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本誌からの無断転用をお断りします

2 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、1 月も毎週月・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。
☆ 2 月度のお休み ☆
16 日(月) 万仏節
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＊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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事務局からのお知らせ

○感染力の極めて強いオミクロン株がタイでも蔓延しています。重症化リスクは少ないと言われ
ていますが、出来ればブースター接種を行うとともに、従来通り感染予防策を徹底してください。
○当会の年会費（本会員 1,200 バーツ、家族会員 600 バーツ)につきましては、銀行振り込み（当
会の口座は最終ページに記載あります)もしくは、当会事務所にお持ちいただくことでお支払い願
います。
銀行振り込みの際には、当会へ電話もしくは振替証をメールでお送り
ください。
○1 月号にてご案内の通り、2 月 18 日（金）に当会の総会が CH ホテ
ルにて開催されます。
開催に際して、会員の過半数の出席、欠席者の委任が必要です。添付
の総会出欠表をまだお送りいただいていない方は、2 月 16 日（水）
迄に当会へメールでお送りください。
ご協力の程、何卒よろしくお願い致します。

CLL 広報部より

「タイ・チェンマイのコロナ情報」
CLL 作成の情報を今月も CLL 広報部からご提供いただきました。以下に掲載します。
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注：これらは 12 月末時点での断片的な情報であり、各自最新情報の入手に努めてください。

1 月定例役員会報告

1 月 19 日（水）当会事務所で開催されました。(一部の役員は Web にて参加)。
【概要】
○直近の会員数:304 名
○北部日系団体協議会報告
1 月 19 日（水）Web 会議にて開催されました。
•オミクロン株の蔓延に注意が必要。
タイ当局の発表する陽性者数と実態に乖離があるように思える。
•日本人専用のブースター接種については、ナコンピン病院、エアポートプラザで可能。ファイザーは在庫
が相当数ある模様。
•総領事館主催の新年会は、オミクロン株を警戒して中止した。
○総会準備
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総会に提出する議案等について準備を行った。
今回の総会では、2 年に 1 回の役員選挙が行われるので、候補者について打ち合わせた。
○昨年 11 月に開催を予定していたチャリティーバザーを 2 月に行う案が出ていたが、オミクロン株を警戒
して更に延期された。

次回役員会は、2 月 15 日（火）に開催予定。

管理部より

登録会員数のご報告

●米山 健一 様

（12 月 22 日現在)
本会員

●庫内 篤 様 (Thai Sintered Mesh Co., Ltd.)
明けましておめでとうございます。昨年 11 月 1 日
よりチェンマイへ移った若輩者ですが、スポーツ
好き、元気、フットワークが売りです。チェンマイ近
郊でお勤めの皆様と少しでも関われれば幸いで

家族

合計

会員

名誉会員

1

1

2

正規会員

261

41

302

現在の総会員数

262

42

304

す。

●伴 嘉剛 様

●軸丸 翔様 ・ 菜穂様
日本の福岡県より参りました。軸丸と申します。新規事業立ち上げと
子供の語学のため移住してきました。これからよろしくお願いします。

●小島 充裕様 ・ 順子様（Mirata Electronics (Thailand) Ltd.）

●吉實 貴史様 ・ 典子様（Mirata Electronics (Thailand) Ltd.）

●後藤 良平様 ・ 智子様（Mirata Electronics (Thailand) Ltd.）

2022 年度賛助会員登録状況

2021 年度の賛助会員登録の状況は以下の通りです。12 月末時点で据え置きの合計 24 社登録です。
この場をお借りして御礼申し上げます。協賛企業様の宣伝の為に、ロゴや URL 等の掲載を始めることに
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なりましたので、ご希望がございましたら日本人会代表メールまでご連絡ください。ページレイアウトに
関しましては、今後改良を加えていく予定です。
尚、THAI NJR CO., LTD. 社様が 1 月 1 日より Nisshinbo Micro Devices (Thailand) Co., Ltd. （略称：
NISDT）に社名変更されましたので、紙面にてご報告させていただきます。

Oriental Media Co.,Ltd. (BB Info) (08/Dec./2021 更新）
Nisshinbo Micro Devices (Thailand) Co., Ltd. (26/Jan,/2021 更新）(1 Jan.より社名変更）

TSL Chiang Mai （03/Feb,/2021 更新)
Elematec (Thailand)Co,Ltd. （17/Mar,/2021 更新)
TANAKA Precision (Thailand) Co,Ltd. (19/Mar,/2021 更新)
Electro Ceramics(Thailand) Co,Ltd. （19/Mar,/2021 更新)
Thai Sakae Lace Co, Ltd.

(21/Mar,/2021 新規)

Hitachi Astemo Lamphun Ltd. （22/Mar,/2021 更新)（1/Apr.より社名変更）
Namiki Precision (Thailand) Co, Ltd.
Yoshida Enpla Thai Ltd.

（24/Mar,/2021 更新)

(25/Mar,/2021 更新）

MURATA Electronics (Thailand) Ltd.

(30/Mar,/2021 更新)

Tanin Elna Co,Ltd. (01/Apr,/2021 更新)
KYOCERA (Thailand) Co, Ltd (02/Apr,/2021 更新)
Facebook (日本語) : https://www.facebook.com/kyocera.jp
Twitter (日本語)

: https://twitter.com/KYOCERA_JP

Nippon Express Logistics (Thailand) Co, Ltd (02/Apr,/2021 更新)
Fujikura Electronics (Thailand) Ltd. (22/Apr,/2021 更新)
Foods Classic Co, Ltd. (30/Apr,/2021 新規)
a2network (Thailand) Co, Ltd. （04/May/2021 更新）
Siam Wire Netting Co, Ltd. （24/May/2021 更新）
“K” Line Logistics (Thailand) Ltd. （24/May/2021 更新）
Oriental Noise Co, Ltd. （01/June/2021 更新）
AGC Micro Glass (Thailand) Co, Ltd. （18/June/2021 更新）
KANEKO SEEDS (Thailand) Co., Ltd. （25/June/2021 新規）
Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) Public Company （05/July/2021 更新）
Thai Tatami Products Co, Ltd. 様 （06/Aug./2021 更新）
Lumphun Shindengen Co., Ltd.（２８/Jan/2022 新規）
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生活部より

2 月度ハラ会について

＊中止＊

コロナ感染拡大防止の為、大勢で集まっての食事は控えたいと思います。また、状況が好転し、
また皆様と楽しいお食事会が開催できる日を楽しみにしております。

「とうふ工房 卯の花チェンマイの豆腐製品の予約販売(7 回目・8 回目)」

先に一斉メールにてご連絡していますが、1 月に引き続き、2 月の予約販売についての
お知らせです。ご注文は、以下のリンクからお願い致します。

予約販売 1 月

■7 回目■

■8 回目■

【販売日】

2 月 12 日(土)

2 月 19 日(土)

【注文締め切り日】

2 月 07 日(月)15:00

2 月 14 日(月)15:00

【受け私時間】

13:00-18:00

【受け取り場所】

日本人会事務所

【支払い方法】

商品と引き換え

【申し込み先】
https://docs.google.com/forms/d/1r0N1x9HuI-aZszLS_5qZ2KRRjNKEBvj2jIU5hZsnlns/edit
注：受け取り日時に都合がつかない場合は、要相談。
生ものですので、遠方からお越しの方は保冷バッグなどをご用意されることをお勧めします。

運動部より

第 412 回月例コンペの結果

1 月 16 日（日）ガッサンパノラマにて第 412 回月例コンペを開催し
ました。第 412 回と 413 回は 3 月の取り組み戦（新春大会）の為に
チャンピオンを選び抜き、取り組み戦を盛り上げて行こうと思いま
す。
今回は、半年ぶりに参加なさっていただいた落合さんが一打差で
優勝しました。2 位は青山さん！今回のニアピン王！2 つものニア
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ピン賞を獲得し、トップと一打差惜しくも 2 位！

次回第 413 回月例コンペのお知らせ

前年度最後の月例コンペをノースヒルゴルフ場で開催（2 月 20 日）を予定しております。多くの方のご
参加お待ちしておりますので、皆様お誘いあわせのうえご参加の程宜しくお願い致します。
なお、前年度の取り切り戦を 3 月に行う予定です。
次回の月例コンペの優勝者含め 6 名のチャンピオンで頑張っていただきます。

【連絡先】 主幹事： 佐藤 誠（GORO)
電話：061-494-5505（携帯番号） メールアドレス：goro.no.mail@gmail.com

チェンマイ子ども会より

1 月度の活動 *中止*

1 月も、コロナ感染拡大防止とメンバー減少ためお休みです。早く新たな活動が開始出来ますように。
見学を希望される方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先：cmkodomokai の@yahoo.co.jp
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チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより

「チェンマイ日本人会 チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブ 講師募集」

チェンマイ日本人会 チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブではチェンマイ県およびその周辺
に在住する日本人子女を主たる対象に、毎週土曜日に日本の文部科学省学習指導要領に準拠した幼
児、初等、中等教育の補習を行う機関です。
当校では、以下の要項で講師を募集します。

■募集職種：小学部／中学部 講師「指導教科は国語及び算数（数学）」
幼稚部 講師
■雇用期間：2022 年４月 1 日～（応相談） 出勤は土曜日のみ
■応募資格：次の条件を満たしている者
①子どもが好きであること
②四年制大学を卒業の者（幼稚部講師は除く）
③労働許可証（ワークパーミット）を付帯できるタイでの滞在資格（ビザ）を
保持している者（学生ビザ、ロングステイビザは不可）
④教員免許を保持していることが望ましい（幼稚部講師は除く）
■応募方法：詳細を下記へお問い合わせください

【問い合わせ先】
チェンマイ日本人会 チェンマイ日本人補習授業校 教頭 荒井教子
［TEL］089-635-9695

小学 4 年詩 『自由課題』

小学４年生のみんなに詩を書いてもらいました。詩は、ふつうの文章とちがって、言葉の順序や調子を変
えると、読む人の印象が変わることがあります。そんなところに着目して作った子どもたちの作品をお楽
しみください。
小学４年担任

＊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（1 月）」「優待店制度加盟店一覧（2021 年 4 月 1 日付）」
「2021 年度総会出欠表」
生活部より 「とうふ工房卯の花チェンマイ予約販売商品リスト兼注文フォーム」
運動部より「第 413 回
チェンマイ子供会

日本人会月例コンペ開催のお知らせ」

「子供会パンフレット」

TSLチェンマイ社より 「2022年2月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」

オリエンタルノイズ社より 「無電源水圧式シャワートイレ ハッピートイレット」
ベリーモバイル社より 「弊社サービスのご紹介」

BBインフォ社より 「サービス一覧（日本のテレビ・卓上RO浄水器・ハッピートイレを格安で）」
「EMS 代行サービスのお知らせ」

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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