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            母の日母の日母の日母の日））））    
事務局からのお知らせ 

月定例役員会報告 

登録会員数報告」 

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

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」 

チェンマイラジャパット大学日本祭への寄付」 

チェンマイ子ども会より ＊７月度の活動はお休みです。 
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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●当会の上半期(２０１５年１月～６月

いますのでご参照ください。通年見通しには、全会員の４分の一の皆様から未だお支

払いただいていない年会費８４，０００バーツおよび全賛助会員の３分の一

未だお支払いただいていない賛助会費３５，０００バーツを見込んで作成しています。

それらの会費をお支払いただけない場合当年度の収支は大幅な赤字に陥ります。つ

きましては、未だお支払いいただいていない会員、企業の皆様には督促のメールを

既にお送りしていますので、早急なお支払を何卒よろしくお願い申し上げま

●７月号にも掲載しましたが、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

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

前にご持参ください。 

 

７月 1５日（水）18：30 から日本人会事務所にて行いました。

 

●７月度北部日系団体協議会および安全協議会報告

７月８日（水）総領事館で開催されました。

・冒頭、総領事より先般総領事館より在留邦人宛てに一斉メールした情報メールがＢ

ＣＣとなっていなかった件についてお詫びあり。

・広報文化担当より、チェンマイが世界遺産の暫定リストに入った旨報告。

・領事から、イミグレのプロムナードへの移転の件について報告。

・ＣＬＬから、移動イミグレについて現状報告。

・定住者の会から、日系４団体を対象とした健康診断の件について報告。

・安全協議会では、新任の峯尾領事から邦人の交通安全について注意すべき

 点が伝えられ安全運転の喚起があった。
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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    

    

２０１５年１月～６月)の収支報告、下期予算、通年見通しを添付して

いますのでご参照ください。通年見通しには、全会員の４分の一の皆様から未だお支

払いただいていない年会費８４，０００バーツおよび全賛助会員の３分の一

未だお支払いただいていない賛助会費３５，０００バーツを見込んで作成しています。

それらの会費をお支払いただけない場合当年度の収支は大幅な赤字に陥ります。つ

きましては、未だお支払いいただいていない会員、企業の皆様には督促のメールを

既にお送りしていますので、早急なお支払を何卒よろしくお願い申し上げま

●７月号にも掲載しましたが、チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会が主催する慰霊

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：

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

 

７７７７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。 

●７月度北部日系団体協議会および安全協議会報告 

７月８日（水）総領事館で開催されました。 

・冒頭、総領事より先般総領事館より在留邦人宛てに一斉メールした情報メールがＢ

ＣＣとなっていなかった件についてお詫びあり。 

・広報文化担当より、チェンマイが世界遺産の暫定リストに入った旨報告。

・領事から、イミグレのプロムナードへの移転の件について報告。 

・ＣＬＬから、移動イミグレについて現状報告。 

・定住者の会から、日系４団体を対象とした健康診断の件について報告。

・安全協議会では、新任の峯尾領事から邦人の交通安全について注意すべき

点が伝えられ安全運転の喚起があった。 

の収支報告、下期予算、通年見通しを添付して

いますのでご参照ください。通年見通しには、全会員の４分の一の皆様から未だお支

払いただいていない年会費８４，０００バーツおよび全賛助会員の３分の一 企業から

未だお支払いただいていない賛助会費３５，０００バーツを見込んで作成しています。

それらの会費をお支払いただけない場合当年度の収支は大幅な赤字に陥ります。つ

きましては、未だお支払いいただいていない会員、企業の皆様には督促のメールを

既にお送りしていますので、早急なお支払を何卒よろしくお願い申し上げます。 

●７月号にも掲載しましたが、チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会が主催する慰霊

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

日（金）にＹＭＣＡ１階ホールにて１８：

・冒頭、総領事より先般総領事館より在留邦人宛てに一斉メールした情報メールがＢ

・広報文化担当より、チェンマイが世界遺産の暫定リストに入った旨報告。 

・定住者の会から、日系４団体を対象とした健康診断の件について報告。 

・安全協議会では、新任の峯尾領事から邦人の交通安全について注意すべき 



 
 
●上期会計報告および下期予算作成について会計部長より報告あり。

●下期運営方針およびスケジュールについての確認

●当会トップの交代に伴うチェンマイ市当局への登録手続きについて打ち合わせた。

●年会費および賛助会費未払い先への督促について打ち合わせた。

 

次回の役員会８月 1９日（水）

    

    

    

    

 

 

    

    

    

待ちわびた恵みの雨のお蔭で

ごしでしょうか？    

（この時期は、にわか雨にくれぐれもお気を付け下さいませ・・・）

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

（腹が減っては戦も出来ず・・・）

８月のハラ会は、Siripanna Villa Resort

久し振りのホテルでのブッフェです。是非、皆様
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●上期会計報告および下期予算作成について会計部長より報告あり。

●下期運営方針およびスケジュールについての確認をした。 

●当会トップの交代に伴うチェンマイ市当局への登録手続きについて打ち合わせた。

●年会費および賛助会費未払い先への督促について打ち合わせた。

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    

 

 

 

 

 

 

 

    

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    

 

８８８８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    

待ちわびた恵みの雨のお蔭で…少しは、凌ぎ易くなって来ました。皆様

（この時期は、にわか雨にくれぐれもお気を付け下さいませ・・・） 

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・・・） 

Siripanna Villa Resort & Spa にて 開催致します。 

久し振りのホテルでのブッフェです。是非、皆様 ご参加下さい。 

(07

 

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    279

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    

●上期会計報告および下期予算作成について会計部長より報告あり。 

●当会トップの交代に伴うチェンマイ市当局への登録手続きについて打ち合わせた。 

●年会費および賛助会費未払い先への督促について打ち合わせた。 

少しは、凌ぎ易くなって来ました。皆様 如何お過  

のお知らせです。

(07月 15 日現在) 

 

家族 

会員 

合計 

0 0 0 

1 0 1 

79 54 333 

333333334444    



 
 
日時：    2015 年 8

場所：    Siripanna Villa Resort & Spa ChiangMai

             36 Rat Uthit Rd., T.Wat Ket A Muang ChiangMai

メニュー： インターナショナル・ブッフェ

参加費： @189B（お一人）

  

参加ご希望の方は、8 月

生活支援部・平田（081－9933119

お待ちしています。 

  

 

第第第第 16161616 回チェンマイ日本人会主催回チェンマイ日本人会主催回チェンマイ日本人会主催回チェンマイ日本人会主催

  

恒例となりました 日本人会主催のチャリティー・バザーのお知らせです。

2015 年度のチャリティー・バザーは、

車場で開催予定です。このチャリティー・バザーの純

毎年タイ赤十字へ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、食器類）

自動車グッズ、ゴルフ用品、家具、カバン、靴、電化製品、書籍（雑誌・まんが可）室内

用アクセサリィー、子供用おもちゃ

CD/VCD 等 手工芸品（手作りグッズ）

の（特に、家電製品は使用可能か？

ご持参頂けませんでしょうか？

  

*バザーグッズは、値札等の準備の為、

い致します。 （尚、日本人会・事務所のお隣りの

  

バザーの開催場所・時間帯は、確定後、

詳しくは、チェンマイ日本人会・生活支援部

もしくは…チェンマイ日本人会事務所まで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。皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。
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8 月 19日（水） 12 時より 

Siripanna Villa Resort & Spa ChiangMai 

36 Rat Uthit Rd., T.Wat Ket A Muang ChiangMai  Tel:

インターナショナル・ブッフェ           

（お一人）  

月 17 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。

回チェンマイ日本人会主催回チェンマイ日本人会主催回チェンマイ日本人会主催回チェンマイ日本人会主催    チャリティー・バザーのお知らせチャリティー・バザーのお知らせチャリティー・バザーのお知らせチャリティー・バザーのお知らせ

日本人会主催のチャリティー・バザーのお知らせです。

年度のチャリティー・バザーは、11 月 8 日（日）にチェンマイ大学アートセンター駐

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、

日タイ親善の一助とさせて頂いています。 

ご家庭内及び各企業内に、不要の品・家庭用品（調理器具、食器類）

自動車グッズ、ゴルフ用品、家具、カバン、靴、電化製品、書籍（雑誌・まんが可）室内

用アクセサリィー、子供用おもちゃ&乗り物、古着（特に冬物ジャケット等大歓迎）

手工芸品（手作りグッズ） 不要になった物で…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）を日本人会事務所迄、

ご持参頂けませんでしょうか？ 

バザーグッズは、値札等の準備の為、10 月末迄にお持ち頂けますよう

（尚、日本人会・事務所のお隣りの”家族亭”でも預かってもらえます。）

バザーの開催場所・時間帯は、確定後、火焔樹及び HPにて、再度お知らせ致します。

詳しくは、チェンマイ日本人会・生活支援部 光明和子（081-8822202）

ェンマイ日本人会事務所まで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。皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。 

Tel: 0-5337-1999 

生活支援部各お世話係さん もしくは、  

）迄、ご連絡下さい。 

チャリティー・バザーのお知らせチャリティー・バザーのお知らせチャリティー・バザーのお知らせチャリティー・バザーのお知らせ 

日本人会主催のチャリティー・バザーのお知らせです。 

チェンマイ大学アートセンター駐

利益は、チャリティー基金とし、

ご家庭内及び各企業内に、不要の品・家庭用品（調理器具、食器類） 

自動車グッズ、ゴルフ用品、家具、カバン、靴、電化製品、書籍（雑誌・まんが可）室内

乗り物、古着（特に冬物ジャケット等大歓迎）

引き続き使用可能なも

ご確認の上）を日本人会事務所迄、 

お持ち頂けますようご協力お願

でも預かってもらえます。） 

お知らせ致します。

） 
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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 364364364364 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    

    

7月 19日（日） グリーンバレー ゴルフ場にて第 364回月例コンペ大会を開催しまし

た。参加者は 14 名 4 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。予定ではアウト２組、イン２組でしたが、アウトが混雑しており、急遽イン４組に変

更でのスタートとなりました。 

今回、見事優勝されたのは、角田さん（TTC）です。角田さんは常連メンバーのお一人

で、長期に渡り月例コンペを支えて頂いております。数少ないレフティーで、恐らくレフ

ティーではチェンマイ日本人会ではＮｏ１の実力で

はないかと。（実は小生もレフティーですが、比較に

なりません、、、）また、７月２６日開催した企業対抗

戦でも「しぶがき隊」のメンバーとして、見事グロス

２連覇達成に貢献されております（おめでとうござ

います！！）。今回ご参加の皆様、大変ありがとう

ございました！次回は８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 365 回月例コンペは、2015 年 8 月 16 日（日）、グリーンバレーゴルフ

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 
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広報部より広報部より広報部より広報部より    

    

チェンマイラジャパット大学日本祭への寄付チェンマイラジャパット大学日本祭への寄付チェンマイラジャパット大学日本祭への寄付チェンマイラジャパット大学日本祭への寄付    

 

7月 25 日 26 日の 2日間、MAYAにてチェンマイラジャパット大学による日本祭が開催

されました。チェンマイ日本人会も昨年に引き続き、少額ですが寄付をさせていただき

ました。（事務員の鎌谷さんが代表で出席） 

当日会場に足を運んだ鎌谷さ

んの情報によると、会場はかな

りの賑わいで、ステージの上で

は、のりのりでマツケンサンバ

を踊っていたり、コスプレショー

が開かれたりしていました。ブ

ースでは、浴衣試着や、囲碁の

勝負、折り紙、七夕の願い事を

書くコーナーありと来場者参加

型の楽しいイベントでした。ど

のコーナーにも人だかりができ

ていて、内容はかなり本格的で、

かなりの予算と学生さんたちを



 
 
はじめとする協力者の皆さんの多大なる労力がかかっているなと感じました。

スポンサーで、販促のうちわを

揃っていました。お抹茶を試飲させてもらいましたが

飲み方を教えてくれました・・・とのことです。

    

 

7 月の活動は、お休みでしたが、

ださい！！  facebook.com/cmkodomokai   
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「将来の夢」「将来の夢」「将来の夢」「将来の夢」                                                                                                            

「カメラマン？ユウキにはにあわないよ。」「医者だよ医者。ユウキはかしこいから医者

になりなよ。」あーまたこれか。なんでまたいつも反対されるんだろう。

 私はタイで生まれた日本とタイのハーフのため、今タイに住んでいる。そのためタイ

の学校に行かなければならない。どの学年に上がっても「将来の夢」についていつも

話さなければならない。 

ようちえんの時は、いきなりむずかしい科学者や木のお医者さんになりたかった。
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はじめとする協力者の皆さんの多大なる労力がかかっているなと感じました。

、販促のうちわを配られていて、日本国内旅行のパンフレットも豊富に

お抹茶を試飲させてもらいましたが、浴衣を着た学生さ

飲み方を教えてくれました・・・とのことです。 

    

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    

    

７７７７月度の活動月度の活動月度の活動月度の活動    

でしたが、子ども会の活動に興味のある方は、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 Website には掲載いたしておりません。
 

中学中学中学中学 1111 年作文「将来の夢」年作文「将来の夢」年作文「将来の夢」年作文「将来の夢」    

                                                                                                            宮原優季宮原優季宮原優季宮原優季    

「カメラマン？ユウキにはにあわないよ。」「医者だよ医者。ユウキはかしこいから医者

になりなよ。」あーまたこれか。なんでまたいつも反対されるんだろう。 

私はタイで生まれた日本とタイのハーフのため、今タイに住んでいる。そのためタイ

の学校に行かなければならない。どの学年に上がっても「将来の夢」についていつも

ようちえんの時は、いきなりむずかしい科学者や木のお医者さんになりたかった。

はじめとする協力者の皆さんの多大なる労力がかかっているなと感じました。H.I.S も

パンフレットも豊富に

、浴衣を着た学生さんが丁寧に

子ども会の活動に興味のある方は、 是非ご連絡く

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。 
「カメラマン？ユウキにはにあわないよ。」「医者だよ医者。ユウキはかしこいから医者

 

私はタイで生まれた日本とタイのハーフのため、今タイに住んでいる。そのためタイ

の学校に行かなければならない。どの学年に上がっても「将来の夢」についていつも

ようちえんの時は、いきなりむずかしい科学者や木のお医者さんになりたかった。
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色々な実験をしたり、ちょうしんき（木のお医者さん）を使いたかった。二年生と三年生

の時はデザイナーに、三、四年生の時は動物の医者、五年生から六年生の時は写真

をとるのが好きだからカメラマンになりたかった。 

タイの多くの親は、子供の意見も聞かずにむりやり子どもに医者になってほしいと

言う。その考えが子供にもつたわったのか、多くのかしこい子どもたちはみんな同じ医

者になりたがっている。それで、私がカメラマンになりたいと言ったら反対されるのは

当然だ。 

ほかの国では考えないかもしれない。タイ人の医者になりたい理由は金のため。医

者になれば給料がどっさりもらえると思っているから。そこで私はなんで親があんなに

子どもに医者になってほしいか。みなさんももうおわかりでしょう。お金をもらえば幸せ

になると思っているからだ。でも、私はその自分のやっている仕事が本当に楽しくて給

料も別に多くなくてもいいけど、もらえる仕事がいつか探せるといいな。 

タイ人の色んな人に反対されたため、私はやっぱりカメラマンじゃだめなのかなと思

っていた。ある日、学校でえい語を教えるイギリス人の先生がこう言った。 

“Your dreams in the future, just be what you really want to be. Not the way your 

parents say.” 

（将来の夢は、親の言うとおりにするんじゃなくて、自分が本当になりたいものにな

りなさい。） 

本当の幸せとは何か？なやみとかあっても、ふかくなにもかも気にしない事。なや

みとかすてて楽しい事を考えることが一番。とにかくきらくにいきてゆく事がいい。  

 

 

    「「「「チェンマイに来て」チェンマイに来て」チェンマイに来て」チェンマイに来て」  峯尾峯尾峯尾峯尾    心心心心    

小学校五年生の時の十月くらいのことだった。夜ご飯も食べ終わり、紅茶でくつろ

ごうと思った。紅茶が大好きだった。紅茶を飲んでいた時にお父さんが言った。タイに

行くと。 

それから一年が経過した。私は中学一年になった。当日になっても実感が湧かな

かった。 

タイに来た。一日もしないうちに日本の友達に会いたくなった。その日の夢も、もち

ろん日本の夢を見た。あまりにも楽しい夢だった。来てからすぐ日本人補習校という

場所に行くと知った。日本語を勉強できるんだと思ったけどあまり行きたくなかった。 

その週、補習校に行った。中一クラスに行くと、男の子、女の子が一人ずつ座って

いた。二人とも元気そうな人達だった。授業も受けた。久しぶりの日本語授業。思った

より全然楽しかった。でも、平日行く学校はどうなんだろう、と一番心配だった。 

私の通っている学校はＮＩＳという学校で、そこでまず最初にテストを受けた。結果

は、予想を超えた結果であった。グレイド１、つまり一年生レベルの英語だった。気に
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したくないけど気にしてしまう。なので、ＮＩＳではプレパラトリークラスというのに入った。

そこで英語を二か月間一緒に学んだのが韓国人の女の子だった。だけど、その子は

結構わがままだった。でも、英語も教えてくれたりもした。ＮＩＳでは色んな人に助けて

もらった。私より一つ上の女の子。私と同い年の男の子。二人とも日本語も話せて英

語も話せる子だった。 

今では、補習校にもなれ、クラスメートも私あわせて五人になった。さらにＮＩＳでは

二ヶ月の猛特訓の末、英語レベルがグレイド６、つまり六年生レベルに上がった様。 

これからも友達を大切にしようと思う。 

 

「補習校に来て変わったこと」「補習校に来て変わったこと」「補習校に来て変わったこと」「補習校に来て変わったこと」            新国新国新国新国    恵李紗恵李紗恵李紗恵李紗    

 私は、補習校に来て変わったことが二つあります。 

 一つ目は、勉強がより楽しくなったことです。今までは、勉強のことなど一切頭にあり

ませんでした。「明日やればいいじゃん」「テストの時やればいいじゃん」と、どこか他

人事でした。でもここに来てから変わりました。宿題が多いのです。私にとって宿題は、

最大の敵です。私は、わからない問題がたくさんあり、必死でしらべました。しらべな

がら自分のペースで解いてみると、スラスラ解けるようになっていて、だんだんと楽しく

なってきました。「え？やば…、なにこれ 楽しい」と思った時は、感動しました。中の

自分が変わったみたいでした。もし宿題がなかったら、こんなことはなかったと思いま

す。 

 二つ目は、とても平和なところです。私は、チェンマイに来る前はバンコクにいました。

私は、田舎育ちだったので、都会になれるまで時間がかかりました。そこでは人間関

係が複雑でした。いじめを見たのです。私は友達と先生に言いました。でも先生はと

ても雑なやり方をしました。「このクラスでいじめはありますか？」とストレートに言った

のです。一人ずつ呼んで話すとか、まだ方法はたくさんあったのに…。私は、正直、日

本に戻りたかったです。でもチェンマイの補習校に来て変わりました。みんなやさしく

て私はすぐにクラスになじむことができました。そのときはうれしかったです。 

 私は補習校に来て強く変わりました。私にとって補習校は最高の場所です。 

 

 

「僕が中学生になってうれしかったこと」「僕が中学生になってうれしかったこと」「僕が中学生になってうれしかったこと」「僕が中学生になってうれしかったこと」        戸田戸田戸田戸田    康太康太康太康太    

 僕は日本に行って中学校の勉強を一ヶ月間してきました。 

 意外ときびしく、勉強もむずかしかったです。そして、日本の中学で、いちばんみん

なやっている部活はバスケ部でした。でも僕はバスケ部には入っていませんでした。

僕は美術部でした。 

 僕が中学でいちばんうれしかったことは、小学生の一歩上になることです。 

勉強もむずかしくなるし、いずれは方程式もやるようになって来ます。だから、数学
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をがんばっていきたいです。 

タイの学校でも、がんばりたいと思います。 

 

 

「夏休み」「夏休み」「夏休み」「夏休み」            川崎川崎川崎川崎    凱智凱智凱智凱智    

 今年の夏休みは日本に行く予定でした。飛行機で日本に行くまでの間にぼくはワク

ワクしていました。なぜなら、ぼくにとって日本に行くのは二年ぶりだからです。 

 いよいよ日本に行くというその一日は、とても忙しくて、とても長い一日でした。朝早

く起きてご飯を食べ、その後に日本人補習校へ行っていつものように勉強をし、夕方、

父がぼくと母を空港へ送ってくれました。飛行機に乗ってまた香港の空港で二時間待

って飛行機を乗り換え、日本に着いたのが翌日の朝でした。今回は初めてのぼくと母

だけの旅行だったのでいつも頼りになる父がいなかったから何かあったときどうしよう

かと日本に着くまで不安でした。でもその反対に日本にもう少しで着くことができると

いうことにぼくはドキドキしていました。 

 日本に着いたらすぐにガンダムのプラスチックモデルをたくさん買いたかったのに、

母は最初に自分の買い物をすると言い、ぼくは６時間半も付き合わされるハメになり

ました。その後もなかなかガンダムのプラモデルが買えませんでした。でも、その間に

叔父のところへ遊びに行き、初めての釣りの体験もできました。そこでぼくは鯖の子と

鰯を釣ることができました。叔父は釣ったばかりの魚をさばいてぼくに刺身を食べさせ

てくれました。また美味しい新鮮な魚が食べたいし、今度は叔父が釣ったような大きな

鯖も釣りたいです。 

 そして待ちに待ったガンダムのプラスチックモデルを買うことができるガンダムフロン

トに母が連れて行ってくれる日が来ました。チェンマイのおもちゃ屋さんのガンダムコ

ーナーとは違い、ここには色々なガンダムが売っていて、ぼくはその光景を見たとき

天にも昇るような気持ちがしました。でもその中で二つしか母は買わないと言い、ぼく

は欲しい物が沢山あったのに、選びきれず決まるまで大変でした。 

 こうしてぼくの日本旅行は幕を閉じました。 
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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（７月）」 事務局より 「戦没者慰霊祭のご案内」  会計部より 「2015年度収支予想」 運動部より      「第365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。  


