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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    

 

雨季に入り、蒸し暑い日が続いたりして

おりますが、皆さまいかがお過ごしでしょ

うか。 

 

●先月号にて事務所の「店番」をお願い

したい旨の連絡をいたしましたが、どな

たからも連絡をいただいておりませんと

ころ引き続きお願いいたします。 

 

「店番」は基本的に事務所に来訪される

方々に対しての応対、会員の方々が会

費などをお支払いに来られる際の応対

が中心となります。例年、オンシーズン

といわれる１１月から２月において来訪

される方が多く、チェンマイでの生活事

情を中心に伺われます。少人数の方よ

りも多くの方が担当していただけますと

「日替わり」にて店番をしていただけるこ

ととなり、負担も少なくなります。また、店

番をお願いいただく方々のご都合にあ

わせての開設時間の設定も行います。

以上の状況におきまして、ご協力いただ

ける方々を募らせていただきます。ご不

明な点などは、メールにてお気軽にご連

絡ください。よろしくお願いいたします。 
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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    

 

「「「「マグロマグロマグロマグロ解体解体解体解体ショーショーショーショーのごのごのごのご案内案内案内案内」」」」    

 

７月１６日（土）午前１１時３０分より，在

チェンマイ日本国総領事館が，バンコク

で複数の日本食店を経営するＪストリー

ム社と協力して，チェンマイにて「マグロ

解体ショー」を開催します。会場は，７月

１４日（木）～１８日（月）に「セントラル・プ

ラザ・チェンマイ・エアポート」に併設され

ているコンベンション・ホール「チェンマ

イ・ホール」にて開催される「チェンマイ

国際フード・フェスティバル」の会場内で

す。タイ人に対する日本食文化の紹介，

また震災後の日本食に対する風評被害

対策の一環として実施するものです。使

用されるマグロは熊本県天草のブリミー

社から調達する完全養殖の生本マグロ

です（調達するマグロに関する詳細な情

報は，http://ten-qoo.com/index.html参

照）。１６日（土）午前１１時３０分より解

体ショーを行った後，約２時間に亘って

切身を販売致します。販売予定価格は

以下のとおりです。 

赤身  300バーツ/100g 

（Ｊストリーム社通常価格600バーツ） 

中トロ 500バーツ/100g 

 (同1,000バーツ) 

トロ  800バーツ/100g  

(同1,200バーツ) 

 

なお，マグロの調達経費を上回る売り上

げがあった場合，全て東日本大震災被

災者への義捐金とさせて頂きます。 

チェンマイで生の本マグロを購入できる

貴重な機会かと思いますので，日本人

会会員の皆様にも足をお運び頂ければ

幸いです。 

 

お問い合わせ先： 

在チェンマイ日本国総領事館 

（担当：安部（あんべ）） 

電話：053-203-367（内線111） 

メール：cmjcon@tttmaxnet.com 

 

 

06060606 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    

 

2011 年 6 月 15 日、チェンマイ日本人会

事務所にて 6 月度の役員会が行われた。

主な議案は以下の通り。 

 

●北部日系団体協議会北部日系団体協議会北部日系団体協議会北部日系団体協議会のののの報告報告報告報告 

総領事館より、現在柴田総領事はランプ

ーンの日系企業訪問を実施中とのこと。

7月16日にマグロの解体ショーを行なう

とのこと（「在チェンマイ総領事館より」を

参照）。CLLではチャリティオークションを

行い、その収益をタイ国内の洪水被害

者のために寄付したとのこと。日系企業

協議会からは、今年はウィアンパパオに

ある中野穂積先生の活動「暁の家」を支

援するとの報告があった。中野先生は

当会会員でもある。7月3日に迫った総

選挙に向けて、治安悪化が懸念される
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ので、事件に巻き込まれないように注意

が喚起された。 

  

●会員証発行会員証発行会員証発行会員証発行にににに関関関関してしてしてして    

会員証ならび優待店制度加盟店用のス

テッカーの発注を行なった。サンプルを

役員会にて披露。日本人会のロゴを全

面に使ったデザイン。納品は6月下旬の

予定。店舗・企業に優待店制度に加盟

いただくための依頼書、契約書を作成

中。 

《会員証デザイン》 

 

 

《加盟店ステッカー》 

 
 

●事務所開設事務所開設事務所開設事務所開設についてについてについてについて    

前月号の火焔樹より店番の募集をして

いるが今のところ申し出なし。火焔樹で

の一般的な呼びかけだけでなく、お願い

できそうな人には直接声をかけていく。

店番をするために事務所があるわけで

はないので、事務所を利用して活動して

もらうことを考えることが大切との意見が

出た。現行の事務所オープン時間以外

でも利用は可能ということで宣伝を進め

ていく。また現在の事務所内のレイアウ

トが利用しにくいのでは？という意見も

あり、ﾚｲｱｳﾄの見直しも行なっていく。 

 

●役員人事役員人事役員人事役員人事についてについてについてについて    

役員構成の見直し、欠員補充、運営体

制の改善なども含め日系協議会会長を

中心に検討中。 

 

●次回次回次回次回のののの役員会役員会役員会役員会        

役員人事に関連し、6月29日（水）に臨時

役員会を招集。（内容は別途火焔樹7月

号にて報告） 

７月20日（水）午後６時から定例役員会

を開催予定。 

 

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】6月末締めで2011年度上半期

の決算を行なう。7月の定例役員会にて

検討、火焔樹8月号にて会員各位報告

の予定。 

【運動部】6月19日(日)に第329回月例コ

ンペを開催予定。 

【教育部】特になし。 

【厚生部】医療機関勤務の通訳さんたち

との食事会を企画中。バンコク病院に日

本人の医師がいるとのこと。医療講演会

の企画に繋げる。 

【文化部】9月11日(日)にﾗﾝﾊﾟｰﾝへの汽

車の旅を計画中。（文化部よりを参照） 

【生活支援部】6月15日にCafeDinDeeに

てハラ会実施12名参加。各自の健康法

について話した。次回は7月20日の予

定。 

【接待部】6月15日バンコク病院が事務

所を訪問。6月14日IBMセミナーについ

て事前広報。「タイ日教育開発財団」

（ Thai-Japan Education Development 
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Foundation より7月23日にバンコクで行

なわれる催しへの寄付2万バーツの依

頼あり。（当会はチェンマイでの活動支

援を優先するため今回は辞退） 

【登記部】特になし。 

【広報部】特になし。 

 

  

 

新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介    

 

●二瓶兼廣様 

 

●鈴木利浩様  

（KEIHIN (THAILAND), CO., LTD） 

この度、ﾁｪﾝﾏｲのほうでお世話になる事

になりました、鈴木と申します。まだ、赴

任して3週間あまりで何もわかりません

が、皆様のご支援をお願いいたします。 

 

●三個貴之様 （TANAKA PRECISION） 

 

●佐々木真理様 

2000年にチェンマイへ来ました。2年ほど

地元のテレビ局で番組制作の指導をし

ていましたが、今は無為に過ごしていま

す。囲碁が趣味なので、インターネットで

日本棋院のプロと定先で打っています。

連戦連破（ではなく連敗）ですが・・・・ 

  
本 

会員 

家族 

会員 
合計 

名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員    1 1 1 

正規会員正規会員正規会員正規会員    300 55 353 

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    333357575757    

＊うち日系企業協議会加盟企業関係 251名 

(06月15日現在) 

会計部会計部会計部会計部よりよりよりより    

 

年会費年会費年会費年会費のおのおのおのお支払支払支払支払いについていについていについていについて    

    

当会の会計年度は１月１日から１２月 31

日までと定められており、例年忘年会・

総会の時をめどに皆様から会費を徴収

させていただいております。６月末付け

での上半期決算の準備をしているところ

でもあり、会員会員会員会員のののの中中中中でででで２０１１２０１１２０１１２０１１年度年度年度年度のののの年会年会年会年会

費費費費をまだおをまだおをまだおをまだお支払支払支払支払いでないいでないいでないいでない方方方方がいらっしゃがいらっしゃがいらっしゃがいらっしゃ

いましたらいましたらいましたらいましたら、、、、速速速速やかにやかにやかにやかにおおおお支払支払支払支払いいいい頂頂頂頂きますきますきますきます

ようおようおようおようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

■本会員 1,200B／年 

■家族会員 600B／年 です。 

（途中入会の方には、別途金額をご連絡し

ております。） 

■ お支払い方法 銀行振り込み 

振込先は火焔樹最終ﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。

振込み不可能の場合はご連絡ください。 

７，８月をめどに会員証の発行をしてま

いります。規約には「会計年度はじめか

ら 6 ヶ月以上会費の納入を事前の連絡

なく怠ったとき、」会員資格の失効と定め

られておりますところ、ご理解いただきた

くお願いいたします。 

会費納入に関してご不明な点がありまし

たら、当会代表連絡先までご連絡ださ

い。 

 

    

生活支援部生活支援部生活支援部生活支援部よりよりよりより    

    

                      ７７７７月度月度月度月度ハラハラハラハラ会会会会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

毎日、雨のうっとおしい毎日ですが、お

変わりなくお過ごしでしょうか？ 
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今月も”ハラ会”のお知らせです。 好評

だった先月に続き、”健康・美容”をテー

マに、身体に良いお食事を頂きなが

ら・・・レバー・クリーニング《肝臓洗浄》に

挑戦します。（特製デトックスランチ 

をご用意して頂きます。） 

＊ﾗﾝﾁのみの参加ももちろん歓迎です。 

  

日時 ：  7 月 20 日（水）12 時よりランチ

開始  （受付-11:30 より) 

場所 ： カフェ Green Days  

(メーピン・ホテル近く） 

           http;//www.green-days.org/ 

           

参加費： お食事（@200B) *Gureen Days

の普段のメニューには無い、特製デトッ

クス・ランチをご用意して頂きます。 

肝臓デトックスキット（1 回分）124Ｂ 

*説明書付き 

*参加ご希望の方は、6 月 12 日（日）迄

に光明（081-8822202）までご連絡下さ

い。 

 

 

運動運動運動運動部部部部よりよりよりより    

    

【【【【第第第第 329329329329 回月例回月例回月例回月例コンペコンペコンペコンペについてについてについてについて】】】】    

 

６月 19 日(日)にグリーンバレーゴルフ場

にて第 329 回月例コンペを開催しました

ゲスト参加３名（内初参加２名）を含む参 

加人数は１６人（４組）での開催となりま

した。 

心地よい風が吹くゴルフ日和の中、優勝

はアウト 47、イン 48、グロス 95、ネット 67

で回られた木村さん(CLL)が見事優勝さ

れました。ベストグロス賞はスコア 77 で

亘さんが受賞されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次回月例コンペ】 

第 330 回月例コンペは 7 月 17 日(日)

にメイジョーゴルフ場にて開催予定です。

是非、日本人会のお知り合いの方にも

お声を掛けていただき奮ってご参加くだ

さい。詳しくは別紙の折込をご覧下さ

い。 

 

【連絡先】宮田(TPT)  

089-9561062(携帯番号)  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

kazuyoshi_miyata@tanasei.co.jp 

 

 

 

 

 

 

第第第第 333329292929 回月例回月例回月例回月例ゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペ優勝優勝優勝優勝    木村木村木村木村さまさまさまさま    
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文化部文化部文化部文化部よりよりよりより    

 

この度、文化部と

して「ランパーン

への汽車の旅」を

企画いたしました。

当地で汽車に乗

る機会はなかなか無いと思います。た

まには、ゆったりとした汽車の旅を楽

しみませんか？多くの皆様のご参加を

お待ちしています。＊来月号に申し込

み用紙を折り込みします。 

 

【旅行日】 ２０１１年９月１１日（日） 

【スケジュール】   

○ ８：１５チェンマイ駅に集合 

○ チェンマイ駅発の汽車に乗って出発

ランパーンへ 

○ バス（40 席のバスをﾁｬｰﾀｰ）に乗っ

て有名寺院を見学 

○ ランパーン名物花馬車に乗って市街

周遊（約１５分） 

○ ｾﾗﾐｯｸ工場直売所にてお買い物 

○ １６：３０ごろチェンマイ駅にて解散 

【参加費用】 

２歳以下        ：無料 

未就学児童      ：１００バーツ 

小学生（７歳～１２歳）：４００バーツ 

中学生以上、大人  ：６００バーツ 

上記の参加費用には、汽車代、バス代、

花馬車代、昼食代、

保険代が含まれます。

今回の旅行の手配は、

Chiang Mai Good Day 

Tour 社中川様（日本

人会員）に格安料金

で設定していただきました。 

＊お菓子、飲み物代等は含まれていま

せん。ご自身でご手配ください。 

【申し込み】 

申し込みフォームは次月号に折込

します。本件に関するお問い合わ

せは、日本人会事務所代表連絡先

あるいは０８１―８８２―２２０２（光

明携帯）まで。 
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趣味趣味趣味趣味のののの広場広場広場広場    

 

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

ﾒﾝﾊﾞｰ募集など、どしどしお寄せ下さい。 

まずはおなじみのクエッティアオから

始まりました連載連載連載連載『『『『チェンマイチェンマイチェンマイチェンマイ旨旨旨旨いいいい物紹物紹物紹物紹

介介介介』』』』。会員の方から早速行ってみたとい

う話を聞き嬉しく思っています。今回は

昼時賑わう三王像そばのお店をご紹介

します。 

 

チェンマイチェンマイチェンマイチェンマイ旨旨旨旨いいいい物紹介物紹介物紹介物紹介    

～～～～クエッティアオクエッティアオクエッティアオクエッティアオ・・・・プラープラープラープラー③③③③～～～～    

チェンマイ旧市街のド真ん中三王像広

場の南側には、有名なカオ・マンガイ

ขาวมันไก 屋さんをはじめたくさんの食堂

が並んでいます。 

その中にもクエッティアオ・プラー屋さん

があります。「「「「サアーッドサアーッドサアーッドサアーッド สอาด」」」」という名

前のお店です。 

 

店内はサアーッド สะอาด(清潔)で、昔の

チェンマイ市街の写真や古いコカコーラ

缶など歴史を感じさせるコレクションの

数々が展示されています。 

 

どんぶりの中は、こんなに賑やか。たくさ

んのルクチン・プラーが。 

 

野菜は、なぜかレタスです。 

メニューはこんな感じ。 

ここのお勧めは、タイスイーツです。暑い

日には、タプティムグロープにアイスクリ

ームを入れて。ทับทิมกรอบใสไอศครีม。 
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店先で売っているカノムクロック ขนม

ครก もカラフル。（普通は白一色です。） 

 

 

 

場所は、三王像の南側の食堂がたくさ

ん並んでいるところです。このお店に限

らず、美味しいものがたくさんありますか

ら、是非行ってみてくださいね。 

（広報部 清水より） 

    

    

    

    

    

    

    

チェンマイチェンマイチェンマイチェンマイ日本人補習校日本人補習校日本人補習校日本人補習校よりよりよりより    

    

いつもとちがったさんかんいつもとちがったさんかんいつもとちがったさんかんいつもとちがったさんかん日日日日のみんのみんのみんのみんなななな                                 

酒井酒井酒井酒井    あいあいあいあい    

 ５月１４日は、ほ習校のさんかん日でし

た。さんかん日は、みんなのお父さんお

母さんを見ることができたのが楽しかっ

たです。 

 ゆうきちゃんのお父さんは、東本先生

ににているな、と思いました。 

 ちはるちゃんのお母さんは、わたしが

算数のむずかしい問題がとけないでい

た時、教えてくれました。 

 さんかん日は、みんないつもとようす

がちがって、せすじもピーンとすわって、

ちゃんとじゅぎょうをうけていたのがおも

しろかったです。 

 先生も、いつもはじょ

うだんばっかり言ってい

るけど、さんかん日はじ

ょうだんも少なくて、ちゃ

んとした先生みたいで

した。 

 楽しい一日でした。 

 

 

楽楽楽楽しかったさんかんしかったさんかんしかったさんかんしかったさんかん日日日日                                                                                                                                    

阿山翔太阿山翔太阿山翔太阿山翔太    

 きのう、さんかん日がありました。算数

のべんきょうをしました。そのべんきょう

は、とけいのべんきょうでした。しんかん

せんいがいは、ぜんぶわかりました。休

み時間もつかってべんきょうをしました。 

 おかあさんがきて、ちょっときんちょうし

ました。だけど、ぼくはおかあさんにほめ

られるように、しゅうちゅうしました。先生

におこられないように、がんばってべん

きょうしました。ぼくは、算数が一番とく

いなので、おこられませんでした。 

 ぼくは、と中でトイレに行きたくなりまし

た。だけど、じゅぎょう中なのでがまんし

ました。トイレに行ったら、二分ぐらい長

いことずーっとしてました。そして、すっき

りしました。あと、手を洗いました。 

 

さんかんさんかんさんかんさんかん日日日日                                                                                                                                                                    

宮原優季宮原優季宮原優季宮原優季    

 みなさんは、さんかん日の日はだれが

見にきているのですか？ 
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 それはいつもお母さんですよね。 

 わたしは、お母さんが先生だから、か

わりにお父さんが見に来ています。一年

生の時から、お母さんはお父さんにさん

かん日に行ってもらうことになりました。

いつも、お家に帰ったらほめられてばか

りいます。わたしは、お父さんが来てよ

かったと思います。だって、だれも来ない

よりはいいからです。だけど、たまには

お母さんに来てもらいたいです。 

 いつもさんかん日はドキドキします。 

 「きょうはおこられるかな、ほめられる

かな。」 

と、いつも思っています。 

 わたしにとっては、さんかん日はきんち

ょうする日だと思います。 

 

 子供子供子供子供からからからから大人大人大人大人へのへのへのへの階段階段階段階段をををを上上上上がりがりがりがり始始始始めめめめ

るころるころるころるころ、、、、小学小学小学小学 6666 年生年生年生年生。。。。自分自分自分自分ではもうではもうではもうではもう大人大人大人大人

なのかななのかななのかななのかな？？？？とととと思思思思ったりったりったりったり、、、、やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり子供子供子供子供のののの

ままでままでままでままで居居居居たいなとたいなとたいなとたいなと思思思思ったりったりったりったり、、、、ゆれるおゆれるおゆれるおゆれるお年年年年

頃頃頃頃ですですですです。。。。どんなどんなどんなどんな大人大人大人大人になっていくのかになっていくのかになっていくのかになっていくのか周周周周

りのりのりのりの私私私私たちたちたちたち大人大人大人大人もももも楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに見守見守見守見守っていきっていきっていきっていき

たいものですたいものですたいものですたいものです。（。（。（。（6666 年生担任年生担任年生担任年生担任））））    

 

僕僕僕僕はもうはもうはもうはもう大人大人大人大人だだだだ    

6666 年年年年            木嶋優介木嶋優介木嶋優介木嶋優介    

 「まったく、お前はがきだなあ。まだ、わ

さび食べられないのか。」 

と、お父さんが言うたびに、僕は思う。

（わさびを食べられない事の何が悪いん

だ。第一、僕は食べられないんじゃない。

嫌いだけど食べられるのだ。）だけど僕

は、「そうですね。僕はがきですね。」と

答える。答えるのがめんどうくさいから。 

僕はもう大人だ。なぜかというと、自

分でそう思うからだ。お父さんと兄さんは

いつも僕のことを、「がきだなあ。」と茶化

すけど、僕は大人だ。 

 僕が思うに、大人か子供かは、自分

自身で決めるべきだと思う。例えば、大

人より大きいけれど自分は子供と思って

いる中学生がいるかもしれないし、自分

のことを大人だと思っている小学三年生

がいるかもしれない。だから、他の人は

他人のことを大人、子供、と決めつけな

いほうがいいと思う。つまり、僕は自分

のことを大人だと思うから僕は大人だ。 

 

僕僕僕僕はもうはもうはもうはもう大人大人大人大人かかかか    

6666 年年年年            仁木仁木仁木仁木    檀檀檀檀    

 何で僕は、まだ大人じゃないかわかり

ません。いつ僕が大人になるのか、ドキ

ドキしています。でも、ふと思うことがあ

ります。それは、中学生になったら大人

料金になるからです。僕のお母さんが言

うには、中学生は大人だけど、マナーと

か経験が足りないので、

まだまだ、大人とは言

い切れません。だから、

マナーと経験が足りな

い人は、まだ子供です。

僕は、「オタク」といわれる人のことを考

えてみました。「オタク」の人は中学校、

小学校で経験とか、人とかが嫌いだと思

います。だから家でゲーム、コンピュータ

とかしかしないのだと思います。中学生

は本当に大人かどうか、考えてみました。

僕のお兄ちゃんはもう中学 2 年生です。

お兄ちゃんは、まだまだ経験が足りない

と言っていました。「だから勉強してい

る。」といっていました。それを見て、僕

は、あせってきました。約一年後には、

僕は大人になっているのだろうか。マナ
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ーを学び、もっともっと色々な経験を積

んでいこうと思います。 

 

僕僕僕僕はははは子供子供子供子供じゃないじゃないじゃないじゃない    

6666 年年年年            奥野奥野奥野奥野    光光光光    

 僕は、子供じゃない。そう僕は思ってる

んだ。なぜかというと、もう自分で色々な

ことを管理しているから。だけど、お金の

管理はまだ、父と母がしている。それに、

勉強だって、そんなに、手伝ってもらって

いない。それに、買いたいものがあった

ら、自分の力で買っている。だけど、み

んなの中には、「僕は、まだ子供だ。」っ

て言ってる人もいると思う。その人たち

は、こう言う。「まだ君は子供だ。だって

まだ11才だから。」それに、「まだ成長は

そんなにしてないし、中一じゃないから、

まだ君は、子供だ。」そういわれても、何

で 12 才になったら、もう子供じゃないっ

て誰が決めたって僕は思っちゃう。それ

に僕は、もう成長しているかもしれない。

誰だってわからない。中一じゃなくても６

年生で子供じゃない子だって必ずいるか

ら。僕もその一人かもしれない。一番自

分自身が子供か子供じゃないかってわ

かってる。一番自分自身、自分の中で何

が起こっているかや、何を言ったり、何を

しているのかがわかっている。だって、

自分の身体と気持ちなのだから。だから

僕は、自分で思っている。（僕は、もう子

供じゃない。）って。世界で一番偉い人で

も、お父さんとお母さんが、「光はまだま

だ子供だ。」と言っても、僕は、ずっと心

の中で言う。「僕はもう子供じゃない。」て

ね。 

 

私私私私はははは大人大人大人大人でもでもでもでも子供子供子供子供でもないでもないでもないでもない    

6666 年年年年            西山西山西山西山あゆみあゆみあゆみあゆみ    

 私は大人でも子供でもない。ある意味、

時々大人で時々子供なのかもしれない。

よくわからないけど、「もう大人・・・」って

聞 か れ た ら や っ ぱ り 違 う 。 「 ま だ 子

供・・・」って聞かれたらちょっと違う。 私

にとって子供は、わがままで自分勝手で

何でも考える前に行動するようなものだ

と思う。私にも一部ありそうな気がする。

でも、私にとって大人は、責任を持って

何かをやり行動する前に考えて、おとな

しい感じのような人で、なんとなく私にも

一部ありそうな気がする。

私はいまだに良くわからな

いけれど、時々大人ぶって

行動したり、

どきどき子供

ぶって甘えた

り 、 気 分 で

色 々 変 わ っ

てしまう。子供たちが話している内容を

バカらしいと思ったり、大人たちのやるこ

とにあきれたりしたこともある。たぶん今、

私は、大人と子供、両方になっているの

かもしれない。それとも、今私は大人と

子供の間にいるのかもしれない。 

 

        私私私私はははは子供子供子供子供でいたでいたでいたでいたいいいい。。。。    

6666 年年年年            吉本沙生吉本沙生吉本沙生吉本沙生    

 「大人っていいな。」と私の友達はよく

言うけど、私はいまひとつその気持ちが

わからない。化粧なんて面倒くさいし、考

えなくちゃいけないことも多くなっちゃうし、

第一に子供みたいにみんなから助けて

もらったりされなくなっちゃう。みんな、み

んな、やらなくちゃいけない。全部自分

でやらなくちゃいけない。私は大の面倒
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くさがりなので、それは絶対いやだ。絶

対にいやだ。 

大人になると、しわが 32 本もできちゃう

し、ふけちゃうし、だから化粧もしなくちゃ

行けなくなる。子供っぽくてかわいい服

も、大人になるとあんまりに合わなくなっ

ち ゃ う 。 確

か に 大 人

になったら、

やりたい放

題だけど、

もう大人だから自己管理はちゃんと自分

でしなくっちゃならない。しかってくれる人

がいないと、私はちょっと気が変になっ

てしまうので、私が本当に 18 才になった

ら、ちょっと大変だ。私が「大変」になると、

頭が回んなくなって、酔っ払いみたいに

なって、しまいには寝ちゃうこともある。

だから、私は大人になりたくはない。 

時々私も、「大人になってみたいな。」と

思うときがあるけれど、それは夜に親の

許可がなくたって、パーティーに行ったり、

友達と遊びに行ったりできるし、働いた

ら給料もがもらえるし、何でもかんでもバ

ンバン買えるし、そんなのっていいなと

思う。楽しそうだもの。でも、そんなこと

は、お金がなきゃできないわけで、お金

をもらうためには働かなくちゃいけない。

私は、さっきも言ったように、「大の面倒

くさがりや」なので、ちょっといやだ。でも、

いやなこともやるからこそ良いことがや

ってくるわけで、だから私は、働くことは

別にいやじゃない。でも、子供だったら、

ただ勉強すればよいのだから、やっぱり

私は子供の方が楽だし楽しいと思う。で

きたら、一生 6 年生でいたい。でもやっ

ぱり大人になったらできる楽しいこともや

ってみたいし、だから、私は、少しずつ大

人になっていきたいです。 

 

 

広報部広報部広報部広報部よりよりよりより    

    

①①①① ６６６６月度月度月度月度ハラハラハラハラ会会会会についてについてについてについて    

６月15日(水)11時30分より土の家Café 

DinDeeにて６月度のハラ会が開催され

ました。 

当会会員の大熊あゆみさんが経営する

このCafé Din Deeは、土の壁に囲まれた

丸いお店で、床に座って卓袱台で食事

をいただくエリアがあったり、健康志向

のメニューが充実していたり、くつろげる

こと間違いなしのお勧めカフェです。 

今回の参加者は12名で、「体にいいコト

してますか？」ということで、各自の健康

法などについて話をしました。駐在員の

妻・サラリーマン・大学の先生・女社長・

ロングステイヤー・現地採用・お母さんな

どなど果たさなければならない役割は人

それぞれですから、健康法もさまざま。

サイクリング・水泳・早朝ウォーキング・

禁煙・犬の散歩・バトミントン・庭仕事・日

曜大工などなど。日常のちょっとしたしぐ

さを意識して大げさにしてみることでカロ

リー消費を促す、夕食を控えめに、５色

の食べ物を意識して摂取など今すぐに

でも始められそうなアイディアもたくさん

あり参考になりました。特にみんなの興

味を引いたのが、『肝臓デトックス』。実

際に有志7名で翌週に挑戦しました。（体

験談は次回のハラ会をお楽しみに!!）話
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は体にイイ食べ物に及び、チェンマイで

手作り納豆・手作り梅干＆梅エキス・手

作り豆腐はできないか？という話も盛り

上がりました。今後も楽しい語らいの中

で、情報交換しつつ、次回のハラ会のテ

ーマが決まっていくといいですね。次回

の予定は、事務所にも張り出しておきま

す。HPにも掲載しますので、興味のある

方は是非ご連絡ください。新人さんも大

歓迎です！！ 

 

②②②②広報部広報部広報部広報部よりおよりおよりおよりお願願願願いいいい    

会員の皆様へ、活動内容をよりわかり

やすくご報告するために写真を掲載する

よう努めております。 

広報部では、各部活動の現場へ行って

写真を撮ってくださる方を募集していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての活動というわけではありません

ので、お時間の取れるときに手伝っても

いい！という方がいらっしゃいましたら日

本人会事務所代表連絡先まで是非ご連

絡ください。また、写真入の火焔樹は E ﾒ

ｰﾙ版の方が全ページフルカラーでご覧

いただけます。郵送版を廃止してもよい

場合は、事務局までご連絡いただけると

大変助かります。 

 

【訂正ならびにお詫び】 

火焔樹6月号におきまして誤りがございました。 

新入会会員紹介におきまして、松野安秀様・惠

子様の会社名がMurata Electronics (Thailand) 

LTD ではなく、Fujikura Electronics (Thailand) 

LTDとなっておりました。訂正しお詫びいたしま

す。申しわけございませんでした。 
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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    

運動部より 「第330回チェンマイ日本人会ゴルフ同好会月例コンペご案内」 

  


