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6 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、6 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。 

☆ 6 月度のお休み ☆  

 3 日(金) スティダー王妃誕生日  

 

 目次 

☆ 事務局からのお知らせ 

☆ CLL 広報部より 「タイ・チェンマイのコロナ情報」 

☆ 5 月定例役員会報告 

☆ 会員の皆様より 「【続】フットサル参加者募集！」 

     本件以外にも当会で活動してほしいという内容について、ご意見・ご要望がございましたら、情報をお寄せください。 

☆ 管理部より 「登録会員数報告」 「2022 年度賛助会員登録状況」 

☆ 生活部より 「6 月度ハラ会のお知らせ」 *6 月のハラ会はありません* 

「とうふ工房 卯の花チェンマイの豆腐製品の予約販売(6 月第 2 週・第 4 週)   

☆ 運動部より  「第 415 回月例コンペの結果」「次回第 416 回月例コンペのお知らせ」 

☆ 文化部より 「高校生国際交流写真フェスティバルについて」 

☆ チェンマイ子供会より 5 月度の活動 *お休み*   

☆ 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」 

小学 6 年短歌「たのしみは」 

＊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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本誌からの無断転用をお断りします 
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事務局からのお知らせ 

  

○チェンマイでの PCR 検査での陽性者数は、20人台に減っていますが、ATK 検査での陽性者数は

依然として多いとされていますので、マスクの着用など引き続き感染防止に努めましょう。 

○4 回目のワクチン接種について、在チェンマイ総領事館のホームページに記載がありますので

ご覧ください。 

○綺麗な花が咲き、果物が美味しい季節となりました。感染防止対策を取りつつ毎日の生活を楽

しみましょう。 

○花や果物の写真を投稿しませんか？投稿希望の方は、info@cmjpa.org までご連絡ください。 

 

 

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。 

注：これらは 5 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。 

 

会員の皆様より 

 

【続】フットサル参加者募集！ 

 

チェンマイ日本人会の新たな活動としてフットサルについてご提案頂きました件ですが、複数の方から参

加希望のご連絡を頂きました。誠にありがとうございます。皆さんと集まれる機会を作りたいと思います
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ので、今後の展開にご期待ください。引き続きフットサル参加者を募集しております。

年齢・性別・経験・会員/非会員は問わず広く募集いたしますので、お知り合いで興味

のある方がおられればお伝えください。キッズの参加も歓迎です。 

【フットサル担当 野村】連絡先メール : jin-nomura@kyocera.co.th 連絡先 LINE ID：

nomjinjin 

ご連絡頂いた方に改めて日時・場所・持ち物等を連絡させて頂きます。初めての企画

となりますので、皆様のご理解ご協力をよろしくお願い致します。 

また、本件以外にもチェンマイ日本人会において活動してほしいという内容について、ご意見・ご要望が

ございましたら、情報をお寄せください。 

【ご意見ご要望は下記まで】 

連絡先メール   :  info@cmjpa.org   連絡先 TEL : 052-000-871 

頂いたご意見を役員会において検討させて頂き、実施可否についてご連絡させて頂きます。なお、実施

できない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。 

 

 

5 月定例役員会報告 

 

5 月 18 日（水）当会事務所で開催されました。 

○直近の会員数:308 名 

○5 月の北部日系団体会議報告: 

総領事館主催で 5 月 11 日（水）Web で開催。 

•PCR 検査での陽性者数は減っているが、ATK での陽性者数は 1,800 名程と言われており、引き続き感

染防止に努めて欲しい。 

•ワクチン 4 回目接種場所について総領事館のホームページに掲載する。 

•今年になって邦人の交通事故死が 2 名出ている。いずれもバイク運転中によるものであり、タイヤの整

備も含めて十分注意が必要。 

○賛助会員費の入金状況報告: 

昨年度の賛助会員 22 社に対して今年は現在のところ 17 社。5 社が会費を 5 千バーツから 1 万バーツ

へ増やしていただいたので、トータルで昨年度の会費を上回る。 

○日本人会、補習校の現状課題と対応策: 

樋口総領事、道辻領事にも加わっていただき、論議した。重い課題なので、今後数ヶ月かけて継続的に

論議することになった。 

日本人会に何が求められているかアンケートを行う必要があるとなり、総領事館のご協力を得て北部在

住の日本人に広くアンケートを実施することになった。総領事館経由のアンケートの為、チェンマイ日本

人会に限らず CLL（チェンマイロングステイクラブ)、在住者クラブ、チェンライ日本人会への要望も含めて

のアンケートとなる（6 月に実施予定)。 

次回役員会は、6 月 15 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 

 

●樋口 惠一 様  

（在チェンマイ日本国総領事館）  

 

●鈴木 勇介 様  

(Murata Electronics (Thailand), Ltd. ) 

 

●竹若 恵太 様 

(Murata Electronics (Thailand), Ltd. ) 

 

●小宮山 可奈 様  

香港で 2 年赴任後、チェンマイに家族で引っ越して来ました。 

 

●池田 かおり 様 (池田 光謙 様のご家族として) 

 

●中野 祐子 様  

 

●岩上 恒治 様 

 

●中村 光男 様・いずみ 様（Lumphun Shindengen Co.,Ltd.） 

2 度目のチェンマイ赴任となります。前回は単身、今回は家族でチェンマイへやってきました。宜しくお願

い致します。 

 

2022 年度賛助会員登録状況 

 

2022 年度の賛助会員登録の状況は以下の通りです。5 月末時点で 1 社追加の合計 27 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） 

TSL Chiang Mai （04/Feb./2021 更新)  

Elematec (Thailand) Co,Ltd. （17/Mar./2021 更新) 

TANAKA PRECISION (THAILAND) CO,LTD. (08/Apr./2022 更新) 

（5 月 18 日現在) 

 本会員 家族会員 合計 

名誉会員 1 1 2 

正規会員 265 41 306 

現在の総会員数  266 42 308 

対前月比 +4 
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Nisshinbo Micro Devices (Thailand) Co., Ltd. (16/May/2022 更新）  

Facebook(タイ語) : 

https://www.facebook.com/Nisshinbo-Micro-Devices-Thailand-CoLtd-103289854486598/ 

HP：http://www.nisdt.co.th/nisdt/index.html 

ELECTRO CERAMICS (THAILAND) Co,LTD. （04/Apr./2022 更新)   

Thai Sakae Lace Co,Ltd.  (28/Mar./2022 更新)  

Hitachi Astemo Lamphun Ltd, （04/Apr./2022 更新)  

NAMIKI PRECISION (THAILAND) CO, LTD. （30/Mar./2022 更新)  

Yoshida Enpla Thai Ltd  (03/May,/2022 更新）    

MURATA Electronics (Thailand), Ltd.   (30/Mar./2021 更新)     

TANIN ELNA CO.,LTD CHIANG MAI FACTORY （19/Apr./2022 更新） 

KYOCERA (Thailand) Co, Ltd. (07/Apr./2022 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 Electronic Components（Thailand）Ltd. (29/Apr./2022 更新) 

Food Classic Co., Ltd. (30/Apr./2021 新規) 

a2 network (Thailand) Co.,Ltd.(ベリーモバイル) （04/May/2021 更新） 

SIAM WIRE NETTING CO.,LTD. （17/May/2022 更新） 

“K” Line Logistics (Thailand) Ltd. （24/May/2021 更新） 

Oriental Noise Co.,Ltd. （01/Jun./2021 更新） 

AGC Micro Glass (Thailand) Co.,Ltd. （13/May/2022 更新） 

KANEKO SEEDS (THAILAND) CO.,LTD. （25/Jun./2021 新規） 

Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL （23/May/2022 更新） 

Thai Tatami Products Co.,Ltd.  （06/Aug./2021 更新）  

Lumphun Shindengen Co.,Ltd.（２８/Jan./2022 新規）  

Neko Anone Partnership（26/Mar./2022 新規） 

Waguri Co.,Ltd. (06/May/2022 新規) 

 

生活部より 

 

「6 月度ハラ会のお知らせ」＊中止＊ 

 

皆様、お元気でしょうか？コロナ感性拡大防止の為、６月度もハラ会を中止します。 

皆様と楽しい会話と美味しいお食事を共有出来る日が早く来る日を楽しみにしております。 
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「とうふ工房卯の花豆腐の予約販売」 

 

昨年 11 月より予約販売を第 2 と第 4 土曜日に実施しております。 

チェンマイ産の大豆を使用して生産されている滑らかなお豆腐を会員様にお届けしていま

す。リンピン・スーパーマーケット等他の販売店では取り扱いのない油揚げ・豆乳等も取り

扱っています。価格も同等です。 

チェンマイ日本人会では、この予約販売での販売手数料を会運営費の一部にさせて頂いております。 

皆様の健康管理と減少気味の会員（会費）補填の努力にご協力を宜しくお願い致します。 

   

第 2 週 【販売日】 6 月 11 日(土)  【注文締め切り日】 6 月 06 日(月)15:00    

第 4 週 【販売日】 6 月 25 日(土)  【注文締め切り日】 6 月 20 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/1RkWoBn6vBKxCPppNnNYqKn9K42g2Z3Myku2Rxph2uNQ/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 415 回月例コンペの結果 

 

5 月 15 日（日）メージョ―にて第 415 回月例コンペを開催しました。遥々、

第 415 回優勝に輝いたのは、ベスグロも獲得された鈴木さん！！おめ

でとうございます。今回は初参加の方が 1 名参加されました。ありがとう

ございます。次回第 416 回のご案内も添付しております。今後とも宜しく

お願い致します。 

 

次回第 416 回月例コンペのお知らせ 

 

次回の月例コンペをグリーンバレーゴルフ場で開催（6 月 19 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。 

【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 
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文化部より 

高校生国際交流写真フェスティバルについて 

 

2015 年より「高校生国際交流写真フェスティバル」を開催している、「写真の町」東川町ですが、今年度に

おいては新型コロナウィルス感染拡大の影響や世界情勢を鑑み、コンテストの開催を次年度へ延期しま

した。その代わりとして、本年度は特別企画として「HIGASHIKAWA ユースフェスフォトコンテスト 2022」を

開催することになりました。https://higashikawa-youth-fest.jp/  

コンテストでは個人部門と団体部門の２部門を設け、各テーマに沿った作品（個人部門は、１枚の単写真、

団体部門は、６枚の組写真）を募集し、一次審査の末、個人部門 10 名、団体部門 10 チームを選抜し、

その後にオンライン審査にて各フェスティバル賞を決定します。 

作品の募集は既に始まっており、6 月 29 日が締め切りです。その後の日程 は以下の通りです。 

6/30～7/中 一次審査 

7/29  一次審査結果発表 

7/29～8/12 オンライン審査 

8/24  オンライン審査結果発表 

 

進捗状況は、また追って報告いたします。 
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チェンマイ子ども会より 

 

5 月度の活動 *お休み* 

 

5 月も、コロナ感染拡大防止とメンバー減少ためお休みでした。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） 

       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 6 年短歌 「たのしみは」 

 

小学校６年生の国語では、「たのしみは」から始まる、短歌を作りました。 

11 歳、12 歳の小学６年生の子どもたちの「たのしみ」を、短歌のリズムに乗せて表現しております。                          

小学 6 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（5 月）」「優待店制度加盟店一覧（2021 年 4 月 1 日付）」 

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 416 回チェンマイ日本人会 ゴルフ同好会月例コンペご案内」 

チェンマイ子供会    「子供会パンフレット」  

TSLチェンマイ社より 「2022年6月7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 「BBINFO チェンマイ サービス一覧」 

ねこあのね社より「今月のおすすめ」「生食可能！ねこのたまご」 

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。 


