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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    

●タイ国政府は、タイ国への入国管理に関する規定をこのところ厳しく運用しているこ

とは在タイ日本大使館のホームページで広報されている通りです。即ち、ビザ免除措

置を使い出入国を繰り返し、事実上長期滞在を行う所謂ビザランに対する規制が強

化され入国を拒否されるケースが実際に出ています。更に、本年 9 月からは新規定

が施行されることになっており、入国目的に合ったビザを取得せず入国しようとして入

国を拒否されたり、オーバーステイ者（ビザ切れ不法滞在者）に対する再入国規定が

きわめて厳しくなりますので十分ご注意ください。 

●このところチェンマイでも交通規制が厳しく適用されており、交差点での信号待ちの
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際に停止線を少しでも越えて停車すると罰金が課されるケースも出ていますのでご注

意ください。 

 

8888 月定例役員会月定例役員会月定例役員会月定例役員会報告報告報告報告    

●８月度北部日系団体連絡協議会、安全対策連絡協議会報告 

・臨時議会が出来、臨時内閣もこれから出来る。全て軍一色となる。 

従来は住民の選挙で選ばれていたタンボン（町、村のような行政単位）の長が政府に

よる任命制となる。 

・チェンマイ国際会議場にて科学技術博覧会が 8 月 14 日から開催され、日本からも 5

つの団体が参加する。主にタイの中学、高校、大学生の来場が見込まれている。 

・千バーツ札の偽造紙幣が出回っているので注意すること。 

・入国管理の規定が厳しく適用されているので注意すること。 

 

●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。 

 

●忘年会開催についての打ち合わせ 

 

●野菜ソムリエセミナー開催打ち合わせ 

 

次回役員会開催日 9 月 17 日 
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登記部より登記部より登記部より登記部より    

    登録会員数のご報告登録会員数のご報告登録会員数のご報告登録会員数のご報告    

今月は新規入会の方がいらっしゃいませんでしたので、会員数の増減は無し。新

入会員の方の紹介も割愛させていただ

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

     

「「「「“お食事会”“お食事会”“お食事会”“お食事会”のご案内のご案内のご案内のご案内」」」」    

3 月・9 月はお食事会です。 

11 月に迫りました恒例の“チャリティー・バザー”の打ち合わせを兼ねて、

お食事を楽しみましょう…（男性の方も遠慮なくご参加ください！） 

今回は“インターナショナル・ブッフェ”です。 

記 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

日時：２０１４年９月１７日（水） １２時より 

場所：Holiday Inn HTL 1F “River Terrace” 

      318/1 CM-Lamphun Old Rd, T.Wat Kate 

      A.Muang ChiangMai 50000 

TEL: 0-5327-5300 

   ホリディイン・ホテル 1 階にあります 

   ピン川沿いの“リバーテラス”でのブッフェのお食事です。 

参加費：＠250B(お一人様) 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

参加ご希望の方は、9 月 15 日(月)迄に各お世話係さん、もしくは 

生活支援部・光明(081-8822202)平田(081-9933119)迄ご連絡下さい。 

(8 月 20 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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お待ちしております。 

 

*その際、御家庭内で、不要になったもの(引き続き使用可能なもの)がありまし

たら是非、ご持参ください。 

 

生活支援部 光明和子 

 

“野菜ソムリエ青澤直子氏による「タイ野菜セミナー」”“野菜ソムリエ青澤直子氏による「タイ野菜セミナー」”“野菜ソムリエ青澤直子氏による「タイ野菜セミナー」”“野菜ソムリエ青澤直子氏による「タイ野菜セミナー」”    

 本格的な雨期が始まり、ようやく北タイの涼しい季節の足音が聞こえており

ますこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

 

 この度、青澤直子氏による「タイ野菜セミナー」を開催することとなりまし

た。 

「南国（タイ）の野菜たち」 http://urx.nu/am5u の著者であり、野菜ソムリ

エバンコク代表で現在バンコクにてレストラン「SALADEE」を経営されている青

澤直子さんをお呼びして、タイ野菜の講座＆ランチ会を開催します。 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

講座内容：「タイ野菜で作る日本の家庭料理」 

日時： 9 月 7 日(日)10 時半(開場)11 時より(講演会)12 時より(ランチ会) 

*お申し込み人数が多い場合は 9 月 8 日(月)も開催いたします。 

場所：グリーンデイズ 

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

https://plus.google.com/114727314212973142764/about?gl=jp&hl=ja 

参加費： 日本人会会員 300Ｂ 

     非会員    350Ｂ   

お子様 200Ｂ（ランチのご用意が必要なお子様に限り） 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 チェンマイの市場では沢山のお野菜がお手軽に手に入りますが、いかんせん

南国のお野菜は我々には未知の世界。 

「どんな味なのか？」「調理方法はどうしたらいいのか？」等、チェンマイでお

役立ちの情報満載な講演会を企画しております。 

リンピンスーパー等でしか手に入らない貴重な日本野菜ではなく、タイで手軽

に手に入る野菜で日本的な家庭料理を皆様の食卓にお届けできる手助けができ

ればと思います。 
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*定員に限りがございますので、お申し込みはお早めにお願いします。 

現在 9 月 7 日日曜のみの開催としておりますが、月曜日の開催のご希望が定員

に達しましたら 9 月 8 日も開催いたします。 

 

参加お申し込みは、チェンマイ日本人会事務所の以下のメールアドレスまで下

記内容をご記入の上 9 月 5 日(金)までにご連絡ください。 

 

① 氏名 ②電話番号 ③ご自身のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

④参加御人数 

※お子様ご同伴の方でお食事が必要な場合は「子供○人」とご明記お願いしま

す。 

⑤参加ご希望日時 

※9 月 8 日のみしかご参加できない場合はお伝えください。 

⑥日本人会会員か非会員か 

 

チェンマイ日本人会事務所連絡ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

E-Mail: info@cmjpa.org 

その他詳しいお問い合わせは、生活支援部：平田有希(081-9933119)迄、よろし

くお願い致します。 

 

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

 

恒例になりました 日本人会主催チャリティーバザーのお知らせです。 

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？ 

 

・第 15 回チャリティーバザー  

 会場：チェンマイ大学アートセンター駐車場（予定） 

 日時：11 月 16 日(日)午前 10 時より 

※バザー・グッズは、値付等準備の為、10 月末までにお持ちいただけますよう
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ご協力お願いいたします。 

 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 357357357357 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    

8 月 17 日（日） グリーンバレーゴルフ場にて第 357 回月例コンペ記念大会を開催

しました。今月は日本の夏季連休の月でもあり、一時帰国される方がいる状況の中、

14 名（ゲスト 3 名）のエントリーでのコンペと成りました。 

天候は開催前は数日間、朝から小雨が続いておりましたが、当日は雨には当たらず、

後半は徐々に暑さが厳しくなりましたが、皆様心地よくプレーできたのではないかと思

います。 

 その中で見事、優勝されたのが渡辺さん（HIROTA）です。 

優勝された渡辺さんは、これまで過去に優勝の経験がありましたが、本年度は初の

優勝ということで、優勝カップを手に御満足なご様子でした。 

 ちなみに、小生はようやく 3 回目の参加で HD 取得での参加で少々（かなり？）気合

いを入れておりましたが、初めての順位賞で、「BB」という結果（実力的には当然で

す、、、）となってしまいました（笑）。 

今回ご参加の皆様、大変ありがとうございました！  

是非、次回以降もお気軽に参加してください！ 

 

第 357 回月例コンペ優勝者 渡辺様（HIROTA） 
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第第第第 358358358358 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 358 回月例コンペは、2014 年 9 月 21 日（日） アルパイン 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】  

奥野（KEIHIN）084-378-1275（携帯番号） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tsuyoshi-okuno@keihin.co.th 

武田（TPT） 081-884-5929（携帯番号）  

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

    

チェンマイ子ども会よりチェンマイ子ども会よりチェンマイ子ども会よりチェンマイ子ども会より    

 

8888 月の活動「シャボン玉遊び」月の活動「シャボン玉遊び」月の活動「シャボン玉遊び」月の活動「シャボン玉遊び」    

8 月 23 日は、託児施設 Kid-dee House (http://www.kiddeehouse.com/)にて、

シャボン玉遊びをしました。 

7 月の活動がお休みだったので、久しぶりにたくさんのお友達が集まり、楽しい

集いとなりました。市販の皿洗い用洗剤に水とグリセリンを混ぜることで、表

面張力が高まり大きな風船が作れます。おうちにある不要な針金ハンガーなど

を変形させて輪を作り、大きなシャボン玉つくりに挑戦。子どもたちのわくわ

くした顔と緑の芝生とシャボン玉のコントラストがとても綺麗でした。Kid-dee 

House のお庭には、砂場や遊具もあり 楽しく遊ぶことが出来ました。公園デビ

ューのないチェンマイですから、同じような年齢の小さな子どもたち集まって

遊ぶことは稀。お話が上手な子もいれば、黙々と砂を掘る子もいます。おもち

ゃの取り合いも起こります。泣いたり笑ったり（←子ども）、喜んだりハラハラ

したり（←親）・・・そんな子どもたちの様子を見つめつつ、ママ＆パパの会話

も弾みました。次回来るときには、子ども達もっと違うことが出来るようにな

っ て い る の か

な？ 

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！！（折込の

パンフレットもご参

照ください） 
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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    

 今月は補習校のみなさんが書いた「夏休み」を課題テーマにした作文を掲載

します。 

 

 夏休みの思い出 

中学二年 鈴木 里咲 

 私は夏休みに夏期特別授業に参加しました。夏期特別授業は全部で三日間あ

りましたが、私は二日間しか参加することができませんでした。しかしその二

日間は思っていたよりも楽しくて、驚きました。 

 夏期特別授業にはバンコクとシラチャーから四人の先生方が来てくださいま

した。先生方はとても明るくて、優しい方々ばかりでした。夏期特別授業では

いつも勉強している数学や国語の他にも、理科、社会、体育、や図工が勉強で

きました。 

 理科では高学年と低学年が一緒になっていろいろな実験をしました。中でも

私が一番好きだったのは、スーパーボールを作ったことでした。板状のプラス

チック粘土を熱湯で温めて作りました。きれいに丸くするのは、思っていた以

上に難しかったです。 

 社会では、地理と歴史について学びました。グループに分かれてオリジナル

の都道府県カルタを作りました。各都道府県の名物や特産品を調べ、俳句を作

り、読み札にするのです。みんなの出身地や行ったことのある場所についてワ

イワイ話ながら作りました。普段あまり話す機会のない他の学年の子とも仲良

くなれました。 

 この夏期特別授業は私にとってもいい夏休みの思い出になり、参加してとて

もよかったと思います。来年も私はまた参加したいと思います。 
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   休みの日記 

中学二年 西村みぎわ 

毎年補習校が休みの時、タイの学校は休みではないので、どこにも遊びに行

けませんでしたが、今年は金、土、日、月の４日連続の休みがありました。そ

の休みに合わせて、シンガポールから友達も来ていたので、ともだちとかぞく

と四日間いろいろ遊びに行きました。 

 一日目のやすみの十一日金曜日、朝、七時半に家を出て、八時にエレファン

トキャンプに行きました。バナナを三つで一〇〇バーツ買いました。像に丸ご

と全部取られたけど。そのあと象のショーを見ました。象がサッカーボールを

けったり、絵をかいたり、いろいろありました。十一時四十五分ぐらいに、滝

につきました。先にご飯を買ってから滝のほうに行きました。 

 二日目の休みの十二日土曜日いつもなら補習校に行っていますが、今回は違

います。休みですから。この日は動物園に行きました。でも動物園は前とちっ

がて、車で中に入れるようになっていました。私が行ったときはいろんな工事

をしてて、全然面白くなっかたです。車も多いし、空気も悪いし、全然だめで

した。でも昼はホイトゥンターオの湖に行って、そこでお昼ご飯をたっべまし

た。ご飯もすごくおいしいし、みんなで、泳ぐこともできて、すごく良かった

です。 

 三日目の休み一三日日曜日、朝は YMCA で勉強しなけれっばいけないので、遊

びに行けませんでした。勉強した後、温泉に行きました。日曜日はあまり何も

しませんでした。 

 四日目十四日月曜日最後の日ドーイインカムに行きました。お寺です。山の

上のほうにあって、すごく景色が良くって、すごくきれいでした。下に降りる

階段があって、その階段を下りました。降りるときは楽でしたが、上がるとき

は少し疲れました。下に降りた時、蚊に刺されました。十一時ぐらいにお寺を

出て、近くのナイトサファリに行きました。行ったの外のほうです。シカと馬

に野菜をあげにいったのです。シカはニンジンとバナナを食べたけど、緑の知

らない名前の野菜は食べました。食べなかった緑の野菜は、馬にあげました。

全部食べました。 

 これが四日間の休みに行ったところです。わたしはチェンマイにいて、四日

間ずっと遊んだのは初めてなので少し疲れました。でも次の日は、テスト一日

前なのに全然タイの学校の宿題をやってませんでした。大変でした。 

 



 
 

10/12 

   夏休みの思い出 

児玉摩耶 

｢日本にいる最後の日だね｣ 

｢そうだね｣ 

私は沙羅に言った。別に悲しくない。どちらかと言うとうれしい。このどうで

もいい小さな町から出て、チェンマイに帰るのは、いいことだ。確かにお母さ

んのふるさとだけど、することがないところだから。 

 ここは私の考え方を日本人らしい、古い考え方にしようとしている。 

｢おまえは女だから～しなさい｣とか、｢刺青はしちゃいかん｣とか、｢おしゃれは

大人になってからしなさい｣という。あれをしなさい、これはしてはいけない。

あれはこうしないといけない。たった二週間で 400 回は言われているだろう。

うるさい。みんなはいつも酔っぱらっている。もうこの地獄的なところから出

たい。 

｢摩耶、今日コスモタウンに行くよ｣ 

お母さんが下から言った。 

｢誰と？｣ 

｢おじちゃんと｣ 

マジかよ！ いつも酔っぱらっていて沙羅に｢ダイエットをしろ｣と言っている

お母さんのいとこ。おじちゃんと行くなら死んだほうがまし。 

｢いや！｣ 

｢今度はいいかもしれないじゃん｣ 

お母さんは悲しそうに言いました。これはお母さん語は｢行け！｣です。 

｢わかったよ、ママ。｣ 

｢今から出発するよ｣ 

私は答えずに鞄を持って下に行った。道に出るとおじちゃんの車があった。お

じちゃんの子供二人と私と英がコスモタウンに向かいました。 

コスモタウンに行くはずだったのに、なぜか大分市のモールに行きました。 

｢ありがとう、パパ｣ 

おじちゃんの長女が言いました。おじちゃんは喋っていない。酔っぱらってい

るときはうるさいのに、変なの。 

今日は死ぬほど買い物をしちゃった。それからみんなでＨ＆Ｍに向かった。欲

しいものはもっとあるけど、私はもう何も買えない。 

｢俺、服買ってやるよ。｣ 
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静かで酔っぱらっていないおじちゃんが言った。こういう人だったっけ？ 

マジで？ おー！ おじちゃんは自分の子供と、私と英に服を買ってくれた。 

｢ありがとうございます｣ 

私は、先のことがまだ理解できなくてぼーっと言いました。帰りに思いました。

ずっと嫌いだったおじちゃんに優しいところがあったんだ。マジかよ！ 

人をちょっとしたことですぐ嫌いになたりしてはいけない。 

 

 

   読書感想文『極上めちゃモテ委員長（西村友子著）』を読んで 

児玉沙羅 

 めちゃモテ委員長は日本の少女マンガです。私の双子の摩耶が五年生くらい

の時によく読んでいました。床に転がっていたから読んでみました。 

 ストーリーラインはよくないと思いました。元ヤンキーの女の子が頭のいい、

しっかりしたクラス委員長になるのは良いと思います。しかし、その理由が｢男

子にもてるため｣なのがつまらないと思います。バカじゃないですいか。その他

にも委員長は色々なことを｢男子にもてたいから｣します。私が親だったらこの

本を子供に読ませないと思います。 

 だけど、この本に読む価値がなかったとは思いませんでした。なぜかと言う

と、この本には美容のヒントがいっぱい入っていたからです。これで私もちょ

っとはましになるといです。 

めちゃモテ委員長の絵は好きになれませんでした。目が顔の三分の一くらいを

占め、女の子の脚が変に長かったです。これを描いている人にとってはかわい

いかもしれないですが、私にとっては気持ち悪かったです。 
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