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●最近タイ国入国に際して２万

これは２０００年５月にタイ国内務省告示で規定されているものです。実際に

所持を確認されることもありますのでご注意ください。

詳しくは、在チェンマイ総領事館のホームページをご参照ください。

 

●火焔樹６月号の本欄に記載の通り、当年度の会費を未だお支払いいただいて

ない会員の皆様に「会費お支払いのお願い」をメールさせていただきました

のでよろしくお願い致します。お支払いに際しては、当会事務所にお出でいた

だくか銀行振り込みでお支払ください。銀行振り込み手続きについては、本号
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事務局からのお知らせ 

月定例役員会報告 

「新入会員の紹介」 

「７月度ハラ会のご案内」 

「日帰りバスツアーの報告」 

回月例コンペのご報告」 

回月例コンペのご案内」 

チェンマイ日本人補習校・レインボークラブより 

月の活動」  

事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ    

●最近タイ国入国に際して２万バーツの現金所持が必要との報道がありますが、

これは２０００年５月にタイ国内務省告示で規定されているものです。実際に

所持を確認されることもありますのでご注意ください。 

詳しくは、在チェンマイ総領事館のホームページをご参照ください。

●火焔樹６月号の本欄に記載の通り、当年度の会費を未だお支払いいただいて

ない会員の皆様に「会費お支払いのお願い」をメールさせていただきました

のでよろしくお願い致します。お支払いに際しては、当会事務所にお出でいた

だくか銀行振り込みでお支払ください。銀行振り込み手続きについては、本号
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バーツの現金所持が必要との報道がありますが、

これは２０００年５月にタイ国内務省告示で規定されているものです。実際に

詳しくは、在チェンマイ総領事館のホームページをご参照ください。 

●火焔樹６月号の本欄に記載の通り、当年度の会費を未だお支払いいただいて

ない会員の皆様に「会費お支払いのお願い」をメールさせていただきました  

のでよろしくお願い致します。お支払いに際しては、当会事務所にお出でいた

だくか銀行振り込みでお支払ください。銀行振り込み手続きについては、本号
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末尾に記載しています。当地銀行システムでは、どなたから振込みがあったか

通知がありませんので、

メールもしくはＦａｘにてご連絡ください。

 

 

 

 

2014 年 6 月 18 日（水）当会事務所にて

主な議題は以下の通りでした。

 

●北部日系団体協議会６月例会報告

６月１１日に総領事館にて開催（夜間外出禁止令解除前）。

・表面的には落ち着いて来たが、軍政に不満を持つ人達を軍が抑えている

状況にある。中期的に状況を注視してゆく必要がある。

・５月５日のチェンライ県を震源とする地震では、１万以上の建物が被害を

受け、学校、病院、お寺の多くに被害が出ている。政争によって中央政府の

支援が行き届かず現地では対応に相当苦労している。

 

● 各部報告・打ち合わせ

・ 年会費、賛助会費の徴収状況報告

・ ライチー狩り日帰り旅行実施報告

  ・ランナー・ジープン祭に演歌歌手を招請する件

  ・企業家セミナー開催の件

  ・起業家向けセミナーの件

 

●次回の役員会：7月
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末尾に記載しています。当地銀行システムでは、どなたから振込みがあったか

、お振込みされた場合はその旨必ず当会事務所へ電話、

メールもしくはＦａｘにてご連絡ください。 

６６６６月定例役員会月定例役員会月定例役員会月定例役員会    

日（水）当会事務所にて 6 月度役員会が行われました。

主な議題は以下の通りでした。 

●北部日系団体協議会６月例会報告 

６月１１日に総領事館にて開催（夜間外出禁止令解除前）。 

・表面的には落ち着いて来たが、軍政に不満を持つ人達を軍が抑えている

状況にある。中期的に状況を注視してゆく必要がある。 

・５月５日のチェンライ県を震源とする地震では、１万以上の建物が被害を

受け、学校、病院、お寺の多くに被害が出ている。政争によって中央政府の

支援が行き届かず現地では対応に相当苦労している。 

各部報告・打ち合わせ 

年会費、賛助会費の徴収状況報告 

ライチー狩り日帰り旅行実施報告 

・ランナー・ジープン祭に演歌歌手を招請する件 

・企業家セミナー開催の件 

・起業家向けセミナーの件 

月 16 日（水） 

末尾に記載しています。当地銀行システムでは、どなたから振込みがあったか

お振込みされた場合はその旨必ず当会事務所へ電話、

月度役員会が行われました。 

 

・表面的には落ち着いて来たが、軍政に不満を持つ人達を軍が抑えている 

・５月５日のチェンライ県を震源とする地震では、１万以上の建物が被害を

受け、学校、病院、お寺の多くに被害が出ている。政争によって中央政府の



 

 
    

    

●久嶋 繁 様 

在学中から日泰の学校交流を手がけて

きたので、気候の良い当地でそれを手

がけたく、ミニ日本文化センター（日本

語）の設置を夢みています。専門は植

物バイテク生化学ですが、定年後日本

語教育学修士を取り、専門日本語を専

門にしています。先々は日本語学校、

地域振興集団の経営を手懸けたいと考

えています。しかし実際にはどうも日系タイ人・タイ人日本語学習者の支援に目が

ゆくようです。 

 

 

 

 

  

雨季が始まり、ようやく過ごしやすく成って来ましたが、皆様いかがお過ごしでしょう

か？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

です。（腹が減っては戦も出来ず・・・）

 

７月のハラ会は、”肉、魚がなくてもこんなに美味しい健康メニュー

ロイクロー通りソイ３の「グリーンデイズ」にて。

ハラ会特別メニューをご提供して頂けることになりました！

 

１：ツチグリキノコのチーズ焼き

３：テンペハンバーグ  

５：ツチグリキノコのスープ

７：発芽玄米リジュベラック

９：おまけ 自家製どぶろく飲み放題
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登記部より登記部より登記部より登記部より    

    

    新入会員の紹介新入会員の紹介新入会員の紹介新入会員の紹介    

在学中から日泰の学校交流を手がけて

きたので、気候の良い当地でそれを手

がけたく、ミニ日本文化センター（日本

語）の設置を夢みています。専門は植

物バイテク生化学ですが、定年後日本

語教育学修士を取り、専門日本語を専

門にしています。先々は日本語学校、

地域振興集団の経営を手懸けたいと考

えています。しかし実際にはどうも日系タイ人・タイ人日本語学習者の支援に目が

生活支援部より生活支援部より生活支援部より生活支援部より    

7777 月度ハラ会のご案内月度ハラ会のご案内月度ハラ会のご案内月度ハラ会のご案内    

    

雨季が始まり、ようやく過ごしやすく成って来ましたが、皆様いかがお過ごしでしょう

か？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

です。（腹が減っては戦も出来ず・・・） 

肉、魚がなくてもこんなに美味しい健康メニュー”をテーマに。

ロイクロー通りソイ３の「グリーンデイズ」にて。 

ハラ会特別メニューをご提供して頂けることになりました！ 

１：ツチグリキノコのチーズ焼き  ２：おからこんにゃくの唐揚げ

  ４：トマトのファルシーサラダ

５：ツチグリキノコのスープ  ６：酵素玄米 

７：発芽玄米リジュベラック  ８：ロースィーツ 

自家製どぶろく飲み放題 

(6

 

本 

会員

名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員    

特別会員特別会員特別会員特別会員    

正規会員正規会員正規会員正規会員    281

現在の総会員数現在の総会員数現在の総会員数現在の総会員数    

えています。しかし実際にはどうも日系タイ人・タイ人日本語学習者の支援に目が

雨季が始まり、ようやく過ごしやすく成って来ましたが、皆様いかがお過ごしでしょう

ハラ会”のお知らせ 

をテーマに。 

２：おからこんにゃくの唐揚げ 

４：トマトのファルシーサラダ 

(6 月 18 日現在) 

会員 

家族 

会員 

合計 

0 0 0 

1 1 2 

81 62 343 

343434345555    



 

 
【日時】   2014 年 7 月 16 

【場所】   Green Days 

       4/2 Lhoikro Soi 3, T. Changklan

       Tel：053-449-522

【参加費】 @250B（お一人）

 

皆様この時期のチェンマイの旬の食材「ツチグリ」をご存知でしょうか？

タイ語名ヘッド・トープ（เห็ดถอบ

タイ・トリュフと呼ばれている貴重なキノコです。

日本名ではケーコロや豆団子と呼ばれていて日本でも大変高価となっています。

http://plaza.rakuten.co.jp/myfav

こちらのサイトにも掲載されていますが、マツタケよりも高値で取引されることもある

そうです！そんな食材をグリーンデイズオリジナルで頂ける貴重な機会です。

皆様是非ご参加お待ちしております。

 

参 加ご希 望の方は、7 月

平田（081-9933119)迄 ご連絡下さい。お待ちしています。

  

生活支援部・平田有希 

 

 6 月 15 日、日本人会によるライチ狩りバスツア－が予定通り実施されました。

大人 20名、子供 6名、26

ました。先ずはドイサケット温泉を散策し温泉卵、温泉で茹でた新鮮な竹の子

を皆で美味しく戴きました。その後更にチェンライ方面を山越えし、皆初の

ライチ狩りにチャレンジしました。たくさんの木の中から甘いライチを探し出

すのに皆必死でした。たくさんのライチを食べながらしっかりとお土産の

ライチも付いています。皆さん満面の笑顔でした。
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16 日（水） 12 時より 

4/2 Lhoikro Soi 3, T. Changklan A. Muang Chiang Mai 50100 Thailand

522 Mob：082-183-5703 (Atsuko) 

（お一人） 

皆様この時期のチェンマイの旬の食材「ツチグリ」をご存知でしょうか？

เห็ดถอบ）というきのこで、雨季の初めのこの時期にしか食せない

タイ・トリュフと呼ばれている貴重なキノコです。 

日本名ではケーコロや豆団子と呼ばれていて日本でも大変高価となっています。

http://plaza.rakuten.co.jp/myfav0r1te/diary/200507250000/ 

こちらのサイトにも掲載されていますが、マツタケよりも高値で取引されることもある

そうです！そんな食材をグリーンデイズオリジナルで頂ける貴重な機会です。

皆様是非ご参加お待ちしております。 

月 14 日（月）迄に 生活支援部・光 明（

ご連絡下さい。お待ちしています。 

文化部より文化部より文化部より文化部より    

文化部・生活支援部合同主催文化部・生活支援部合同主催文化部・生活支援部合同主催文化部・生活支援部合同主催    

日帰りバスツアー日帰りバスツアー日帰りバスツアー日帰りバスツアーの報告の報告の報告の報告        

    

日、日本人会によるライチ狩りバスツア－が予定通り実施されました。

26名の参加により明るい雰囲気の中楽しいツア－となり

ました。先ずはドイサケット温泉を散策し温泉卵、温泉で茹でた新鮮な竹の子

を皆で美味しく戴きました。その後更にチェンライ方面を山越えし、皆初の

ライチ狩りにチャレンジしました。たくさんの木の中から甘いライチを探し出

すのに皆必死でした。たくさんのライチを食べながらしっかりとお土産の

ライチも付いています。皆さん満面の笑顔でした。 

               生活支援部 光明和子 ／ 文化部

A. Muang Chiang Mai 50100 Thailand 

皆様この時期のチェンマイの旬の食材「ツチグリ」をご存知でしょうか？ 

雨季の初めのこの時期にしか食せない

日本名ではケーコロや豆団子と呼ばれていて日本でも大変高価となっています。 

こちらのサイトにも掲載されていますが、マツタケよりも高値で取引されることもある 

そうです！そんな食材をグリーンデイズオリジナルで頂ける貴重な機会です。 

生活支援部・光 明（081-8822202）       

 

 

    

日、日本人会によるライチ狩りバスツア－が予定通り実施されました。

名の参加により明るい雰囲気の中楽しいツア－となり

ました。先ずはドイサケット温泉を散策し温泉卵、温泉で茹でた新鮮な竹の子

を皆で美味しく戴きました。その後更にチェンライ方面を山越えし、皆初の  

ライチ狩りにチャレンジしました。たくさんの木の中から甘いライチを探し出

すのに皆必死でした。たくさんのライチを食べながらしっかりとお土産の   

文化部 坂上勇 
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運動部より運動部より運動部より運動部より    

 

第第第第 355355355355 回月例コンペのご報告回月例コンペのご報告回月例コンペのご報告回月例コンペのご報告    

 

6 月 15 日（日） チェンマイハイランド ゴルフ場にて第 355 回月例コンペ記念大会を

開催しました。今回の参加は 12 名（ゲスト 3 名）でのコンペと成りました。当初の案内

ではグリーンバレーでの開催予定でしたが、ゴルフ場の都合により、開催 1 週間前に
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急遽、チェンマイハイランドでの開催と変更と成りました。開催場所の変更によりスタ

ート時間が 06：09 と若干、早めではありましたが、途中で雨に当たる事なく、プレー終

了まで、清々しいお天気で、コースコンディションも良く、最高のゴルフ日和でした。そ

の結果、参加者の多数の方が BD 賞を獲得されたのではないかと思います。その中

で見事、優勝されたのが角田さん（TTC)です。（いつも角田さんとゴルフで切磋琢磨し

ておられる渡辺さん（OKI)、今回はネットは同じでしたが、H/D 差で残念ながら 2 位と

成ってしまいました。次回、優勝目指して頑張っ

て下さい。）優勝された角田さんは、常にスコア

が安定しており、そして常に上位入賞されている

結果が今回の優勝に繋がっているのではないで

しょうか。又、角田さんは、毎回参加の皆勤賞

（寸志は有りませんが）で有り日本人会コンペの

（顔）でも在られます。この後も、開催回数が、ま

だまだ有ります。2 回目の優勝を目指し、頑張っ

て下さい。 

 

    

第第第第 356356356356 回月例コンペのご案内回月例コンペのご案内回月例コンペのご案内回月例コンペのご案内    

 

次回、第 356 回月例コンペは、2014 年 7 月 20 日（日） チェンマイハイランド 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頂き、奮っ
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てご参加ください。初心者、初参加、歓迎いたします。プレー後のゴルフ談議にも一緒

に花を咲かせませんか。詳しくは別紙の折込をご覧下さい。 

    

【連絡先】  

武田（TPT） 081-884-5929（携帯番号）  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：motonori_takeda@tanasei.co.jp  

奥野（KEIHIN）084-378-1275（携帯番号） 

 

    

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補習授業校・レインボークラブより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補習授業校・レインボークラブより    

    

空を見上げていると、その刻々と形を変えていく雲の様子が、色々なものに見えて

きます。それぞれの持つ想像力が広がっていきます。 

「口を閉じて、空を見上げてみよう。」と、  6 月の

始め、静かな写生の時間を持ちました。空の景色を

絵に描いたり、また、言葉で表してみたりするので

す。 

すると、どうでしょう。補習校の窓から見える実際の

風景を超えて、私たちの心の中の風景までもが見え

てきました。 

 

そうです。 

私たちは詩人になったのです。 

 「雲よ。・・・」「雲よ。・・・」「雲よ。・・・」「雲よ。・・・」                6666 年年年年    宮原優希宮原優希宮原優希宮原優希    おまえはふわふわして わたあめのようだ パクリパクリと食べて 口の中であまーいあじがとけていく  なぜだ なぜだ なぜ わたしの手にとどかない どんなに手を伸ばしても とどかない  おまえはさびしく 一人ぼっちで生きている わたしのもとに 来てみたら？ わたしのもとに 来てみたら？ 
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「雲」「雲」「雲」「雲」                                蘆野亮蘆野亮蘆野亮蘆野亮    雲はまるで 空中にただよう  生き物  さわれない 生き物 かたちをかえる 生き物 ああ あそこには 雲の魚がいる  雲は知っている すべてを知っている いつでも空から見ている まるで 神の使い 雲は見ている   「雲をみていたら・・・」「雲をみていたら・・・」「雲をみていたら・・・」「雲をみていたら・・・」                    川崎凱智川崎凱智川崎凱智川崎凱智     人が努力をする 巨人は力が強い 人間は頭を使う 巨人が人を食う  雲を見ていて そう思った      「おーい、雲」「おーい、雲」「おーい、雲」「おーい、雲」                酒井藍酒井藍酒井藍酒井藍    おーい、雲 どこへ行くの 連れて行って  しっかりとした雲に乗って あつあつとあつい雲に乗って あそこのじょうぶな雲に乗ろう  「よっこいしょっ」  やっと目的の雲に乗ったら 形がもう変わっていたよ 



 

 
もっと大きくじょうぶな雲に それでは行こうわたしの未来へ 

 

 

6 月 28 日（土）チェンマイ日本人会事務所で、６

土曜日ですが、変更となりました。）今月のテーマは雨。紙コップと輪ゴムで飛び跳ね

るカエルのおもちゃとテルテル

ので、是非見てくださいね。

早く元気になってほしいものです。幼児の間で手足口病が流行とのこと。子ども会は

親の情報交換の貴重なチャンスですよ。

子ども会へのお問い合わせは、日本人会事務所までどうぞ！！

もご参照ください） 
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もっと大きくじょうぶな雲に それでは行こう  待たせちゃったね わたしの未来へ  会いに行こう 
    

チェンマイ子どもチェンマイ子どもチェンマイ子どもチェンマイ子ども会より会より会より会より    

「「「「６６６６月の活動」月の活動」月の活動」月の活動」    

日本人会事務所で、６月の活動を行いました。

土曜日ですが、変更となりました。）今月のテーマは雨。紙コップと輪ゴムで飛び跳ね

テルテル坊主を作りました。日本人会事務所にも飾ってあります

ので、是非見てくださいね。今回は体調が悪くてお休みのお友達がたくさんいました。

早く元気になってほしいものです。幼児の間で手足口病が流行とのこと。子ども会は

親の情報交換の貴重なチャンスですよ。  

会へのお問い合わせは、日本人会事務所までどうぞ！！（折込のパンフレット

月の活動を行いました。（通常は第 3

土曜日ですが、変更となりました。）今月のテーマは雨。紙コップと輪ゴムで飛び跳ね

坊主を作りました。日本人会事務所にも飾ってあります

今回は体調が悪くてお休みのお友達がたくさんいました。

早く元気になってほしいものです。幼児の間で手足口病が流行とのこと。子ども会は

（折込のパンフレット
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日本人会年会費振込日本人会年会費振込日本人会年会費振込日本人会年会費振込みみみみ先先先先    

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

み証をみ証をみ証をみ証を FaxFaxFaxFax くださいくださいくださいください。。。。  
会員会員会員会員データデータデータデータ変更連絡変更連絡変更連絡変更連絡    

 

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。  

今月号の折り込み内容今月号の折り込み内容今月号の折り込み内容今月号の折り込み内容    事務局より 「犯罪等認知状況（５月）」 運動部より 「第356回日本人会月例ゴルフコンペ申込書」 TATAMI PRODUCTS CO., LTD.様より「エコシャワレットのパンフレット（表裏）」 アジアBiz様より  「定期購読のご案内」 子ども会より 「パンフレット」  


