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事務局からのお知らせ 

「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会のご案内」

月定例役員会報告 

登録会員数報告」 

のお知らせ」   

ツアーのご報告」 

月例ゴルフコンペのご報告」 

「次回のゴルフコンペのご案内」 

チェンマイ子ども会より 

月度の活動」 

チェンマイ日本人補習校・レインボークラブより ＊個人情報保護のため Website には掲載いたしておりません。 
作文」 
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●当年度の年会費を未だお支払いいただいていない会員の皆様宛に「会費お支払い

のお願い」を出状させていただきます。当会の規約では、会費を６ヶ月以上滞納した

場合会員資格を失う旨規定されていますのでご注意ください。お支払いに際しまして

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いください。銀行振り込み

の手続きにつきましては、本号末尾をご参照ください。

 

●会員の皆様には既に注意喚起の一斉メールをお送りしてますが、タイの道路交通

法が 6 月 22 日より改正され飲酒運転に関する罰則が強化されています。

従前は、執行猶予が付くことが多く実刑を受けることがほとんどなく、罰金で済んでい

ましたが、改正法では執行猶予は付かず罰金と最低１ヶ月～１年以下の実刑が課さ

れることになりました。会員の皆様に於かれましては絶対に飲酒運転はせず安全運

転をお心がけください。 

 

「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会のご案内」

 

チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会が主催する慰霊祭が

バンガード会場とムンサーン寺会場の２ヶ所にて行われます。

また、戦後７０周年追悼講演が

われます。詳しくは添付の「チェンマイ戦没者慰霊祭のお知らせ」をご参照ください。

なお、チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会の慰霊祭実行費用をサポートする寄付金

の拠出を希望される有志の方は当日会場にお持ちいただくか日本人会事務所へ事

前にご持参ください。 

 

 

 

 

6 月 17 日 18：30 から日本人会事務所にて行いました。

� 6 月度北部日系団体協議会報告

6 月 10 日（水）9:00~ チェンマイ総領事館
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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    

    

●当年度の年会費を未だお支払いいただいていない会員の皆様宛に「会費お支払い

のお願い」を出状させていただきます。当会の規約では、会費を６ヶ月以上滞納した

場合会員資格を失う旨規定されていますのでご注意ください。お支払いに際しまして

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いください。銀行振り込み

の手続きにつきましては、本号末尾をご参照ください。 

●会員の皆様には既に注意喚起の一斉メールをお送りしてますが、タイの道路交通

日より改正され飲酒運転に関する罰則が強化されています。

予が付くことが多く実刑を受けることがほとんどなく、罰金で済んでい

ましたが、改正法では執行猶予は付かず罰金と最低１ヶ月～１年以下の実刑が課さ

れることになりました。会員の皆様に於かれましては絶対に飲酒運転はせず安全運

「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会のご案内」

チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会が主催する慰霊祭が 8 月 15 日（土）９：３０から

バンガード会場とムンサーン寺会場の２ヶ所にて行われます。 

また、戦後７０周年追悼講演が 8 月 14 日（金）にＹＭＣＡ１階ホールにて１８：３０から行

われます。詳しくは添付の「チェンマイ戦没者慰霊祭のお知らせ」をご参照ください。

なお、チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会の慰霊祭実行費用をサポートする寄付金

の拠出を希望される有志の方は当日会場にお持ちいただくか日本人会事務所へ事

 

 

  

 

 

６６６６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    

    

日本人会事務所にて行いました。 

月度北部日系団体協議会報告 

チェンマイ総領事館にて行われました。 

●当年度の年会費を未だお支払いいただいていない会員の皆様宛に「会費お支払い

のお願い」を出状させていただきます。当会の規約では、会費を６ヶ月以上滞納した

場合会員資格を失う旨規定されていますのでご注意ください。お支払いに際しまして

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いください。銀行振り込み

●会員の皆様には既に注意喚起の一斉メールをお送りしてますが、タイの道路交通

日より改正され飲酒運転に関する罰則が強化されています。 

予が付くことが多く実刑を受けることがほとんどなく、罰金で済んでい

ましたが、改正法では執行猶予は付かず罰金と最低１ヶ月～１年以下の実刑が課さ

れることになりました。会員の皆様に於かれましては絶対に飲酒運転はせず安全運

「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会のご案内」    

日（土）９：３０から

日（金）にＹＭＣＡ１階ホールにて１８：３０から行

われます。詳しくは添付の「チェンマイ戦没者慰霊祭のお知らせ」をご参照ください。 

なお、チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会の慰霊祭実行費用をサポートする寄付金

の拠出を希望される有志の方は当日会場にお持ちいただくか日本人会事務所へ事



 
 

・青木総領事より、北タイでは在留邦人がこの

歳以上が 6 割強で、総領事館として今後どう対応するか検討が必要であり、日系

各団体との打ち合わせの機会を活かしていきたいとの由。

・イミグレのプロムナードへの移転は

・来年 1 月に新憲法(案

のロードマップが示されている。

� 日・タイ親善ゴルフ大会、来年に向けての反省点などの報告

� ライチ狩り報告 

� 年会費未払い会員への督促に関して進捗。

� 火焔樹へ掲載されている補修校生の文章取り扱いの件。

今後は、生徒の原稿をメール便では従来通り掲載し、

� 新会長、新副会長、新事務局

弁護士に確認。 

� 事務員ビザ、ワークパーミット取得完了。

 

次回の役員会 7 月 15 日（水）

    

    

    

    

    

●荒井 教子 様 （Nara Tour

 

●諏訪 京子 様 （在チェンマイ日本国

領事館 諏訪領事のご家族として

 

● 穂 園  鉄 男 様  

Display(THAILAND) CO., LTD.

海外赴任(単身)は、初めての経験とな

ります。チェンマイには出張で

ど来て良い印象があったので、この度

はこちらの生活も楽しみにしています。仕事も遊びも一生懸命取り組みたいと

思います。よろしくお願い致します。
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・青木総領事より、北タイでは在留邦人がこの 10 年で 2~3倍に増えており、内

割強で、総領事館として今後どう対応するか検討が必要であり、日系

各団体との打ち合わせの機会を活かしていきたいとの由。 

・イミグレのプロムナードへの移転は 8 月以降にずれ込む見込み。

案)について国民投票を行い、来年 8~9 月に総選挙を行うと

のロードマップが示されている。 

日・タイ親善ゴルフ大会、来年に向けての反省点などの報告 

年会費未払い会員への督促に関して進捗。  

火焔樹へ掲載されている補修校生の文章取り扱いの件。 

今後は、生徒の原稿をメール便では従来通り掲載し、HPでは公開しない。

新会長、新副会長、新事務局 3 名を当局への届出については、西田事務局より

事務員ビザ、ワークパーミット取得完了。 

日（水）     

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    

Nara Tour） 

在チェンマイ日本国

諏訪領事のご家族として） 

 （ KYOCERA 

THAILAND) CO., LTD.） 

は、初めての経験とな

ります。チェンマイには出張で 6 回ほ

ど来て良い印象があったので、この度

はこちらの生活も楽しみにしています。仕事も遊びも一生懸命取り組みたいと

思います。よろしくお願い致します。 

(06

 

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    28

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    

倍に増えており、内 50

割強で、総領事館として今後どう対応するか検討が必要であり、日系

月以降にずれ込む見込み。 

月に総選挙を行うと

では公開しない。 

名を当局への届出については、西田事務局より

はこちらの生活も楽しみにしています。仕事も遊びも一生懸命取り組みたいと

(06 月 17 日現在) 

 

家族 

会員 

合計 

0 0 0 

1 0 1 

286 57 343 

343434344444    



 
 
●木内 正明 様（KYOCERA Display(

今年 5 月に赴任して参りました。縁あってこの地に住むこととなり、初めての

海外赴任で不安要素もありますが、皆様の協力を頂きながら頑張って参りたい

と考えております。今後ともよろしくお願い致します。

 

●横田 芳夫 様 （LUMPHUN SHINDENGEN CO., LTD.

4 月の人事異動により Lunphun

タイには出張ベースで何度か訪れていますが、出向による駐在は今回

ます。言葉の壁と単身赴任での生活で多少戸惑いが有りますが、早くこの環境

になれタイ文化の素晴らしさを学んで行きたいと思っています。

致します。 

 

    

    

雨も降り始め少しはすごし易くなりましたが

この時期は、体調を崩される方も多いようなので、くれぐれも

日時：  2015 年 7 月 22 日（水）

  

場所：  すし一番  

            SriDonchai Rd., 

            Tel: 0-5344-9076

  

メニュー：寿司ランチセット 
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KYOCERA Display(THAILAND) CO., LTD.） 

月に赴任して参りました。縁あってこの地に住むこととなり、初めての

海外赴任で不安要素もありますが、皆様の協力を頂きながら頑張って参りたい

と考えております。今後ともよろしくお願い致します。 

LUMPHUN SHINDENGEN CO., LTD.） 

Lunphun SHINDENGEN へ着任しました横田と申します。

タイには出張ベースで何度か訪れていますが、出向による駐在は今回

ます。言葉の壁と単身赴任での生活で多少戸惑いが有りますが、早くこの環境

になれタイ文化の素晴らしさを学んで行きたいと思っています。

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    

 

７７７７月度月度月度月度””””ハラハラハラハラ会会会会””””のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

雨も降り始め少しはすごし易くなりましたが…皆様お変わりなくお過ごしでしょうか？

この時期は、体調を崩される方も多いようなので、くれぐれも お気を付けて

し下さい。 

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”のお知らせです。（腹が減っては戦も出来

ず・・・） 

  

7 月のハラ会は、チェンマイ日本人会事務所近くの『寿

司一番』にて開催致します。ネタが評判の握り寿司を楽

しみましょう・・・是非、皆様 ご参加下さい。

   

日（水） 今回は第 4週となります。 12時より

 A Muang ChiangMai （カシコーン銀行横） 

9076 

 

月に赴任して参りました。縁あってこの地に住むこととなり、初めての

海外赴任で不安要素もありますが、皆様の協力を頂きながら頑張って参りたい

へ着任しました横田と申します。  

タイには出張ベースで何度か訪れていますが、出向による駐在は今回初となり

ます。言葉の壁と単身赴任での生活で多少戸惑いが有りますが、早くこの環境

になれタイ文化の素晴らしさを学んで行きたいと思っています。宜しくお願い

皆様お変わりなくお過ごしでしょうか？ 

お気を付けて お過ご

美味しいお料理を頂きながらハラを割って、本音で語る

のお知らせです。（腹が減っては戦も出来

月のハラ会は、チェンマイ日本人会事務所近くの『寿

司一番』にて開催致します。ネタが評判の握り寿司を楽

ご参加下さい。 

時より 



 
 
参加費：@190B（お一人） 

  

参加ご希望の方は、7 月

支援部・平田（081－9933119

お待ちしています。 

 

チェンマイ日本人会・文化部チェンマイ日本人会・文化部チェンマイ日本人会・文化部チェンマイ日本人会・文化部

  

 6 月 14 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

名、子供 17名、総勢 50名の参加により大盛況でした。大勢様の参加により

バスをチャーターできましたので子供達は眺めが良く大喜びでした。ドイサケット温泉で

は皆で足湯を楽しみながら温泉卵、温泉で茹でた新鮮な竹の子を皆で美味しく食べま

した。その後更にチェンライ方面を山越えし、皆でライチ狩りにチャレンジしました。たく

さんの木の中から大きい甘いライチを探し出すのに皆必死です。たくさんのライチを食

べながら、更にたくさんのライチをお土産に戴きました。最近評判がよいドイサケットの

コーヒーファームも見学、子供達は初めての体験です。今年もお父さ

供達に大変喜んで戴きました。
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20 日（月）迄に生活支援部各お世話係さん

9933119）、光明（081-8822202）迄、ご連絡下さい。

文化部より文化部より文化部より文化部より    

    

チェンマイ日本人会・文化部チェンマイ日本人会・文化部チェンマイ日本人会・文化部チェンマイ日本人会・文化部////生活支援部生活支援部生活支援部生活支援部    合同主催合同主催合同主催合同主催    

ライチー狩りツアーのご報告ライチー狩りツアーのご報告ライチー狩りツアーのご報告ライチー狩りツアーのご報告    

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。大人

名の参加により大盛況でした。大勢様の参加により

バスをチャーターできましたので子供達は眺めが良く大喜びでした。ドイサケット温泉で

は皆で足湯を楽しみながら温泉卵、温泉で茹でた新鮮な竹の子を皆で美味しく食べま

した。その後更にチェンライ方面を山越えし、皆でライチ狩りにチャレンジしました。たく

さんの木の中から大きい甘いライチを探し出すのに皆必死です。たくさんのライチを食

べながら、更にたくさんのライチをお土産に戴きました。最近評判がよいドイサケットの

コーヒーファームも見学、子供達は初めての体験です。今年もお父さ

供達に大変喜んで戴きました。 

                  生活支援部 光明和子 平田有希 ／ 

    

    

生活支援部各お世話係さん もしくは、生活

）迄、ご連絡下さい。 

    

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 33

名の参加により大盛況でした。大勢様の参加により 2 階建て

バスをチャーターできましたので子供達は眺めが良く大喜びでした。ドイサケット温泉で

は皆で足湯を楽しみながら温泉卵、温泉で茹でた新鮮な竹の子を皆で美味しく食べま

した。その後更にチェンライ方面を山越えし、皆でライチ狩りにチャレンジしました。たく

さんの木の中から大きい甘いライチを探し出すのに皆必死です。たくさんのライチを食

べながら、更にたくさんのライチをお土産に戴きました。最近評判がよいドイサケットの

コーヒーファームも見学、子供達は初めての体験です。今年もお父さん、お母さん、子

 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 363363363363 回月例コンペ回月例コンペ回月例コンペ回月例コンペのご報告のご報告のご報告のご報告    

6 月 21 日（日） グリーンバレー ゴルフ場にて第 363回月例コンペ大会を開催しまし

た。参加者は 12名３組で、ゲスト参加はなく、ＨＣ取得メンバーでのコンペとなりました。

前回３月開催より、毎年月例コンペの休止月である４月と５月以来、中２ヶ月後の開

催ということで、皆様久々のご対面でした。今回、見事優勝されたのは、中さん（HKD）

です。中さんは、昨年の取り切り戦の覇者！で、今年も早々と年末の取り切り戦の出

場権を獲得されました。また、毎年恒例の「日タイ親善ゴルフ大会」では、長年に渡り、

実行推進の責任者を担当されております。今年も

先月５月に開催し、総勢１４４名参加の全体運営を

無事故、大成功の総指揮を見事果たされました。

中さんなくして日タイ親善ゴルフはない！と言って

も過言ではないと、小生、２年連続で運営をお手伝

いさせていただいた感想です。今回ご参加の皆様、

大変ありがとうございました！次回は７月、グリー

バレーで開催予定です。初参加の方も大歓迎です。

多くのエントリーをお待ちしております！！ 

 

次回月例コンペ次回月例コンペ次回月例コンペ次回月例コンペのご案内のご案内のご案内のご案内    

    

次回、第 364 回月例コンペは、2015 年 7 月 19 日（日）、グリーンバレーゴルフ
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場の予定です。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）メールアドレス：tsuyoshi-okuno@keihin.co.th 

    

    

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    

    

６６６６月度の活動月度の活動月度の活動月度の活動    

 

６月は、フローラルコンドミニアムのロビーで紙飛行機作り新聞紙を使った遊びをしま

した。折り紙で作る紙飛行機は、三角を筒状につなげるだけのシンプルな形。羽もなく

て飛ぶのかしら・・・と思いきや、よく飛

ぶんです！ひとしきりみんなで楽しんだ

後、今度は新聞紙を使って輪を作り、

「ケン・ケン・パッ」をしました。子どもの

ころチョークやロー石で道路に円をたく

さん書いたのを思い出しました。最後

は、新聞紙の輪を小さくちぎって丸め 

玉入れの練習。小さな子どもには、新

聞紙をビリビリ破ったり、普段ならお母

さんに怒られるような、こういう遊びが 

楽しいのでしょうね。 

7 月の活動は、お休みとなりますが、 

子ども会の活動に興味のある方は、 

是非ご連絡ください！！  facebook.com/cmkodomokai        
 



 
 

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＊個人情報保護のため
2015 年、チェンマイ日本人補習校では

6 年生は小学校では最上級生として、皆の手本を示さなければなりません。

そんな彼女達が、将来の展望について作文を書きましたのでご覧ください。

 

 

私は、まだタイに来たばかりです。そのためタイ語や英語は全く分かりません。私は、まだタイに来たばかりです。そのためタイ語や英語は全く分かりません。私は、まだタイに来たばかりです。そのためタイ語や英語は全く分かりません。私は、まだタイに来たばかりです。そのためタイ語や英語は全く分かりません。

なので知りたい言葉があれば調べていきたいと思います。その言葉を使っていけばなので知りたい言葉があれば調べていきたいと思います。その言葉を使っていけばなので知りたい言葉があれば調べていきたいと思います。その言葉を使っていけばなので知りたい言葉があれば調べていきたいと思います。その言葉を使っていけば

少しずつ分かってくるはずです。少しずつ分かってくるはずです。少しずつ分かってくるはずです。少しずつ分かってくるはずです。

三年後には、話せるようになりたいです。三年後には、話せるようになりたいです。三年後には、話せるようになりたいです。三年後には、話せるようになりたいです。

 

 

私は英語が少し苦手です。なので、英語の勉強を毎日して英語を上達させたいで私は英語が少し苦手です。なので、英語の勉強を毎日して英語を上達させたいで私は英語が少し苦手です。なので、英語の勉強を毎日して英語を上達させたいで私は英語が少し苦手です。なので、英語の勉強を毎日して英語を上達させたいで

す。す。す。す。 

英語が上達したらインター校の友達と、もっとお話をしたいです。そして将来その英語英語が上達したらインター校の友達と、もっとお話をしたいです。そして将来その英語英語が上達したらインター校の友達と、もっとお話をしたいです。そして将来その英語英語が上達したらインター校の友達と、もっとお話をしたいです。そして将来その英語

でアメリカの大学に通いたいです。でアメリカの大学に通いたいです。でアメリカの大学に通いたいです。でアメリカの大学に通いたいです。

 

 

私の目標は、漢字の読みを頑張ることです。私の目標は、漢字の読みを頑張ることです。私の目標は、漢字の読みを頑張ることです。私の目標は、漢字の読みを頑張ることです。

毎日勉強して、新しい漢字を一週間で毎日勉強して、新しい漢字を一週間で毎日勉強して、新しい漢字を一週間で毎日勉強して、新しい漢字を一週間で

そして、国語の教科書がすらすら読めるようになりたいです。そして、国語の教科書がすらすら読めるようになりたいです。そして、国語の教科書がすらすら読めるようになりたいです。そして、国語の教科書がすらすら読めるようになりたいです。
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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＊個人情報保護のため Website には掲載いたしておりません。
 

年、チェンマイ日本人補習校では 3名の生徒が新 6 年生を迎えました。

年生は小学校では最上級生として、皆の手本を示さなければなりません。

そんな彼女達が、将来の展望について作文を書きましたのでご覧ください。

日本人補習校 6 年生担任 

私は、まだタイに来たばかりです。そのためタイ語や英語は全く分かりません。私は、まだタイに来たばかりです。そのためタイ語や英語は全く分かりません。私は、まだタイに来たばかりです。そのためタイ語や英語は全く分かりません。私は、まだタイに来たばかりです。そのためタイ語や英語は全く分かりません。

なので知りたい言葉があれば調べていきたいと思います。その言葉を使っていけばなので知りたい言葉があれば調べていきたいと思います。その言葉を使っていけばなので知りたい言葉があれば調べていきたいと思います。その言葉を使っていけばなので知りたい言葉があれば調べていきたいと思います。その言葉を使っていけば

少しずつ分かってくるはずです。少しずつ分かってくるはずです。少しずつ分かってくるはずです。少しずつ分かってくるはずです。 

三年後には、話せるようになりたいです。三年後には、話せるようになりたいです。三年後には、話せるようになりたいです。三年後には、話せるようになりたいです。 

峯尾峯尾峯尾峯尾    夢夢夢夢 

私は英語が少し苦手です。なので、英語の勉強を毎日して英語を上達させたいで私は英語が少し苦手です。なので、英語の勉強を毎日して英語を上達させたいで私は英語が少し苦手です。なので、英語の勉強を毎日して英語を上達させたいで私は英語が少し苦手です。なので、英語の勉強を毎日して英語を上達させたいで

英語が上達したらインター校の友達と、もっとお話をしたいです。そして将来その英語英語が上達したらインター校の友達と、もっとお話をしたいです。そして将来その英語英語が上達したらインター校の友達と、もっとお話をしたいです。そして将来その英語英語が上達したらインター校の友達と、もっとお話をしたいです。そして将来その英語

でアメリカの大学に通いたいです。でアメリカの大学に通いたいです。でアメリカの大学に通いたいです。でアメリカの大学に通いたいです。 

後藤奈々後藤奈々後藤奈々後藤奈々 

私の目標は、漢字の読みを頑張ることです。私の目標は、漢字の読みを頑張ることです。私の目標は、漢字の読みを頑張ることです。私の目標は、漢字の読みを頑張ることです。 

毎日勉強して、新しい漢字を一週間で毎日勉強して、新しい漢字を一週間で毎日勉強して、新しい漢字を一週間で毎日勉強して、新しい漢字を一週間で 20202020 個以上読めるようになりたいです。個以上読めるようになりたいです。個以上読めるようになりたいです。個以上読めるようになりたいです。

そして、国語の教科書がすらすら読めるようになりたいです。そして、国語の教科書がすらすら読めるようになりたいです。そして、国語の教科書がすらすら読めるようになりたいです。そして、国語の教科書がすらすら読めるようになりたいです。 

田中田中田中田中    いずみいずみいずみいずみ

 

 

 

   

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    ません。 
年生を迎えました。 

年生は小学校では最上級生として、皆の手本を示さなければなりません。 

そんな彼女達が、将来の展望について作文を書きましたのでご覧ください。 

 河原 圭佑 

私は、まだタイに来たばかりです。そのためタイ語や英語は全く分かりません。私は、まだタイに来たばかりです。そのためタイ語や英語は全く分かりません。私は、まだタイに来たばかりです。そのためタイ語や英語は全く分かりません。私は、まだタイに来たばかりです。そのためタイ語や英語は全く分かりません。 

なので知りたい言葉があれば調べていきたいと思います。その言葉を使っていけばなので知りたい言葉があれば調べていきたいと思います。その言葉を使っていけばなので知りたい言葉があれば調べていきたいと思います。その言葉を使っていけばなので知りたい言葉があれば調べていきたいと思います。その言葉を使っていけば

私は英語が少し苦手です。なので、英語の勉強を毎日して英語を上達させたいで私は英語が少し苦手です。なので、英語の勉強を毎日して英語を上達させたいで私は英語が少し苦手です。なので、英語の勉強を毎日して英語を上達させたいで私は英語が少し苦手です。なので、英語の勉強を毎日して英語を上達させたいで

英語が上達したらインター校の友達と、もっとお話をしたいです。そして将来その英語英語が上達したらインター校の友達と、もっとお話をしたいです。そして将来その英語英語が上達したらインター校の友達と、もっとお話をしたいです。そして将来その英語英語が上達したらインター校の友達と、もっとお話をしたいです。そして将来その英語

 

個以上読めるようになりたいです。個以上読めるようになりたいです。個以上読めるようになりたいです。個以上読めるようになりたいです。 

いずみいずみいずみいずみ 
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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（６月）」 事務局より 「戦没者慰霊祭のご案内」  運動部より      「第364回チェンマイ日本人会月例コンペご案内」 文化部より   「チェンマイ子ども会パンフレット」 アジアBiz様より  「定期購読のご案内」  
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。  


