TPA Newsletter

Vol.83 July - August 2020
平素よりTPA・JTECSに格別のご支援･ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
泰日経済技術振興協会(TPA) 日本語ニュースレター “TPA Newsletter” 7月– 8月号を
お届けいたします。今後とも、変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げます。

TPA ACTIVITY REPORT

最近の活動
マハー・チャクリー・シリントーン王女に謁見

2020年6月16日、Thep Rattanawet Chanukun Foundation団体に寄付をするため、スラパン・メックナーウィン会長をはじめTPA
幹部及び「第26回目TPAロボットコンテスト2019」の組織委員会がマハー・チャクリー・シリントーン王女に拝謁いたしました。
また、TPAロボットコンテスト2019決勝大会の優勝チームも王女に拝謁し、マハー・チャクリー・シリントーン王女殿下杯を授与されました。

TPA語学学校・セミナー再開のためのCOVID-19感染拡大予防
TPAでは厳格な感染予防に努め、学生の皆様、講師、セミナー参加者、職員を含む
すべての方に安全な場所となるよう管理の徹底をしております。
7月からのTPA語学学校開校とセミナー再開のためのCOVID-19感染拡大予防ガイド
ラインについて以下にお知らせします。
✧政府の要求に応じてTPAの出入時に、QRコードの読み取り、または用紙に個人情報
を記入して登録
✧清掃道具を毎日アルコール消毒し、定期的に各室の清掃及び換気を行う
✧各階には消毒用アルコールを用意
✧学生の皆様、講師、職員、セミナー参加者、サービス担当者は、室内で常に医療用
マスクまたは布製マスクを着用しなければならないなど
TPAは、皆様、従業員および関係者の方々の安全を確保するため、最善の努力を続けて
まいります。
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INTRODUCTION OF TPA ACTIVITY

TPA活動紹介：付属語学学校
タイ語コミュニケーションオンラインコース ～全48時間～
会話中心の新しいタイ語コース：いろいろな場面で簡単な日常会話ができるようになりたい。気楽に勉強したいという方におススメ！
今回の新テキストを使用したコースでは、明確な文法説明はせず、普段の生活のように会話等を聞き、意味を推測し、自分なりにルールを
発見するという形で授業を展開します。さらに、学習は文字を見ながら練習するのではなく、聞き取った会話から単語や文のパターンをピック
アップして練習します。教室内に外の世界と同様の環境を作って授業を行っていきます。
受講場所を問わないオンライン授業でタイ語を勉強しませんか？
✦ 会場：オンライン授業は Zoom のアプリケーションを使用
✦ 人数：各コース4～10人
受講期間

コード

受講日

時間

受講期間

受講料

時間数

TQ01-S004AZ

月～金

9:00 – 11:00

2020年7月13日～8月17日

10,400

2 時間/24回

TQ01-S005HZ

日

9:00 – 11:00

2020年7月12日～12月20日

10,400

2 時間/24回

13:00 – 15:00

2020年7月20日～9月14日

10,400

2 時間/24回

TQ01-S006BZ 月・水・金

タイ人向け日本語クラス
みんなの日本語 「話す・聞く・読む・書く」 ： タイ人・日本人が教えるオンライン日本語コース
基本を未習の方、またはオンラインで復習したい方、最大48時間教えます!!!
試験で60％の得点で合格し、証明書を発行。日本語のひらがなとカタカナの書き方練習。
文法、漢字、日本で使える会話を学ぼう!!
✦ 会場：オンライン授業は Zoom のアプリケーションを使用

✦ 人数：各コース 8～12名
✦ お申し込み方法：ウエブサイトより直接お申し込み下さい。
http://slc.tpa.or.th/training/apphome.asp
受講期間
コード

受講日

時間

受講期間

受講料

時間数

JB01-20-S008DZ

火・木

19:00 – 21:00

7月14日～9月29日

5,600

48時間

JB01-20-S009FZ

土

9:00 – 12:20

7月11日～9月26日

5,800

48時間

JB01-20-S010HZ

日

9:00 – 12:20

7月19日～10月4日

5,800

48時間

＊受講料、教科書代は含まれておりません。（教科書代は530バーツ位）
*上記以外のコースや企業出張授業も承っております。日本語でお気軽にお問い合わせ下さい。
★お問い合わせ先★
Tel. 0-2258-0320 タイ語・日本語コース：内線 1652, 1640～1643
Eメール：thschool@tpa.or.th
Home Page：http://www.tpa.or.th/slc
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TPA ANNOUNCEMENT

日本人対象 セミナー・研修のご案内
タイ人安全管理担当者と一緒に学ぶ Covid-19 で変わる工場の厳しい安全対策コース
現在世界中で猛威を振るうコロナウイルス(COVID-19)。在タイ日系企業の製造現場では今後どのような安全対応等策をとるべきか。
当弊協会で3,500名以上の在タイ日本人管理者を対象に、安全管理者講習や安全指導を行ってきたタイ労働福祉局認定講師が、
タイ政府の安全対策方針も含めてご紹介します。

*講義はタイ語から日本語への逐次通訳で行います。
日時：７月14日（火）、13:00 ～ 16.30（13時受付開始）
会場：オンラインのみ開催
受講料金：TPA/JCC会員 2,140 THB / 一般 2,461 THB

日本人・タイ人対象 2020年7月・８月 セミナーのご案内
日程

コード

コース名

7月8日 (水)・9日 (木)

E20SH004J

安全管理者講習（労働福祉局認定講習）

7 月9 日 (木）

A20SH145P

タイ人対象: クロスカルチャー⑤Working spirit by Japanese way

７月14日（火）

E20SH001JL

NEW!! Covid-19 で変わる工場の厳しい安全対策

7月15日 (水)・16日 (木)

E20SH009J

安全管理者講習（労働福祉局認定講習）

7 月21 日 (火）

A20SH006J

7月22日 (水)・23日 (木)

E20SH010J

7月29日 (水)

E20SH011J

7月29日 (水)・30日 (木)

E20SH021J

安全管理者講習（労働福祉局認定講習）

8月5日 (水)・6日 (木)

E20SH003J

安全衛生職場環境委員会セミナー（労働福祉局認定講習)

8 月14 日 (金）

A20SH114P

タイ人対象: クロスカルチャー②Japanese Business Manner

8 月25 日 (火）

A20H008J

開催場所
ジャスミン シティ ホテル
スクンビット ソイ23
泰日経済技術振興協会
パタナカーン新館 ソイ18

※Onlineのみ開催

ジャスミン シティ ホテル
スクンビット ソイ23

対面講義・オンライン同時開催

泰日経済技術振興協会

タイ輸出入セミナー①【入門編】 ~ 国際貿易の基礎 インコタームズ ~

パタナカーン新館 ソイ18

安全管理者講習（労働福祉局認定講習）

ジャスミン シティ ホテル
スクンビット ソイ23

対面講義・オンライン同時開催

泰日経済技術振興協会

ISO 45001 : 2018入門と要求事項解説セミナー

パタナカーン新館 ソイ18

対面講義・オンライン同時開催
タイ輸出入セミナー②【実務基礎編】
~ EEC地域、フリーゾーン タイ国内の貿易制度 ~

ジャスミン シティ ホテル
スクンビット ソイ23
ジャスミン シティ ホテル
スクンビット ソイ23

泰日経済技術振興協会
パタナカーン新館 ソイ18
泰日経済技術振興協会
パタナカーン新館 ソイ18

★お問い合わせ先★ 研修部担当：笹嶋, Tel：02-717-3000-29 (内線 754), E-mail: japanese.course@tpa.or.th
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TPA NOTICE

TPAお知らせ
最近、新型コロナウイルス感染症の報道などにより、赤外線放射温度計のお問合せが増えております。
特に、ヒトに対する体温測定ができるかどうかのお問合せ、工業計測機器/実験器具校正・検査サービスを数多くいただいております。
このようなお問合せがあります折、以下のように赤外線温度計の使い方をお知らせいたします。
★濃厚接触を避けるため少なくとも1 メートル以上距離を取る
★測定距離 : 5～15cm, 測定精度 ：+- 0.3℃, 測定範囲 ：35℃ ～42.5℃
★必ず手洗い・マスクを着用
★校正証明書を確認
詳しい使い方は、Link: https://www.facebook.com/tpa.or.th/
TPAの工業計測機器/実験器具校正・検査サービス部は、工業計測機器、医療機器及び実験器具の検査・校正サービスを実施。
お問い合わせ：Tel. 02-717-3000 内線 82、Home Page：www.tpa.or.th/ce
@tpa.or.th
@tpaline

☆在タイ日本人のための日・タイクロスカルチャー講座 (第65回)☆ 【病院】
（本講座はTPA書籍「日本 クロスカルチャー タイ」から内容を一部抜粋しています）
バンコクでは、株式会社形態で、完全なビジネスとして営業している私立病院をたくさん見かける。こうした病院
は、便利な場所に建てられ、専門の医者がおり、最新の器具が置かれ、英語や日本語の通訳サービスも完備
されている。病院内部も、ホテルと見間違うほどの綺麗なロビーと病室が備えられており、日本の有名な病院に
比べても、格段に豪華な上、綺麗で清潔である。また、医者も24時間常駐しており、いつ行っても親切な診療

を受けられる。
日本の病院のように、朝は何時までに受付、そして長く待たされた上に診察は数分で終わり、といったことはなく、
サービスは非常に良い。また、希望すれば、英語、日本語の話せる医者や通訳、各外国語通訳なども用意して
もらえ、こうした外国人に対する言語や通訳のサービスの充実は、日本の病院や医者には考えられないことだ。
診察費や治療費は、一般のタイ人の収入と比べると高いものの、欧米諸国に比較するとまだかなり安いため、外国からこうした私立病院に

治療を受けにやってくるケースも結構あるようだ。
医者は社会的にも名誉な職業であり、収入も良いため、優秀な学生が医学部を選ぶケースが多く、そのため、タイ
の病院の質と技術は大きく向上してきている。タイ政府も、国をこの地域のメディカルサービスセンターにするために
支援政策を掲げており、近い将来には最新の設備を備えた私立病院がもっと出来ることであろう。

編集・発行
泰日経済技術振興協会（タイ語略称：ソーソートー）
Website: http://www.tpa.or.th
お問い合わせ：Tel. 0-2258-0320 内線 1913(Ms.Wenika), tpajapanese@tpa.or.th
スクンビット本館（スクンビットソイ２９）
5-7 Sukhumvit Soi29, Bangkok 10110 Tel. 0-2258-0320 Fax. 0-2662-1017
パタナカーン新館（パタナカーンソイ１８）
534/4 Pattanakarn Soi18, Bangkok 10250 Tel. 0 -2717-3000 Fax. 0-2719-9481
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