査員賞１校、選抜校同士の投票
による選抜校チョイス賞１校(各校１票の持ち票とし、自分の学校への投票を不可)や世界の人々による
インターネット投票で決める世界が選ぶチョイス賞２校など、副賞として合計４校が来年の大会へ招待さ
れます。詳細は、追ってお知らせいたします。
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最後に、今回の優勝校、ターク県のプラウィタヤコム校 チーム：Onewan の作品を紹介しておきます。1
枚 1 枚が、私たちに語り掛けてきそうな、力のある素晴らしい作品ですね。年々、レベルが上がっている
ようです。来年は、チェンマイで、高校生たちの活躍が見られることを楽しみにしたいと思います。
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チェンマイ子ども会より

6 月度の活動は、お休みでした。

チェンマイ子供会の活動は随時見学可能ですので、ご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。
facebook.com/cmkodomokai

チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより

補習校休校中のため、掲載はお休みとなります。

今月号の折り込み内容
事務局より 「犯罪等認知状況（6 月）」
運動部より 「第 403 回月例コンペ開催のお知らせ」
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 「7月より営業時間が変わりました。」「ベリーモバイル携帯オンラインサポート」
寅次郎より

「営業時間変更のお知らせ」

TSLチェンマイ社より 「2020年7月オンラインレッスンのお知らせ」
タイタタミ社より 「畳製品のご案内」 「マスクの生産始めました」

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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