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事務局からのお
事務局からのお知
からのお知らせ
● ５月２７日（日）に開催されました当会主催の日・タイ親善友好ゴルフ大会には、日
本人 85 名、タイ人 108 名、計 192 名の多くの方々にご参加いただき、盛大に催す
ことが出来ました。ご参加いただいた方、協賛いただいた企業、幹事を務めていただ
いた方等、ご協力いただいた関係各位に当会から心より厚くお礼申し上げます。
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● ６月２２日（金）１６：００～１８：００に当会賛助会員のラジャヴェーチェンマイ総合病
院にお願いして、当会主催の医療セミナーを開催致します。ご興味のある方は是非ご
参加ください（詳細はＰ．4 のご案内をご参照ください）。
● 当会では、会員名簿を作成するとともにご希望の方々へ携帯電話のメール機能
を使って「ＳＭＳ緊急メールサービス」をご提供すべく準備を進めます。つきましては、
会員の皆様方の連絡先等について確認させていただきたく、何卒ご協力のほど宜しく
お願い致します（詳細は別紙の案内をご参照ください）。
● 火焔樹４月号、５月号でご案内の通り、日本人会のコスト削減の為、現在火焔樹
の電子化に継続的に取り組んでいますが、電子化を更に推進するために皆様のご理
解とご協力をお願い致します（詳細は別紙のご案内をご参照ください）。

5 月定例役員会報告
2012 年 5 月 16 日、チェンマイ日本人会事務所にて、5 月度の役員会が行われた。
主な議案は以下の通り。
● 北部日系団体協議会
北部日系団体協議会５
５月例会報告
チェンマイ県で邦人歩行者と自動車の衝突事故が４月に発生し、邦人が重体とな
った。道路を横断する時はしっかりと安全確認をした上で渡りましょうとの事。
● 会員名簿の
会員名簿の作成および
作成および会員
および会員への
会員へのＳＭＳ
へのＳＭＳ緊急連絡
ＳＭＳ緊急連絡サービス
緊急連絡サービスの
サービスの提供
会員台帳を整備して会員名簿を作成すること、およびＢＫＫの日本人会でも導入
しているＳＭＳ緊急連絡サービスを今年１０月までに立ち上げること。その為に会
員から連絡先等の情報を得る（既に登録されている場合は再確認）こととする。個
人情報の取り扱いには細心の注意を払い、会員名簿への掲載の可否については
個々に確認を得る。
● 賛助会員募集
４月時点で１３社であったが、５月時点で１９社と６社（＊）増えた。各社から５，００
０バーツの賛助会費をいただいている。（abc 順、 略称）
（＊）ＦＯＲＴＵＮＥ ＤＥＮＴＡＬ ＣＬＩＮＩＣ様、ＦＵＪＩＫＵＲＡ様、ＪＡＰＡＮ ＤＥＮＴＡＬ
ＴＥＫ ＣＥＮＴＥＲ様、ＭＵＲＡＴＡ様、ＳＨＩＮＤＥＮＧＥＮ様、ＴＡＮＡＫＡ ＰＲＥＣＩＳＩＯ
Ｎ様
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● 日・タイ親善ゴルフ打ち合わせ
●次回
次回の
次回の役員会
6月20日（水）に定例役員会を開催予定。

登記部より
登記部より
新入会員の
新入会員の紹介
●浅井 昭夫様
（NAMIKI Precision (Thailand) Co., Ltd.）

4月18日よりチェンマイ勤務となりました、海外勤務は初めてで見るもの聞くもの食べ
るもの全てが初めてで驚きの連続の毎日を過ごしております。出身が福島県であり最
近の勤務も青森・秋田であったたために暑さに閉口しておりますが、先輩方のご指導
ご鞭撻を頂いて頑張りたいと思いますので宜しく御願いします。
●菅 雅樹様
（NAMIKI Precision (Thailand) Co., Ltd.）

(5 月 16 日現在)

仕事の関係でチェンマイに居住させて
もらうことになりました。秋田県出身で
暑さには弱いですが負けずに生活して
いきたいです。皆様宜しくお願いいたし
ます

本
会員

家族
会員

合計

名誉会員

0

0

0

特別会員

１

１

2

正規会員

278

65

343

現在の
現在の総会員数

345

生活支援部より
生活支援部より
6 月度ハラ
月度ハラ会
ハラ会のお知
のお知らせ
美味しい お料理を頂ながら、ハラを割って本音で語る”ハラ会”のお知らせです。（ハラが減
っては戦も出来ず・・・）
今回（6 月 20 日）は、久し振りのホテルでのブッフェです。皆さん、お誘い合わせの上ご参加
下さい。
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【日時】
【場所】
【参加費】

記
2012 年 6 月 20 日（水） 午前 11 時 30 分より
VIP ルームを用意して頂きました。
The EMPRESS Hotel Chiang Mai
199/42 ChangKlang Rd, ChiangMai Ｔel :0-5325-3199
お一人@250Ｂ（税金・サービス込）

個室（VIP ルーム）ですので、お子様連れでも大丈夫です。参加ご希望の方は、6 月 17 日
（日）迄に、光明（081-8822202）まで,ご連絡下さい。
医療講演会のお
医療講演会のお知
のお知らせ
この度、当会賛助会員のラジャヴェーチェンマイ総合病院のご協力を得て、会員の皆
様向けに医療講演会を開催いたします。
日本と異なる熱帯で暮らす上での健康管理、流行病対策、更には海外居住者（大人、
子ども）のメンタルヘルス対策等、体と心の健康管理に関する正しい知識を身に付け
る良い機会です。今まで不安に思っている事についてのご質問も受け付けますので
お誘い合わせの上、是非ご参加ください。

【日時】

２０１２年 ６月 ２２日（金）

【場所】
【講師】
【参加費】

１６：００開場 講演時間１６：３０～１８：３０
日本人会事務所向かいのマニナラコンＨＴＬ９Ｆ会議室
ヴィラチャート ルーミテイグン先生（ラジャヴェー病院内科医）
会員は無料、非会員の方にはお茶代としてお一人５０バーツ

6 月 20 日までに、日本人会メール(info@cmjpa.org)、Fax 053-206-979 もしくは光明
（081-8822202）へ直接お申し込みください。お名前と年齢をお知らせください（ご勤務
の方は会社名もお願いします）。

運動部より
運動部より
第 21 回日タイ
回日タイ親善
タイ親善ゴルフ
親善ゴルフ大会
ゴルフ大会の
大会の報告
5 月 27 日（日）、そよ風が吹く中、ロイヤルチェンマイゴルフ場にて、第 21 回日タイ親
善ゴルフをタイ人１０８名、日本人 84 名と総勢 192 名のゴルフプレーヤーが集い開催
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することが出来ました。これ
も、協賛品、協賛金をご提供
していただいた 143（重複）
もの企業、団体様のおかげ
でございます。紙面上で申し
訳ありませんが、心よりお礼
を申し上げます。また、大き
な問題も発生せず､無事､今
大会を終えることが出来たの
も、運営に携わっていただいた日本人スタッフ、タイ人スタッフの方々のおかげと思っ
ております。本当にご協力、ありがとうございました。
今大会は昨年､東日本大震災の影響で､開催を自粛した為、2 年ぶりの開催となりま
した。その影響か、今年は 192 名もの申し込みがあり、プレー時間も約 7 時間と長時
間も掛かり、参加者の皆様には、色々とご迷惑が掛かってしまった事を反省しており
ます。しかし、今大会の主旨であるタイ人と日本人の親善ということで、プレー中、ホ
ール間での和気藹藹とした会話をされていたのを見れた時は、開催してよかったと充
実した思いに成りまし
た。
今 回 の 成 績 は NET
の部で佐藤副会長の
準優勝を筆頭に
Best10 に 5 名の日本
人方々が入賞されま
した。おめでとうござ
い ます 。グ ロ スの 部
では上位の殆どがタ
イ人プレーヤーとなっ
ております。（成績は
別途参照）
来年度も第 22 回日タ
イ親善ゴルフの開催
を検討しておりますので、皆様、仲間内をお誘いの上、ぜひ参加していただき、今大
会を今後も盛り上げて頂ければと思います。ありがとうございます。
チェンマイ日本人会 運動部部長 高山一成
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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 338 回月例コンペ
回月例コンペのご
コンペのご案内
のご案内
第 338 回月例コンペは 6 月 17 日(日)にチェンマイハイランドゴルフ場にて開催予定
です。別紙案内を参照ください。
【連絡先】

高山 (携帯№：081-952-3264)
武田 （携帯№：081-884-5929）

趣味の
趣味の広場
「 チェンマイでの
チェンマイでの緊急事態
での緊急事態を
緊急事態を考える 」

留守番より

最近は、東京でも震度７を想定した対策が必要になってきたようである。ところ変
わって、ここチェンマイも有感地震こそ少ないが、地面はゆれているのである。まあ、
考えてみれば温泉が有るという事は＝地下のマグマ帯が近いと想定できるわけで、
少し予備知識を持っておく事は大切だと思う。最近の調査では近辺にふたつの断層
帯があるらしい（チェンマイ新田舎明天庵さんブログより）。
現時点で判明しているチェンマイ県の断層は以下の２つ。１つはメーチャン
メーチャン断層
メーチャン断層で、
断層
チェンライ県メーチャン郡から伸びており、チェンマイ県のファン郡、メーアイ郡に達し
ている。
もう１つはメーター
メーター断層
断層で、チェンダオ郡、メーテン郡、ドーイサケット
メーター
断層
郡、サンサーイ郡、メーオーン郡を経てランプーン県に伸びている。地理に詳しい御
仁なら “チェンマイ市内は通ってないからね！”となるかもしれないが、チェンマイ市
内は洪水という災害があり、これも頭にいれておかねばならないと思う。
そこで、夜間に地震が発生し、橋が流出、折悪しく雨季の終末期で洪水がじわじわ
と迫ってきてるという 考えたくない
えたくない事態
事態 を考えてみましょう。まず停電が闇の世界
をつくっているから懐中電灯
懐中電灯。余震で建物崩壊があるかも知れないからヘルメット
ヘルメット。ガ
懐中電灯
ヘルメット
ラスの破片があるから靴
靴(靴下はかないと靴ずれ！)、家から出られないから飲
飲み水 。
電気が止まっていれば冷蔵庫の中身チェック。車やバイクの水没対策。携帯電話の
通話が回線パンクで繋がらないから、SMS
SMS メールを使えるように。明るくなってきてお
メール
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腹がすいたけど、電気が無いから電子レンジや電気コンロが使えず・・。そこで袋菓子
袋菓子
があれば、果物があれば、ガスコンロがあれば。テレビがつかなければ、電池兼用の
携帯ラジオ
携帯ラジオ。でもタイ語だからわからん。しかし普段は歌や、身の上相談の番組も緊
ラジオ
迫感のある声だから、その状況は感じ取れるのでは。トイレ
トイレの
トイレ
の水が流れないから別置
きの雨水？タイ式トイレなら水があるが、紙を使ってはいけないから手で洗う練習。し
かしトイレも水没してるから使えません。そこで花瓶に用足し。またはポリ袋に・・・・・。
日本人はトイレットペーパー
トイレットペーパーが必須品。この後処理が一番厄介です。どこへもって行く
トイレットペーパー
の？前回洪水では郡役場回収後、サンパトンとハンドンに大穴を掘ったそうです。
こういう事は、各自で必要
品をリストアップしておく事が
大事。
右の写真は留守番が、小
型バッグに入れて普段持ち
歩いてるもの。他に帽子と靴
下と靴、部屋の鍵には小型
ライト有り。パスポートコピー
の中に海外保険証や病院カ
ード、現金に免許証とクレジ
ットカード１枚輪ゴム止め。ラ
ジオの下の丸い物は耳栓。
（片耳鼓膜無いので汚水滲
入防止）皆さん、これを見て、自分に必要なものを考えてみましょう。
次回につづく
につづく。
次回
につづく

チェンマイ日本人補習校
ェンマイ日本人補習校より
日本人補習校より

新学期が
が始まって
まって１
１か月のチェンマイ
チェンマイ日本人補習授業校
日本人補習授業校。
。
新学期
日本人補習授業校
補習校生たちは
たちは、
、もっと
もっと日本語
日本語での
での勉強
勉強を
を頑張
頑張ろうと
ろうと、
、決意
決意も
も新たに元気
元気よく
よく補習
補習校生
たちは
日本語
での
勉強
ろうと
たに元気
よく補習
校に通ってきています
ってきています。
。今月
今月は
は，小学部
小学部の
の５年生
年生の
の「５年生
年生になってがんばりたい
になってがんばりたい事
事」
になってがんばりたい
です。
です。
「五年生になってがんばりたい
大西 蘭
五年生になってがんばりたい事
になってがんばりたい事」
わたしは、漢字の読み書きが苦手です。だから、もっとがんばって漢字の練習をしま
す。漢字がたくさん読めるようになったら、もっと漢字を書くようにしたいです。
次に、算数も苦手です。特に苦手なのは、かけざんとわりざんです。でも、かけざん
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は、だんだんできるようになりました。あとは、わりざんです。わたしは、がんばりま
す。
最後に、国語の授業をもっとがんばりたいです。わたしは、国語の教科書に出てくる
物語や文章の意味をもっと知りたいと思います。それから、その物語を書いた筆者の
考え方や気持ちももっと知りたいのです。でも、今までも筆者の気持ちは分かってい
ました。これからは、今以上に筆者の気持ちを分かりたいと思います。あと、音読がス
ラスラできるようになりたいです。音読で漢字が読めない時は、先生が教えてくれます。
そんな時、ちょっとみんなには、はずかしいです。今、五年生になったので今まで以上
にもっともっとがんばります。一生けん命、書いたり読んだりします。わたしは、自分の
自信を信じています。
「五年生になってがんばりたい
谷口 一司
五年生になってがんばりたい事
になってがんばりたい事」
ぼくは、５年生になってがんばりたい事を三つ考えました。一つ目は、漢字テストで
す。一年生から四年生までの目標は、八十点以上取ることでした。でも、五年生にな
ったので、九十点以上は取りたいと思います。しかし、漢字テストで九十点以上を取る
のは簡単ではありません。そこで、ぼくは漢字の本をたくさん読むことにしました。そ
れがぼくの一つ目の目標です。
二つ目の目標は、計算のまちがいをなくすことです。ぼく
は、計算をちょっとした所でよくまちがえるので、これからは
問題をよく読み、ちゃんと見直すようにしたいです。
最後の目標は、読書です。今までは、読書といえばマンガ
でした。でも、五年生になったので小説なども読むようにし
たいと思います。
この三つの目標を達成したいと思います。

「五年生になってがんばりたい
天津 美月
五年生になってがんばりたい事
になってがんばりたい事」
私ががんばりたいことは三つあります。
一つ目は、漢字です。ほ習校に通う前までは、一学期の漢字半分を覚えよう、という
やる気しかありませんでした。でも、ほ習校に通った後、一学期の漢字全部を覚えよ
う、というやる気になりました。
二つ目は、新しい友達を作ることです。西小学校では、友達が育美ちゃんしかでき
ませんでした。なぜかというと、友達と話すのが苦手だからです。ほ習校に通ってから
友達ができるかドキドキしていました。その時、思い出しました。
「自分から話したほうがいいんだよ。」
と、母から言われたことです。まだ、ほ習校には、なれていないけれど、がんばりま
す。
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三つ目は、算数です。算数は、いつも問題文の読みまちがいで、まちがうことが多く
あります。だから、わたしは問題文をよく読むことにしました。それから、算数で一発合
格するために自主勉強をしようと決意しました。
「五年生になってがんばりたい
酒井 玲伊
五年生になってがんばりたい事
になってがんばりたい事」
ぼくの五年生になってがんばりたい事の一つ目は、漢字です。ぼく
は、今まで漢字を覚えられませんでした。その理由は、練習する時
間がなかったからです。漢字を覚えるためには、もっと練習すること
が必要だと思います。漢字を覚えて、漢字テストでいい点をとりたい
です。
二つ目は、読書です。それは、マンガで書かれた伝記です。いつも一週間で一冊し
か読めませんでした。これからは、一週間で三冊読もうと思います。
三つ目は、校歌です。今までぼくは、校歌を歌う声が小さかったので、これからはも
っと大きい声で校歌を歌おうと思います。
「五年生になってがんばりたい
五年生になってがんばりたい事
になってがんばりたい事」 吉本 早織
私は、五年生になってがんばりたい事がいっぱいあります。その一つは、漢字を覚
えて漢字テストでいい点を取ることです。四年生の時、あまりいい点を取れなかった
ので、いっぱい練習をしていい点を取りたいです。
二つ目の目標は、本をたくさん読むことです。なぜ、五年生の目標で本をたくさん読
むことにしたかというと、去年はあまり本を読まなかったからです。なぜならば、自分
で「本を読まなくていい」と思っていたからです。だから今年は、たくさん本を読みたい
と思います。
最後の目標は、泳げるようになることです。な
ぜかというと、泳ぐことは苦手だからです。私は、
たくさん泳ぐ練習をして上手になりたいです。
五年生になってがんばりたい事を六年生にな
るまでに出来るようにしたいと思います。

広報部より
報部より
優待店制度加盟店マップ
優待店制度加盟店マップについて
マップについて
簡単な地図を作成しましたので、ご利用ください。
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今月号の
今月号の折り込み内容
運動部より

「第338回月例ｺﾝﾍﾟのご案内」

事務局

「緊急連絡網（SMS）構築用フォーム（見本）」

広報部・事務局より 「火焔樹電子化についてご理解とご協力を御願いいたします」
広報部

銀行
支店

「優待店制度加盟店マップ」

：
：

日本人会年会費振込み
日本人会年会費振込み先
BANGKOK BANK
CHIANG MAI SRIDONGCHAI BRANCH

口座番号： ７１８－０－０４８２８－７
口座名 ： CHIANG MAI JAPANESE ASSOCIATION
会費を
まれた際
にはその旨日本人会事務所
旨日本人会事務所へ
電話もしくは
もしくは振
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
ください。
み証を Fax ください
。

会員データ
会員データ変更連絡
データ変更連絡
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。
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