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●当会会長、副会長、事務員交代のお知らせ
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鈴木利浩会長の転勤に伴い、４月１日付けで以下の通り交代いたします。
会長 ：佐藤昭憲（副会長から昇格）
副会長：村上 渉（新任）
また、当会事務所常駐の事務員が３月２５日付けで久永恭子さんから小泉
幸季さんへ交代しました。
引き続き何卒宜しくお願い申し上げます。

●このところ、煙害がひどくなっています。チェンマイ市内では、PM10 の値が、人体に
影響を及ぼす１２０（危険値）を超える日も出ていますのでご注意ください。出来る限り
外出を見合わせる等の対策が必要です。
また、今年はデング熱の流行が例年より早く始まっています。５月から雨季にかけて
大流行が懸念されています。異常気象で雨が多く、高温多湿で熱帯縞蚊が多く繁殖
している為です。唯一の予防法は、熱帯縞蚊に刺されないようにすることです。昼間
ゴルフ場などで刺されないようご注意ください。

2012 年度活動報告ならびに
年度活動報告ならびに 2013 年度活動予定(
年度活動予定(続)

【生活支援部】
生活支援部】
2 月 8 日に開催されました日本人会・総会(2012 年度）に、於いて各部の活動の中で、
フロント・ヤードとバック・ヤードの役割があると言うコメントがありましたが、生活支援
部の活動はチェンマイ日本人会のメイン・フロント・ヤードを担っております。

毎月(4 月度は除く)のハラ会(ハラを割って美味しい物を頂きながら本音で語る）開催
*10 名程度の小グループによる・テーマ毎の情報交換会
男性の会員さんも参加可能です、是非ご参加下さい。
-1 月 18 日(水） シリィ・パンナー・ヴィラ・リゾート
13 名参加
-2 月 15 日(水）
-5 月 23 日(水）
-6 月 20 日（水）

シャーク・フィン(中華）レストラン
ビリィー・レストラン（イタリアン）
エンプレス・ホテル ブッフェ

10 名参加
13 名参加
10 名参加

-7 月 18 日（水）
-8 月 22 日（水）
-10 月 17 日（水）
-11 月 21 日（水）

ホリディイ イン・ホテル ブッフェ
グリーンデイズ（酵素玄米ランチ）
メーピン・ホテル （飲茶）
家族亭

8 名参加
12 名参加
15 名参加
10 名参加

年２回の”お食事会”開催(会員同士のお顔とお名前を再確認する会？）
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-3 月 21 日（水） 創作日本料理 Yuka’S

12 名参加

-9 月 19 日（水） ヴェランダ・ハイ・リゾート（タイ料理）

27 名参加

2 月 28 日（火） 廃油から作るエコ石鹸ワークショップを日本人会事務所にて開催
3 月 18 日（日） *日本人会賛助会員 Japan Dental Tek Center の御協力のもと
歯科医療講演会（乳幼児対象）開催
6 月 22 日（金） *日本人会賛助会員 ラジャベーチェンマイ総合病院のご協力のも
と医療講演会（亜熱帯特有の疾病・メンタル・ヘルス・ケアー等）
10 月 12 日（金） 介護施設見学会・ドッグゲーオガーデン（マッケーン病院敷地内）
日本人会・非会員の方達からの反応も多く、21 名（マイクロバス 2 台）の参加者があり
ました。

11 月 11 日（日）恒例の”第 13 回チャリティー・バザー”開催 75,026B（過去最高！）
の売り上げ記録更新しました。
12 月 4 日に、タイ赤十字へ日タイ親善ゴルフ時のチャリティー募金を含む 91,150B を
寄付して参りました。

本年度（2013 年）も お世話係さんのご協力のもと
年間計画に沿って、活動していきたいと思いますので ご協力宜しくお願い致します。

３月定例役員会報告

2013 年 2 月 20 日（水）当会事務所にて２月度役員会が行われました。
主な議題は以下の通りでした。

●３月度北部日系団体連絡協議会報告
・煙害危険情報を総領事館が邦人向けに発信した。
・３月２８日（木）佐藤大使が日本人会事務所へ視察に来られる。

●各部報告・打ち合わせ
・生活支援部：３月１７日（日）子供歯科医療講演会実施報告
・事務局：３月１７日（日）天河メモリアルイベント報告、２０１３年度
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賛助会員募集状況報告
・広報部：ホームページ更新の件

●日・タイ親善ゴルフ大会準備打ち合わせ
例年恒例の当会主催のゴルフ大会が今年は６月
２日（日）に開催されることが決まった。昨年は、日
本人とタイ人計で２００名近い参加者となったが、
今年は計１４４名に絞ることとした。

●次回
次回の
次回の役員会
４月２４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

(2 月 20 日現在)
●今月の入会者はありませんでした。

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

301

72

373

現在の
現在の総会員数

375

生活支援部より
生活支援部より

「乳幼児に
乳幼児に関する歯科医療講演会
する歯科医療講演会の
歯科医療講演会の報告」
報告」
3 月 17 日に行われました”乳幼児の歯科医療講演会”は、日本
人会会員 大人 18 名 子供・17 名 日本人会非会員 大人 6
名 子供・5 名

合計 46 名の参加者があり、日本人会協賛企
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業の Japan Dental Tek Center のご協力のもと、日本から来て頂きました”久保田医師”
の歯科検診を開催致しました。

注： ４月度ハラ
月度ハラ会
ハラ会はお休
はお休みです。
みです。

運動部より
運動部より

第 346 回月例コンペ
回月例コンペの
コンペの結果

3 月 17 日（日） チェンマイ ハイランド
ゴルフ場にて第 346 回月例コンペを開
催しました。当日は、心地よい日差しの
中、15 名（4 組）でのコンペと成りました。
観光シーズンもほぼ終りに来ており、ゴ
ルフ場内の穏やかな雰囲気を楽しみな
がら参加者全員が熱いプレーをしてお
られました。その中で､見事優勝された
のは近藤さん（LS：ロングステイヤー）で
した。近藤さんは、毎回、安定したスコ
アでラウンドしておられ、昨年も優勝経験があり、今回で 2 回目の優勝と成りますが、
この後もまだまだ優勝しそうな勢いでした。

第 22 回日タイ
回日タイ親善
タイ親善ゴルフ
親善ゴルフ大会
ゴルフ大会のご
大会のご案内
のご案内

★2013 年 6 月 2 日に開催予定です。詳しくは、折込チラシをご覧ください。
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第 347
347 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

毎年の事と成りますが 4 月、5 月の月例コンペは開催いたしません。第 347 回月
例コンペは、2013 年 6 月 17 日（日） グリーンバレー 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頂き、奮ってご参加
ください。詳しくは 6 月の火炎儒にて、お知らせいたします。

【連絡先】
武田（TPT） 081-884-5929（携帯番号） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：motonori_takeda@tanasei.co.jp
高山（TPT） 081-952-3264（携帯番号）

チェンマイ日本人補習
チェンマイ日本人補習授業
レインボークラブより
日本人補習授業校
授業校・レインボークラブより

6 年生が
年生が卒業式で
卒業式で読み上げた答辞
げた答辞です
どもたちの素直な
いが伝わってきます。
わってきます。
答辞です。
です。子どもたちの素直
素直な思いが伝
日々の努力が
努力が報われ、
われ、大きく成長
きく成長しました
成長しました。
しました。今後の
今後の更なる飛躍
なる飛躍をお
飛躍をお祈
をお祈り下さい。
さい。
担任 沖村眞紀
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将来の夢

六年

鈴木里咲

皆さんは、「キャビンアテンダント」を知っていますか？それは、皆が日本に帰る時
に飛行機の中や空港に居る優しくて素敵なお姉さんです。それは私が一年生の時
からずっとあこがれてる職業です。私は飛行機に乗るたびにワクワクします。小さ
い頃キャビンアテンダントが出てくる映画やドラマをみたあとは友達とキャビンアテ
ンダントごっこをしていました。今でも「将来の夢は？？」と聞かれたら、すぐに、
「私は、キャビンアテンダントになりたいです。」と答えられます。私がその職業にあ
こがれる理由は、可愛い制服を着て世界中を飛び回り、いろんな人に出会いたいか
らです。
去年、私のキャビンアテンダントになりたいという気持ちを決定ずける出来事が
ありました。去年の春、私は一人で日本に帰りました。その時６人のキャビンアテン
ダントがリレーみたいに順番に私のことをみてくれました。６人ともとてもすてきで
きれいで優しかったです。わたしが一番好きだったのは、韓国の空港でお世話になっ
た人です。私と彼女はとても仲良くなりました。一緒に話をしたり、ハンバーガー
を食べたりしました。また、私が気分が悪くて飛行機のごはんが食べられない時に、
ファーストクラスのチョコレートケーキを持ってきてくれたキャビンアテンダントもい
ました。私は言葉が通じ合わなくても人はこんなに仲良くなれるんだなあと思って
うれしかったっです。私はそのキャビンアテンダントのお姉さんが大好きになり、絶
対にキャビンアテンダントになるんだと強く決めました。
もちろん全ての仕事は簡単ではありません。辛いこともいろいろあるとおもいま
す。先輩のキャビンアテンダントに叱られたり、お客さんにどなられるかもしれま
せん。けれど私はそういう体験でいろいろ学び強くなっていきたいです。
キャビンアテンダントになるのに必要なのは、身長や知識、あと、優しさや思いや
り、身体も強くなくてはいけません。この仕事は、いろんな国のお客さんに会うので、
言葉がとても大切だと思います。私は、毎日タイ語と英語の勉強をしています。土
曜日には、補習校に来て、一所懸命日本語を勉強しています。私は、補習校生は全
員すごいと思います。なぜならば、タイに居るのにちゃんと毎週日本語を勉強しに
通っているからです。私は自分がとても幸せな環境に生まれたと思います。そして
補習校で学んだことが私の将来にとても役に立つと信じています。皆さん六年間あ
りがとうございました。中学生になっても、勉強がとても難しくなると思いますが、
頑張って勉強をします。これからもよろしくお願いします。

補習校の思い出

六年

西村みぎわ

私は六年間、補習校に通いました。色々な先生と勉強しました。一年生と三年生
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は宮原三保子先生でした。二年生と六年生は沖村眞紀先生でした。四年生は、三上
潮先生。五年生は荒井教子先生でした。
補習校では、私は二学期が一番好きでした。二学期には運動会があるからです。
運動会の中で一番好きな競技はアスレチックです。なぜなら五年生と六年生の時は
二位でしたが、あとは一位だったからです。
授業で一番楽しかった思い出は、二年生の時に沖村先生の宿題プリントを､クラス
の皆なで隠すいたずらをしたことです。先生は、そのたびに｢今日は宿題はありま
せん。｣といってくれました。でも、最後には麻耶ちゃんが、｢先生がかわいそうだ
よ。｣と言って隠し場所を教えたり、先生が見つけてしまうので、宿題はなくなりま
せんでした。二年生は人数も多くてすごく楽しかったです。そういういたずらをし
て怒られながら私たちは成長してきました。
中学生になったら、こんな子どもみたいなことをしないように頑張りたいです。こ
れからも三年間よろしくお願いします。先生方、お父さん、母さん、ありがとうご
ざいました。夢を目指して頑張ります。

答辞

六年 肥後 百夏

私は三年生の時、補習校に転校してきました。最初はなかなか慣れませんでした
が、友だちがいっぱいできたり、先生が優しかったり、だんだん慣れてきました。勉
強は国語が好きですが、算数は苦手です。まだ将来の夢も色々あって決めていませ
ん。

二年生の時はパン屋さんになりたいと思っていましたが、朝が早くて大変そうなの
で、今はなりたくはありません。四年生の時には花屋さんになりたいと思っていま
した。五年生の時は、警察犬の訓練士になりたいと思いました。そして、今は迷って
います。
私は、動物が好きなので、何か動物に関わる仕事がいいなあと何となく思っていま
す。いつもいろいろ考えてはいるのですが、大変だなあと思うと、すぐにその職業を
あきらめてしまいます。

私は四月から中学生です。もうなりたい夢を、大変そうとか、無理そうなどとい
う理由で自分の夢をあきらめたくはありません。何にでもなれるように苦手な算
数も、他のことも一生懸命勉強していきたいです。今は、ピアノやテニスを習ってい
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るので、これも頑張っていきたいです。

先生方、四年間ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。お
父さん、お母さん、今までありがとうございました。これからも勉強をがんばりま
す。在校生の皆さん、先生方の言うことをよく聞いて、楽しく勉強していきましょ
う。

答辞 「補習校の思い出」

六年

保土田雪成

ぼくが、五年生で補習校に入って一番驚いたことは、女子の人数に対して、男子が
とても少なかったことです。僕のほかには将基君一人しか居ませんでした。将基君
はぼくが来たことをとても喜んでいました。逆にぼくも将基君が居たお陰で最初か
ら女子だけの環境ではなくてよかったと心から思っています。そして、たとえ人数は
少なくても日本の学校よりにぎやかな補習校で一年間を過ごしました。六年生で
は、将基君は日本へ帰ってしまい、半年だけ聖矢君と過ごしました。その後は男子は
僕一人だけでした。しかし、補習校はとても大切なところでした。二年間、英語の環
境で過ごして日本語が衰えないように勉強させてくれたのは補習校です。五日間の
学校やピアノのレッスンの上に、ここに来て学ぶことは大変でした。でも中学入試を
受けた時も補習校の知識がとても役に立ちました。
ぼくは、学位芸大学付属国際中等教育学校の入学試験に受かることができました。
そこでは、IB と言う世界中の大学の試験を受けることができるようになる資格を
取ることができます。この学校に入れることになり、ぼくの夢は大きく広がりまし
た。今ぼくの将来の夢は、スポーツ選手、ピアニスト、宇宙飛行士、医者などがあり
ます。次の学校では、もっと夢が増えるかもしれません。その夢の職業にできるだけ
近づくために、その時その時できることをしたいです。補習校で身に付けた知識が
役に立つことだと思います。お父さん、お母さん、今まで送り迎えをしてくれたり、
お弁当を作ってくれてありがとうございました。先生方、在校生の皆さん、今まで
ありがとうございました。皆さんも夢に向かって一歩一歩、歩んでいってください。
ぼくも頑張ります。
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２０１２年度 チェンマイ日本人補習授業校 卒入学式
中学３
中学３年生

答 辞

★仁木 裕崇
この三年間は僕にとっては過酷であり、地獄のように感じた。朝は早いし、土曜日
だし、何が良かったのかいまいちわからなかった。ここに初めて来たとき、すねて補習
校へもあんまり行かなかった。嘘をついて休んだことも、何回もあった。それに、補習
校を辞めるチャンスも何回もあっただろう。そんな僕がなぜ補習校に３年間行きつづ
けたのか。親が行けと言うからか？暇つぶしか？今でもよくわからないが。だが同時
に、この３年間は決して無駄ではなかったはずだ、とも思う。
僕は補習校に中１の時から来た。初めて来たとき、なんてショボイ学校なんだと思
った。正直今でもそう思う。だがそんな補習校でも、いろんなイベントがあって、それな
りに形になっていた。運動会、学習発表会などいろいろあったが、正直言って、どれも
中学生にとっては、物足りないものであったと思う。勉強面ではすごくためになり、特
に数学はいい予習になった。国語は日本語力が鈍らないためにやっていたが、実際
のところかなり鈍っている。それはなぜか。やはり普段の生活の言葉が違うからじゃ
ないかと僕は思う。家族との会話にしても、以前は何とも思わなかったが、今では日
本語を話しているとき、変な違和感が時々感じられるのだ。
補習校を卒業して、僕は、ここでやってきたことは必ずこの先役に立つだろうと信じ
て、前に進むことが大切だと思う。ここで経験したこと学んだことは、どれも大切なこと
であるはずだ。そして、ここでの経験をどう生かす
か？それは僕次第だ。僕は、この先大学に行き社
会に出るだろう。その時に、補習校に通ったことの
意義がわかってくるのだろうと思っている。
今僕は、この経験を活かしていくことを約束し
て、感謝の言葉に代えたいと思う。

★久保田 吏恵
私は補習校に小学１年生から入りました。お父さんは言いました。「日本語を忘れ
ちゃうからね」とか、「日本語の新聞が読めた方がいいから」とか、「日本のお笑いが
わかるように」とか。そんないろいろな理由で、私は補習校に来ることになったのでし
た。今私は中学３年生だから、補習校に９年間通ったことになります。すごく早かった
なと思います。小１の時には６人ぐらいいたけど、いろんな人が来ていろんな人がいな
くなって、今は３人になってしまいました。
初めのころ、私は補習校に来るのがすごく面倒くさかったです。先生も怖いし、友
達も誰も知らないし、毎週泣いていました。補習校に来る時と帰る時、お父さんは２階
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まで上がってきてくれません。そのために、先生やよそのお母さんたちから、「久保田
さん、お父さんに伝えて」と言って、あれこれと難しいことをたくさん言われました。私
は何を言っているのか訳が分かりませんでした。大人の話は難しいなと思ったことを
覚えています。
私はランプーンに住んでいます。補習校に来るのに１時間かかります。小学生の
間は、タイの学校はあんまり宿題がないから、補習校の勉強をしっかりできます。中
学生になったら、タイの学校の宿題も多くなるしキャンプも多いからすごく疲れて大変
でした。私は日本語があんまり上手じゃないから、他の子と話したくないし、毎回宿題
をやってくるのを忘れて先生に怒られるし、そんな時は補習校に行きたくなかったです。
補習校の校歌を歌うときも、実はちょっと辛かったです。キーが高くて歌えないところ
があるし、口パクの時も歌わないときもありました。歌わないときは、先生にじっと顔を
見られます。
楽しかったのは、運動会です。私が一番好きなの
は玉入れと棒引きでした。走るのは得意なんだけど、
中学生になってトラック１周を走るのはいやでした。カ
ルタや百人一首も楽しかった。あんまり得意じゃなくて、
負けてばかりだったけど。
補習校では国語と数学を勉強します。数学は得意
だけど、国語は全然だめです。特に漢字は苦手です。テストの前にちょっと勉強して
覚えても、テストが終わるとすぐに忘れます。私は普段日本語の本も読まないし、家
では漢字も全然使いません。国語の教科書は全然読めないし、意味のわからない言
葉もいっぱいあるから話が全然わかりません。
補習校を卒業したら、日本語はもっと使わなくなるから、漢字とか忘れちゃうかもし
れません。だから、私は日本語の本をいっぱい買って読もうと思います。小学生の時
のように料理の本やかわいい漫画の本じゃなく、日本語を忘れないようにするための
しっかりした本を読みます。
私は、今できている日本語を忘れたくありません。これからもずっとお父さんと日
本語で話をしたいです。
９年間、お世話になりました。ありがとうございました。

★西山 サユリ
私はこのチェンマイ日本人補習授業校に、小学２年から中学３年生まで８年間通っ
てきました。最初補習校に入った時、私は照れ屋でみんなの前で自己紹介ができま
せんでした。でも、友達も先生もみんな私によくしてくれました。毎年先生も変わり、や
める先生もいました。私はどの先生もいい先生だと思いました。
その中で私が一番よく覚えているのは富田先生です。富田先生は楽しくて明るい
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先生だったからです。
補習校に入ったばかりの２年生のクラスメートで、私が特に覚えているのは２人で
す。
今私と一緒に卒業していく久保田吏恵ちゃんと、中学１年生を最後にして補習校をや
めてしまった三上みずきちゃんです。この二人は小学一年から補習校に通っていたそ
うです。小学４年、５年、６年の時のクラスメートが今でもとっても大好きです。みんな
楽しい人たちばかりで、授業中も笑ってばかりでした。でも、なぜかお昼ごはんの時間
になると、静かになるんです。私はその静けさが面白すぎて笑い出したこともありまし
た。小学５年生の時、友達の一人が自分のお弁当の中にあったミニトマトで遊んでい
たこともあります。ある時は、壁に掛けてあった時計で遊んで壊してしまったこともあり
ました。そのせいで、その時の担任の荒井先生に、みんなで叱られました。それでも
みんなは、何かで遊ぶことをやめませんでした。小学校６年生に上がった時も、クラス
メートは変わりませんでした。私はそれがとってもうれしかったです。みんな性格も全
然変わっていませんでした。授業も聞いたり聞かなかったり。その時の担任の先生は
沖村先生です。沖村先生は、なぜか「たけのこ先
生」という名前を私たちにつけられてしまったのです。
理由は、先生からたけのこのにおいがするという、
男子たちのわけのわからない理由でつけられてしま
ったのです。
私は楽しい小学校生活だったなと思っています。
中学校に上がって、クラスが静かになりました。小学校の時の一番うるさかった友
達が、日本へ帰ってしまったからです。でも実は、みんな少し大人になったからかもし
れません。中学生になって、私は自分で自分のことを大人になったなと思っているの
です。その中学生生活が、もうすぐ終わろうとしています。
補習校での勉強は、私にたくさんのことを教えてくれました。小学２年の時からひら
がな、カタカナ、そして難しい漢字をいっぱい勉強しました。小学生のころは、漢字が
苦手でテストの点数も全然よくありませんでした。そのせいで私は、自分の漢字の実
力があるとは思っていませんでした。でも、中学２年生になってから、漢字テストの点
数が上がってきたんです。そのおかげで、私は漢字が楽しくて面白いものと思い始め
ました。難しいけれど漢字は面白い、そしてとても大事なものだと改めて思いました。
私は、父に補習校は大切だと昔から教えられていました。小さいころは、なぜ補習
校が大切なのかまったくわかりませんでした。父の言うままに来ていただけでした。で
も中学生になってから、少しだけれど補習校に来た本当の理由がわかってきた気が
します。補習校は、私が生まれたときから使っていた日本語を忘れないため、そして
人生をよりよいものにするために勉強を頑張る場所だと、私は思います。
勉強をたくさんがんばって、将来日本語を使う回数が今より少なくなっても、今と変
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わらない、そして成長した日本語の会話や書き方ができればいいなと思っています。
それに、父への感謝の気持ちで補習校に通っていると思います。父は、私が生ま
れたときから今まで、たくさんの日本語を教えてくれました。わからない言葉も、父に
聞けば何でも教えてくれました。私は、父が大好きです。父のためにも、私は日本語
を忘れたくありません。だから、これからも日本語を忘れないように頑張ります。
私が卒業したらもう、補習校に戻ってきても私が勉強できる場所はないかもしれま
せん。けれど先生や後輩たち、それに一緒に勉強してきた仲間の心の中に「私」とい
う一人の人が、この場所で勉強してここで卒業したという小さな思い出が残っていれ
ばいいなと思っています。
私は、この補習校で出会ったすべての友達や先
生方が大好きです。私は、このチェンマイ日本人補
習授業校に来れてよかったと思います。私に日本語
の使い方、話し方、書き方、読み方を教えてくれた補
習校の先生方、ありがとうございました。私は、先生
たちが一生懸命教えてくれた日本語を絶対忘れません。
たくさんの友達、たくさんの先生、そしてこの人たちと出会わせてくれた補習校、今
まで本当にありがとうございました。

広報部より
広報部より

「天河」
天河」の報告

３月１８日(日)Ｎｉｍ Ｃｉｔｙ（空港のそばのリンピンスーパーがあるところ）の広場にて、
第２回目の「天河～東日本大震災追悼チャリティイベント～」が開催されました。前回
は３月１１日にチェンマイ県庁前広場にて１，０００個のコムロイを上げましたが、今回
は、キャンドルサービスがメインとなりました。会場が暗くなる前に１０８人の僧侶によ
る犠牲者の安らかなるご冥福をお祈りする読経からイベントが始まりました。タッサト
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イ学校の生徒による迫力の太鼓とダンスは会場を華やいだ雰囲気に包みました。チ
ェンマイ在住の書家 船田緑山先生の書道パフォーマンスは、個々の漢字が我々の
あるいは被災地の思いを切々と伝えるものでした。ニック先生のサローの演奏は七色
の光の演出と共に心に残りました。今回のイベントは、本会会員でもありますさとうう
さぶろう氏が代表となるチェンマイ在住の有志の実行委員会が資金集めから企画・実
行まで手作りで仕上げたものです。素人の作ったものとは思えない完成度の高いイ
ベントだったと思います。当会としては、小額ですが寄付をさせていただきました。今
後も続けていくそうですので、来年以降も何らかの形でチェンマイ日本人会がこのイ
ベントにか関わっていければいいなあと思っています。

事務員就任のご
事務員就任のご挨拶
のご挨拶

3 月 25 日より、前任の久永さんに代わりまして当日
本人会の事務員になりました、小泉幸季（こいずみ
さき）と申します。以前はラジャヴェーチェンマイ
病院でコーディネーターとして勤務しておりました
が、縁あって事務員としてお手伝いさせていただく
ことになりました。チェンマイで暮らして６年ほど
で、現在１歳の息子の子育てをしております。事務
所に常駐することで、会員の皆さまの活動やチェン
マイでの生活がよりよいものとなりますように努め
てまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。
事務員 小泉幸季
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今月号の
今月号の折り込み内容
運動部より

「日タイ親善ゴルフ大会の案内（タイ語・英語）」
「協賛依頼（タイ語・英語）」
「参加申込書」

事務局より

「犯罪等認知状況（2月）」

日本人会年会費振込み
日本人会年会費振込み先
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
会費を振り込まれた際
まれた際にはその旨日本人会事務所
にはその旨日本人会事務所へ
電話もしくは振
旨日本人会事務所へ電話もしくは
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。

15/15

