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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    

 

この度の震災の被害にあわられた方々

へお見舞い申し上げます。亡くなられた

方々へのご冥福をお祈りするとともに、

被災地の一刻も早い復興をお祈りして

おります。 

 

●この度の震災におきまして多くのタイ

人の方々からご支援、励ましをいただい

ております。この場を借りて感謝の気持

ちをお伝えしたいと思います。 

 

●3月27日におきまして朝からの天候が

心配ではありましたが、予定どおりサン

デーマーケットを練り歩きながら募金活

動を行いました。お忙しい中ご参加いた

だきました皆さまありがとうございました。

ご参加いただきました方々のご尽力によ

り、合計合計合計合計66666666,,,,410410410410ＢＢＢＢを集めることができまし

た。この金額に加えまして20日に行われ

ましたゴルフ大会、事務所に設置いたし

ました募金箱、23日に行われました食事

会におきまして集めました27,320Ｂを合

わせました総合計総合計総合計総合計93939393,,,,730730730730ＢＢＢＢを赤十字に 

振込みいたします。ご協力いただきまし

てありがとうございました。 
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●日本人会事務所は、ソンクランのため、

４月１１日から１５日はお休みさせていた

だきます。４月１８日より通常時間にて業

務を行います。 

 

 

在在在在ﾁｪﾝﾏｲﾁｪﾝﾏｲﾁｪﾝﾏｲﾁｪﾝﾏｲ日本国日本国日本国日本国総領事館総領事館総領事館総領事館よりよりよりより    

 

 

領事手数料改定領事手数料改定領事手数料改定領事手数料改定についてについてについてについて    

 

財務大臣が定める外国貨幣換算率の

改正に伴い、２０１１年４月１日以降の領

事手数料についても改定されましたので

お知らせします。なお、主な手数料では

査証手数料が改訂されておりますが、

旅券手数料および証明手数料について

は殆どのものが２０１０年と同額となって

おります。 

また、改定後の手数料については４月１

日以降の申請受付分より適用されます

ので、３月末までの申請受付分につきま

しては、改定前の手数料が適用されま

す。 

 

 

領事手数料改定内容領事手数料改定内容領事手数料改定内容領事手数料改定内容    

（通貨単位：バーツ） 

種   別 改定

前 

改定

後 

１ ０ 年 旅

券 

5,800 5,800 

５年旅券 4,000 4,000 

新規発給 

（ 更 新 及 び 紛

失・盗難 

時 の 再 発 給 を

含む） 

５ 年 旅 券

(12 歳未満) 

2,200 2,200 

記載事項の訂正 300 300 

査証欄の増補 900 900 

 

旅 

 

 

券 

 

帰国のための渡航書 900 900 

在留証明（和文） 440 440 

戸籍記載事項証明（出生、

婚姻等） 

440 440 

翻訳証明 1,600 1,600 

官公署に

係るもの 

1,640 1,640 署名又は印章

の証明 

 その他 620 620 

遺骨証明 900 900 

 

証 

 

 

 

明 

 

在留届出済証明（英文） 760 760 

一般入国査証 1,080 1,100 

数次入国査証 2,160 2,200 

査 

 

証 通過査証 260 260 

 

 

03030303 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    

 

2011 年 3 月 16 日、チェンマイ日本人会

事務所にて 3 月度の役員会が行われた。

主な議案は以下の通り。 

 

● 西田さんの紹介 

「副会長就任の挨拶」参照ください。 
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●●●●北部日系団体協議会北部日系団体協議会北部日系団体協議会北部日系団体協議会のののの報告報告報告報告    

総領事館より第 7 回ランナージープン交

流祭について、例年ほどに過密なスケ

ジュールとはせず、11 月に日系各団体

にて文化祭的行事を行うことが方針とさ

れた。日本が空前の大災害に見舞われ

る中、このような晴れ晴れしい行事の主

催は自粛すべきであるか検討されたが、

今年はタイ国王陛下 84 歳（干支が 7 巡

する）の記念の年であるため、日本国と

しても大規模なイベントを開催する必要

があることから実施の予定。他団体にお

いても日本語カラオケコンテスト、日本

語劇などを実施予定。総領事館と合同

でのﾛｲｸﾗﾄｰﾝ・ﾊﾟﾚｰﾄﾞも実施予定。 

東北関東大震災ならびに津波の被害に

対し、各団体での募金活動を行う旨話

があった。タイ国赤十字社が開設した専

用口座が案内された。 

当会では 27 日(日)のサンデーマーケット

にて街頭募金を実施することになった。 

    

●●●●パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット作成作成作成作成にににに関関関関してしてしてして    

HP の内容を使って、入会申込書も兼ね

たパンフレットを作成することとなった。 

 

●チェンマイチェンマイチェンマイチェンマイ FCFCFCFC 応援応援応援応援にににに関関関関してしてしてして    

現日本人選手の在籍する地元サッカー

クラブの応援に関して検討した。試合観

戦など世代や性別を超えての会員同士

の交流、地元の方との交流、子どもたち

のサッカー教室などの企画も考えられる

ことから、まずは有志で声を掛け合うこ

ととなった。 

参照： 

木野村公昭選手のブログ 

http://ameblo.jp/kkinomura/ 

チェンマイ FC の HP 

http://www.chiangmaifc.com/main.php?

op=readnews&id_news=13 

 

●会員証発行会員証発行会員証発行会員証発行にににに関関関関してしてしてして    

現在までの進捗状況について報告があ

った。4 月ソンクラーンまでの発行・配布

は難しいものの、現在までに作成のため

の原案ができつつある。現在保有する

名簿の確認と合わせ、準備を進めてい

く。 

 

●月例月例月例月例コンペコンペコンペコンペとととと日日日日タイタイタイタイ親善親善親善親善ゴルフゴルフゴルフゴルフ大会大会大会大会にににに

ついてついてついてついて    

東北・関東大震災の発生を受け、月例

ゴルフコンペは自粛中止とすることにな

った。ただし、開催日が直近であること、

コンペ開催場所がｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰ全額を義捐

金とすることを表明していることから、ゴ

ルフ自体は予定通り実施となった。 

5 月に行われる恒例の日タイ親善ゴルフ

大会は、この時期から準備が必要であ

るので、大会開催か自粛かを早急に決

断する必要がある。役員会では、中止

の意向であるが、日本の本大会の実名

誉会長が総領事であることから、総領事

とも相談した上で決定する事となった。 

しかしながら本大会は、チェンマイの

人々と在留日本人との親善友好の貴重

な機会なので、チャリティなどほかの形

での交流行事ができないかとの意見も

出たので、合わせて検討する。 

 

●11111111 年度役員人事年度役員人事年度役員人事年度役員人事にににに関関関関してしてしてして  

松本副会長の帰任以降、空席であった
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副会長に西田氏が就任した。同じく空席

の文化部長も兼任とする。下記「副会長

の挨拶」を参照のこと。 

去る３月 11 日に開催された北部工業団

地日系企業協議会にて当会の現状につ

いての報告ならびに役員人選などへの

協力要請を行った。 

 

●    次回次回次回次回のののの役員会役員会役員会役員会    

4 月 20 日(水)に役員会を実施することが

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】 特になし。会費集めについて

要検討。 

【運動部】 上記議事ならびに「運動部よ

り」を参照。 

【教育部】 運営委員委員長ほかと講師

の先生方との懇談を実施予定。 

【厚生部】 以前火焔樹に連載した健康

情報のパンフレットあるいは小冊子の作

成について検討する予定。 

【文化部】 特になし。 

【生活支援部】 3 月 19 日こども会の卒

業式を支援。「生活支援部より」を参照。 

【接待部】 3 月 9 日チェンマイ大学で行

われた秋篠宮殿下 名誉人文学博士号

授与式に出席。 

【登記部】 入金データと名簿の確認中。 

【広報部】 特になし。 

 

副会長就任の挨拶 

みなさん今日は、この度副会長として当日本人

会の役員に加えていただきました西田と申しま

す。 

文化部長として日タイ交流に限らず、会員の皆

様の相互の交流に関わるイベントの開催でお役

に立つこと、登記部をお手伝いしてみなさんから

の会費の徴収を行うことが私の役割です。何卒

ご協力宜しくお願い申し上げます。 

日本が未曾有の大災害に見舞われた今日、復

興に向けて日本人同士の絆を強くしてゆく必要

が叫ばれ、日本では力を合わせて危機に立ち向

かっています。 

海外に居る私達も、その様な日本の大変さを思

い、義捐金の募集に限らず、日本の復興の為に

出来る限りのことをしようと思う時、日本人会が

そのお役に立つべきでしょう。 

私は、これまで５カ国に駐在し、海外生活が延べ

１９年になりますが、各々の地で日本人会に加

入し、お世話になって来ました。しかしながら、イ

ンターネットが普及して海外に居ても様々な情報

が入るようになった今日、日本人会の役割、存

在意義も以前とは異なって来ていると思います。 

その状況は当地にても同様であり、当日本人会

が今後どうあるべきか、今一度明確にして行くこ

とが必要と思っています。今後、私と同じく副会

長の木村さんや他の役員とも論議を重ね、この

あたりを明確にして行こうと考えていますが、会

員のみなさんからも日本人会に対する忌憚の無

いご意見ご要望をお聞かせいただければと思っ

ています。 

（西田純敏） 

 

 

新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介    

    

●岩渕敦子様（Green Days） 

 

●杉生 健様 

（AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.） 
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●鈴木一夫様 

（AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.） 

●高橋信一様 

（AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.） 

●永田英俊様 

（AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.） 

●小笠原 崇様 

（AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.） 

 

  
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    293 52 345 

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    333345454545    

＊うち日系企業協議会加盟企業関係 244名 

(03月16日現在) 

    

 

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    

    

３３３３月度月度月度月度ののののハラハラハラハラ会会会会のののの報告報告報告報告    

    

3 月度のハラ会は、ｶﾝﾀﾘｰﾋﾙｽﾞ Nimman 

Bar&Grillにあります、ガラス張りの明るく

さわやかな個室にてお食事をしながら、

ゲストスピーカーを招いての会となりまし

た。参加者は全部で 14 名でした。会員

の黒田さんのご紹介で、話をしてくれた

のは、神田外国語大学の３年生で、チェ

ンマイ大学に１年間交換留学に来てい

る「さきちゃん」という日本人の女子大生

でした。大きな黒い瞳がかわいい利発な

女の子で、話も大変興味深く盛り上がり

ました。 

彼女は、神奈川県の出身で父親の転勤

のため小学校４年生から中学２年生ま

でタイの東北部ウドンタニで過ごしました。

ウドンタニは、インター校なし、日本人補

習校もない環境で、タイの現地校で教育

を受け、中学３年の時、高校受験のため

日本に帰国。高校選び、日本の学校の

授業への適応、いじめ（幸い彼女はいじ

めを受けなかった）等実体験に基づいた

貴重な話を聞くことができました。 

さらに、子供にとって基礎学力を身につ

ける一番大事な時期を海外で過ごした

ため、現在も漢字などで苦労しているこ

となど話してくださいました。 

ちょうど小学校 4 年生になるお子さんを

お持ちの参加者、あるいは同じ境遇の

子育て中のお母さんがたからたくさんの

質問がありました。参加者の中にも学齢

期を海外で過ごし大人になられた方が

いたので、いろいろなお話を聞けました。 

  

次回のハラ会は 5 月 18 日(水)テーマは

「保険（火災・自動車・盗難 etc.）」です。 

詳細は追ってお知らせします。 

    

子育子育子育子育てのてのてのての集集集集いいいい    

「「「「ごごごご自慢自慢自慢自慢ののののファーストブックファーストブックファーストブックファーストブック」」」」    
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 ３月９日１０時から、補習校にて子育て

の集い『ご自慢のファーストブック』を行

いました。 

集いに初めて参加された親子さん、お父

さん、何度か集いに参加してくださって

いる方、計大人１１名、子供８名、集いの

お世話人３名とともに、自慢のﾌｧｰｽﾄﾌﾞｯ

ｸを紹介し合いました。 

短い時間でたくさんの絵本に出会い、有

意義なひと時を過ごしました。 

 

 

運動部運動部運動部運動部よりよりよりより    

 

第第第第 329329329329 回回回回    月例月例月例月例コンペコンペコンペコンペ自粛自粛自粛自粛についてについてについてについて    

3月20日(日)にチェンマイハイランドゴル

フ場にて開催予定であった第 329 回月

例ゴルフ大会は、東北沖太平洋地震に

より発生した地震・津波による甚大な被

害状況を考慮して自粛させていただきま

した。大会を中止と致しましたがチャリテ

ィーゴルフとして参加者から被災された

方々のために多くの募金が集まりました。

募金は日本人会にて取り纏め、タイ赤十

字を通して被災地のために寄付たいし

ます。 

 

第第第第 329329329329 回月例回月例回月例回月例コンペコンペコンペコンペ開催開催開催開催についてについてについてについて    

次回月例コンペは日本東北関東大震

災の状況を考慮しまして６月以降に開催

いたします。時期参りましたら別途ご案

内させていただく予定ですので宜しくお

願いいたします。 

 

第第第第 21212121 回回回回    日日日日タイタイタイタイ友好親善友好親善友好親善友好親善ゴルフゴルフゴルフゴルフ大会大会大会大会についてについてについてについて    

チェンマイ日本人会では毎年 5 月に日タ

イ友好親善ゴルフ大会を開催しておりま

す。しかしながら東北関東大震災の甚

大なる被害状況を考慮して本大会を自

粛し、中止させていただくことと致しまし

た。本大会を楽しみにしていらっしゃった

多くの方々には誠に申し訳ございません

がご理解のほど宜しくお願いいたします。

（大会の中止については別紙にてご案

内いたします) 

 

【連絡先】 

宮田(TPT)089-9561062(携帯番号)  

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

    

 

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

ﾒﾝﾊﾞｰ募集など、どしどしお寄せ下さい。 

今回は、市川泰士さんのご長男の泰夢

くんから東北地方太平洋沖地震の被災 

者を応援するメッセージと絵をいただ

きました。    
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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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年３３３３月月月月２６２６２６２６日日日日、、、、チェンマイチェンマイチェンマイチェンマイ補習授補習授補習授補習授

業校業校業校業校のののの６６６６年生年生年生年生４４４４人人人人がががが、、、、晴晴晴晴れのれのれのれの卒業式卒業式卒業式卒業式をををを

迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。「。「。「。「答辞答辞答辞答辞」」」」にににに代代代代えてえてえてえて、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ

がががが読読読読んだんだんだんだ作文作文作文作文をををを投稿投稿投稿投稿しますしますしますします。。。。ともにともにともにともに喜喜喜喜んんんん

でいただけたらうれしいですでいただけたらうれしいですでいただけたらうれしいですでいただけたらうれしいです。。。。    

（（（（６６６６年生担任年生担任年生担任年生担任））））    

 

 

 

 

 

 

 

『『『『がんばれがんばれがんばれがんばれ、、、、日本日本日本日本!!!!!!!!』』』』    

ぼくはチェンマイにいるけど、にほんのことがしんぱいです。おうえんしています。   

（寄稿者： 市川泰夢
ひ ろ む

） 

お父さん、お母さん、在校生の皆さん、先生

方。お祝いありがとうございます。楽しいこ

と、苦しいこと、つらいこともいっぱいあると

思いますが、みんなと助け合って、立派な中

学生になれるようにがんばります。 

（卒業生のみんなより） 
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二十歳二十歳二十歳二十歳のののの私私私私へへへへ                        六年六年六年六年        児玉英児玉英児玉英児玉英    

 

今、私は小学校を卒業し、中学生にな

ろうとしています。一年生の頃は補習校

が大嫌いだったけれど、お母さんが、

「六年生までは絶対にやめ

させない。」と言いました。そ

して、私が二年生になっても、

三年生になっても、「六年生

になったら補習校なんか辞

めてやる。」と思うばかりで

した。それでやっと六年生になりました。

これで補習校を辞めさせてもらえるはず

でしたが、今は、私の気持ちが変わりま

した。せっかくここまでがんばって勉強を

してきたから、私は中学三年生まで補習

校を続けたくなりました。もしかしたら、

二十歳のあなたに役に立つかもしれま

せん。 

あなたは今、どこで何をしているんで

すか。きっと大きな夢を持っているのでし

ょうね。そして、その夢に向かって一所

懸命がんばっていることだと思います。

十二歳の私は、今は、小さな夢しかもっ

てないけれどどんどん成長していって、

いつかはあなたの夢へとつなげたいと

思います。あなたは大学二年生くらいで

すから、まだ、日本語を勉強しているか

もしれませんね。素敵な二十歳のあなた

を目指して十二歳の私は一生懸命がん

ばりたいと思います。 

 

補習校補習校補習校補習校のののの思思思思いいいい出出出出                六年六年六年六年    後藤未来後藤未来後藤未来後藤未来    

 

 私の補習校の思い出は、運動会で

す。今年初めて運動会に出たので楽し

かったです。私は、赤組でした。一番楽

しかったのはリレーです。リレーは一位

になれたから嬉しかったです。でも総合

結果は二位でした。でも、充分嬉しかっ

たです。私は、運動会ではチームワーク

が必要だと思いました。リレーのバトンを

つなぐ時も綱引きをする時も皆で声を掛

け合って心をひとつにしないと勝てない

と思いました。私は皆でひとつの目標の

ために力を合わせるのは大切だと思い

ました。 

学習発表会も良い思いでです。私た

ちは「インターネ

ットの活用」につ

い て発表し まし

た。私は山形県

について調べま

し た。皆に山形

県に興味を持ってもらいたかったからで

す。私はひとつのキーワードを検索する

とたくさんのワードが出てきて最終的に

はまったく違うことにたどり着くこともある

ということを学びました。とても興味深か

ったです。私は生活の中でたくさんイン

ターネットを使用するので学んだことを

普段の生活にも生かして生きたいと思

います。私はこの学習発表会でクラスの

人との会話が増えた気がしたので嬉し

かったです。うまくチームワークができた

気がしたので嬉しかったです。小学校で

学んだことを生かして、中学三年生を卒

業した皆さんみたいな立派な中学生に

なりたいです。 
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補習校補習校補習校補習校のののの思思思思いいいい出出出出            六年六年六年六年    鈴木亜莉沙鈴木亜莉沙鈴木亜莉沙鈴木亜莉沙    

    

 私は、補習校に六年間通いました。

補習校にはいっぱい思い出があります。

一年生の時は、とても人数が多かった

のを覚えています。だけど皆の名前は

覚えていません。授業

は「お店屋さんごっこ」

をしたのがとても楽しか

ったです。二年生の時

は石川先生でした。今

はおられません。先生は日本に帰られ

ました。その時はとても残念でした。三

年生は富田先生でした。色々楽しかった

です。特に百人一首をしたことが印象に

残っています。四年生の飯島先生は、

漢字テストでヒントを黒板の端っこに書

いてくれました。おかげで漢字テストが

まあまあできました。二学期からは新し

い先生が来られました。津田先生です。

学習発表会では、新聞のことを調べまし

た。自分たちで新聞を作ったことを覚え

ています。五年生は荒井先生でした。楽

しかったです。でも、先生が赤ちゃんを

産まれたので、二学期になったら小川先

生が代わりに来てくれました。最初はこ

わい先生だと思いましたが、一緒に勉強

して、優しい先生だとわかりました。六年

生は沖村先生でした。写真をいっぱい撮

ってくれました。補習校で習ったことは、

日本語の使い方です。日本語でいっぱ

い話すことができました。中学生になっ

たら、もっと日本語の本を読むことをが

んばりたいと思います。今まで一緒に補

習校に通っていた友達、また会いましょ

う。先生方、いろいろなことを教えてくれ

てありがとうございました。お母さん、補

習校に連れてきてくれてありがとうござ

いました。 

 

 

将来将来将来将来のののの夢夢夢夢                            六年六年六年六年    福井進之介福井進之介福井進之介福井進之介    

 

 僕は、将来医者になりたいです。世

界にはさまざまな病気になっている人が

たくさんいます。僕はその人たちを助け

て、元気に過ごせるようにしたいです。

僕が医者になりたい理由は、病気になっ

ている人が苦しそうにしているのをどうし

ても助けてあげたいからです。みんなが

健康で楽しく暮らしているのを見たいか

らです。また、貧しい

人やお金とかに困っ

ている人を助けてあ

げたいです。そのため

に僕は、ちゃんと勉強

をして、いっぱいわからないことを調べ

たり、他の人に聞いたりしたいです。もし

僕が医者になれたらたくさんの人たちを

いっぱい助けたいです。それが僕の将

来の夢です。今日で小学校を卒業しま

す。中学校生になったら夢の実現のた

めにがんばって勉強します。 

 

    

広報部広報部広報部広報部よりよりよりより    

    

①①①① おおおお食事会食事会食事会食事会についてについてについてについて    

 3 月 23 日（水）11:30 より D2 ホテルにて、

2011 年度第 1 回目の食事会が生活支

援部主催で開催されました。参加者は

全部で 26 名。ホテル支配人より直接地
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震の義捐金を8,000Bあまりいただきまし

た。自身と津波の犠牲者に黙祷をささげ、

お食事会がスタート。洗練されたウェイ

ターの身のこなしに感動。お料理もおし

ゃれな盛り付けで、目で舌で十二分に楽

しめる内容でした。お食事会初参加の木

村・西田両副会長からの挨拶もありまし

た。27 日(日)に予定している街頭募金活

動についての話し合いました。お食事会

での募金総額は 17,030B でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②②②② 街頭募金活動街頭募金活動街頭募金活動街頭募金活動についてについてについてについて    

 3 月 27 日（日）18:00～20：30 までサン

デーマーケット（タノン・コンドゥーン）にて

有志による街頭募金活動を行いました。

会員・非会員、日本人・タイ人のわけ隔

てなく、たくさんの方にお集まりいただき

ました。小さな子供たち、侍（浪人）の格

好も好評。活動の様子はHP に掲載いた

しますのでご覧ください。（集計結果は

「事務局より」をご参照ください。） 
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募金総額を赤十字社の指定口座に振り

込みました。 

 

 

③③③③広報部広報部広報部広報部よよよよりりりりおおおお願願願願いいいい    

会員の皆様へ、活動内容をよりわかり

やすくご報告するために写真を掲載する

よう努めております。 

広報部では、各部活動の現場へ行って

写真を撮ってくださる方を募集していま

す。すべての活動というわけではありま

せんので、お時間の取れるときに手伝っ

てもいい！という方がいらっしゃいました

ら日本人会事務所代表連絡先まで是非

ご連絡ください。 

また、写真入の火焔樹は E ﾒｰﾙ版の方

が全ページフルカラーでご覧いただけま

す。郵送版を廃止してもよい場合は、事

務局までご連絡いただけると大変助かり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【訂正とお詫び】  

3 月号の火焔樹「運動部より」にて、大 328 回月例コンペのベ

ストグロス賞小田さまの所属はﾗﾝﾌﾟｰﾝ新電元ではなく、ﾛﾝｸﾞ

ｽﾃｲﾔｰでした。ここに訂正すると共にお詫び申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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    

事務局より お徳用あられ・ギフトセット販売のお知らせ 

運動部より   第 21 回「日・タイ友好親善ゴルフ大会」中止のご案内 


