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8 月の事務所のお休み  

コロナウィルス対策は緩和されましたが、引き続き拡大防止のため、 

8 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。 

☆ 8 月度のお休み ☆  

12 日(金) シリキット王太后誕生日(母の日)   
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事務局からのお知らせ 

  

○７月の役員会にて、新型コロナの収束を前提にチャリティーバザーを 10 月 30 日（日）、忘年

会を 12 月 17 日（土）に予定しました。 

また、6 月に行われた総領事館経由、北部在住邦人へのアンケートで希望の多かったキャンプを

新しいイベントとして、11 月 13 日（日）に実施する予定としました。 

○コロナ前と比べて当会の会員数が 1 割以上減り、個人会費収入が減る中で賛助会員企業のご 

支援（賛助会費:5 千バーツ x 16 社、1 万バーツ x6 社）により、上記イベントの実施が可能と    

なっています。ここにあらためまして、賛助会員企業の皆様に感謝申し上げます。 

○感染力が非常に強い新型コロナオミクロン株 BA5 型の感染が、日本でもタイでも広がっていま

す。重症化リスクは少ないようですが、引き続き感染予防対策が必要です。タイ政府当局は、   

既に規制を大幅に緩和しましたが、非常事態宣言を 9 月末迄延長しています。 

○花や果物の写真を投稿しませんか？投稿希望の方は、題名・撮影場所・撮影者・コメント等を

添えて画像データを info@cmjpa.org まで送付ください。 

 

「チェンマイ戦没者慰霊祭のお知らせ」 

 

本年は二会場にて従来の式典形式で同時開催をさせて頂きます。新型コロナ感染防止対策に努め

る運営体制で実施しますので、当日は感染防止へのご協力も参列の皆様にお願いさせて頂きます。

ご体調が不安な場合はご無理をされないようお願い致します。 

 

◆ムーンサーン会場  

場所: ムーンサーン寺院（戦没者慰霊碑前） 

時間： 受付開始（9時） 式典（9時半～11 時） 

会場担当：086－0814093 友岡  

 

◆バーンガート会場  

場所: ﾊﾞｰﾝｶﾞｰﾄ･ｳｨﾀﾔｰｺﾑ中高校（戦病没者追悼の碑前）  

時間： 受付開始（9時 20 分） 式典（9 時 50 分～11 時） 

※式典後、希望者でランプーン戦没勇士の塔へ献花に向かいます。 

会場担当：087-0214652 乗鞍  

 

お問合せ：チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会（友岡） 

https://chiangmai-memorial.jimdofree.com/ 

メール：chiangmaimemorial@gmail.com   
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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、

参加希望者が集まりました。誠にありがとうございます。現在、8 月をめどに皆さんと集

まれる日時を検討中です。場所は、市内のフットサルコートを予定しています。引き続

き年齢・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 

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。 

 

 

7 月定例役員会報告 

 

7 月 20 日（水）18:30〜20:00 当会事務所で開催されました。(一部 Web 会議にて参加) 

○直近の会員数:308 名 

○7 月度北部日系団体会議報告 

7 月 6 日総領事館にて対面形式で行われた。 

•コロナの規制が大幅に緩和されたが、感染者は再び上昇傾向にあり、注意を要する。緊急事態宣言は、

7 月末迄延長された（その後 9 月末迄延長)。 

•タイでは大麻が解禁されたが、日本では禁止されており、帰国の際に大麻を持ち込まないよう注意。 

•日本人女性が横断歩道横断中にバイクに衝突され怪我をした。横断歩道であっても注意を要する。 

•警察官等を名乗っての詐欺が横行している。相手にしないこと。必ず誰かに相談すること。絶対にお金

を送らないこと。 

○本年度下期の活動計画、予算策定 

コロナが収束する前提で、チャリティーバザー、忘年会を予定。 

○火焔樹 8 月号原稿案の確認 

○個人情報保護法(PDPA)への対応 

•ホームページにプライバシーポリシーを掲示した。 

•新入会員から同意書（タイ国日本人会のフォーマットを使用予定）にサインを得る。 

•会員名簿の作成を行わずとも支障無し（従来から希望者のみにしか手交しておらず、希望者は殆どいな
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い）との判断から、本年度からは作成しないこととした。 

○日本人会、補習校の現状課題と対応案 

•6 月に実施された総領事館経由のアンケート結果の分析が行われた。希望に従い以下の通り実施する

ことになった。 

運動系:フットサルを 8 月から活動開始。 

イベント系:キャンプを 11 月 13 日（日）に実施。 

文化系:講演会を実施する。また、CLL のタイ語勉強会などへ当会の会員が参加出来るよう先方と打ち

合わせることになった。 

•補習校講師の欠員 2 名が解消され、8 月から通常授業に戻ることになった。 

•来年度の校舎賃料について、補習校運営委員会が貸主との交渉を開始。一定の割引が見込める。 

○8 月 15 日に行われる戦没者慰霊祭へ例年通り、3,000 バーツを寄付する。 

○当会事務所業務日時について、従来通り月、水、金の13時-16時とする。タイ政府当局の非常事態宣

言が 9 月末迄延長された事を考慮。 

 

8 月の役員会:8 月 17 日（金） 

 

管理部より 

 

登録会員数のご報告 

 

●松原 守 様  

60 才になったら 何処かの国で住もうと思っ

てまずチェンマイを選択。ロングステイ visa

取得。かれこれもう 10 年迷惑を掛けず、こ

れからも楽しみたいと思っています。 

 

●打谷 紀 様 （Elematec Thailand） 

 

●内藤 龍佑 様・ 碧 様 (Murata Electronics (Thailand) , Ltd.)  

 

●田渕 敏史 様・ 千佐子 様 (Murata Electronics (Thailand) , Ltd.)  

 

●齋藤 武志 様 

初めまして、齋藤武志と申します。チェンマイには 2021 年から滞在して今年で２年目になります。まだま

だタイ歴も浅いですが、今後ともよろしくお願いいたします。 

（7 月 20 日現在) 

 本会員 家族会員 合計 

名誉会員 1 1 2 

正規会員 264 42 306 

現在の総会員数  265 43 308 

 対前月比 +1 
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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。7 月末時点で合計 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 

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./2022 更新)  

Elematec (Thailand) Co,Ltd. （20/Jul./2022 更新) 

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

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.   (14/Jun./2022 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. (15/Jun./2022 更新) 

Fujikura Electronic Components（Thailand）Ltd. (29/Apr./2022 更新) 

Food Classic Co., Ltd. (13/Jun./2022 更新) 

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

Oriental Noise Co.,Ltd. （28/Jul./2022 更新） 

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

KANEKO SEEDS (THAILAND) CO.,LTD. （25/Juｌ./2022 更新） 

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） 

 Facebook(タイ語)： https://www.facebook.com/nekoanonecnx/ 

Waguri Co.,Ltd. (06/May/2022 新規) 
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生活部より 

 

「8 月度ハラ会のお知らせ」 

 

毎日、雨の降る鬱陶しい季節ですね。皆様お元気でお過ごしでしょうか？ 

８月は前回に引き続きハラ会は夕餉会とします。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…） 

８月のハラ会は、移転後メニューも新たな晩酌処【虎次郎】です。普段、お仕

事等でランチには、参加できない方もご参加頂けます。男性方も遠慮なく是非ご一緒に楽しみましょう… 

 

【日時】2022 年８月２４日（水曜日）18 時 30 分より 

【場所】晩酌処・虎次郎  

    137 Kamprngdin Rd, A.Muang ChiangMai   Tel : 053-449-053   

    Google map：   https://goo.gl/maps/q1JRz6wA9NM3Kutv5 

参加ご希望の方は、８月２２日（月）までに…生活部・光明和子 

（081－8822202)迄、ご連絡下さい。 

 

「山口豆腐店の予約販売」 

 

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。「とうふ工房卯の花豆腐」改め「山口豆

腐店」となりました。今後も御贔屓くださいますよう宜しくお願い致します。店名は変わりましても、変わら

ずチェンマイ産の大豆を使用し生産されている滑らかなお豆腐を会員様にお届けしてまいります。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。前回登場

の新製品「おからのハンバーグ」「おからの肉だんご 5 個入り」に続き、さらに「おからと豆腐のがんもどき」

と「おからのハンバーグ・デミグラスソース」が加わりました！是非ご賞味ください。  

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】 8 月 13 日(土)  【注文締め切り日】 8 月 08 日(月)15:00    

第 4 週 【販売日】 8 月 27 日(土)  【注文締め切り日】 8 月 22 日(月)15:00  

  

【受け渡し時間】  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】 下記のリンクまたは QR コードよりお申し込みください。  

 

Google map 
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第 2 週 https://docs.google.com/forms/d/1ij4RoUA4QZ6pobbQs1xYfvxEjTZ34V78KP1WPmdYYBw/edit  

第 4 週 https://docs.google.com/forms/d/1ZzXirCKzC8y5To2I6Gf0XxZLrDEgxBRGDxd_AaO5fGE/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。 

 

 

 

「第 23 回チェンマイ日本人会チャリティ―バザーのお知らせ」 

 

折り込みチラシを参照ください。 

 

 

運動部より 

 

第 417 回月例コンペの結果 

 

7 月 17 日（日）アルパインにて第 417 回月例コンペを開催しました。 

遥々第 417 回優勝に輝いたのは庫内さん！！ベスグロを獲得さ

れたのは松原さん。アルパインで 80 台はお見事です(グロス：86) 

今回はゴルフ場で約半年振りの反省会を行いました。次回以降も

反省会を行う予定ですので、ご都合の良い方はぜひご参加下さ

い。また、次回より個人情報保護を考慮し上位 3 位までの発表と

しますが、成績表は参加者へ別途メールするようにします。ご理

解の上、ご了承下さい。次回、第 418 回のご案内も添付しておき

ます。今後ともよろしくお願い致します。 

 

次回第 418 回月例コンペのお知らせ  

 

次回の月例コンペをハイランドゴルフ場で開催（8 月 21 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 ） E メー ル ：

goro.no.mail@gmail.com 

第 2 週注文用 第 4 週注文用 
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文化部より 

 

「HIGASHIKAWA ユースフェスフォトコンテスト 2022 の続報」  

 

2022 年度、高校生国際交流写真フェスティバルの延期を受けて開催される特別企画、「HIGASHIKAWA

ユースフェスフォトコンテスト 2022」の続報です。北海道東川町では、作品を募集していましたが、6 月 29

日に応募が締め切られました。現在、一次審査を実施しており、結果は、7 月 29 日、9:00 （日本時間） 

から、 公式 HP にて発表されます。この火焔樹が届くころには、既に発表されていることでしょう。 

また、一般の人々によるオンライン投票審査も同時に開始されます。投票の受付期間は、2022 年7 月 29

日（金）9：00～8 月 12 日（金）17：00（日本時間）です。世界中の若者たちの斬新な視点から切り取られた

作品を鑑賞してみては如何でしょうか。 

リンクを載せておきますので、詳細は公式 HP でご確認ください。 

  

HIGASHIKAWA ユースフェスフォトコンテスト 2022 https://higashikawa-youth-fest.jp/ 

 

 

 



 
  

9/14 

「花・果物の写真投稿コーナー」 

 

「題名: ドリアン（モントーン種）」 

 

撮影日:2022.5.6 、撮影場所:ミーチョーク市場 

コメント:モントーンは、「金色の枕」の意味。 

タイで最もポピュラーなドリアンです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛助会員のご紹介 

 

「TSL チェンマイ」 

 

日本人会の活動にご理解とご協力を頂いております賛助会員の企業様を順番にご紹介していきます。

今回は、TSL チェンマイ 社様です。 

 

TSL Chiang Mai はナイトバザール近くの PANTIP PLAZA の 4 階にある語学学校です。 

教育省の認可を取得しており、タイ語、英語と日本語のカリキュラムを有しております。 現在、4 名の  

スタッフと３０名の先生が在籍しております。生徒数は約 400 名、世界 50 カ国以上の生徒さんがタイ語、

英語または日本語を学んでいる国際色豊かな語学学校です。 

  弊職は約 4 年前から当校を経営させていただいており

ます。日本人は当方一人のみで先生とスタッフはすべて

タイ人の方です。 

  日本人の生徒さんも 1 割、約４０名程度、当校でタイ語

または英語を学習しています。当校の教育ビザコースは

ユニークで週３日が語学のグループレッスンで毎週土曜

日がカルチャークラスとして、様々なアクティビティを開催

しています。毎回 30 名程度の生徒さんがタイの文化、伝

統工芸、名所旧跡や市場訪問、時にはタイ料理づくり、 
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ムエタイ、タイ舞踊体験などを楽しんでいます。これらはすべて Facebook でご案内しております。一回

300 バーツで、どなたでも参加可能です。英語の良いレッスンにもなりますし、チェンマイ在住の日本人以

外の新しい友人と多数知り合うことができます。 

  カルチャークラスの様子： 

１）ソンクランイベント https://youtu.be/0qkKR0DHRZo  

２）ムエタイ体験 https://youtu.be/EzQBe7HJDzg  

３）ココナッツマーケット訪問 https://youtu.be/vYFQFEtvmxg  

４）エレファントプープーパーク https://youtu.be/dXIddlrTpiU  

５）カオニャオマムアンづくり https://youtu.be/0qkKR0DHRZo  

６）モン族の村訪問 https://youtu.be/4W0RskGbeLY  

  ぜひ TSL Chiang Mai の YouTube channel を覗いていただき、カルチャークラスや先生紹介、タイ語、

英語の無料レッスンのビデオをご覧になってみてください。チェンマイにお住まいになられているご家族

のお子様も多数、英語またはタイ語を当校で学習されています。これからの時代、Native level の英語力

は必須になってくると思われます。ぜひお気軽に tslchiangmai@gmail.com に日本語でお問い合わせいた

だければ幸いです。 

日本人会を通して貢献したいこととして、「語学学習を通じて日本人コミュニティーに貢献させていただ

きたい」と考えております。また毎月教育ビザによる日本人の留学生も当校に来られているので、チェン

マイ在住の日本人の方とのﾈｯﾄﾜｰｸづくりのお手伝いを今後、力を入れていきたいと考えております。 

 

住所：    152/1, Pantip Plaza Chiang Mai, 4th Floor, Changklan Rd, 50100  

E mail：    tslchiangmai@gmail.com  
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Website：   https://tslchiangmai.com/  

Youtube チャンネル： https://www.youtube.com/channel/UCp2cJ4XGbV_3_RkYjI_H8Dw  

Facebook：   https://web.facebook.com/TSLChiangMai/?_rdc= &_rdr  

営業時間：  10:00～17:00 (土曜日のみ 10:00-16:00) 

定休日：    毎週日曜日 

お問合せ先:  096-926-4016  

 

 

50B/人で満足！いい店見つけた！ 

 

「バミー・ギャオ・メーン」 

บะหมเีกยีว แมน(ワンタンラーメン他） 

 

ナワラット橋からチェンマイ駅に向かうジャルンムアン通りを駅に向

かって 400m ほど進むと、サンパコーイ市場に向かう信号があり、そ

こからさらに 150m ほど直進した左手にあるバミー屋さんです。最近

この界隈は新しいおしゃれなお店が増えてきていますが、ここは昔

からある屋台。夕方歩道に屋台を出しているので、見つけやすいで

しょう。すぐ後ろのタウンハウス店内で座って食べられます。フロー

ラルコンドミニアムから近いので、ご存じの方も多いのでは。優しい

お味のバミー・ギャオ・クン（海老ワンタンラーメン）は 1 杯 50B です

（メニューに併記の 60B との差は、麺の量とのこと）。営業時間は

17:00 分から深夜 2:00 まで。 

 

住所：   Wat Ket, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50000 

Google map: https://goo.gl/maps/iw7gyXdwETSzg1Ra8  

営業時間： 17:00～02:00（予告なく変更になることがあります。） 

定休日：   なし  
Google map 
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チェンマイ近郊遊び場紹介 

 

「ปานแฟน Rock n' River」 

 

新企画として、チェンマイ近郊の遊び場を紹介していきます。家族連れやお友達同士で遊びに行けそう

な場所をご紹介。皆さんのおすすめのスポットがあれば、ご連絡くださいね。 

今回は、少し郊外に向かって「ปานแฟน(パーンフェーン) Rock n' River」をご紹介します。クワン川沿いの

レストランです。セントラルフェスティバルの交差点から 118 号線を 44 ㎞ほどドイサケット方面に進んだと

ころにあります。途中右折してドイサケット温泉方面に向かうこともできます。バイクや自転車のツーリン

グを楽しんだ後の休憩場所としてもよく利用されていますよ。 

 

雨季は、写真より水量が多いかもしれませんが、暑い日は水遊びをしている人もたくさんいます。タイ料

理の他にスパゲッティなどの軽食もあります。値段も良心的。店の反対側の川岸にはピクニック気分でゴ

ザを広げるお客さんもたくさん見受けられました。少し離れたところに放牧中の水牛が見えたり、のんび

りとした雰囲気で休日の気分転換にお勧めです。 

 

住所：    79 Soi BanMaeKhaNoi 6, T.Pa Daet, A.Muang Chiang Mai  

Google map： https://goo.gl/maps/y3B7jyLY2yotSSTJA  

電話：    096-794-5649   営業時間： 08:30～18:00 定休日なし  

ツーリングにも 

おすすめ 

Google map 
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チェンマイ子ども会より 

 

7 月度の活動  

 

長らくお休みしていた子ども会ですが、7 月は久々に活動しました。

絵本の読み聞かせや手遊び歌、塗り絵をしたあとは、屋外に移動

して追いかけっこ。参加者のお兄ちゃんも一緒に遊んでくれて、人

数が少ないながらも楽しく活動できました。 

本年度は、日本人会会員は無料でご参加いただけます。みなさん

のご参加をお待ちしています！ 

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@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  hoshukocnxarai@gmail.com 
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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（7 月）」「優待店制度加盟店一覧（2021 年 4 月 1 日付）」 

生活部より 「山口豆腐店予約販売商品リスト兼注文フォーム」 

     「第 23 回チェンマイ日本人会チャリティーバザーのお知らせ」 

運動部より「第 418 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 「日本語教師の募集ほか」  

タイタタミ社より 「畳製品のご案内」  

オリエンタルメディア社より「オリエンタルメディア・サービス一覧」「タイのフルーツを日本に贈りま

せんか？」 

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」  

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」「ねこのたまご」 

WAGURI 社より「内田クレペリン検査のご案内」 

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。 


