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事務局事務局事務局事務局からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

    

● 花祭りも終わり、日中かなり暑くなり

はじめて来ております中、皆さまいかが

お過ごしでしょうか。 

 

● ホームページを開設いたしました。

ＵＲＬは www.cmjpa.org です。まだまだ

未熟な状態ですが、皆さまのご意見をも

とに構成していければと考えております。

リンクなども含めてご意見お待ちいたし

ております。 

 

● ２月１６日に意見交換会が開催され

ました。詳細報告は、広報部からしてい

ただきますが、次回は、３月１６日（火）に

午後６時（１８時）から日本人会事務所に

て予定しております。参加をお考えの方

は、事前にご連絡いただけますと幸甚で

す。 

 

● 意見交換会において連絡をしっかり

するようにとのご意見を多くいただいてお

ります。確実に皆さまに情報をお伝えす

るべく努力をしておりますが、電子メール

アドレスや住所などの変更がございまし

たら、早急に事務局までお知らせいただ

きますよう、お願いいたします。 
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在在在在ﾁｪﾝﾏｲﾁｪﾝﾏｲﾁｪﾝﾏｲﾁｪﾝﾏｲ日本国総領事館日本国総領事館日本国総領事館日本国総領事館よりよりよりより    

 

総領事館総領事館総領事館総領事館のののの査証窓口受付時間査証窓口受付時間査証窓口受付時間査証窓口受付時間のののの変更変更変更変更

についてについてについてについて    

 

２０１０年３月１日より午前の「査証窓口

受付時間」を、８：３０～１１：３０ （現行：

～１２：００）に変更致します。なお、変更

は査証の受付のみで、その他の証明・

旅券・在留届・戸籍・国籍・在外選挙等

の窓口受付時間については、従来通り

（８：３０～１２：００）で変更はありません。 

      

 

 

00002222 月定例役員会報告月定例役員会報告月定例役員会報告月定例役員会報告    

 

2010 年 02 月 20 日、チェンマイ日本人

会事務所にて 02 月度の役員会が行わ

れた。（事務所で行なう初の役員会と

なった。）主な議案は以下の通り。 

 

● 2222 月月月月 3333 日日日日にににに行行行行われたわれたわれたわれた北部日系団体北部日系団体北部日系団体北部日系団体

協議会協議会協議会協議会についてについてについてについて    

今年のランナー・ジープン交流祭は 11

月 19 日(金)～22 日(月)にチェンマイ

をはじめとする北部9県で開催される。

チェンマイのロイクラトーン祭りは

11 月 20 日(土)～22 日(月)の予定。恒

例の盆踊りは 28 日に実施の見込み。

ロイクラトーンと盆踊りが続くと大

変ではないか？という意見もあるが

今後調整・検討していく。また同時期

に他の行事もある（バザーなど）ので

あわせて検討が必要。会長からは 11

月第4週にソフトボール大会を実施す

る方向性であること、役員からは役員

会とは別に実行委員会を立ち上げて

対応したらどうか等の意見が出た。 

 

● ホームページについて 

チェンマイ日本人会のホームページの

準備が整いつつある。 

組織図および分担、入会手続き、お問

い合わせ、所在地、年間予定表、火焔

樹バックナンバーなどのページを用意。

またトピックスのページでは、○○○参

加者募集、参加したイベントの報告など

を載せていく予定。リンク、広告掲載、ID

管理の必要性などについて今後検討し

ていく。 

費用については、立上げ時に専門業者

に 2 万バーツ支払う。メンテナンスの期

間は未定だが、１～２年くらいは使えるの

では、とのこと。 

 

● 火焔樹火焔樹火焔樹火焔樹 2222 月号同封月号同封月号同封月号同封ののののｱﾝｹｰﾄｱﾝｹｰﾄｱﾝｹｰﾄｱﾝｹｰﾄ進捗進捗進捗進捗にににに

ついてついてついてついて        

役員会当日現在 15 名からの回答有り。

引き続き提出を待つ。会長からﾒｰﾙでの

再依頼を行う事となった。 

 

● 会員会員会員会員へのへのへのへの広報連絡方法広報連絡方法広報連絡方法広報連絡方法（（（（担当担当担当担当））））のののの変変変変

更更更更にににについてついてついてついて    

今後は大切な連絡・依頼は荘司から、日

系企業協議会は広報部清水氏から、団

地以外の企業に所属していない人には

生活支援部光明氏から連絡する旨、会

長から提案があった。 

日系企業協議会へは、協議会事務局へ

依頼し、そこから加盟各社代表へ連絡し

てもらうこととなるが、この方法について
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は今度検討が必要。 

 

● 会員証の発行について 

クラブタイランドに問い合わせたところ、

“ファイルメーカー”というソフトを使って

いるとのこと。クレジットカーﾄﾞなどのよう

なﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸのカードする場合、カーﾄﾞ本

体を纏め買いする必要があるため、見積

もりを取ることになった。現在会員番号管

理はおこなっていないので、カード発行

にあたり会員番号の付与が必要になる。 

 

●●●●今今今今事務所設置事務所設置事務所設置事務所設置ののののコピーコピーコピーコピー機機機機にににに関関関関してしてしてして    

引き続き調査を行なっているが、コピ

ー機よりも事務所移転が先との意見

があり、購入は見送りとなった。 

 

●次回次回次回次回のののの定例役員会定例役員会定例役員会定例役員会            

3 月 17 日(水)に実施することが決定。 

 

各部各部各部各部からのからのからのからの報告報告報告報告    

【会計部】 特になし。 

【運動部】 2 月の月例コンペは 21 日開

催予定。参加申し込みは現在 27 名。今

後、運動部長の所属する田中プレシジョ

ン様が”年間”を通して段取り常任幹事

を行う。運動部長の古川氏が 4 月 1 日付

で帰任のため、後任は同社宮田氏が引

き継ぐ。 

【教育部】 2 月 13 日に第 4 回運営委員

会が開催された。補習校規程の見直し

をしている。来年度の新 1 年生の面接が

あり 4 名が入学の予定。予算に関しては、

外務省からの補助金が激減したことによ

り、大幅な赤字の見込み。 

【厚生部】 特になし。 

【生活支援部】 「ご飯食べの会（仮称）

改め“ハラ会”」を継続している。3 月 24

日にお食事会を実施予定。（「生活支援

部より」参照） 

【文化部】 7 月に厚生部と合同で講習

会を計画中。内容は救急法や蘇生法な

ど。9 月に補習校の生徒を対象とした農

業体験の企画を検討中。工場見学との

兼ね合いが要検討。 

【接待部】 2 月 19 日マコーミック病院が

新病棟の開設に関連して事務所を訪問

予定。25 日 御茶ノ水大学学生が事務

所を訪問予定。26 日長浜市議会議員が

事務所を訪問予定。 

【登記部】 なし。 

【広報部】 読みやすくするため 3 月号よ

り火焔樹の紙面の装丁を 2 段組に変更。

また内容の充実のため、投稿規程・折込

チラシの条件などの見直しをホームペー

ジとの関連性を考慮しながら行う。 

 

 

新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介    

    

☆ 佐藤明憲様  

(NAMIKI PRECISION (THAILAND) CO., LTD.)  

☆ 熊谷隆行様 

(NAMIKI PRECISION (THAILAND) CO., LTD.) 

☆ 植木俊雄様  

(NAMIKI PRECISION (THAILAND) CO., LTD.) 

☆ 直田聡一郎 ・ 未紀様 

(THAI NJR CO., LTD.) 

未だ若輩者ではありますが、嫁共々宜

しくお願いします。 
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本 

会員 

家族 

会員 
合計 

--- 0 0 0 名誉名誉名誉名誉    

会員会員会員会員            

日系企業 208 28 236 正規正規正規正規    

会員会員会員会員    個人 70 25 95 

現在現在現在現在のののの総会員数総会員数総会員数総会員数    331331331331    

(02月17日現在) 

 

生活支援生活支援生活支援生活支援部部部部よりよりよりより    

    

婦人部より名称を改めて、本年度初の 

恒例”お食事会”のお知らせです。    

旧婦人部の有志の方達が集まりハラを

割って話する会”ハラ会”の御報告もさせ

て頂きます。是非、お集まり下さい。 

  

記 

日時： 2010 年 3 月 24 日（水）  

11:30 より（受付開始 11:10） 

場所： シャングリラ・ホテル  

ロビーフロアー Kad Kafe 

参加費 ：お一人＠300 バーツ 

（199Ｂ++のブッフェですが コ-ヒ- Or 

紅茶をプラスして税金・サ-ビス込みで交

渉しました。） 

  

 ご婦人に拘りませんので御夫婦で御参

加してみませんか？ 

参加ご希望の方は、3 月 21 日（日）迄に

光明和子（081-8822202) 

もしくは・・・komyo@thaijp.net まで、ご連

絡下さい。お待ちしております。 

 

 

厚生部厚生部厚生部厚生部よりよりよりより    

    

 今月も、チェンマイの医療機関でご勤

務されております日本人通訳の皆様から

お寄せいただく健康・生活関連情報を掲

載させていただきます。第 24 回目の今

回は、ラジャヴェー チェンマイ病院の小

泉幸季さんからお寄せいただきました

「知覚過敏」に関するお話です。 

 歯の痛み＝虫歯、というわけではない

ようです。美味しいタイ料理を味わうため

にも、歯の病気には注意するようにした

いですね。    

『『『『知覚過敏知覚過敏知覚過敏知覚過敏についてについてについてについて』』』』    

 虫歯があるわけではないのに、冷たい

水を飲んだり、歯ブラシが歯に当たった

りした時に歯がしみることはありません

か？その痛みが歯に刺激があった時だ

けの一時的な痛みであれば、それは知

覚過敏かもしれません。 以下のような時

に歯が一時的に痛んだりしみたりした場

合には、知覚過敏が疑われます。 

• 冷たいまたは熱いものを口にした

とき 

• 甘いものや酸っぱいものを口に

入れたとき 

• 冷たい空気や風に触れたとき 

• 歯みがきで歯ブラシをあてたとき 

• 歯と歯ぐきの境目を爪で押したと

き 

 

 知覚過敏は見た目ではわかりにくいの

で、痛みで初めて気づくことが多いでしょ
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う。それでは、知覚過敏の痛みはどのよ

うにして起こるのでしょうか。 

 

 歯の表面の硬いエナメル質の層のシタ

ニハ象牙質があります。象牙質の中には、

象牙細管という細い管が歯の神経に向

かって通っています。その神経に向かう

管のカバーの役割を果たしていたエナメ

ル質がなくなると、象牙細管が露出して、

外からの刺激が歯の神経に直接伝わり

ます。虫歯でなくとも、象牙質が直接刺

激にさらされる状態になれば、歯はしみ

て痛みを感じます。これが知覚過敏です。 

 知覚過敏になる原因は、基本的には

歯や歯ぐきがすり減ってしまうことだと考

えられています。例えば不適切な歯みが

きや歯ぎしりなどがあげられます。最近

では「酸蝕歯」も原因のひとつと言われま

す。酸蝕歯とは、フルーツやドレッシング、

赤ワインなどに含まれる“酸”によって、

歯が溶け出してしまった状態です。この

酸蝕歯になると、不適切な歯みがきなど

をしなくても歯の表面が削れていきま

す。 

 

 知覚過敏は自然に治る病気ではない

そうです。痛みに慣れてしまうと、治った

ように思いがちですが、これはただ単に

痛みに対する感覚が鈍くなっただけとの

こと。時間がたてば、今度はより強い痛

みが襲ってきたり、痛みが起こるペース

が早まったりするでしょう。また、知覚過

敏になっている部分は、歯ブラシがあた

るだけで痛みを感じてしまうので、その部

分を避けて歯みがきをするようになって

いきます。そうすると、その部分には歯垢

がたまっていき、その結果、知覚過敏の

部分から虫歯になりやすくなってしまっ

たり、歯周病になったりすることもありま

す。 

それでは、知

覚過敏になって

しまった場合、ど

うすればよいの

でしょうか。 

症状が軽い場

合は、毎日使う

歯みがき剤を硝酸カリウム（potassium 

nitrate）配合のものにしてみるのもひとつ

の方法です。硝酸カリウムが保護膜を作

り、痛みから守ってくれる働きがあります。 

 歯科医院で行う治療法としては、専用

の薬を使って患部をコーティングしたり、

レジンなどの修復剤で外からの刺激を遮

断したりして、知覚過敏の痛みに対処す

る方法などがあります。 

 

 また、知覚過敏だと思っていても、実は

虫歯や歯周病が原因となっていることも

あります。本当は歯に虫歯の穴が開いて

いて、水がしみている場合もあります。歯

周病になっていて、本来であれば歯肉

の中に隠れているはずの歯の根元が露

出し、歯がしみやすくなることもあるでしょ

う。また、歯周病で歯肉が腫れていても

しみやすくなります 

 

 歯と歯ぐきを傷めない歯みがき方法を

改めて見直すためにも、自分の知覚過

敏の原因は何か、症状がどの程度まで

進んでいるのかをチェックするためにも、

歯が痛んだりしみたりしたら、まずは歯科
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医院で診てもらうのがよいでしょう。 

 

参考にしたお話： 

ラジャヴェーチェンマイ病院  

パッタラワン・ワイクルアン歯科医師 

 

話題については、会員の皆様からの

ご要望にもお応えしていきたいと考えて

おります。ご要望・ご意見等々ございまし

た ら 、 日 本 人 会 の 事 務 所 も し く は 、

E-mail アドレスまでお寄せいただければ

と思います。 

 

 

 

 

 

運動運動運動運動部部部部よりよりよりより    

    

2 月 21 日にチェンマイハイランズゴルフ

場にて第 319 回月例コンペを開催。ゲス

ト参加 6 名（初参加 3 名）となり前回に引

き続き多くの新人の方にご参加頂いた。 

参加人数は前回18名に比べて、27名で

7 組によるコンペで盛り上がりを見せた。 

優勝はアウト 42、イン 39、グロス 81、ネッ

ト 71 で角田さんが見事優勝。ベストグロ

ス賞は 79 で前回優勝の河津さんが受

賞。 

第 320 回月例コンペはメイジョーゴルフ

場にて開催予定。参加者がもっと参加し

やすいように段取り幹事を運動部にて行

うので振るってご参加ください。 
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補習補習補習補習校校校校よりよりよりより    

 

今回は中学２年生の３名です。 

それぞれに思い出を書いてくれました。 

女の子らしい観点を持ち、優しい表現で

書けています。 

    

春春春春のののの思思思思いいいい出出出出                        

中学中学中学中学２２２２年年年年    田中翔子田中翔子田中翔子田中翔子    

 

私は生まれてからいつも祖父と兄と一緒

でした。タイに引っ越す前、祖父と兄と一

緒に毎日家の近くの公園と墓地を散歩し

ていました。その公園と墓地は今でも心

の中に残っています。 

小さい頃よく、祖父と兄とたんぽぽの花を

吹いて遊んでいました。私はたんぽぽを

吹くのが大好きです。三人でよくたんぽ

ぽ探しをしました。誰が一番多くたんぽ

ぽを見つけることができるかというゲーム

です。その頃私は６歳くらいだったので、

あまり覚えていませんが、楽しかったと思

います。 

たんぽぽは桜の花と一緒で春に咲きま

す。春は祖父が一番好きな季節です。 

「春は暖かい季節だ」と祖父はよく言って

いました。私は祖父の「暖かい季節」とい

う言葉の意味を気温が暖かいということ

だと思っていましたが、ちょっと違ったよう

です。 

公園は墓地の中にあるので、とても小さ

いです。墓地の中には通路があります。

その通路に沿って桜の木が植えてありま

す。春になると桜の花が咲いて、すごくき

れいです。タイに引っ越してから、毎年

春に日本に行きます。そして、毎年家族

みんなで桜の木と一緒に記念写真を撮

ります。 

祖父は散歩が好きだったので、よく上野

公園まで散歩していました。祖父は毎年

上野動物園へ連れて行ってくれました。

私は動物園に行くのが面倒くさかったの

ですが、せっかく誘ってくれたので、どう

しても行かなければなりませんでした。今

では、一緒に動物園に行った時の祖父

の優しい笑顔がなぜかいつも心の中に

残っています。 

春に一度、祖父はたんぽぽの話をしてく

れたことがあります。 

「人間の人生は春の花のようなものだ」と

言っていました。その頃私はその言葉の

意味が分かりませんでした。 

何ヶ月かが過ぎて、祖父は癌で亡くなり

ました。 

「人間の人生は春の

花のようなものだ」と

いう祖父の言葉の意

味を私は父に聞いて

みました。 

「人間の人生は春の

花のように美しいもの

だ」と父は言いました。 

 この言葉は祖父からのメッセージみた

いでした。でも、私は悲しくなんかありま

せん。春が来ると、祖父のようにいつも笑

えますから。 

 

忘忘忘忘れられないれられないれられないれられない思思思思いいいい出出出出        

中学中学中学中学２２２２年年年年    高橋由希高橋由希高橋由希高橋由希    

 

私は２００７年にインターナショナルスクー
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ルからタイの学校に転校しました。今の

学校とインターナショナルスクールの違

いはたくさんあります。その１つがスカウト

キャンプです。 

今の学校へ転校してきて、一番最初の

思い出がその初めてのスカウトキャンプ

でした。中学生３００人以上が参加する、

スカウト授業の活動の１つです。今年が

初めてという事で、何も知らない私でした

が、友達や先輩たちと楽しむことが出来

たので、一生忘れられない思い出になり

ました。 

キャンプ当日は大雨で、キャンプ場に行

くことができなかったので、とてもがっかり

しました。朝はそれぞれの班に分かれて

色んな事をしました。昼は中学生全員で

昼ごはんを食べました。 

先生は私たちを先

に食堂まで移動さ

せたので、私たち

はテーブルの席に

座って先輩たちが

来るのをおとなしく

待っていました。後から先輩たちが移動

してきて、私たちの前の席に座りました。 

「何だろう？」と思いました。 

先輩たちに対する私の正直な印象は、

「自分勝手」で「後輩たちをばかにする」

という感じでした。 

「お皿とスプーンを取りに来てください」と

先生が言いました。 

私がお皿とスプーンを取りに行こうと思っ

たその時、 

「皆はここに座って待ってて」と言って、

四人の先輩たちは立ち上がり、お皿とス

プーンを取りに行きました。 

「優しいなあ」とその時私は思いました。 

「ご飯がもっと欲しい時は言ってね」と、

戻ってきた先輩たちがご飯とおかずを分

けながら優しく言ってくれました。 

私はその言葉に甘えて、ご飯をおかわり

しました。でも、実を言うと、おかずの味

があまり口に合わなかったので、少し無

理して食べることになってしまったのです

が。 

食事が終わると、今度は私たちがお皿を

洗う番です。自分達と先輩たちのお皿を

持って洗いに行きました。 

次の日は快晴でした。キャンプ場へ行く

ことが出来たので、嬉しいという気持ちも

あったし、また、面倒くさいという気持ちも

ありました。でも、キャンプ場でのアクティ

ビティーは泥水だらけで、びしょ濡れに

なったけど、とても楽しかったです。 

キャンプの最後の最大イベントはキャン

プファイヤーでした。各クラスが劇を演じ

ました。皆はもらったそれぞれの役を楽

しく演じていました。しかし、私は変な衣

装に着せ替えられて、とても恥ずかしい

思いをしました。 

今回のキャンプに参加して良かったこと

は、友達や先輩たちと前よりもっと仲良く

なれたことです。今では、毎日学校で友

達や後輩たちと一緒にワイワイ遊んだり、

先輩たちとよく話し合ったりしているので、

学校に行くのが毎日楽しみです。 

 

忘忘忘忘れられないれられないれられないれられない思思思思いいいい出出出出    

中学中学中学中学２２２２年年年年    山田珠允美山田珠允美山田珠允美山田珠允美    

 

去年の十月頃に諏訪愛さんと諏訪さん

のご家族の方がチェンマイに遊びに来ま
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した。諏訪さんは補習校

の小学課程を修了後、お

父さんの急な転勤のため、

香港に引っ越すことにな

りました。 

一年振りに会った私たちはロビンソンに

行くことにしました。補習校が終わった後

で、私の父が車でロビンソンまで送ってく

れました。 

私たちは何をしようかと悩むこともなく、

最初にプリクラを撮るために写真屋さん

のところまで速足で歩いていきました。そ

の後、諏訪さんがアイスクリーム屋を見つ

けたので、アイスクリームを買いました。ト

ッピングも何もないアイスクリームでした

が、二人で食べるとなぜか美味しく感じ

ました。 

私は今回諏訪さんに会って、以前と一つ

変わったことに気付きました。それはお

互いに遠慮をし合うことです。きっとそれ

は、一緒にいられなくなったので、親しく

なくなってくるのではないかと思いまし

た。 

最初、私たちは映画を見る予定でしたが、

他に何か一緒に出来ることを話し合った

結果、映画を見ることは中止にしました。

その代わりに、お茶をしたり、本屋で立ち

読みをしたりしました。 

本当に楽しい時間でした。友達がタイま

で遊びに来てくれたことは一度もなかっ

たので、とてもうれしかったです。本当は

毎年会いたいのですが、休みの時期が

違うので、会えないのが残念です。 

あの時の楽しい時間は今でも忘れられま

せん。 

 

趣味趣味趣味趣味のののの広場広場広場広場    

 

今月号からの新コーナーです。 

このコーナーでは、会員の皆様から趣味

や余暇活動に関する情報やコラムなどを

募集し随時掲載していきます。  

趣味の活動報告や、耳寄り情報、サーク

ルメンバー募集など、どしどしお寄せ下

さい。 

    ●●●●第一回目第一回目第一回目第一回目●●●● 

「「「「コンサートライブコンサートライブコンサートライブコンサートライブ観賞観賞観賞観賞のののの勧勧勧勧めめめめ」」」」 

私の趣味は洋楽です。有名なアーティス

トが来るとバンコクまで足を伸ばしコンサ

ートを見に行きます。コンサートライブを

生で観賞することは一生の思い出となり

ます。DVD や CD とは価値観が全く違い

ます。今までタイで見たコンサートは「エ

ルトンジョン」「イーグルス」「スコーピオン

ズ」「サンタナ」「イングヴェイマルムスティ

ーン」「マライヤキャリー」「ロッドスチュワ

ート」「「エリッククラプトン」「エアサプライ」

「マイケルシェンカー」などなど。結構大

物外タレがタイに来ます。チェンマイにも

「ケニーG」や「CCR（雨を見たかい）」が

来たことがあります。 

5 月 14 日には「ディープパープル」が 2

度目の来タイコンサートがバンコクで開

催されます。2002 年のライブは私も観賞

しました。来タイメンバーは黄金第 2 期メ

ンバーのイアンギラン（Vo),ロジャーグロ

ーバー（B)、イアンペイス（Dｒ）とスティー
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ブモース（G)と元レインボーのドンエイリ

ー（Key)だそうです。 

 

調べてみると、チェ

ンマイやバンコクで

結構色々なコンサ

ートやライブが開

催されていますの

で皆様も是非観賞されてみてはいかが

ですか？ 

（投稿者 荘司） 

 

 

広報部広報部広報部広報部よりよりよりより    

 

①①①①     第第第第２２２２回意見交換会回意見交換会回意見交換会回意見交換会についてについてについてについて    

2 月 16 日 18:00 より日本人会で 2 回目

の意見交換会が開催され、荘司会長は

じめとして 8 名（会員 3、役員 5）が集い活

発な意見交換がなされました。 

まず会長から話がありました。「新任挨拶

のとおり、今は会員主役の会にしたいの

で、今後は広報に力を入れる。E ﾒｰﾙを

活用した会員各位への連

絡は担当を決め分担。重

要事項の連絡・依頼は会

長から行う。先行して団地

には調査票を回したが、説

明が足らず、一部からは悪用するので

は？と思われてしまったのは反省点。今

後は “日本人会イコール役員だけで決

めている”というイメージを払拭し、“日本

人会は交流の場”というイメージ造りをし

たい。たとえば、会員・非会員を問わな

い趣味のクラブ活動 etc.の創設など。シ

ンガポールの日本人会の例では、非会

員も所属するソフトボールチームがある

が年１回の大会は日本人会主催で実施

しているとのこと。」とのことでした。 

これに対し参加者からの意見は以下の

通りでした。 

● 新会長の就任の挨拶は、新しいもの

を創ろう！という意欲が満ちている。 

● 現実には根本的に日本人会の知名

度は低い。ﾁｪﾝﾏｲ県内に２,０００人、

北部タイでは３,０００人以上の在留邦

人がいるとのことなので、会長交代の

この時期にその在留邦人３,０００人に

日本人会が存在し、これから皆さんに

ために働きたい旨を知らせることが先

決。在留邦人全員への告知方法とし

ては総領事館のデータベースを利用

させてもらい、E メール・FAX・郵便で

情報を流す。 

● １年間１,２００バーツの会費について、

１ヶ月１００バーツ。１日３．３バーツ。３．

３バーツは微々たる金額なのだが、そ

れでも、月に１回ペラペラの火焔樹が

届くだけでは馬鹿馬鹿しいので家族

会員はやめさせた…という話よく聞く。 

● 新体制下での実績を積みながら、１

～２年間は会員募集を控え、行事へ

の参加は会員・非会員関わらず日本

人なら可としてはどうか。 

 

また、会長からは「タイ国に貢献に関して

意見は？」という問いかけに対し、会員

からのご意見は、 

● “日本人会”という看板を背負ったか

らには、ここに暮らす日本人のために、

互助会のような機能を作るべき。 

● 最近亡くなったランプーン在住元日
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本兵の方が建てた）日本人戦没者慰

霊塔について。遺族の方が管理され

ていると思うが、礼節をわきまえてお参

りさせていただくのがいいのでは。個

人的にお地蔵様を各地に奉納してい

る。 

● 補習校の子供とタイの現地の子供と

の交流をしたらどうか。ここで育つうえ

で、良い思い出になる。 

 

その他の意見としては、 

●1,200B の一括払いはしんどい。その

都度実費払いは可能か？ 

●自分にやれることはやりたいと思って

いる。事務所番など。日本人が亡くな

ってそれをタイ人の女性に知らせても

らっても無視するような会ではだめ。 

●交代で店番をするのもいいが、質問が

来たときに下手なことはいえないので、

カチッとした人でないと… 

●事務所について、具体的に何をすると

ころなのかわからない。本が読める、

VCD 借りられるなどあればよい。借り

ていって隣の喫茶店で読めるなど。 

●（役員より）今ある行事の実行は形が

出来上がっているから、大変ではない。

実際は日タイ親善ゴルフぐらいの規模

になると 30 人くらいの人が関わってい

る。まとめやすいので各企業の総務担

当者に頼みがちであるため、それが外

から見えにくい。 

●“入りやすい日本人会”にするために

は二―ズを分けるべき。CLL さんは比

較的年代揃っているので嗜好・趣味

が似ておりニーズが集中する。だから、

まとまっていて楽しそうに見える。日本

人会はもっと幅が広い 20 代から上は

80 代までのニーズがある。それを一斉

に満たそうとするから難しいので、分

割して検討すればいいのではない

か？ゴルフが好きな会員ならそれだけ

のために入会するのでもいい。医療講

演会に興味がある

ならそれでもいい。

総領事館の医務官

を呼べるなんて日

本人会ならでは。 

 

・・・今回も貴重なご意見を多数頂きまし

た。実際の話し合いは、情報交換的な意

味合いも強く、紙面では書ききれないほ

どの密度でした。 

この記事に対するご意見・ご感想などあ

りましたら、是非御連絡ください。 

次回の会合は、3 月 16 日(火)18 時から

です。夜は参加しにくいというご意見も一

部頂いておりますが、始まったばかりな

ので、しばらくこの時間帯で継続させて

いただきたいと考えております。ご理解ご

協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

②②②②    ごはんごはんごはんごはん食食食食べのべのべのべの会会会会（（（（仮称仮称仮称仮称））））    第第第第 2222 回回回回のごのごのごのご

報告報告報告報告    

2 月 3 日（水）、ニマンヘミンの地中海料

理レストラン「Su Casa」にて、第 2 回ごは

ん食べの会（仮称）を開催しました。それ

ぞれが自分の好きなタパス（スペインの

小皿料理）と、スープまたはサラダ、デザ

ートやコーヒーを選び、ゆっくり食べなが

らお話ができました。選ぶのに迷ってし

まうくらい種類が豊富で、「何を食べても

おいしい」と予約を入れてくださった佐保
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さんの言葉どおり、どれもおいしくてまた

足を運びたいお店でした。 

前回のこの会で、出されたアイデアと日

本人会年間活動計画をもとに、今年度、

私たちでも無理なく協力できそうな行事

を考えながら意見を出し合いました。日

本人会の生活支援部、文化部など各部

の担当者が役員一人だけという現状から、

いろいろな行事を実施するときにマンパ

ワー不足が問題だそうです。「こういうこと

をやってほしい」「これをやりたい」「こん

なことができる」という方がいたら、とりあ

えずこの「ハラ会」で該当しそうな各部の

担当者にその方をご紹介し、該当する部

と協力して行事を進めていってはどうか

という意見も出されました。 

出席者：田中さん、相良さん、荻田さん、

橘内さん、永井さん、谷口さん、清水さん、

光明さん、佐保さん、木嶋さん （今回の

書記サポーター：木嶋さん、佐保さん） 

  

以下、今回の会で話し合われた内容で

す。 

  ＜会のネーミング＞ 

 この会のネーミングは、「まずはハラご

しらえ」＝「おいしいものを食べる」、「ハ

ラを割って話す」＝「本音でみんなが自

由に話し合う」から、「ハラ会」となりまし

た。 

  ＜ハラ会の開催システム＞  

 こういう会を無理なく続けていくために、

毎回同じ人が幹事や書記をするのでは

なく、「次回やってもいいわ」という方にロ

ーテーションでお願

いすることになりまし

た。 

次回は、橘内さんと荻田さんが幹事、相

良さんが書記を引き受けてくださいます。

場所選びに困ったら、谷口さんからお勧

めのお店を教えてもらうこともできます。

各自の負担にならないように、みんなで

相談しながら楽しく進めて行きたいと思

います。 

 ＜今年の活動予定＞ 

(1)子供の医療に関する講演会 

・子供の医療でタイと日本との違いで戸

惑うことや、予防接種の相談、発育や言

葉の発達について、専門家を招いて講

演会＆健康相談などを実施してほしい。

⇒厚生部、生活支援部共同開催という

形で役員会で相談してもらう。 

(2)動物園の清掃 

・タイ社会への貢献と、家族全員で参加

でき、清掃の後は動物園に残って遊べる

という企画を実施してはどうだろうか。 

⇒文化部、生活支援部共同開催という

形で役員会で相談してもらう。 

  ただし、動物園清掃よりもバザーを家

族みんなで参加できる行事にした方がよ

いのではないかという声も「ハラ会」後の

メールで上がっています。この意見はもう

一度、次回の「ハラ会」で話し合いたいと

思います。 

 

（３）日本人戦没者慰霊塔清掃 

日本人戦没者のことは北タイと日本との

歴史として心に留めておかねばならない

ことだが、思想的にも微妙な問題でもあ

ること、日本人会としての立場で取り上げ

るべき活動かどうかという疑問も出て、

「ハラ会」の活動としては特に取り上げな

いということになりました。 
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 「ハラ会」としてよりも、日本人会の有志

等で話し合っていただくのがよいのでは

ないかという意見もでています。 

 

  無理なく少しずつ何か進めて行こうと

いうことで、今回はとりあえず上記の具体

案を日本人会役員会で話してもらい、決

定後は「私、手伝えますよ〜」という人た

ちが集まってチームを組んで担当部と話

し合いながら、実現に向けて準備してい

くのがよいのではないかということになり

ました。 

 

毎回出席しなければいけない会でもなく、

みなさんの自由意志で参加していただき、

参加者みんなでサポートし合う。 

そして女性たちのニーズやアイデアで

「これ、やりたい」「こういう活動が必要」と

いうことを、みんなで実現に向けて楽しく

準備する。 

そういう会にできたらいいなあと思ってい

ますので、「ちょっとのぞいてみようかな」

とか「子育てのこと、困っていること、興味

のあることなど気軽に話せる場がほしい

なあ」と思って いる方は、どうぞお気軽

にいらしてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜次回の予定＞ 

次回は 3 月 5 日（金）12 時から 14 時ごろ

まで、ニマンヘミン通り soi13 の北ﾀｲ料理

店”Tong“（TEL: 053-894-701)です。参

加費は＠150B 程度、専用駐車場はあり

ませんが平日の昼間なので、近隣の路

上で大丈夫だと思います。定員 10 名程

度を予定しています。 

参加ご希望の方は、 

光明和子（081-8822202) もしくはEﾒｰﾙ 

komyo@thaijp.net まで、ご連絡下さい。

お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報部では、出来る限り会員の皆様・

各部の活動現場を訪問し、火焔樹を

通じて皆様にお伝えしていきたいと思

います。また、会員の皆様の中で他の

会員の皆様にもお知らせしたいお役立

情報などがありましたら是非広報部ま

でお知らせください。 
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【【【【旧旧旧旧】】】】    日本人会会費振込先日本人会会費振込先日本人会会費振込先日本人会会費振込先    

銀行     ：  SIAM COMMERCIAL BANK 

支店      ：  NORTH INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND BRANCH 

口座番号  ：  ７９９－２３２５８３－５ 

口座名   ：   MR. HIDEAKI NAKA (CHIANG MAI JAPANESE ASSOCIATION)  

年会費額  ：  ご本人様 １，２００ﾊﾞｰﾂ（１００ﾊﾞｰﾂ X12 ヶ月） 

          ご家族様   ６００ﾊﾞｰﾂ（ ５０ﾊﾞｰﾂ X12 ヶ月） 

【【【【新新新新】】】】    日本人会会費振込先日本人会会費振込先日本人会会費振込先日本人会会費振込先    

銀行     ：  BANGKOK BANK 

支店      ：  CHIANG MAI SRIDONCHAI ROAD BRANCH  

口座番号  ：  ７180034386 

口座名   ：   CHIANG MAI JAPANESE ASSOCIATION  

年会費額  ：  ご本人様 １，２００ﾊﾞｰﾂ（１００ﾊﾞｰﾂ X12 ヶ月） 

          ご家族様   ６００ﾊﾞｰﾂ（ ５０ﾊﾞｰﾂ X12 ヶ月） 

今月号今月号今月号今月号のののの折折折折りりりり込込込込みみみみ内容内容内容内容    

クラブタイランド ツーリストカーﾄﾞのご案内  

＊ 日本人会会費の振込先に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。 

【会計担当者が変わりました。】 

会計担当   ： 中村  

日本人会事務局： 08-9266-0091 及び japanesecnx@gmail.com 

チェンマイチェンマイチェンマイチェンマイ日本人会会員日本人会会員日本人会会員日本人会会員デーデーデーデータタタタ変更変更変更変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ 

会員の方で住所等が変更になった場合は、下記の用紙にて事務局までご連絡をお願い致します。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 切り取ってお使いください - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
To: 事務局 Mr.Junji Taniguchi 
電話番号: 08-9266-0091   FAX: 0-5320-6979 

    郵送 C9/99 Sridonchai Rd. T.Changklan, A.Muang Chiangmai 50100  


