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事務局事務局事務局事務局からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

    

政情が少し不安定になっておりますが

皆さまいかがお過ごしでしょうか。この号

が発行お手元に届く際には、さらに落ち

着いておることを願っております。 

 

●５月１６日に第２０回日タイ親善ゴルフ

が行われました。 

天候にも恵まれ１６０名近い方々にご参

加いただきました。準備に携われた方々、

協賛にご協力いただきました各企業の 

方々に御礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

 

●政情に関して日本人会としましてはい

ち早く情報の伝達に努めておりますが、 

受信時期などにより若干時間のづれな

ど生じる場合がございますことをご了承

ください。 

なお、電子メールにての情報が届いてお

らずご希望される方々は、以下のメール

ア ド レ ス ま で ご 連 絡 く だ さ い 。

info@cmjpa.org よろしくお願いいたしま

す。 

 

●５月１８日に意見交換会が開催されま

した。今回は、二重国籍のお子さんの教

育に関して意見が交わされました。今後
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日本人会としても二重国籍のお子さん

の教育などに対して可能な限りサポート

していきたいと考えております。 

ご意見、ご要望などございましたら、遠

慮なくご連絡ください。次回は６月１５日

（火）を予定しています。 

 

●なるべく多くの会員の方々の交流を深

めるため、７月２０日に「暑気払い」と銘

打って、会合を予定しております。詳細

に関しては、メールやホームページ或い

は火焔樹にてお知らせいたします。 

 

 

00005555 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    

 

2010 年 05 月 25 日、チェンマイ日本人会

事務所にて 05 月度の役員会が行われ

た。(外出禁止令発令のため日程変更と

なりました。) 

主な議案は以下の通り。 

 

● 5555 月月月月 12121212 日日日日にににに行行行行われたわれたわれたわれた北部日系団体北部日系団体北部日系団体北部日系団体

協議会協議会協議会協議会およびおよびおよびおよび安全対策連絡協議会安全対策連絡協議会安全対策連絡協議会安全対策連絡協議会

についてについてについてについて    

第６回ランナー・ジープン交流祭参加行

事(案)として、今年は新たにジャパン・ブ

ックフェアを実施する予定とのこと。また

目玉行事としては、「日本伝統武術～柳

生新陰流、江戸大神楽（日本・アジア芸

術協会）」の出演を検討中とのこと。次

回の会議は 6 月 2 日の予定。 

 

 

● 母子手帳母子手帳母子手帳母子手帳にににに関関関関してしてしてして            

バンコク日本人会が編集・販売している

日本語とタイ語表記の母子手帳があり、

それを再編集した冊子のチェンマイ日本

人会での取り扱いについて検討した。興

味のある方は、事務局まで問い合わせ

いただくこととした。  

 

● 飯島氏帰任飯島氏帰任飯島氏帰任飯島氏帰任にににに伴伴伴伴うううう副会長選出副会長選出副会長選出副会長選出につにつにつにつ

いていていていて        

5月11日付での副会長の飯島氏の帰任

に伴い、規約第12条12.2に則りプリン

ス・クムパヤー・リゾート＆スパの松本氏

を副会長に任命することを検討、参加役

員満場一致で可決された。ご本人に就

任の是非を確認したところ、快く承諾い

ただいた。来月より役員会出席の予定。 

 

●二重国籍二重国籍二重国籍二重国籍のののの子子子子どもたちへのどもたちへのどもたちへのどもたちへのサポートサポートサポートサポート

にににに関関関関してしてしてして    

先に行われた意見交換会において、夏

休みなどの長期休暇を利用して在チェン

マイのﾛﾝｸﾞｽﾃｲﾔｰの方々からの協力を

頂きサマーキャンプなどを実施できない

か？という会員より提案があった。（「広

報部より」を参照）日本人との交流を通

じて言葉だけでなく日本文化や習慣も身

に付けてほしいという狙いがある。10 月

に学期替わりの連休があるので、有志

グループにてパイロット・プログラムを検

討することとなった。役員からはスリウォ

ン・ブックセンターに無料で貸し出す教

室があることや、補習校にて空き教室の

有効利用を検討しているなどの情報が

寄せられたので、情報提供をしていく。 
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●    次回次回次回次回のののの役員会役員会役員会役員会    

6 月 16 日(水)に実施することが決定。 

 

各部各部各部各部からのからのからのからの報告報告報告報告    

【会計部】 日タイ親善ゴルフ大会最終

会計報告を作成中。チャリティーの最終

合計金額は 11,197 バーツだった。 

【運動部】 日タイゴルフの反省点につい

て報告。 

【教育部】 5 月 28 日運営委員会開催。5

月22日夜間外出禁止令の影響で休校。 

【厚生部】 特になし。 

【生活支援部】 ハラ会の報告。（「広報

部より」参照）次回は 6 月 1 日開催のた

め火焔樹での案内は間に合わないので、

E メールで会員各位へ連絡する。 

【文化部】 8 月第 3 週ごろに空軍基地の

見学会の実施を計画中。厚生部と合同

開催の医療講演会は 7月から 9・10月に

延期の見込み。6 月の体験学習は中

止。 

【接待部】 なし。 

【登記部】 なし。 

【広報部】 火焔樹 PDF 版の文字が薄い

という意見があるので、明朝体から MSP

ゴシック体にフォント変更する。ホームペ

ージについて、意見交換会でも再三改

善が求められているので、①在タイ日本

大使館 HP・在チェンマイ総領事館 HP の

リンク集への掲載依頼 ②トップページ

の改良 ③HP 検討チームメンバー募集

に取り組んでいく。 

 

 

 

    

新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介    

    

☆ 泉谷武史様  

（Murata Electronics Thailand） 

☆ 揚見良誠様  

（Murata Electronics Thailand） 

☆ 古谷未央様・恵様 

（Murata Electronics Thailand） 

☆ 仁木葉月様  

（Fujikura Electronics(Thailand) Ltd.

仁木氏のご家族として） 

☆ 矢野光男様・みさほ様  

（Siam Wire Netting） 

   よろしくお願い致します。 

     

    
本 

会員 

家族 

会員 
合計 

--- 0 0 0 名誉名誉名誉名誉    

会員会員会員会員            

日系企業 210 32 242 正規正規正規正規    

会員会員会員会員    個人 72 26 98 

現在現在現在現在のののの総会員数総会員数総会員数総会員数    333340404040    

(05月25日現在) 

  

    

文化文化文化文化部部部部よりよりよりより    

 

文化部員大募集文化部員大募集文化部員大募集文化部員大募集！！！！！！！！    

    

文化部では、体験教室、ミニ旅行、講演

会などの文化行事を企画・実行していた

だける文化部員を募集中です。 

我こそはという方は、文化部沖山までご

連絡ください。 

＜連絡先：okiyan2000@hotmail.com> 
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生活支援部生活支援部生活支援部生活支援部よりよりよりより    

 

第第第第５５５５回回回回ハラハラハラハラ会会会会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

今回のハラ会開催のお知らせについて

は、会合日が 6 月 1 日ということで 6 月

号の火焔樹でのご案内では間に合わな

いため、生活支援部より E メールにてご

連絡させていただきました。 

第 4 回ハラ会の報告につきましては、

「広報部より」をご覧ください。 

 

 

趣味趣味趣味趣味のののの広場広場広場広場    

 

今月号からの新コーナーです。 

このコーナーでは、会員の皆様から趣味

や余暇活動に関する情報やコラムなど

を募集し随時掲載していきます。  

趣味の活動報告や、耳寄り情報、サー

クルメンバー募集など、どしどしお寄せ

下さい。 

 

●●●●第第第第 4444 回目回目回目回目●●●●    『『『『ドイドイドイドイ・・・・ステープステープステープステープのののの鐘鐘鐘鐘』』』』 

私が始めてチェンマイを訪れたのは１９

８９年９月２５日でした。たった一人の観

光旅行で、その目玉に一つドイ・ステー

プに参詣した時の事です。本堂の回廊

の下に同じ形の小さな釣鐘が並んでい

て、ガイドは「タイの人はこれを鳴らすと

再びチェンマイを訪れる事が出来ると信

じています」と説明し、私は「はあー、そ

んなものかな」と言う気持ちで端からキ

ンコンカン打ち鳴らして見ました。その時

は勿論「再びチャンマイに戻って来る」な

どと言う事は全く念頭に無かったのです

が、何と一年後の１９９０年に予定もして

いなかったイサーン（タイ東北部）の女性

と結婚してウドンタニ市に移住し、その２

年後にチェンマイでは無いが南３０キロ

のランプーンを永住の地として早や１８

年が経ちました。不思議な鐘の伝説で

す。（投稿者 菅 久雄） 

 

 

運動部運動部運動部運動部よりよりよりより    

    

第第第第 20202020 回日回日回日回日ﾀｲﾀｲﾀｲﾀｲ親善友好親善友好親善友好親善友好ｺｺｺｺﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌ大会大会大会大会のののの報告報告報告報告    

 

先般、第２０回日・タイ親善友好ゴルフ大

会をロイヤルチェンマイゴルフクラブにて

開催致しました。朝は涼しかったですが、

熱戦とともに気温も上昇して暑い中、総

勢 163 名(タイ人 99 名、日本人 64 名)の

参加者がお互いのベストを尽くしながら

本来の目的である日本人とタイ人の親

睦をより一層深めることができたと感じ

ており、第 20 回記念大会は盛会のうち

に無事閉会することができました。 

これも偏に協賛企業様を始め、大会運

営にご協力頂いた皆様、参加者の皆様

のご協力・ご支援の賜と深く感謝申し上

げます。 
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【成績】 

技術賞・グロス順位、ネット順位の上位をほぼタイ人の方々が占め、タイの皆様の  

ゴルフに対する熱意とレベルの高さが際立った結果となりました。 

【技術賞】   

技術賞（ホール No.） NAME 

ニアピン No.3 Mｒ.Pongsiri   Nittisuwanakul 

ニアピン No.11 Mｒ.Wiwat      Kositsakunchai 

ドラコン No.4 Mｒ.Thongchai   Sittigool 

ドラコン No.15 Mｒ.Prakong      Badphim 

【グロス順位】       

RANK NAME OUT IN GROSS ＨＤ NET 

1 Mr.Pharkpoom Riansuwan 34 38 72 2.4  69.6  

2 Mr.Vorasak Permpreedanant 38 35 73 2.4  70.6  

3 Mr.Thongchai Sittigool 39 38 77 4.8  72.2  

4 Mr.Thanavit Toonkaew 38 40 78 0.0  78.0  

5 Mr.Pongsiri Nittisuwanankul 41 38 79 7.2  71.8  

【ネット順位】       

RANK NAME OUT IN GROSS ＨＤ NET 

1 Mｒ.Manoch   Raya 43 37 80 14.4  65.6  

2 Mｒ.Kittipong      Chumjit 50 45 95 28.8  66.2  

3 Dｒ.Potthawat Wilaihong 47 49 96 28.8  67.2  

4 Mｒ.Chadingpong   Jumdermpadetsuek 47 43 90 21.6  68.4  

5 Mｒ.Wasan   Saikam 44 40 84 14.4  69.6  

6 Mｒ.Pharkpoom   Riansuwan 34 38 72 2.4  69.6  

7 Mｒ.Ruengsak    Bubmee 48 44 92 21.6  70.4  

8 Mｒ.Vorasak    Permpreedanant 38 35 73 2.4  70.6  

9 Mｒ.Tomonori      Takano 52 50 102 31.2  70.8  

10 Mｒ.Suphachai     Chuaraｔanaphong 41 47 88 16.8  71.2  

 

来年度につきましても、今まで以上に盛大に執り行いたいと存じますので、引き続き

ご支援・ご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

第第第第 321321321321 回月例回月例回月例回月例コンペコンペコンペコンペのごのごのごのご案内案内案内案内    

 

第３２１回月例コンペは６月２０日（日）にチェンマイハイランドにて開催予定です。 

皆様、奮ってご参加ください。 
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チェンマイチェンマイチェンマイチェンマイ日本人補習校日本人補習校日本人補習校日本人補習校よりよりよりより    
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広報部広報部広報部広報部よりよりよりより    

 

①①①①     第第第第５５５５回意見交換会回意見交換会回意見交換会回意見交換会についてについてについてについて    

5月18日事務所にて、役員４名、会員６

名 計１０名参加のもと意見交換会を開

催しました。今回は昨月入会された会員

さん2名が参加されました。主な話題は、

①ホームページと火焔樹について ②2

重国籍子女の日本語教育について ③

食事会について の3つでした。 

●ホームページについて。HPができたこ

とがうまく宣伝されていない。「ちゃお」

の掲示板に日本人会事務所の営業

について記事を載せているが、HPの

記載がないので、入れてほしい。まだ

内容的には乏しいがHPを作ったこと

を知らしめ、皆さんに見てもらえるよう

にしないといけない。何でもかんでの

事務局任せは無理。広報部が中心と

なり、サポートを募って充実させてい

ってはどうか。 

⇒実際には広報部もHPには関係してお

り、今後の改善・内容充実においては会

員からサポートを募って進めていくつも

り。食事会（時期未定）で会員に直接呼

びかける。HPの宣伝については、内容

がまだ充実していないので、特に積極的

には行ってこなかった。しかし、グーグル

などの検索エンジンで「チェンマイ日本

人会」で検索すると1番に出てくるので、

本当に興味がある人は探し出せるよう

になっていると言える。 

●火焔樹電子版で、折り込みチラシの

電子ファイルが重過ぎるため、URLを

記載し、そこを参照してもらうようにし

た。メール送信には技術的に限界が

あるのか？ 

⇒添付ファイルが重過ぎると、受け取り

手によっては受信できないこともあるの

で、マナーとして配慮している。 

●HPへの広告掲載を奨励して、現金収

入を増やしてはどうか？ 

⇒料金も含め火焔樹への広告折り込み

基準・HPへの広告掲載基準について検

討中。 

●火焔樹の発行が遅れ気味。今月号は

ハラ会開催に間に合っていなかった。 

⇒広報部の手落ちで申し訳ありません。

定例役員会は毎月第3週となっていて、

承認検討内容も含め火焔樹に掲載する

ようになっている。が、先月のように役員

会が第4週にずれ込む場合は編集時間

が不足気味。役員会での検討承認が不

要な原稿は早めに入手するなど対策は

取っているが、残念ながらまだ万全では

ない。 

●食事会について。日本人会でやって

います、誰でも来て下さいとオープンに

すべき。門の閉ざされた家には泥棒しか

入らないが、門戸の開け放たれた家に

は客人が集う。 

⇒今回の食事会の趣旨を検討した上で

まずは会員に集まってもらうべき。会員

以外の方々の対応はその後で。 

⇒（会員より）日本人会が閉ざされた会
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だとは思っていない。入会時の審査、総

会時の発言などどちらかというとオープ

ンなのでは。 

●２重国籍子女の教育について。（会員

より）現在チェンマイには、日本語に触

れる機会として補習校・こども会・日本語

教室・読み聞かせの会などがあるが、ど

れも親子参加型である。自分の娘は自

分とは日本語で話すが、他人とは恥ず

かしがって話さないし、どのくらいの日本

語力がついているのかわからない。日

本の学校に夏休みを利用して一時入学

することもできるが、かなりの費用がか

かる。そこで、チェンマイでも日本語力を

試してみる意味もあって、子供が一人で

参加する活動があってもいいなあと思っ

た。たとえば、タイの学校は2ヶ月近い夏

休みがあるので、この期間を利用して、

チェンマイに住んでいる高齢者の方々と

交流を持つ機会を作ることはできないか 

と考えている。そうすることで、日本語を

話す機会が得られ、また日本式の暮らし

やマナーも学ぶことができるから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒（会員より）私もタイ人の妻との間に2

重国籍の娘があり、田舎暮らしであるこ

とから、娘の日本語教育は私に責任が

ある。昨年から日本の小学校に一時入

学するための準備を始め、この春1ヶ月

強の一時入学を体験してきた。授業の

内容を理解することは難しかったが、子

供同士の助け合いにより楽しい学校生

活を送れたよう。日本語の能力もすごく

伸びた。（この経験談は7月の定住者の

集いで報告予定とのこと） 

 

だんだんと具体的な活動案が出てくる会

になってきたなぁという感じがします。

「日本人会でこんなことをやってみた

い！」「こんな仲間がほしい！」などご意

見のある方は、ぜひ意見交換会にご参

加ください。 

 

    

    

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報部では、出来る限り会員の皆様・

各部の活動現場を訪問し、火焔樹を

通じて皆様にお伝えしていきたいと思

います。また、会員の皆様の中で他の

会員の皆様にもお知らせしたいお役立

情報などがありましたら是非広報部ま

でお知らせください。 
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チェンマイチェンマイチェンマイチェンマイ日本人会会員日本人会会員日本人会会員日本人会会員データデータデータデータ変更変更変更変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ 

会員の方で住所等が変更になった場合は、下記の用紙にて事務局までご連絡をお願い致します。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 切り取ってお使いください - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
To: 事務局 Mr.Junji Taniguchi 
電話番号: 08-9266-0091   FAX: 0-5320-6979 

    郵送 C9/99 Sridonchai Rd. T.Changklan, A.Muang Chiangmai 50100  

【【【【新新新新】】】】    日本人会会費振込先日本人会会費振込先日本人会会費振込先日本人会会費振込先    

銀行     ：  BANGKOK BANK 

支店      ：  CHIANG MAI SRIDONCHAI ROAD BRANCH  

口座番号  ：  ７180034386 

口座名   ：   CHIANG MAI JAPANESE ASSOCIATION  

年会費額  ：  ご本人様 １，２００ﾊﾞｰﾂ（１００ﾊﾞｰﾂ X12 ヶ月） 

          ご家族様   ６００ﾊﾞｰﾂ（ ５０ﾊﾞｰﾂ X12 ヶ月） 

今月号今月号今月号今月号のののの折折折折りりりり込込込込みみみみ内容内容内容内容    

住宅賃貸情報 Laguna House 

デザイナーズワークス移転のご案内 

＊ 日本人会会費の振込先に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。 

【会計担当者が変わりました。】 

会計担当   ： 中村 08-6020-2660 

日本人会事務局： 08-9266-0091 及び info@cmjpa.org  

 


