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本誌からの無断転用をお断りします

3 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、3 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。
☆ 3 月度のお休み ☆
お休みはありません。
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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

○新型コロナ感染症のオミクロン株が蔓延しています。感染しないよう、従来通りマスクなどの
予防対策を継続し、出来ればワクチン接種 3 回目のブースター接種を早めに受けてください。
○当会の 2021 年度総会が、2 月 18 日に開催されました。今回は、2 年に一度の役員選挙が行われ、
副会長（運営委員長）、運営副委員長をはじめ一部の役員の交代がありました。詳しくは、本文
をご覧ください。
○総会の席上、松本総領事から当会に対して、在外公館長表彰が贈られました。詳しくは本文に
記載されていますが、いつも当会をご支援いただいております会員の皆様のお陰様で表彰された
もので、厚くお礼申し上げますとともに、皆様のお役に立てますよう、役員一同力を合わせて務
めますので、引き続き何卒よろしくお願い致します。

2022 年度役員一覧

役職

Dr.Khettai Langkarpint

役職
教育部 部長

氏名
高橋 睦

副会長
(兼)運営委員会委員長

矢口 陽介

運動部 部長

佐藤 誠

副委員長

庄司 邦忠

運動部 副部長

三上 裕也

副委員長

小林 裕

生活部 部長

光明 和子

事務局

西田 純敏

生活部 副部長

庫内 篤

会計部 部長

野村 仁

文化部 部長

津田 幸一

広報部 部長

清水 ゆかり

管理部 部長

鈴木 寛人

会長

氏名
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在外公館長表彰受賞について

2 月 18 日、チェンマイ日本人会が長年にわたって取り組んできた活動実績を称えるため、
チェンマイ日本人会総会において、松本総領事より在外公館長表彰の授与が行なわれま
した。

在チェンマイ日本国総領事館より

チェンマイを離任するにあたって
在チェンマイ日本国総領事

松本

洋

まずは、新型コロナウイルス感染症が依然として猛威を振る中、
お仕事や日々の生活における皆様のご苦労お察し申し上げます。
さて、この度、当地での勤務を終了し、３月中旬に帰国すること
となりましたところ、最後に皆様にお別れの挨拶をするため紙面
を頂戴いたしました。
私がチェンマイに着任しました２０１９年５月は、日本では新た
な徳仁天皇陛下が即位され令和の時代が始まり、またタイではワ
チラロンコン国王陛下の戴冠式が行われ、さらには、民政移管の
ための国会選挙の結果が発表されて間もないころで、日タイ両国
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において新たな節目を感じされる躍動の月でした。チェンマイも外国人観光客で溢れ、活気に満
ち溢れていました。
私自身は、これまでの海外勤務で経験のない東南アジアに、新たな期待と一抹の不安を感じなが
ら足を踏み入れてまいりました。しかしながら、着任早々、皆様にはたいへん親切にしていただ
き、さまざまな催しものや会合に招待していただき、今でも当時の和気藹藹とした様子を鮮明に
記憶しており、本当に皆様のいるチェンマイに来てよかったと思いました。そして、それからの
当地での任務を皆様のために全力を尽くして全うすべく決意を新たにした次第であります。
しかしながら、ご承知のように令和二年になりますと新型コロナウイルス感染症が世界を席巻し、
私たちの生活、仕事や学校の授業のスタイルまで一変させてしまいました。私の仕事も専らコロ
ナ対応が中心となり、感染防止策、感染者数、刻々と変更されるさまざまな規制や制限に関する
規則、そしてワクチン接種の状況など迅速に把握し、皆様方に提供することが重要な任務となり、
会合などで皆様と直接接する機会はほとんどなくなってしまいました。
こうして２年１０か月に及ぶ当地での勤務は、２年近くが with CORONA という想像もつかなった
状況となりましたが、厳しい環境下におかれても私がチェンマイでの勤務を全うできたのは一重
に皆様方のご支援やご協力のおかげだと思っております。
本当にありがとうございました。
チェンマイを離れるのはまさに後ろ髪を引かれるという表現がぴったりな思いですが、皆様方是
非引き続きご健康には十分気おつけられ、コロナを乗り越え、チェンマイ在住の日本人各団体の
益々のご活躍とご発展をお祈りし、私の皆様への送別の挨拶とさせていただきます。
また、是非いつの日かコロナを気にせずにチェンマイで皆様方の元気なお顔を拝見できることを
楽しみにしております。
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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 2 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。

2 月定例役員会報告

2 月 15 日に当会事務所で開催されました。(一部の役員は Web にて参加)。
○直近の会員数:302 名
○日系団体連絡会議報告:
2 月 9 日総領事館主催で Web 会議で行われた。
•松本総領事が 3 月中旬にご帰任され、3 月末に退官されることが発表された。
•総領事より、離任の挨拶文を作成するので各日系団体の 3 月の会報にて掲載願うとのこと。
•オミクロン株への警戒を怠らぬよう注意喚起あり。飲食に際しては、人数を最小化すること。
○総会準備:役員選挙を控え、広報者の交代、留任の最終確認が行われた。
○3 月に予定されているプールリゾートでの催しは、オミクロン株の蔓延の状況下で延期することにした。
○教育部長から、補習校の講師のワーパミ取得について報告あり。4 月の新学期に向けてまだ 2 名がワ
ーパミ未取得、ワーパミ取得が見込まれる 1 名が未だ採用出来ていないので、早急に対策を立てて問題
の解決に努めると報告があった。

次回役員会は、3 月 16 日（水）に開催予定。
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管理部より

登録会員数のご報告

●田渕 敏史様

（2 月 15 日現在)

（Murata Electronics (Thailand) Ltd.）
本会員
●中川 総一郎様
（Murata Electronics (Thailand) Ltd.）

●内藤 龍祐様

家族

合計

会員

名誉会員

1

1

2

正規会員

260

40

300

現在の総会員数

261

41

302

（Murata 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。2 月末時点で据え置きの合計 25 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
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。

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 （04/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)
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
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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）

2021 年度活動報告および 2022 年度活動計画

3 月号と 4 月号に分けて掲載します。

◆運営委員長（奥ノ薗隆志）
本日はご多忙にもかかわらず、多くの皆様にお集まり頂き誠に有難うございます。
只今からチェンマイ日本人会 総会を開催させて頂きます。
私は、当会 副会長兼運営委員長を担当しております奥ノ薗と申します。
宜しくお願い致します。
尚、本日は在チェンマイ日本国総領事であられます松本総領事様にもお越し頂いております。
大変ご多用の中、誠に有難うございます。

さて、昨年もコロナ禍により、チェンマイでも経済面、生活面ともに大変厳しい状況が続いており、私共日
本人会の活動におきましてもバザー、忘年会等、多くの行事を中止せざるを得ず、ゴルフも４回だけの開
催となりました。
また、補習校におきましても多くが ONLINE 授業となり、思う様な活動が出来ない状況が続きました。
その様な状況ではありましたが、日本国・外務省のご支援により、在留邦人・日系人ビジネスの継続性
の確保を目的に、WEB でチェンマイ近隣の５０を超える事業を紹介する企画「がんばろうチェンマイ」を実
施し、事業者及び日泰の生活者双方に役立てて頂ける活動を行うことが出来ました。また、昨年からの
日本人会と補習校の一体化により、補習校の運営上の課題についても 改善、解決に向け大きく前進す
ることが出来ました。
これら活動に対しまして、多くのご助言、ご尽力を賜りました松本総領事様を始めとする総領事館の皆様、
日本人会の皆様、補習校の皆様に、この場をお借りし、深く感謝申し上げます。
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最後に、今年こそはコロナ禍の収束を信じ、皆様に喜んで頂ける新たな企画も検討し、出来る限りの活
動を行って参りたいと考えております。
引き続き会員の皆様のご支援とご協力を賜ります様、何卒宜しくお願い申し上げます。以上で私の挨拶
とさせて頂きます。有難うございました。

◆事務局（西田純敏）
「2021 年度活動報告（総括）」
各部毎の 2021 年度活動報告および 2022 年度活動計画は、追って各部長から報告しますので、ここでは
2021 年度の活動を総括してご報告します。
2021 年度は、2021 年度活動実績一覧表にある通り、年初に予定していた活動のほとんどは、新型コロ
ナ感染防止の観点から中止せざるを得ませんでした。
しかしながら、コロナ禍にあっても当会として二つの重要な施策を実施しました。
一つは、2017 年以降継続的に取り組んで来ました補習校との真の一体化を実現させ、補習校の運営上
の課題について改善、解決に向けて大きく前進させることが出来ました。
追って、教育部長から報告がありますがこれは、「補習校の運営は日本人会の最大の使命のひとつ」と
いう総領事館のご指摘に基づくもので、昨年の総会での規約改定により日本人会会長-補習校運営委
員長の縦のラインが明確に繋がり、補習校講師のワーパミ取得を実現させ、更にはコロナ禍で生徒が減
りオンライン授業で授業料収入が減り、財政困難に陥る状況を 2022 年度に向けて改善出来ました。
もう一つ実施した施作は、「がんばろうチェンマイ from Japan 」プロジェクトです。
追って詳しく報告がありますが、外務省の支援金を使ってコロナで損失を受けた日本人および日系人の
経営する店舗を Web で広く紹介することでサポートしました。

「2022 年度事務局活動計画」
事務局として、2021 年度に続き以下の三つの施作の実施に努めます。
1。コロナの収束状況にもよりますが、予定している活動に事務局として関わって行きます。
2。会長、副会長、補習校運営委員長をサポートする形で補習校の運営に事務局として関わって行きま
す。具体的には、講師全員のワーパミ取得、財政改善が課題となります。
3。総領事館および他の日系団体との連携、情報共有により会の活動に役立つよう努めます。
◆会計部（野村仁）
添付の 2021 年度会計報告と 2022 年度予算を参照ください。

◆生活部（光明和子）
2021 年度の活動は、コロナ感染拡大を考慮して 1 度のハラ会・1 度のお食事会しか開催できませんでし
た。
・ハラ会
・お食事会

2 月 17 日（水）”ビリィー” ９名参加
3 月 24 日（水）ドゥワンタワン・ホテル（ブッフェ）24 名参加
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恒例のチャリティーバザーも 3 回仕切り直しをしましたが…オミクロン株の影響で、ついに…開催する事
が出来ずに終わってしまいました。日本人会のチャリティーバザーを心待ちして頂いていました会員の皆
様にはこのご時世と…いう事で、納得して頂けたと思いますが…残念でなりません。会員の皆様には、
22 回と継続して参りましたチャリテイーバザーをご支援頂き暖かく見守り下さりこの場をお借りしまして…
御礼申し上げます。

中野穂積先生のコーヒー・サポートは、もとより 2021 年度より豆腐工房・卯の花豆腐の予約販売も始め
ましたので宜しくお願い致します。

本年度（2022 年度）は、まだ…先が見えておりませんが…新役員・アスリートの庫内篤と共に、皆様に楽
しんで頂ける新企画を推し進めたいと思っております。今後ともご声援の程、宜しくお願い致します。

◆運動部（鶴田 圭）
平素は運動部の活動にご協力頂き誠に有難うございます。
2022 年より新しく運動部 副部長となりました三上と申します。本来であれば、部長である鶴田様よりご
報告させて頂く予定でしたが、昨年 8 月よりチョンブリーに異動と成り、本日の総会出席の予定がつかず、
大変申し訳御座いませんが、次期副部長となりました私より 2021 年の活動報告をさせて頂きます。
まず初めに、運動部の役員の変更についてお知らせいたします。
冒頭でご報告のとおり、今期運動部部長として勤めて頂きました鶴田様ですが、8 月の異動より、日本人
会活動へのご協力が困難なため、皆様へご迷惑かける事とに成りますので、今期で部長職を退任させ
て頂きます。後任は今期途中より副部長を務めて頂きました、佐藤様が部長へ、新任で私が副部長の
体制で 2022 年より運動部の活動を行ってまいります。さて 2021 年の活動報告ですが、毎月第 3 日曜日
に開催しております月例コンペは、COVID-19 の影響を大きく受け、2 月、3 月、7 月、12 月の 4 回のみの
開催となっております。12 月度は本来、年間チャンピョンの決める取切り戦を兼ねた、忘年ゴルフ開催月
となりますが、2021 年は延期とし、3 月に新春ゴルフ大会としての開催を企画しております。また同様に、
5 月に予定しておりました第 28 回日泰親善ゴルフ及び、チェンマイ留学生協会と共同開催である、日泰
親善ボーリング大会も中止と成りました。2022 年の活動計画ですが、月例コンペは昨年より 12 月より、
食事会無しで、プレー及び簡易的な成績発表のみの形式で再開しております。当面はこの形で月例コン
ペは開催を予定してますので、多くの方のご参加をお待ちしております。
第 28 回日泰親善ゴルフも 5 月 29 日に開催する予定で準備を進めております。日泰親善ボーリングです
が、こちらはチェンマイ留学生協会と共同開催となる行事のため、留学生協会と調整のうえ開催するか
を決定させて頂きます。以上、運動部からの報告となりますが、今後とも引き続き、運動部活動のご支援
及びご協力の程何卒宜しくお願い申し上げます。

◆文化部（津田 幸一）
2021 年度 文化部の活動について
昨年度 2021 年も、引き続きコロナウィスルの影響により、残念ながら、ほとんど活動ができませんでした。
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皆さんが楽しみにされていた忘年会も中止となり、新年会に切り替えての実施も検討いたしましたが、
中止となりました。そんな中、行われた、天河高校生写真コンテスト、第 7 回高校生国際交流写真フェス
ティバルについて、報告します。

天河高校生写真コンテスト
写真コンテストは、新型コロナの影響と予算の関係で、オンラインで行われました。
そして、審査の結果、コンケン県のゲーンナコンウィタヤライ校が優勝となり、第 7 回高校生国際交流写
真フェスティバルへの出場権を得ました。

第 7 回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
昨年同様、選抜された 21 校の東川町への招聘を断念し、オンラインでの開催となりました。選抜校から
は、「繋がり」、「希望」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、競われました。

大会では、現役の写真家によるオンラインフォトクリニックを開催したり、「交流の広場」という、参加者
同士の交流を深める専用ページを設けて、オンラインでの交流を試みるなど、大会を盛り上げる様々な
工夫がありました。また、各校の提出作品に、4 人の審査員が総評をつけており、なかなか手厳しい指摘
もありましたが、学生たちの今後に役立つのではないかと思われます。

今年度の天河高校生写真コンテストは今年もオンラインで開催予定です。ただ、昨年から、メインスポン
サーであったオリンパスタイランド社が、撤退したため、開催内容が変更となる可能性がありますが、
詳細が分かり次第、追って報告いたします。

◆がんばろうチェンマイ from Japan （佐藤 誠）
今期より運動部部長に就任させていただきます、佐藤です 宜しくお願いします
この度、がんばろうチェンマイの実行員をさせていただきました。がんばろうチェンマイはチェンマイで事
業をしている、日本人及び日系経営のレストランや工芸品のお店などを紹介及び応援する企画です。こ
の企画は当初、祭りと言う形で行おうと思っておりましたが、コロナ禍で、できず、Web での紹介になりま
した。全部で 57 店舗、多くの方々にご協力いただき、「タイ北部チェンマイ情報ステーション、チェンマイ
CNX」と言うウェブサイトで行い、フェースブックページ、「チェンマイ 108」でも、紹介して頂き多くのお店の
方からお礼の言葉をいただきました。「コロナが落ち着いたら是非、祭りを開催して下さい」と声も有り、
貢献出来たと思います。今後も引き続きよろしくお願い致します。
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生活部より

3 月度お食事会について

＊中止＊

まだ…落ち着く気配のないコロナ…オミクロン株感染拡大防止の為、残念ながら３月度のお食事
会も残念ですが…中止となりました。皆様とお食事ができる日を祈っております。

「とうふ工房 卯の花チェンマイの豆腐製品の予約販売(9 回目・10 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 3 月

■9 回目■

■10 回目■

【販売日】

3 月 12 日(土)

3 月 26 日(土)

【注文締め切り日】

3 月 7 日(月)15:00

3 月 21 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。

有機栽培コーヒー他の予約販売のご案内

恒例となりました、チェンライ県ウェンパパオにありま
す中野穂積先生のルンアルンコーヒーの予約販売
のお知らせです。今回は、残念ながら…ラインナップ
が少ないですがご家庭のコーヒー豆の在庫も少なく
なってきている頃だと思います。是非、この機会にお
申込みください。
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No.

品名

サイズ

価格

1

コーヒー豆（挽き豆）

250ｇ/袋

200B

2

コーヒー豆(挽いていない豆）

250g/袋

200B

3

コーヒー豆（挽き豆）

100g/袋

90B

4

コーヒー豆(挽いていない豆）

100g/袋

90B

5

ローゼルティー（外来種）

20g/袋

45B

6

ローゼルティー（在来種）

20g/袋

45B

7

梅干し

135g/瓶

60B

8

梅干し

600g/瓶

200B

備考

*少し…酸味が強いです。

*徳用

注文締め切り：３月１８日（金）
受け渡し日時：３月２６日（土）13：00－18：00
申し込み E-Mail：info@cmjpa.org

卯の花豆腐の予約販売と合わせて…ご利用下さい。

運動部より

第 413 回月例コンペの結果

2 月 20 日（日）ノースヒルにて第 413 回月例コンペを開催しました。今回のコンペは、前年度取り切り戦の
最後の参加者を決める戦い。優勝したのは、久しぶりに参加していただいた山岡さん。おめでとうござい
ます。これで、取り切り戦の参加者 6 名が決
まりました。第 408 回坂井さん、第 409 回田
村さん、第 410 回小林さん、第 411 回佐藤、
第 412 回落合さん、第 413 回山岡さん。皆さ
ん強者揃い！
次回は新春コンペを予定していましたが、コ
ロナの状況があまりよくなってないので、普
通の月例コンペと取り切り戦だけにいたしま
す。下記のお知らせを参照ください。
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次回第 414 回月例コンペのお知らせ

前年度最後の月例コンペとして、3 月 20 日に第 414 回目ならびに年間取り切り戦をガッサンレガシーゴ
ルフ場で開催予定です。昨年度のハンディーで争っていただき、通常のコンペ優勝者を決めまして、取り
切り戦のメンバー内で 1 番上位が年間チャンピオンになります。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。

【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

2 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

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）
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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（2 月）」「優待店制度加盟店一覧（2021 年 4 月 1 日付）」
「2021 年度総会資料一式」
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」

「有機栽培コーヒー他の予約販売の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3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
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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