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８８８８月の月の月の月の事務所のお休み事務所のお休み事務所のお休み事務所のお休み            

    母の日母の日母の日母の日    ８月１２日（火）８月１２日（火）８月１２日（火）８月１２日（火）    

    

目次 

☆ 事務局からのお知らせ 

☆ ８月定例役員会報告 

☆ 登記部より「新入会員の紹介」 

☆ 生活支援部「８月度ハラ会」 

        「チャリティーバザーのお知らせ」 

☆ 運動部より 

「第 354 回月例コンペの報告」 

☆ チェンマイ日本人補習校・レインボークラブより 

中学 1 年生「書道作品」  

  ☆広報部より 

   3 団体合同受付 健康診断のお知らせ 

    

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事務局からのお知らせ    

●本年も当会の会員名簿を作成します。つきましては、ご住所、電話番号、メールア

ドレスに変更があった方は事務局へご連絡ください。 

詳細は、添付別紙の通りです。なお、今年につきましても経費削減の為、入手をご希

望される会員の方に当会事務所迄受け取りに来ていただく方式としますのでご了承く

ださい。 

●当会の２０１３年度収支につき、上期実績、下期見通しおよび通年計見通しは、添

付別紙の通りです。 
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7777 月定例役員会月定例役員会月定例役員会月定例役員会    

●７月度北部日系団体連絡協議会、安全対策連絡協議会報告 

・クーデターから１月以上が経過し、現状は落ち着いていると言えるが、来年１０月に

予定されている下院選挙までの道のりは大変と思われる。おそらく、それまでに種々

の法改正が行われると見られ、注意して見ることが必要。 

・来年２月に予定されているランナー・ジープン祭でのテレサテン没後２０回忌イベント

に関して２０年前の未公開資料をＴＶ局が探しているのでご協力願いたい。 

・地震等の災害時には総領事館として在留届に基づく邦人の安否確認を行っている。

在留届けの重要性を再度ご認識願う。住所等の変更時には変更届けを提出願いた

い。 

 

●日・タイ親善ゴルフ大会の来年以降の開催について 

協賛金、協賛品の提供を企業を通じて取引先に依頼することにコンプライアンス上の

問題が発生するので、来年以降は日本人会を通じて協賛金、協賛品を集める方向で

論議が行われた。 

 

●戦没者慰霊祭の件 

戦没者慰霊祭実行委員会からの要請に基づき、火焔樹８月号に慰霊祭の記事を掲

載することが承認された。なお、同慰霊祭への寄付については差し控えることとなっ

た。 

 

「チェンマイ戦没者慰霊祭のお知らせ」 

先の大戦で亡くなった日・タイの戦没者を追悼する慰霊祭が戦没者慰霊祭実行委員

会主催により、チェンマイ市内のムーンサーン寺およびサンパトーンのバーンガード

ウイタヤーコム校の２箇所にて行われます。 

詳細は添付のチラシをご参照ください。 
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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    

 

●阿 久 澤  一 樹 様 （ Kyocera Display 

(Thailand) Co., ltd.） 

昨年から頻繁にチェンマイへ出張で訪

れておりましたが今回縁がありまして赴

任となりました。せっかくの機会ですの

で日本ではやらなかった新しいことに手

を出していこうと考えております。よろし

くお願いします。 

●伊藤 一信様（THAI NJR Co., Ltd.） 

仕事でチェンマイに来ました。特に趣味な

どはありませんが、早くタイ語をマスターしたいと思っています。 

●森川 繁喜様（Namiki Precision） 

６月３０日に赴任してきました。 

まだ、生活基盤も整っていませんが、仕事もプライベートも充実した時間にしたいと思

います。皆さんよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7 月 16 日現在) 

 
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    0 0 0 

特別会員特別会員特別会員特別会員    1 1 2 

正規会員正規会員正規会員正規会員    282 62 344 

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    333344446666    
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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    

「「「「７月度ハラ会ご報告７月度ハラ会ご報告７月度ハラ会ご報告７月度ハラ会ご報告」」」」    

 ７月のハラ会は、ろくろー通りソイ３の「グリーンデイズ」にて。 

“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 

ハラ会特別メニューをご提供して頂けました。 

 

こちらのお料理、お肉やお魚を一切使っておりません！！ 

メニューはこちら。 

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 

３：テンペハンバーグ 

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：発芽玄米ジュベラック 

 

気になるお味のほうですが…。 
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お肉を使用していないのに、全く物足りなさも無くとっても美味しかったで

す！ 

特にテンペのハンバーグはお子様でも普通のハンバーグのようにモリモリ食べ

られる確かな味わいでした。 

テンペとは、大豆の煮豆をテンペ菌無塩発酵させたインドネシアの伝統食品で

す。発酵食品といっても臭みが無く豆のしっかりしたお味があるのでさまざま

な料理に活用できます。 

 

デザートはこちらのロースイーツケーキ。 

 

ロースイーツとは。。 

加熱をセずに調理するスイーツで加熱によって失われがちな酵素やビタミン、

ミネラルを効率よく摂取することを目的としたスイーツです。 

なんと！土台の生地も加熱していないということでビックリ！！ 

こちらグリーンデイズの岩渕さんはお料理の腕もさることながら、ヘルス・フ

ードに大変造詣が深く。この日も講義さながらにとても興味深いお話をお聞き

することが出来ました。岩渕さん美味しくてヘルシーなお料理ありがとうござ

いました。 

 

今後もハラ会では様々な企画をしていきたいと思っております。 

ご参考までに、皆様のご意見やご要望がありましたらお待ちしております。 

 

■■■■■■■■■■■■   お店情報   ■■■■■■■■■■■■ 
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場所：グリーンデイズ GREEN DAYS 

      4/2 LHOIKRO SOI 3, T. CHANGKLAN 

A. MUANG CHIANG MAI 50100 THAILAND 

TEL: 053-449-522 

MOB: 082-183-5703 (岩渕) 

 

「「「「8888 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」」」」    

本格的な雨季が始まりましたチェンマイですが皆様に於かれましてはいかがお

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、本音で語る階“ハラ会”のお知ら

せです。（腹が減っては戦も出来ず…） 

８月のハラ会はスパニッシュ料理です。 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

日時：２０１４年８月２０日（水） １２時より 

場所：RIOJA Ⅱ (お堀外側ターペー通りを過ぎてマクドナルドを越えた辺り) 

   29/3 COCHASA RD. T. CHANGKLAN, CHIANGMAI 50100 

      TEL: 081-822-3813 

参加費：＠250B(お一人様) 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※次ページお料理参考写真 
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１：アンダルシア・ベジタブル・コールドスープ 

２：ローマ風・スクィッドフライ 

３：シーフード・パエリア 

他、パンとお水にコーヒーか紅茶のサービスをハラ会特別サービスでお付けい

ただきます。 

 

参加ご希望の方は、８月１８日(月)迄に 

生活支援部・光明(081-8822202)平田(081-9933119)迄 

ご連絡下さい。 

お待ちしております。 

 

生活支援部 平田有希 

 

第第第第 15151515 回チェンマイ日本人会主催チャリティーバザーのお知らせ回チェンマイ日本人会主催チャリティーバザーのお知らせ回チェンマイ日本人会主催チャリティーバザーのお知らせ回チェンマイ日本人会主催チャリティーバザーのお知らせ    

 

恒例行事となりました 日本人会主催チャリティーバザーのお知らせです。 
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本年のチャリティーバザーは 11 月 16 日(日)に開催予定です。 

このチャリティーバザーの純利益は、チャリティー基金とし、毎年タイ赤十字

などに寄付し、日タイ親善の一助とさせて頂いています。 

つきましては・・・ご家庭内・及び各企業内に、不要の品・家庭用品(調理器具・

食器・コップ)室内用アクセサリー・医療・おもちゃ・自動車グッズ・カバン・

靴・ゴルフ用品・電化製品・書籍・CD/VCD・手工芸品(手作りグッズ)不要にな

ったもので、引き続き使用可能なもの(特に、家電製品は使用可能かどうか？ご

確認の上)を日本人会・事務所まで、ご持参頂けませんか？ 

 日本人会お隣の”家族亭“でも預かってもらえます。 

バザーの開催場所・時間帯等は、別途火焔樹及び HP にて、お知らせいたします。 

詳しくは、生活支援部・光明和子(081-8822202)もしくは…日本人会へ 

お問い合わせ下さい・ 

 皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

運動部より運動部より運動部より運動部より    

第第第第 356356356356 回月例コンペ回月例コンペ回月例コンペ回月例コンペ    結果報告結果報告結果報告結果報告    

    7 月 20 日(日)チェンマイハイランドゴルフ場にて第 356 回月例コンペ記念大会を開

催しました。今回の参加は 14 名（ゲスト 9 名）でのコンペと成りました。 

今回は 5 月に開催しました「日タイ親善ゴルフ」の運営関係者のご苦労さん会も兼ね

たこともあり、初参加の方が 7 名と非常に多く、新しい方々との信仰を深めることが出

来ました。 

 天候は途中で小雨に当たりましたが、スコール規模にはならず終始心地よい気候で

皆様プレー出来たのではないかと思います。その結果でしょうか、今回イーグル！を

獲得された方、自己ベスト更新！の方がいらっしゃいました。その中で見事、優勝さ

れたのが渡辺さん（OKI）です。 

 優勝された渡辺さんは、これまで常に上位入賞されておりましたが、以外にも今回

が発の優勝ということで、何か「ほっと」されている印象を受けました。 

 渡辺さんより「もうすぐ帰国となりますが、その前にいい思い出ができました」とのコ

メントがありました。次がご赴任期間中の最後の参加となるとのこと、是非、2 階連続

でのタイトル獲得を目指して下さい！ 
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 また、今回初参加された皆様、ありがとうございました。是非、次回以降もご参加下

さい。 

 

第 356 回月例コンペ優勝者 渡辺様（OKI） 

 

第第第第 357357357357 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 357 回月例コンペは、2014 年 8 月 17 日（日） グリーンバレー 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頂き、奮ってご参

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    

 チェンマイ日本人補習授業校の中１のクラスでは、４人の学生が毎週末、が

んばって国語と数学の勉強に励んでいます。また、一学期間に一回ですが書道

も習っています。一学期中は、全員が揃って授業出来た日があまりありません

でしたが、書道に参加した２人の作品を紹介いたします。 
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広報部より広報部より広報部より広報部より    

健康診断のお知らせ 

 この度、日本人会会員、CLL（チェンマイロングステイライフの会）、定住者の集い、

福祉の会の方々を含む４団体合同での健康診断の申し込みのお知らせを致します。

検査内容などの詳細は添付資料をご覧ください。参加者が多くなればなるほど一人
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あたりの検査費用の負担も少なくなるということです。みなさんこれを良い機会に一度

健康診断をお受けになってはいかがでしょうか。 

 

募集期間：8 月 22 日（金）、それ以降は要相談 

      ※但し 8 月 25 日の週に受診希望者は 8 月の 16 日までに申し込み 

受信期間：8 月 25 日（月）～10 月 31 日迄 

検査費用（目安）：男性 ３７４０バーツ 

           女性 ４６８０バーツ 

※受診人数により価格の変動があることはご了承下さい。 

この健康診断の件に関するお問い合せ、お申込みは日本人会役員・光明までお知

らせ下さい。 

生活支援部 光明和子(081-8822202) 

    

 

 

 

 

 

 

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（７月）」 

運動部より      「第３５７回月例コンペ参加申し込み表」 

広報部より   「健康診断のお知らせ」 

文化部より   「チェンマイ子供会パンフレット」 

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」 

 


