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10 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、10 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。 

*10 月 13 日(火) プミポン国王命日および 23 日（金) チュラロンコン

大王祭はお休みとなります。 
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「小学 1 年作文「様々なテーマでの日本語による文章表現」 

＊個人情報保護のため Website には掲載いたしておりません。 

 

事務局からのお知らせ 

  

○毎年恒例のバザーは、11 月 8 日(日)を予定しています。マスクをして三密を避けて行うことに

します。詳しくは本文をご覧ください。 

○10 月末のロイカトーン祭りの際のパレードは、チェンマイ市当局が今年は行わないことを決め

ました。 
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○各地で反政府運動家が主催する政治集会が開催されており、チェンマイではターペー門広場で

の開催が多い状況です。集会が開催されている際には近づかないようにして安全を確保してくだ

さい。 

 

９月定例役員会報告 

 

9 月 16 日(水) 18:30 から当会事務所にて開催されました。主な議題は以下の通りでした。 

【概要】 

●北部日系団体連絡協議会報告 

9 月 9 日(水)総領事館にて開催された。 

・コロナの感染が広まっているミャンマーから陸路でのタイへの入国を規制するのは難しく、タイ北部での

感染リスクが懸念されている。引き続き警戒を怠らないよう注意喚起された。 

・ロイカトーンパレードが行わないので、総領事館が毎年手配する日本の山車も今年は出さない。残念

だが仕方ない。 

・タイの政治情勢(王室を含む)に対する日本での行き過ぎた報道はタイでは行われていない。このことを

認識して公共の場での発言には注意するよう注意喚起された。 

●バザーは、三密に気を配って開催することにした。忘年会の開催については屋外での開催案も出たが、

10 月の役員会で決めることとした。 

●助け合いキャンペーンの状況報告。 

●補習校の状況報告。 

 

次回の会議は、10 月 21 日の予定。 

 

登記部より 

 

登録会員数のご報告 

 

●畑 ティターノンナパット 様 

 

 

 

 

 

 

（9 月 16 日現在) 

 本会員 
家族 

会員 
合計 

名誉会員 0 0 0 

特別会員 1 0 1 

正規会員 275 45 320 

現在の総会員数  321 
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生活支援部より 

 

10 月度ハラ会のお知らせ 

 

朝晩と雨の降る日が続いています。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、日本人会恒例のチャリティー   

バザーについて話し合いたいと思います。皆様、是非お集りください！ 

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、コロナ禍で外出制限が厳しかった時期デリバリーでお世話になりまし

た GORO に於いてランチを楽しみます。是非、皆様 ご参加下さい。 

 

【日時】 2020 年 10 月 14 日（水）12 時より 

【場所】 日本料理／五郎   

Assadaton Rd.,. A,Muang ChiangMai  Tel: 053-234563  061-494-5505(サトウ) 

      www.facebook.com/goro.cnx/ 

【参加費】 各自、食した分 

 

参加ご希望の方は、10 月 12 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。 

 

９月度のお食事会のご報告 

 

9 月 23 日に開催した９月（年 2回）のお食事会は、趣向を変えて…Rati Lanna Riverside Spa Resort 

Hotel でのアフターヌーンティーでした。皆さんとの親睦を深めるよい機会となりました。 
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第 21 回日本人会チャリティーバザーのお知らせ 

 

恒例となりましたチャリティーバザーのお知らせです。当会会員のご家庭や有志の企業さまから

不要となりました家庭用品・インテリア用品・食器類（家庭雑貨）・衣料・玩具・ゴルフ用品・    

古本・家電製品・家具等の寄付をお願い致します。このチャリティーバザーの総売り上げは、   

毎年 タイ赤十字チェンマイ支部に寄付し、日タイ親善の一助とさせて頂いております。 

 

【日時】 2020 年 11 月 8日（日）10 時から  

【場所】 Le Dta’wan 1 階広場（日本人会・事務所のあるビル） 

【お問合せ】チェンマイ日本人会 052-000-871 info@cmjpa.org 生活支援部 光明和子 

081-8822202 

 

 

 

 

運動部より 

 

第 405 回月例コンペ開催のご報告 

 

9 月 20 日（日）ノースヒルにて第 405 回月例コンペを開催し

ました。ノースヒルでの開催は約 2 年ぶりとなりますが、当

日は台風11号接近の影響でスタート時は生憎の雨模様で

のスタートとなりました。ノースヒルは距離こそは短いので

すが、それ凌ぐ戦略的なコース設定と成っており、また雨

の影響もあり、参加者皆様かなり苦戦された結果となりま

した。厳しいコンディションの中でも、冷静沈着でいつもと

変わらないプレーをされた山岡さんがネット 79 と見事な成

績で初優勝を飾りました。2 位は惜しくも 1 打差でネット 80

の井田さん。今年に入りダイエットを始め、体重と比例しス

コアの方もスリムになってきております。3 位は青山さん。

前半は雨で苦戦するも、晴れ間もみえ始めた後半では巻

き返しを図り見事 3 位入賞となりました。 
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次回月例コンペのお知らせ 

 

次回の第 406 回月例コンペは 10 月 18 日（日）グリーンバレーにて開催いたします。久しぶりにグリーン

バレーに戻ります！！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 

 

 

 

【備考】 

・順位決定にあたってゴルフ同好会規約によりネットが同点の場合はハンディキャップの少ない方を  

上位とし、 尚且つ同条件の場合は年齢の高い方に賞を優先する。 
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チェンマイ子ども会より 

 

9 月度の活動「今年度はじめての活動」 

 

先月、9 月の活動を実施しました。 

・絵本の読み聞かせ・手遊び「やきいもグーチーパ

ー」・拾った発破でカルタ遊び・色探しゲーム・外で自

由遊び 

 

見学の方にもお越しいただき、新しいお友達とも楽し

く遊べました。葉っぱカルタは、いろいろな葉っぱの中

から同じものを探す遊びですが、親子で盛り上がれま

した。 

チェンマイ子供会では随時見学者の方を募集してい

ます。どうぞ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 

 

小学 1 年作文「様々なテーマでの日本語による文章表現」 

 

２０２０年補習校小１クラスでは、自宅待機期間の学習支援(５月６月)と７月から再開校した登校クラスを

通して、 

１．『ぼくたち・わたしたちの虫』こんな虫がいたらいいなと思うもの 

２．『おてがみこうかん』担任の宮原と自宅待機期間にお手紙交換をしたもの 

３．『ぼくたち・わたしたちのようかい』こんな妖怪がいたら面白いなと思うのも 

４．『ぼくたち・わたしたちの車』こんな車があったら乗りたいなと思うもの 

など、を楽しんできました。11 名一人一人の色を楽しんでいただければと思います。                    

小 1 担任  

  

＊個人情報保護のため Website には掲載いたしておりません。 
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今月号の折り込み内容 

事務局より 「犯罪等認知状況（9 月）」 

    「優待店程度加盟店一覧（2020 年 8 月 13 日付）」 

運動部より 「第 406 回月例コンペ開催のお知らせ」 

生活支援部より 「第 21 回日本人会チャリティーバザーのお知らせ」 

広報部より 「助け合いキャンペーン」 

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」  

HISチェンマイ社より 「コムロイ上げイベントのご案内」 

Goodday Tour社より 「イーペン祭りご案内」 

BBINFO 社より 「・BBINFO 助け合いキャンペーン」「日本人会会員は新入会で 1 ヶ月無料特典」 

ベリーモバイル社より 「ベリーモバイルより乗り換えキャンペーン」STSLチェンマイ社より 

「2020年10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。 


