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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ましたが、引き続き拡大防止のため、 

10 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。 

☆ 10 月度のお休み ☆  

24 日(月) チュラロンコン大王祭り振替  
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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」 

     ＊個人情報保護のため Website には掲載いたしておりません。 

小学 1 年作文「おかしかったこと、なあに」「ぼくたち・わたしたちのようかい」 

「びっくりしたとき、どんなとき」「ぼくたち・わたしたちの虫」 

 

 

事務局からのお知らせ 

  

○タイ国家感染症委員会は、10 月 1 日より新型コロナ感染症を「危険な感染症」から「監視

すべき感染症」へ危険度を引き下げます。これは、依然として感染拡大しているが、重傷者や

死亡者が減少している為の措置ですが、新種の株(BA2.75)による感染の再拡大も懸念されて

おり、引き続きご注意ください。 

○先月の集中豪雨により、タイ北部でも一部地域で河川の氾濫が発生しています。チェンマイ

では、2011 年以降ピン川の氾濫による洪水は発生していませんが、水位が上がっており、今

後の気象状況によっては、危険度が増すことが考えられます。お住まいの地区の過去の浸水状

況を把握するとともに、いざという時の対応を準備しておいてください。 

○今年のロイカトーン祭りは、11 月 7 日〜9 日に行われます。9 日には、山車のパレードが 3

年ぶりに行われ、日本の山車も参加しますが、新型コロナ感染予防の為、例年の様に邦人が山

車の前後でパレードすることは、行いませんのでご注意ください。 

○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。 

 

 

「SAKE NIGHT～日本酒利き酒会～の報告」 
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9/6(火)にモーヴェンピック スリウォンホテル チェンマイにて「SAKE NIGHT～日本酒利き酒会～」を

開催致しました。当日はタイ・アメリカ・ヨーロッパ・そして日本人ら総勢 60 名にご参加頂きました。グ

ローバルな集まりを通して、日本文化の PR、飲食業界・観光業界におけるコロナ禍からの復活を支

援する良い 機会になったと思います。ご参加い

ただいた皆さま、ありがとうございました！！ 

 

ミニコンサートと題して、ゲスト出演していただいた歌手の Rili.様、素晴らしい歌声をチェンマイで届け

て下さりありがとうございました！！子供さんと並んでも変わりない 145 ㎝という身長からはとても想

像できない声量を併せ持ち、会場は大盛り上がりでした♪ 

また当イベントの後、Rili.さんからも御礼のメッセージもいただきました。 

「先日は、大変お世話になりました！とても素敵な時間を過ごさせていただき、心から感謝しておりま

す。まだまだ未熟ではございますが、精一杯歌で心を届けられるよう、これからも精進してまいります

ので、今後ともご声援の程何卒宜しくお願い致します。チェンマイで素敵な方々に出会えて、最高の

誕生月になりました。来年もチェンマイで、皆様にお会いできます事、心から願っております。本当に

ありがとうございました。」 Rili. 
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今後も大人・お子さん問わず家族みんなで楽しめるイベントも企画していきますので、是非ご期待、

ご参加のほど宜しくお願い致します。 

 

 

 

会員の皆様より 

 

ついにフットサル実施しました！ 

 

9/25(日)にチェンマイ日本人会で初めてフットサルを開催致しました。当日は 10 代(5 年生) から 50

代、女性 2 名、経験者・未経験者合わせて総勢 15 名にご参加頂きました。紅白戦では、和気あいあ

いとしつつも白熱した戦いもでき、良い汗をかく事ができました。ご参加頂いたみなさま、ありがとうご

ざいました！！今後は基本的に月 2 回開催予定です。詳細は「フットサル スケジュール」を確認下

さい。 
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フットサル参加者募集 

 

10 月,11 月は下記の通り、月 2 回のペースで活動する予定です。人数が集まらない場合、中止とし

ますので積極的にご参加お願い致します。12 月以降も確定次第、ご連絡致します。 

 

日時： 10/13 (木) 9:00 - 11:00    10/22 (土) 9:00 - 11:00 

11/12 (土) 9:00 - 11:00  11/27 (日) 9:00 - 11:00 

場所： All Star Arena（仮） https://goo.gl/maps/cWTTfHFkwdW5ctpr6  

 

チェンマイ日本人会では引き続き、一緒にフットサルを楽しんでみよう！というメンバーを老若男女、

年齢、経験、日本人会員・非会員を問わずに募集します。大人と活動できるようなお子様もご参加頂

けます (目安 : 小学生高学年以上)  

 

【フットサル担当 野村】 

連絡先メール : jin-nomura@kyocera.co.th または info@cmjpa.org  

連絡先 LINE ID：nomjinjin 

 

【新規】 ランニング・バスケット参加者募集！！ 

 

・ランニング 

・バスケットボール 

をやってみたい会員の方はいませんでしょうか？ 

 

ランニングは夫婦で 3-4 年しており、毎年チェンマイマラソンや CMU マラソンなどの大会にエントリー
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しています。日々のトレーニングをグループで走る事によって更なる記録挑戦やモチベーションを上

げたいと思っています。週一程度チェンマイ大学やパヤップ大学に集まり一緒に走っていただけるよ

うな方がいたらと思います。 

 

バスケットボールは趣味で 4 年ほどしております。普段は週 4 ほどタイ人に混ざって草バスケットと

言った感じですが、補習校の中でも子供や大人の中にバスケットをしてみたい、昔やっていたけどタ

イではやる機会がないという声も聞かれ、どこかで取りまとめていただき一緒にやる機会が有ればと

思いました。 

こちらは元プロムナーダ隣の JUMP アリーナなどでまずは一度集まった方同士での試合や練習がで

きればと思います。人数が足りなければ私のバスケ仲間に来てもらっての対戦なども可能かと思い

ます。 

 

様々なスポーツや文化体験でチェンマイの日々がより良いものになりますようご助力いただければ

幸いです。以上ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月定例役員会報告 

 

9 月 21 日（水）日本人会事務所で開催されました。主な議題は以下の通りでした。 

○直近の会員数の確認: 307 名 

○9 月度北部日系団体協議会報告 

•11 月に開催されるロイカトーン祭りで、山車のパレードが 3 年ぶりに行われ、総領事館として日本の

山車を出す。新型コロナ感染予防の為、日系団体による山車の前後でのパレードは実施せず、タイ

人学生のみでパレードを行う。 

•外務省からの派遣員の瀧川さんが 2 年の任期を終え帰国する。後任は米口さん。 

•新型コロナ感染症について、タイでは規制が緩和されているが、新種の株(BA2.75)も出て来ており、

引き続き注意が必要。 

•チェンマイ市内で、邦人が暴行被害に遭う件が 2 件あった。飲食店で飲食の後、会計時に法外な金

額を請求をされ、手持ちの金額を支払ったが、不足額の支払いを求められて暴行を加えられたもの。

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。   
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この様な被害に遭わないよう、節度をわきまえた飲酒を心がけ、深夜時間帯に出歩かないよう注意

が必要。 

•タイ北部でも過去、地震や洪水の自然災害が発生している。いざという時に備えて、「家具を固定す

る」「非常食の準備をしておく」「非常時の連絡手段を確保しておく」等の備えをお願いする。 

○8 月度会計報告:特に問題無し。 

○9 月 6 日に開催された利酒会報告：参加者 60 名、900 バーツの黒字。日本から来られた Rili. さん

の歌も好評で、皆さんで楽しむことが出来た。 

○10 月 30 日（日）開催予定のチャリティーバザーの件：今年は、コロナも未だ収まっていないので、

縁日は行わずバザーに専念する。今後状況を鑑みて、縁日のような楽しい企画を再度行いたい。 

○11 月 20 日（日）開催予定の補習校運動会の準備に関して：3 年ぶりに開催される。運動会に参加

する全ての人に ATK 検査結果の提出をお願いする。競技中は、マスクの着用無し。会場内の密を

避ける為、各家庭の保護者は 2 名まで。大勢で行う競技は、密にならないよう人数を減らして行う。

例年通り、病院の救急車と看護師を手配する。 

○火焔樹 10 月号の原稿案の確認：席上配布資料により確認された。 

○日本人会、補習校の現状課題と対応案:今回が 5 回目の論議となった。「文化部」を「コミュニティ

ー部」に名称変更し、その活動を通じて現地に根ざしている会員の協力をもらいながら、日本人会の

活性化を目指す案が、事務局長から提示された。本件に関し会員の理解も必要であり、今後時間を

かけて検討することになった。 

 

次回役員会:10 月 19 日（水） 

 

 

 

 

管理部より 

 

登録会員数のご報告 

 

●小松 利一 様   

  

●小山 充紀 様  

  

●佐藤 里紗 様 

（Dara Academy） 

はじめまして佐藤里紗と申します。5 月

末にチェンマイに参りました。楽しくチェンマイで過ごせたらと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

（8 月 17 日現在) 

 本会員 家族会員 合計 

名誉会員 1 1 2 

正規会員 260  45 305 

現在の総会員数  261 46 307 

 対前月比 ＋1 
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●伊東 潤一 様 （Hitachi Astemo Lamphun Ltd,） 

 

●坊 知洋 様・ 有未加 様 (Murata Electronics (Thailand) , Ltd.)  

 

 

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。9 月末時点で合計 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） 

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

Thai Tatami Products Co.,Ltd.  （04/Aug./2022 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) 

 

 

生活部より 

 

「9 月お食事会のご報告」 

 

なんと…昨年３月に開催して以来コロナ禍の為中止となっていました生活部のお食事会が 9 月 21

日(水) 18 ヶ月振りに復活しました！ 

 

D2 ホテルの美味しい飲茶を総勢 28 名で頂きました。久し振りにお顔が見れた方もいらっしゃいまし

たが…ほとんどの方が既に本帰国されており… メンバーも一新のお食事会で来る 10 月末に開催

予定の   チャリティーバザーの簡単な打ち合わせを済ませました。フレッシュな生活部の皆さんの

今後の活躍が楽しみです。 

 

「10 月度ハラ会のお知らせ」 

 

毎日雨模様の鬱陶しいお天気が続いていますが皆様、お元気でお過ごしでしょうか？ 

10 月度のハラ会のお知らせです。10 月のハラ会は、チャリティーバザーの下準備後、行います。 

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”（腹が減っては戦も出来ず…） 

10 月のハラ会は、コスパの良い・日本料理店 ”家族亭”にて、開催致します。 

 

【日時】 2022 年 10 月 11 日（火曜日）12 時 00 分より 
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【場所】 家族亭（日本人会・事務所のあるビル） 

       https://goo.gl/maps/ZZ7wZvtmn8jkuJCY7  

        Tel : 053-277-7593  

 

参加ご希望の方は、10 月 7 日（金）までに…生活部・光明和子（081－8822202)迄、ご連絡下さい。 

 

「有機栽培コーヒー等の予約販売のお知らせ」 

 

2022 年度 2 回目の有機栽培ルンアルン・コーヒーの予約販売を行いました。現在までに 10,000B の

ご注文をお受けしました。ありがとうございました。10 月 1 日の講演会の日に商品の受け渡しとなり

ます。 

 

「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、バンコク高島屋での販売も開始いたしました。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の滑らかなお豆腐を

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。冷凍保存が可能な 「おからのハンバーグ」「おからの肉だんご

5 個入り」「おからのハンバーグ・デミグラスソース」「おからと豆腐のがんもどき」が加わりました！

「おからのチーズケーキ」も甘すぎず良いお味です。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】 10 月 08 日(土)  【注文締め切り日】 10 月 03 日(月)15:00  

  

第 4 週 【販売日】 10 月 22 日(土)  【注文締め切り日】 10 月 17 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。  

 

第 2 週  https://docs.google.com/forms/d/1XRdrsM0pX3LXVEcDKIMjUixgqGSMJ-DGHwrfM8NpByU/edit  

第 4 週   https://docs.google.com/forms/d/19hEJIcJHkhwhcrD2hnvIy5k_Wsvgs4DE8RWczb4FRjo/edit 

 

 

 

 

 第 4 週注文用 第 2 週注文用 
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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」 

 

恒例となりましたチャリティーバザーを 10 月 30 日（日）に開催致します。当会会員のご家庭や有志

の  企業様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・家具等の寄付等をお願い致します。このチャリティーバザーの売り上げ

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。 

*例年縁日のように屋台やゲームコーナーも併設しておりましたが、今年はコロナ感染を考慮しまし

て 本来のチャリティーバザーのみとさせて頂きます。また、人数制限は行ないませんが、マスク無し

での入場不可とします。 

 

【日時】 2022 年 10 月 30 日（日） 

【場所】 LeDta'wan 1 階広場（日本人会・事務所のあるビル） 

Google map ： https://goo.gl/maps/iaA5gQ6DMtxHLzs97  

 

 

 

 

運動部より 

 

第 419 回月例コンペの結果 

 

9 月 18 日（日）ノースヒルゴルフ場にて第 419 回月例

コンペを開催しました。天気も暑くなくみなさん気持ち

良くプレーできたと思います。遥々第 419 回優勝に輝

いたのは田邊さん！！優勝及びベスグロも獲得され

ました。おめでとうございます。 

今回は 12 名の参加となりました。次回も多くのご参

加をお待ちしております。次回第 420 回のご案内も

添付しておきます。今後とも宜しくお願い致します。 
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次回第 420 回月例コンペのお知らせ  

 

次回の月例コンペをガッサンパノラマゴルフ場で開催（10 月 16 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 

 

 

文化部より 

 

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

 

各受賞作品が発表されました。タイから応募し、最終候補に残っていた 2 作品は、団体部門、個人部

門で、それぞれ、ひがしかわ観光協会賞を獲得しています。その他、ミャンマーをはじめ、アジア各

国から多くの作品が選ばれています。 

公式 HP では、コロナの閉塞感を払拭させてくれるような素晴らしい作品が、鑑賞できます。リンクを

貼っておきますので、是非一を訪れてみて下さい。 

来年の大会では、是非、オンサイトでの開催となってほしいですね。 

来年度の開催概要については、追ってお知らせいたします。 

 

ひがしかわ観光協会賞(個人) 

https://higashikawa-youth-fest.jp/awards.html 
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Title: 人生 / Life 

  

Country/Areas: タイ王国 / Thailand  School name: BHSOH ラーニングセンター 

Student Name: カン ボ ボ  

 

ひがしかわ観光協会賞 (団体)  https://higashikawa-youth-fest.jp/awards_group.html  

Title:融合の魅了 / Fusion charm 

      

Country/Areas: タイ王国     School name: ソーイダーオ ウィタヤー学校  

Student Name1: ファコーン・スアウタイ   Student Name2: ナンプロイ・トゥンナンソアン  

Student Name3: ニローボン・スドワナー 

広報部より 
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「チェンマイ日本人会公式 SNS の開設について」 

 

チェンマイ日本人会の公式 Line に続き、公式インスタグラムを開設しました。 

公式 LINE は、「非承認」から「承認済み」にステイタスを変更しましたので、アプリ内検索にもヒットす

る ようになっております。 

現在、チェンマイ日本人会として以下の SNS を運用中です。友だち登録/フォローをお願い致します。 

  

公式 LINE ID  ：@829kjyyc あるいは チェンマイ日本人会で検索 

公式 Facebook ：@chiangmaijapanese あるいは チェンマイ日本人会で検索  

公式 Instagram ：ユーザーネーム chiangmai_nihonjinkai あるいは チェンマイ 日本人会で検索 

 

 

 

 

 

 

 

「花・果物の写真投稿コーナー」 

 

「題名: シクンシ（使君子）」 

 

撮影日:：022.9 月 7 日 

撮影場所：ランプーン県工業団地内  

コメント: 房状に咲く花は、白から濃淡のピンクへとグ

ラ デーションがあるため華やかです。つる性のため

アーチを作ったり、屋根を覆って遮光効果をねらった

りして植えられていることが多いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛助会員のご紹介 
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「Nippon Express Logistics (Thailand) Co, Ltd. （NX タイロジスティクス株式会社）」 

 

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、Nippon Express Logistics (Thailand) Co, Ltd. 社様です。 

日本通運グループは、ＮＸへ。 

 

新たにグループブランド「NX」を導入し、当社グループ名も「日本通運グループ」から「NX グループ」

へと刷新しました。当社グループは 1937 年の創設以来、物流を通じて人、企業、地域を結び、社会の発

展に貢献することで、日本から世界へと事業を拡大してまいりました。今後もこの使命は変わることは

ありません。新しいブランドの下、グループの力を結集し、自らを進化させ続け、物流から新たな価値

を創造することに挑戦し続けてまいります。 

グループ各社の多彩なサービスとネットワークを駆使して、お客様の輸送ニーズにマッチしたベストソ

リューションを提供致します。 

企業メッセージである「We Find the Way」の下、お客様の物流パートナーでありたいとの思いで取り

組んでおります。物流全般のご相談事がございましたら是非お気軽にお声がけ下さい。 

 

会社名 NX タイロジスティクス株式会社 

NIPPON EXPRESS LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 
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代表者 奥平 幸三 

 

事業内容 国際航空貨物、海運貨物、ロジスティクス/倉庫保管、クロスボーダー/国内トラ

ック輸送、据付、国際/国内引越およびこれらに関連する業務 

 

取扱品目 ・国際航空輸送 

・海上貨物輸送 

・輸出入通関業務 

・倉庫保管／ロジスティクス業務 

・クロスボーダートラック輸送 

・設備据付工事 

・海外引越・国内引越・事務所移転 

 

本社 2032 3rd Floor, 4th Floor, Italthai Tower, New Petchburi Road, Bangkapi, 

Huai Khwang, Bangkok 10310 

Thailand 

電話番号 02-080-7555 

FAX 02-080-7556 

 

チェンマイ支店 176 Moo 4, Tumbol Banklang, Amphur Muang, Lamphun 51000 

Thailand 

電話番号 053-582-151/2 

FAX 053-582-153 

E-MAIL : NELT-cnx-sales@nipponexpress.com 

 

ウェブサイト http://www.nipponexpress.co.th/ 

 

YouTube 

公式チャンネル 

https://www.youtube.com/c/nittsu 

 

設立日 １９９１年５月２０日 

 

資本金 THB 1,520,000,000 

 

親会社 日本通運株式会社 

〒101-8647 東京都千代田区神田和泉町 2 番地 

03-5801-1111（代表） 

http://www.nittsu.co.jp/ 
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従業員数 1,777 名 （2022 年 7 月現在） 

 

 

  

►タイ国内 NX グループ ►事業内容 

NX タイロジスティクス株式会社 

【NIPPON EXPRESS LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.】 
国際航空貨物、海運貨物、ロジスティクス/倉庫保管、 

クロスボーダー/国内トラック輸送、据付、国際/国

内引越およびこれらに関連する業務 
 

NX タイエンジニアリング株式会社 

【NIPPON EXPRESS ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD.】 重量品輸送、建設 

NX 商事タイ株式会社 

【NX SHOJI (THAILAND) CO.,LTD.】 

梱包、調達物流、JIT 搬入、梱包/輸送付帯業務、梱

包資材販売、トレーディングサポートサービス 

日通 NEC ロジスティクスタイ株式会社 

【Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co.,Ltd.】 

輸出入業務代行事業、国際輸送事業（航空。海上）、 

倉庫配送事業、電子部品取扱業務、代理購買/販売

(BOI-IPO)事業、他 
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50B/人で満足！いい店見つけた！ 

 

「クルッオーチャー・カオマンガイ」 

กฤษโอชาขา้วมนัไก่ (ขา้งBig C ลําพูน)（カオマンガイ） 

 

ランプーンの工業団地近くにあるビッグ C のそばにあるカオマンガイ屋さん、通称「カオマンガイ

BigC」。スーパーハイウェイをチェンマイ方面から来るとビッグ C の交差点を右折して 200m 入った右

側になります。店内は一般的なタイの食堂風で、一人でぶらりと食事に来ているローカルの方もちら

ほら。Grab と Panda のライダーがひっきりなしにやって来ていて、お店は大繁盛のようです。 

そして気になる 50 バーツのカオマンガイは、写真の通りごはんが見えないほどのトッピングで頂けま

す！ホルモンなし・レバーのみなど選べます。10 食以上のご注文の場合、会社まで届けてくれるそう

です。（ランプーン工業団地付近）  

 

住所： Unnamed Road Ban Klang, Mueang Lamphun District, Lamphun  

Google map: https://goo.gl/maps/YAae2RFcjEMSdPHh8  

電話： 053-582-267  

営業時間： 07:00～14:00    定休日：   なし  

 

 

チェンマイ近郊遊び場紹介 

 

「Jangle Adventure Park 内 Surf House Plus」 

 

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。 

今回は何と！ 山に囲まれたチェンマイでサーフィンしてみませんか？？というお誘いから。 

今回おすすめするのは、Jangle Adventure Park 内にある「Surf House Plus」です。 

Google map 
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この遊び場は今年にオープンしたばかりの施設で、Wave Boarding というサーフィン感覚のエクストリ

ームスポーツを楽しめます。もちろんスタッフはプロのライダーで初心者・経験者問わず丁寧に教え

てくれます。また小さいお子さんでもボディーボードも常備してあるので、存分に楽しめると思いま

す！ 

時間指定は事前予約がスムーズで、電話または Facebook のメッセンジャーから可能です。(英語も

しくはタイ語) 

 

住所： Khun Khong Rd., Hang Dong District, Chiang Mai 50230 

Google Map:  https://goo.gl/maps/sJ5e8jLXYwqCWDtC6  

道中は少し狭いですが車での移動をオススメします。牛の看板が目印です。 

North Hill Chiang Mai Golf のすぐ傍です。 

施設連絡先： 092-865-9933 (管理人)  089-262-3939(受付) 

料金： 午前 10 時～午後 3 時までの間 平日  500THB/hr/人  土日祝 600THB/hr/人 

      午後 16 時～午後 22 時までの間 平日  650THB/hr/人 土日祝 750THB/hr/人 

営業日:毎日 8:30-22:00 

年齢制限：4 歳以上 

用具の貸し出し： ウェーブサーフボード、ボディボード 

持ち物：水着、タオル、ラッシュガード(もしくは T シャツ等

の上着あると擦れるリスクは減ります。) 

 

飲み物や軽食は持ち込んでも大丈夫ですが、隣にショッ

プもあり、タイ飯・ドリンクは購入できます。 

更衣室もあり、綺麗なシャワールーム、トイレも完備され

ています。 

 

備考：その他アトラクション(アスレチックやゴーカート、ロ

ーラーコースター等)もあり、大人も子供も一日楽しめる

施設に なっています。是非♪ 



 
  

20/23 

チェンマイ子ども会より 

 

9 月度の活動 「お月見」  

 

9 月はお月見にちなんだ工作をしました。少し難しい

工作でしたが、ハサミを上手に使ってススキを作って

いましたよ。 

その他にも、お月見にまつわるお話をビデオで見た

り、みんなで歌を歌ったりしました。 

チェンマイ子ども会では、絵本の読み聞かせや工作、

ゲームなどを通して、子どもたちの交流を行っていま

す。 

本年度は、日本人会会員は無料でご参加いただけ

ます。 

 

入会や見学をご希望される方は、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 



 
  

23/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 420 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」  

オリエンタルメディア社より 「スマホ・タブレット・PCサポート」 

「タイのﾌﾙｰﾂを日本に贈りませんか？」 

「日本のテレビBBinfo」 

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」 

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」  

タイタタミ社より 「畳製品のご案内」  

 

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。 


