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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    

    

雨の多い日が続いておりますが、皆さま 

いかがお過ごしでしょうか。ピン川の水

位が上がるにつれ、洪水の心配も出て

きますので、ご注意ください。 

 

● 日本人会事務所は、通常平日（月～

金）の午後２時から午後４時まで事務局

が常駐しておりますが、打ち合わせなど

で時間外のご利用をご希望の方はご連

絡ください。対応させていただきます。 

 

● ７月２２日に開催されました食事会

は、個人会員の方々の「顔合わせ」とい

う意味では成功であったと考えます。 

今後は、テーマを決めて開催したいと考

えております。現在案として上がってい

るのは、「読書の集い」、「プロレスファン

の集い」「映画ファンの集い」「プロ野球・

サッカーチームのファンの集い」などで

す。案内は、ホームページやメールにて

お報せして参りますのでよろしくお願い

いたします。 

 

● 食事会において提案がありました、

ビザに関しての相談に関して９月より毎

週木曜日の午前１０より午後１２時まで

で行います。 
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初回は、９月９日からです。ご質問など

ある方は、是非お立ち寄りください。 

 

● ２月より行って参りました意見交換

会ですが、継続しない方向になりました。

主な理由は、前号の火焔樹において記

載されておるとおりです。今後は、規約、

予算、交流祭など議題を決めて行う予

定です。 

 

● 今まで事務所の電話番号は、携帯

番号となっておりましたが、インターネッ

ト用に使用していた回線が空いたので、

固定電話番号として利用することにしま

した。０５３－２０６－９８０です。事務所

が開設されておる、平日の午後２時から

午後４時の間にご連絡ください。それ以

外の時間帯におきましては、今まで通り、

０８－９２６６－００９１までご連絡くださ

い。 

 

 

 

 

00008888 月月月月定例役員会報告定例役員会報告定例役員会報告定例役員会報告    

 

2010 年 08 月 18 日、チェンマイ日本人会

事務所にて 08 月度の役員会が行われ

た。主な議案は以下の通り。 

 

● 8888 月月月月 4444 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協北部日系団体協北部日系団体協北部日系団体協

議会議会議会議会についてについてについてについて    

横田総領事が出席する最後の会議とな

ったが、9 月も引き続き協議会を召集す

るとのこと。4 月から続く非常事態宣言

は解除されたが、赤シャツグループの集

会が行われるとの情報もあり十分な注

意が必要。ピン川の水位がすでに２ｍを

越えており、大雨が降って水位が３ｍを

超えると危険なので、洪水情報に注意し

てほしいとのこと。これら治安や自然災

害にかかわる緊急情報発信のための連

絡網の整備について要検討。タイ国経

済に関しては、政情不安はあるものの

景気は上向き、政府は鉄道整備を強化

する方針を出した。ランプーンに現状の

工業団地と同規模の新しい工業団地を

作る計画が進んでいるとのこと。日系企

業の進出もあり、在留邦人が増える見

通し。後任の在チェンマイ総領事の発令

は9月中旬の予定。役員からはランナー

ジープン祭について、11 月は行事が多

いので第 1 回のように 2 月に実施時期を

変更してほしいという意見が出た。 

 

● 広告掲載料広告掲載料広告掲載料広告掲載料についてについてについてについて        

現在広告の送付方法には①火焔樹郵

送時の紙の折り込み広告②火焔樹メー

ル配信時の折り込み広告のPDF配信の

2 通りあるが、この広告手数料を下記の

ように改定した。 

① 火焔樹郵送時の紙の折り込み広告

のみ 500B/回（印刷物は必要部数持

ち込み） 

② 火焔樹メール配信時の折り込み広

告の PDF 配信のみ 400B/回 

③ ①＋②両方の場合は 800B/回 

なお HP への広告掲載については別途

検討する。 

● 7777 月月月月 22222222 日日日日のののの食事会食事会食事会食事会・・・・意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会にににに

ついてついてついてついて    

実際には 33 名の参加があり、会員どお
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しの顔合わせをするという当初の目的に

照らして成功であったといえる。反省点

としては、何の食事会か良くわからなか

ったという意見があったので、次回から

は目的やテーマを決めてやろうというこ

とになった。意見交換会は、特に日を定

めるのではなく、皆さんが自由に事務所

に集まれる雰囲気つくりに注力していく。 

 

●補習校補習校補習校補習校へのへのへのへの援助援助援助援助についてについてについてについて    

補習校の教頭先生より日本人会からの

援助金の使用用途について総会にて詳

細の説明が必要かとの問い合わせがあ

った。これに対し役員会としては、もちろ

ん用途の説明は必要だが、それは教育

部にて補習校から説明を受け、教育部

長が会員へ報告するべきであるという意

見で一致した。 

 

●会員会員会員会員のののの区別区別区別区別についてについてについてについて    

現在されている個人会員 A（日系企業協

議会加盟企業の社員とその家族）個人

会員 B・C（定住者・ロングステイ・自営

業・その他企業に勤務）の区分に関して

会員から統一すべきであるとのコメント

があり、役員会での検討の結果、火焔

樹には正規会員の属性の区別はせず、

合計人数を記載し、下に備考として日系

企業業議会加盟企業に所属する会員の

人数を記載することとした。 

 

●    次回次回次回次回のののの役員会役員会役員会役員会    

9 月 15 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】 なし。 

【運動部】 8 月 15 日のコンペには 17 名

が参加。優勝者の写真を火焔樹に掲

載。 

【教育部】 8 月 24 日から 2 学期がスタ

ート。生徒数は 12 人減の 43 名。 

【厚生部】 “子育ての集い”から提案が

あった乳幼児の医療講演会実施につい

て検討中。 

【生活支援部】 8 月 18 日ハラ会は 12

名の参加者あり。（詳細は『広報部より』

参照。）9 月 18 日子育ての集い、22 日お

食事会開催の予定。（詳細は『生活支援

部より』参照） 

【文化部】 見学会は、日程を調整中。 

【接待部】 なし。 

【登記部】 なし。 

【広報部】 HPタイトル部分を改良。今後

TOP ページの内容を吟味していく。会員

各位に対する広報媒体の付加価値アッ

プを狙い優待店制度を作る。（目標 20

店）事務局で準備中の会員証の発行と

あわせて準備を開始する。 

 

 

 

 

新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介    

 

今月の入会者はなしです。 

  
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 

正規会員正規会員正規会員正規会員    276 53 329 

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    333329292929    

＊うち日系企業協議会加盟企業関係 276名 

(08月18日現在) 
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文化文化文化文化部部部部よりよりよりより    

 

文化部長文化部長文化部長文化部長大募集大募集大募集大募集！！！！！！！！    

    

先月号の火焔樹でお知らせいたしまし

たとおり、沖山氏の退任に伴い、文化部

長が空席となっております。 

文化部長に立候補いただける方がいら

っしゃいましたら、ぜひご連絡ください。 

文化部は、体験教室、ミニ旅行、講演会

などの文化行事の企画・実行の中心と

なる部です。特に 11 月に行われる第６

回ランナージープン交流祭ではみんな

の中心となって活動していく部です。部

長募集にあわせて文化部の活動にご協

力いただける文化部員も引き続き募集

中です。 

また、こんなサークル

活動をしています！

したいです！という情

報もお待ちしていま

す。直接日本人会事

務所までお越しいただくか、あるいはメ

ール･電話でご連絡ください。 

 

 

厚生部厚生部厚生部厚生部よりよりよりより    

 

厚生部厚生部厚生部厚生部・・・・生活支援部生活支援部生活支援部生活支援部合同合同合同合同    

医療講演会医療講演会医療講演会医療講演会ののののおおおお知知知知らせらせらせらせ    

  

本年度はじめての医療講演会を実施し

ます。今回は“乳幼児に関する医療につ

いて”です。  

日時： 2010 年 10 月 9 日(土)  

 09：45 受付 10：00 開始 

場所： マニナラコンホテル 

講演： タイで子供がかかりやすい病気 

と対処方法 

定員： 30 名 

詳細については HP・火焔樹 10 月号にて

ご連絡いたします。お申し込み・医師へ

の 質 問 は 、 日 本 人 会 事 務 局 ま で

TEL/FAX/E メールにてご連絡ください。 

 

 

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    

 

生活支援部生活支援部生活支援部生活支援部（（（（旧旧旧旧・・・・婦人部婦人部婦人部婦人部））））よりよりよりより    

おおおお食事会食事会食事会食事会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

  

本年度 2 回目の”お食事会”を開催致し

ますので、皆様お誘いの上是非ご参加

下さい。 

  

日時： 9 月 22 日（水）11 時 30 分より 

（受付開始 11 時 15 分） 

場所： マンダリン・オリエンタル・ダラー

デヴィ・チェンマイ 

     ”ル・グランドランナー” 

参加費：お一人＠400Ｂ  

（日本人会より補助が出ます。） 

     非会員の方はお一人＠500Ｂ  

  

*ランチが終わってから ご希望に方に

は、リゾート敷地内を見学して頂きます。 

”ランナー・ワールド”を思い切り満喫し

てみませんか？ 

参加ご希望の方は、9 月 18 日（土）迄に

生活支援部・光明迄 

E-Mail: komyo@thaijp.net  までご連絡下

さい。 お待ちしております。 
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第第第第 1111１１１１回回回回    チャリティーバザーチャリティーバザーチャリティーバザーチャリティーバザー開催開催開催開催    

のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

  

恒 例 に な り ま し た  

日本人会チャリティー

バ ザ ー の お 知 ら せ 

です。 

本年度のチャリティー

バザーは、１１月 7 日（日）に開催予定で

す。 

このチャリティーバザーの純益金は、チ

ャリティー基金とし毎年 タイ赤十字、身

体障害者施設、孤児院 及び公共施設

等に寄付し、日タイ親善の一助とさせて

頂きます。 

  

つきましては・・・ご家庭内 及び社内に

ご不要の品（家庭用品、食器、衣類、玩

具、ゴルフ用品、古本等）並びに手作り

品（手芸）不要になった物で、引き続き使

用出来る物（特に家電製品などは使用

可能か？）を御確認の上、随時日本人

会事務所まで御持参下さいませんか？

（事務所・隣の家族亭でも預かってもら

えます。）日本人会・事務所は平日の１４

時から１７時迄です。 

 

*バザーの開催場所・時間等は、火焔樹

ならびに HP にてお知らせします。 

  

詳しくは、光明和子(081-8822202)もしく

は・・・日本人会へメールにて、お問い合

わせ下さい。皆様の御協力と御支援の

程、宜しくお願い致します。 

 

 

””””子育子育子育子育てのてのてのての集集集集いいいい””””のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

  

日時： 9 月 18 日（土）11 時 30 より 

場所： インペリアルメーピンホテル  

インターナショナル・ブッフェ 

1 階 コーヒーショップの奥に ある”しゃ

ぶしゃぶ”に於いて、プライベート・スペ

ースとして利用します。 

参加費：大人 180 バーツ（税サ込み）  

6 歳以上 90 バーツ 

未就学児は無料 

  

*ブッフェ・スタイルの食事をしながら、子

供の遊び場等の情報交換をしましょう！ 

  

参加締め切りは、 

9 月 15 日（水）迄に、

日本人会・事務局  

もしくは生活支援部・

光明和子

（081-8822202）迄 ご連絡下さい。 

 

＊9 月のハラ会はお食事会の開催と重

なるためお休みします。 

 

 

運動部運動部運動部運動部よりよりよりより    

 

8 月 15 日(日)にロイヤルチェンマイゴル

フ場にて第 323 回月例コンペを開催しま

した。初参加の 1 名を含む参加人数は

17 人（5 組）での開催となりました。 

当日は前日からの雨が朝までに上がり

ましたが、フェアウェーの悪いコンディシ

ョンの中、優勝はアウト 58、イン 46、グロ

ス 104、ネット 68 で中村さん(TTC)が見



 
 

6/13 

事優勝。ベストグロス賞はスコア 84 で河

津さんが受賞されました。 

前回の月例コンペから優勝トロフィー

のレプリカを復活させました。優勝され

た方にはレプリカを持って頂き記念写真

を撮り火焔樹に掲載します。是非、優勝

目指して頑張ってください。 

【次回月例コンペ】 

第 324 回月例コンペは 9 月 19 日(日)

にメイジョ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

お声を掛けていただき奮ってご参加くだ

さい。 

（参加申し込み用紙を折り込みで入れて

ありますので、ご利用ください。） 

 

【連絡先】 

宮田(TPT) 089-9561062(携帯番号)  

ﾒｰﾙ：kazuyoshi_miyata@tanasei.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日日日日タタタタイイイイ親善親善親善親善ソフトボールソフトボールソフトボールソフトボール大会大会大会大会    

 

今年から何年かぶりに日タイ親善ソフト

ボール大会を復活させます。たまにはゴ

ルフクラブをバットとグローブに持ち替え、

少年時代に戻ってグランドを駆け回りま

せんか？チームのみんなで飲む試合後

のビールもおいしいですよ。 

 

【日時】2010 年 10 月 24 日（日） 

【参加形態】チーム参加及び個人参加

（混合チーム）双方募集。 

【 申 し 込 み 】 日 本 人 会 事 務 所

TEL/FAX/E メールまで 

【締め切り】2010 年 9 月 30 日まで 

☆お願い⇒道具（グローブ、バット等）お

持ちの方は、是非持参して頂くと助かり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 323 回月例コンペ優勝者 

中村氏（THAI TSUNODA 社） 
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趣味趣味趣味趣味のののの広場広場広場広場    

 

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。 

今回は、意見交換会レギュラーメンバー

の山内氏より寄稿いただきました。 

 

『『『『日日日日タイタイタイタイ親善親善親善親善ソフトボールチームソフトボールチームソフトボールチームソフトボールチーム』』』』    

 

 こんなオンボロでかつ

貧弱なボールやバットで、

よくもソフトボールをやっ

ているものだ。と、驚き呆

れたのが、偶然知り合う

ことになったチェンダオ

中高校男子ソフトボール部。日本では古

くなって余っているであろう野球やソフト

の用具を、なんとかチェンダオのソフトボ

ール部員にあげたらさぞかし喜ぶに違

いない。 

 

 そこで野球好きでアマチュア野球の審

判員もやっているＡさんが、あれこれ手

を尽くして、日本から古用具を手荷物で

運んできて、まず第１回目の贈呈式は終

えた。その後、部のコーチ役の方から、

「部員の生徒達と試合が出来るように日

本人チームを作ってくれないか？」との

依頼が。ゴルフやテニスを楽しむロング

ステイや定住の日本人は少なくないが、

ソフトボールとなるとわずかであろう。そ

のわずかな希望者を求めて「ちゃーお」

の掲示板で部員を募集。たぶん応募し

てくるのは60歳以上のリタイヤの老齢の

方であろうから、チーム名は勝手に（や

けっぱちに？）“ヨレヨレ・チーム”と。 

 

 一人、また一人とチームに参加したい

との連絡が入り、なんとか10人ほど頭数
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が集まった。ところが、情けないかな、ど

うしても必要なグローブがないではない

か。その危機を救ってくれたのがチェン

マイ日本人会で、荘司会長のご好意で

グローブの無料貸し出しを利用させても

らうことに。 

 

 最初の２回の練習はチェンダオ中高校

のグランドを借りて行うが、なにせチェン

マイ市内からは１時間半以上はかかる

田舎。それでも、１チームの９人以上は

集まっての楽しい練習に。平均年齢は

60数歳以上であろうが、皆さん昔の“野

球少年”に戻ったように、生き生きしたい

い表情が印象的。 

 待望の中高校との第１回親善試合。高

校生とヨレヨレ・チームの対決は８対１９

という歴史に残る・・・けど残したくない大

惨敗。これではチェンマイの日本人の歴

史に汚点を残してしまう（？）と、猿並み

にではあるが深刻に反省。今度は初勝

利を合言葉に、部員の多いチーム作りと

練習強化を打ち出す。そこで、毎週木曜

日の午前９時よりお昼まで、チェンマイ

市内チャンプアック地区の市営競技場

敷地内の学校グランドで練習をすること

に。土日しか参加できない方のために、

日曜の練習も近々実施する予定。童心

に戻って、ワイワイガヤガヤ楽しくソフト

ボールの練習でお互いにいい汗をかい

てみませんか！ 

 

ヨレヨレ・チームもその

名を返上する日もそう

遠くないかと！ 

 

☆ 次回の「趣味の広場」は、８２歳に 

なってもお元気なロングステイヤー  

高田氏より寄稿いただきます。お楽

しみに！！ 

 

 

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    

 

今回は中学 2 年の 4 人の学生に作文

を書いてもらいました。テーマは自由

にしましたので、各自書きたいことを

自由に書いています。最後の酒井君

は作家志望との事です。                        

国語担当 野沢 潤 

 

夏期講習夏期講習夏期講習夏期講習       中２ 松井 樹莉也 

 僕は８月１４日から１６日までの夏期講

習に参加しました。バンコクから４人の

先生方が補習校に到着されてすぐに、

朝の会が始まりました。先生方は全員

男性だったので、何だか少しほっとしま

した。朝の会が終わってから、クラスごと

に写真を撮りました。その後、教室に入

り、早速授業が始まりました。 

 最初の授業は国語でした。「折句」とい

うものを使って自己紹介をしました。な

かなか面白い先生で、楽しく授業ができ

ました。僕たちの担任は松尾先生という

方でした。休み時間には他の先生方とも

いろいろなお話ができました。 

 数学の時間は、田中先生がいろいろと

手助けをしてくださったので、分かりやす

く、楽しい勉強ができました。この他にも、

社会と体育の授業があって、どれも楽し

く勉強することができました。また、放課

後には先生方と楽しいお話ができて良
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かったです。 

 ２日目の体育は縄跳びなどをしました。

楽しく汗をかくことができました。最終日

の学活でも、体育と同じような内容のこ

とをしましたが、その目的は「協力、信頼、

感謝」というものでした。 

 この３日間は、先生方や学校の友達

と楽しく勉強したり、仲良く遊んだりでき

たので、とてもいい思い出になりました。 

 

夏期補習授業校夏期補習授業校夏期補習授業校夏期補習授業校でででで            

中学２年 廣澤 杏香 

 ８月７日から３

日間、わたしは

夏 期 講 習に 参

加しました。そこ

では、国語や数

学、普段補習校

では学べない社

会科などを教えていただきました。 

 特に心に残っているのは国語です。中

学生は国語の時間に俳句を作ったり、

方言について学んだりしました。俳句作

りのテーマは「チェンマイの夏」でした。

チェンマイのイメージに夏を組み合わせ

るのは難しくて、何度も練り直しました。 

 課題はもう１つありました。その俳句の

イメージにあった写真と文字のフォントを

選び、パソコンで合成するという作業で

す。みんなで意見を出し合って写真の配

置や文字の色などを決めるのは楽しか

ったです。 

 大変なこともありましたが、楽しい授業

が受けられ、充実した３日間を過ごすこ

とができました。違う学年の人とも話す

機会が増え、参加してよかったと思って

います。先生方はわざわざバンコクとシ

ラチャーからチェンマイまで来て、熱心

に指導してくださり、本当に感謝していま

す。ありがとうございました。この３日間

の経験を補習校での勉強に生かしてい

きたいとおもいます。 

 

タイタイタイタイにあるにあるにあるにある食食食食べべべべ物物物物についてのについてのについてのについての感想感想感想感想    

中学２年 白井 孝一 

 チェンマイに住んでいて思うことは、食

べ物のことです。外で売っている食べ物

は、時々虫がついていたり、日本から持

ってきたものにはカビが生えていたり、

辛いものには砂糖をぶっかけたりと、あ

まり食べたくないものばかりです。だから

といって、外食する場合でも、必ずと言っ

ていいほどハエがたかりに来ます。さす

がに室内レストランの中まではハエは来

ませんが、それでもたまに料理に虫が

入っていることがあるので、ちょっと油断

できません。 

 タイには日本料理のお店がたくさんあ

りますが、えびフライなどはちょっと脂っ

こいので、食べていると気持ちが悪くな

ることがあります。また、お寿司を出すお

店も多いのですが、時々変な味がします。

でも、お寿司以外の食

べ物は日本より安かっ

たりするので、脂っこい

食べ物が平気な人は

ぜひタイの日本料理を

試してみてください。 

 

下川下川下川下川
したかわ

三三三三三三三三
さんぞう

殺人事件殺人事件殺人事件殺人事件    

中学２年 酒井 大輔 
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 これは１７２３年の出来事であった。 

「こりゃあ、またひでえ殺し方だあ」 

 泥沢介郎
どろさわすけろう

警部が言った。 

 死体はばらばらにされ、胃や心臓が飛

び散っていた。そこへ、松戸
ま つ と

刑事が情報

収集から戻ってきた。死体の顔は潰れ

ていて、殺された人が誰か分からなかっ

た。 

「下川三三さんは午前１０時頃に死亡し

たそうです」 

「だれ？」 

「この学校の先生だそうです」 

「じゃなくて、あんたは誰？」 

「わたくし、松戸と申します。刑事です」 

「それで、なぜ彼と分かった？」 

「そこの眼鏡が彼のものですから」 

 死体の顔は潰れていて、見えなかっ

た。 

「違うな」 

「え？」 

「死体の顔が潰れていた。これは死体の

正体を隠すため。だが、眼鏡は置いてあ

った。これはわざと置いてあり、間違った

正体にみせかけるため。では、なぜ下川

の眼鏡が置いてあるのか。自分が殺さ

れたように見せかけるためだ！下川三

三を探し出し、逮捕しろ！」 

「はっ！」 

 その後、下川が地下鉄で逮捕され、死

刑にされた。 

「でも、つまんなかったですねえ。簡単に

つかまって」 

 松戸刑事が言った。 

「こんなもんだよ」 

「だけど、結局死体の正体が判らなかっ

たですね」 

「そんなこった知るか」と、泥沢警部が言

って、この事件は幕を閉じた。 

 

    

広報部広報部広報部広報部よりよりよりより    

    

①①①① 横田総領事送別横田総領事送別横田総領事送別横田総領事送別パーティパーティパーティパーティについてについてについてについて    

７月30日インペリアルメーピンホテル2階

ホールにて総領事館主催の横田総領事

送別パーティが開催されました。300人

近い招待客があり、来賓としてチェンマ

イ県知事、ランプーン県知事、チェンマイ

商工会議所所長などの挨拶がありまし

た。皆さんタイ語が堪能で地元との交流

に尽力された横田総領事の功績を称え

ておられました。総領事からはいつもの

とおりタイ語と日本語での挨拶のほか、

モンフォードの生徒さんとのタイ伝統楽

器（キム）による合奏も披露されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 終戦終戦終戦終戦 65656565 年年年年タイタイタイタイ・・・・ビルマビルマビルマビルマ方面戦没者方面戦没者方面戦没者方面戦没者慰慰慰慰

霊祭霊祭霊祭霊祭についてについてについてについて 

    

 

中央の演奏者が横田総領事（7 月 30 日） 
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会員の皆さんへメールでお知らせした慰

霊祭に出席してまいりました。8 月 15 日

（日）メーワーン郡バンガード地区にある

バンガード・ウィタヤーコム学校の敷地

にある慰霊碑前で慰霊祭を執り行うとい

う呼びかけに答え 102 名の方が参列さ

れました。9 時にアマリリンカムで集合し、

赤バスに乗りメーワーンへ。運河の道を

まっすぐと。バスの中は初対面の者どお

しでしたが、会話を楽しみながらまるで

遠足のよう雰囲気でした。慰霊碑に到着

すると、佐藤首席領事、木田氏をはじめ、

すでに 50 名ほどの人たちが集まってお

られ、赤バスチームの到着後すぐ式典

が開始されました。日本人会からは、会

長ご家族、副会長、事務局長、広報部

が出席しました。今回の慰霊祭を主催さ

れた背景、弔辞、インパール戦の生存

者の木田氏のお話など、紙面でご報告

できないのが残念で仕方ないほど貴重

なお話を伺えたと実感しています。特に

木田氏が「ここに住まわせてもらってい

るのだから、決してタイの方々を見下し

たりすることのないように感謝の念を持

って暮らさなければならない」と繰り返し

おっしゃっていたのが印象的でした。 

    

③③③③ 8888 月度月度月度月度ハラハラハラハラ会会会会のごのごのごのご報告報告報告報告にににについてついてついてついて    

8 月 18 日、サンジェルマン・デ・プレにて、

「ハラ会」を行いました。13 名の会員の

方々にご出席いただき、明るい店内で

昼食を楽しみながら、主に、チャリティ

ー・バザーについて話し合いました。今

回、出席できなかった会員の方からも意

見が寄せられましたので、あわせてご報

告します。 

  

・チャリティー・バザーな

のだから、個人や業者

が出店して頂いても”売

り上げ”は、全て”寄付”とする。 

（利益を上げるのは、趣旨に反する。） 

*火焔樹を通じて、”売ります！・買いま

す！”と言うコーナー（掲示板）を設けて

みる。 

・ＮＧＯなどの非営利団体が作っている

製品を、バザー会場で販売し収益を上

げるのは問題ないのではないか。それ

自体が支援につながる。 

・会場に子供の遊び場を設けたら、子供

と一緒に参加しやすくなる。 

・まとまった品があると目

を引くし、それが定着す

れば繰り返し来てもらえ

るようになる。企業に協

力を要請してはどうか（商品・不要になっ

た制服など） 

・小物は袋詰めなどして工夫するとよく

売れる。 

・書籍は昨年の残りもあるが、それだけ

では目新しさに欠けるため、今年も家庭

などで不要になった書籍を提供してほし

い。 

慰霊塔の前にてお線香をお供え（8 月 15 日） 

右が荘司会長、左が谷口事務局長 
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・値段付けなどの準備や連絡は、旧婦

人部のグループ分けで行う。 

・9 月 22 日に生活支援部食事会を予定

している。多くの方が行ってみたいと思う

ような場所を選んでセットしたい。 

  

・乳幼児の医療講演会は、10 月 9 日に

開催する予定で調整中。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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【【【【新新新新】】】】    日本人会日本人会日本人会日本人会会費振込先会費振込先会費振込先会費振込先    

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    

運動部より 第 324 回月例ゴルフコンペ申込書 

在チェンマイ総領事館より 第６回ランナージープン交流祭 参加行事（案）[8/25 現在] 

＊ 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   ： 中村 08-6020-2660 

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


