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事務局からのお知らせ

●参議院総選挙の在外選挙の投票が、７月５日～７月１４日（日）まで在チェ
ンマイ日本国総領事館にて 行われます。投票には、在外選挙人証（予め在外選
挙人名簿登録を済ませた方に配布されています）およびパスポートが必要です。
●タイ人が日本へ行く際には従来ビザ（査証）の取得が必要でしたが、２０１
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３年７月１日から観光目的等での１５日以内の日本滞在についてはビザ（査証）
の取得が免除され不要となります。これは、タイから日本への観光旅行誘致策
の一環として日本国政府が導入するものです。ただし、日本の空港での入国審
査に際して入国目的やスケジュール等を聞かれたりしますので、トラブルとな
らぬよう予め在チェンマイ総領事館のホームページ（タイ語）にて確認してお
くことが必要です（日本へ行くタイ人の方にアドバイスしてください）。

６月定例役員会報告

2013 年 6 月 26 日（水）当会事務所にて 6 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。

●６月度北部日系団体連絡協議会報告
・新しくご赴任された藤井昭彦総領事よりご挨拶あり。外務省のタイ語
専門官で研修も含め過去３回タイに駐在されている。当地ご赴任直前は、
儀典官の要職に就かれていた。
・参議院在外選挙の件、タイ人の短期滞在ビザ（査証）免除の件
・広報文化ご担当の小濱領事が７月１０日に帰任される。ご後任はバンコ
クの在タイ国日本大使館から近藤知宏領事が赴任される。
●各部報告・打ち合わせ
・日・タイ親善ゴルフ大会最終報告
・会費未納の会員への督促状出状の件
・賛助会費徴収およびお礼状出状の件
・ＳＭＳ緊急連絡メール業者変更の件
・会員名簿更新の件
・年度内日本人会主催イベントのスケジュー
ルおよび内容打ち合わせの件
・日本人会ホームページドメイン契約更新の件
・事務所賃料値上げおよび資産税支払の件
・事務所前立て看板設置の件
・ラチャパット大学日本祭りへの寄付金の件

●次回の役員会
次回の役員会
7月17日（水）に定例役員会を開催予定
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登記部より

新入会員の紹介
●佐藤 弘昌 様
（AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.）
(6 月 26 日現在)
●辛川 雄二 様

●水野 誠 様
（KEIHIN (THAILAND)CO., LTD）
こんにちは。はじめまして。水野 誠と申し
ます。初めての海外駐在で言葉、食事、
習慣等で不安が多少ありますが駐在期間
中は、楽しく過ごしたいと考えています。よ

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

304

78

382

現在の総会員数

384

ろしくお願いします。

●山内 牧子 様 （アムリタガーデン）
タイ人の夫と旧市街の古民家でカフェ『アムリタガーデン』をしています。ご家族連れ
等に玄米菜食のランチや喫茶を楽しんで頂いており、毎週水曜日には有機野菜や手
作りの梅干しなどの販売会を開催中。ヨガ等の健康づくりの講師歴10年以上。腰痛改
善等のご相談もどうぞ。

●竹川 敬太 様・敦子 様 （UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.）
初めまして。竹川敬太と申します。タイに赴任してきたばかりですので、色々と教え
ていただければ、と思っております。7月以降に家族を迎える予定ですので、家族と
もどもよろしくお願い致します。

●若林 靖男 様 （TANAKA PRECISION (THAILAND) CO.LTD）
チェンマイには、単身で来ました。家族と離れるのは寂しかったですが、折角の機
会なので、いろいろな所へ行きいろいろな物を食べ、楽しみたいと思います。よろし
くお願い致します。

●藤井 昭彦 様・ゆかり 様（在チェンマイ日本国総領事館）

● 小川栄太郎 様 （Siam Wire Netting）
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はじめまして、この度チェンマイ日本人会に入会させて頂きましたSiam Wire Nettingの
小川と申します。日本では週末には子供達に野球を教えていましたが、タイではゴル
フを楽しみたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

●田村 勝志 様 （Murata Electronics (Thailand), Ltd.）
タイは初めて来ました。夏が大好きの滋賀県民です。タイの暑さも大丈夫です。タイに
は単身で来ましたので、自分の時間はたっぷりとあります。今から何をしようかとワク
ワクしています。どうぞよろしくお願いします。

●開澤 英樹 様 （Murata Electronics (Thailand), Ltd.）
開澤（かいざわ）と申します。初めての転勤がまさかの海外赴任となりました。分から
ないことだらけですが、早く慣れて楽しく過ごしたいと思います。よろしくお願い致しま
す。

●安斎 直樹 様 （Murata Electronics (Thailand), Ltd.）
よろしくお願いします。

●中田 道郎 様 （KYOCERA Display (Thailand) Co., Ltd.）
５月13日に着任しました。よろしくお願い申し上げます。

●大迫 春男 様 （KYOCERA Display (Thailand) Co., Ltd.）
５月13日に着任しました。よろしくお願い申し上げます。

●落合 俊雄 様 （KYOCERA Display (Thailand) Co., Ltd.）
５月13日に着任しました。チェンマイに早く慣れていけますよう努力しております。今
後とも、よろしくお願い申し上げます。

生活支援部より

「７月度ハラ会
度ハラ会のお知らせ」

美味しいお料理を頂きながらハラを割って、本音で語る会”ハラ会”のお知ら
せです。（腹が減っては戦も出来ず・・・）
久し振りにホテルでのランチ・ブッフェのハラ会です。お好きなお料理をお好
きなだけ…おなか一杯になるだけ存分に頂きましょう・・・
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ビーズのワーク・ショップ＆石鹸アート・ワーク・ショップについて話し合い
たいと思っています。

【日時】
【場所】

2013 年 7 月 17 日（木）
Holiday Inn ChiangMai

12 時より

318/1 CM-Lamphun Rd,T.WatKate A.Muang ChiangMai 50000
Tel:0-5327-5300
【参加費】インターナショナルブッフェランチ お一人@250B

参加ご希望の方は、7 月日 15（月）迄に 各お世話係さんも
しくは、生活支援部・光明（081-8822202）迄、ご連絡下さ
い。お待ちしています。

尚、6 月に予定していました”
月に予定していました”ビーズのワーク・ショップ”
ショップ”は、
都合により 9 月に変更になりましたので、お知らせします。
月に変更になりましたので、お知らせします。

運動部より

第 22 回日タイ親善ゴルフ大会
回日タイ親善ゴルフ大会

6 月 2 日（日）、ロイヤルチェンマイゴルフ場にて第 22 回日タイ親善ゴルフ大会を開催
いたしました。これもひとえに協賛品、協賛金をご提供していただいた各企業、団体
様のおかげでございます。紙面にて失礼ですが、心より御礼申し上げます。
例年よりも 1 週間遅らせたことと、明け方の小雨状況から天気が心配されましたが、
参加者皆様の熱い気持ちにより、プレイ開始時には雨もあがり好天の中、開催するこ
とができました。また、予期せぬ事にも素早く対応して、無事に終えることができたの
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でもあり
ます。ご協力ありがとうございました。

今年の大会は昨年の反省をふまえ、プレイヤー数を減らし、144 名枠として準備しまし
たが、前日及び当日での変更もあり、最終的に 145 名（タイ人 77 名日本人 68 名）で
開催となりました。プレイの進行もスムーズで、全体的にほぼ計画通りにできたと思っ
ております。そして今大会の主旨である「日本人とタイ人の親善」という点については、
プレイ中、ホール間での和気藹々とした会話や笑い声が聞こえ、充分にその役割を
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果たしている、と実感いたしました。なお、成績については別途参照していただきたい
と思います。

来年も今年同様に開催を検討しており、23 回を数える歴史のある大会へと歩んでお
ります。歴史と伝統を引き継ぎながらも、創意工夫で盛り上げていかなければならな
いと思っております。今年以上に皆様方の参加と運営へのご協力をよろしくお願いい
たします。

第 347 回月例ゴルフコンペの報告

6 月 16 日（日） チェンマイ ハイランド ゴルフ場にて第 347 回月例コンペを開催しま
した。4,5 月の開催が無かった事で、3 ヶ月ぶりの開催となった為か、総勢 21 名（6 ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ)と久々に大勢でのコンペ開催と成りました。（参加有難う御座います）スタート時
は穏やかな日差しの中でのプレーでしたが、時間が経つにつれて気温も上昇（スコア
も…）とかなり熱い中でのプレーであった為、ホールアウト後、皆さんヘトヘトに成って
おられました。※皆さん熱中症には気をつけましょう。
※皆さん熱中症には気をつけましょう。
その中で､見事優勝されたのは近藤さん（ﾛﾝｸﾞｽﾃｲ）でした。近藤さんは、前回、第 346
回（3 月）の優勝者でもあり、2 回連続優勝と成りました。又、場所も同じくチェンマイハ
イランドなので、とても愛称が良いのでしょう（もちろん実力も有りますよ）。今年から優
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勝トロフィーがクリスタル製に変更しています。他の皆さんも、新しいトロフィー目指し
てガンバりましょう！

第 347 回月例コンペのご案内

第 348 回月例コンペは、2013 年 7 月 21 日（日） アルパイン 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。詳しくは別紙の折込をご覧下さい。
【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授業校・レインボークラブより

チェンマイ補習授業校では、毎年小学６年生と中学 3 年生の 2 クラスで「社
会見学」に行きます。今年は、6
会見学」に行きます。今年は、
6 月 1 日にチェンマイ市文化芸術会館・郷土博物
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館(「3 人の王様の像」のある博物館)
人の王様の像」のある博物館)に行きました。初めての経験があったり、
知らなかったチェンマイの歴史について学んだりと、実り多い｢社会見学｣にな
知らなかったチェンマイの歴史について学んだりと、実り多い｢社会見学｣にな
ったと思います。また、良い思い出作りもできました。6
ったと思います。また、良い思い出作りもできました。6 年生 5 名の作文をお読
み下さい。(
担任)
み下さい。
(担任
)

6年

社会見学

天津美月

私は社会見学で楽しかったことが二つありました。
一つ目は、昔の人々の生活を知ったことです。私は、タイの昔の人々の生活
は日本と違うものだと思っていました。でも、タイの人々は服装以外は、日本
と同じでした。私はタイの人々もカブトムシ相撲をやることを知って、とても
日本に似ているなあと思いました。市場では、ざるに売り物を置いたり、ござ
みたいなものをしいてあったり、やっぱり日本に似ているなあと思いました。
二つ目は、ピン川橋(ナワラット橋)の成長です。昔は竹や木で作られてい
た橋が石の橋になったり、最後には鉄橋になっていたことを知りました。そし
て、今では、コンクリートの橋になっています。あと、たぶんその間に、色々
な店ができて最終的には、今のようなワローロット市場になったのだと思いま
した。一番感動したことは、ピン川の橋とその近くの市場は長い時間をかけて
できたことです。
私は、この博物館に行って正解でした。なぜ
なら、タイのことがすごくよく分かったからで
す。来年 6 年生になる人たちも、タイのことが
よく分かるので、この博物館を社会見学で訪れ
ることをお勧めします。

社会見学

6年

大西蘭

6 月 1 日、私たち 6 年生は中 3 と一緒に社会見学に行きました。博物館ですご
いと思ったことは、昔に使っていた道具を見たことです。昔の弓や刀がありま
した。鉄砲はその時代にはありませんでした。今の時代には鉄砲があります。
でも、それはまた、だんだんと未来は変わっていきます。次は何が変わるのか
分かりません。また、タイの昔のことが分かりました。例えば、タイの人たち
はどんな生活をしていたのか、どんな服装をしていたのか、どんな所に住んで
いたのかなど、色々なことが分かりました。タイの昔のことが分かってとても
楽しかったです。チェンマイ市文化芸術博物館に行ってよかったと思いました。
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また、もっともっと、タイのことが知りたくなりました。

博物館に行って

6年

大宮慶心

ぼくたちは、今日、社会見学に行ってきました。場所はチェン
マイ市文化芸術会館・郷土博物館です。ぼくはここにはまだ行っ
たことが無かったので、楽しみにしていました。博物館には、黄
色のソンテウに乗っていきました。ぼくはまだソンテウに乗った
ことが無かったので少しうれしかったです。風も気持ちよかった
です。また乗りたいと思いました。博物館では、案内する人が説
明するのを谷口一司君や小西先生が通訳をしてくれました。すごく分かりやす
くて（すごいなあ）と思いました。
博物館にはタイの歴史がいっぱいありました。昔の暮らしや昔の服、昔のタ
イの儀式もありました。今とは違うものもあれば同じようなものもありました。
ぼくが、博物館がいいと思った所があります。それは、ボタンを押して電気が
つくことやパソコンで説明が見れるというところです。また、もう一つ気に入
った場所があります。それは、天井から床に映像が映されていて、その映され
ているものは川に魚がいる映像です。その魚を踏むと魚が逃げます。こういう
ことをやるのは初めてなので楽しかったです。ぼくは、博物館に行ってタイの
ことが色々と分かりました。こうゆう歴史を学ぶことはいいことなので、ぼく
は博物館に行ってよかったと思いました。

社会見学

6 年酒井玲伊

6 月 1 日ぼくは、社会見学をしに行きました。行った場所は、チェンマイの中
心にある博物館です。その博物館は、チェンマイの歴史を教えてくれる博物館
です。ぼくたちが行った博物館の裏には、ランナーの 3 人の王様の像がありま
す。博物館の中に入ったら、説明をしてくれるお兄さんとお姉さん居ました。
その説明を通訳してくれたのが谷口君と小西先生でした。詳しく通訳してくれ
たのですごいなあと思いました。この博物館に来てよかったです。理由は、ラ
ンナーやタイの歴史が分かったことです。昔の人はどうやって暮らしているの
か、どんな服をしているのかわかりました。それと、一番心に残ったのがお寺
が壊れた遺跡がいっぱいあったことです。ぼくは、チェンマイに住んでいて良
かったと思いました。バンコクにも無い、どこにも無いすばらしい自然に囲ま
れているからです。今回の社会見学は良かったです。もう一回行きたいです。
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社会見学

6年

谷口一司

ぼくは、社会見学で、チェンマイ博物館に行きました。補習校の前にとまっ
ていた黄色いソンテウで行って、色々なチェンマイの歴史を学びました。ぼく
が気に入ったのは、昔のチェンマイの住民の家です。なぜかというと家の前に
は、冷たい水の入ったつぼが置いてあり、通る人が自由に飲めるようにしてあ
ったからです。そこで、先月転校した友だちの早織ちゃんと会えたので、より
楽しい社会見学になりました。ガイドの人が説明したことを、ぼくが日本語に
直しながら見学したので少し疲れました。途中から小西先生が日本語に直して
くれました。チェンマイはもともとランナーという国の一部で、仏暦 1863 年、
メンラーイ王がウィアンクンカムからランナーの首都を移
動したのがきっかけで、チェンマイは一気に栄えて、今のチ
ェンマイになりました。中には、古い城の壁と思われるもの
があって、大切に保管されていました。そこでみんなと記念
撮影ができたので、いい思い出になったと思います。

広報部より
広報部より

阿波和紙を使った版画展のご案内

徳島県で和紙を製造・販売しているアワガミファクトリーからのご案内です。
【イベント名】Thai Ink / Japanese Paper
【期間】
7 月 5 日～28 日（オープニングは 7 月 5 日 18:00 より）
【場所】
Baan Tuek Art Center
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5 人のチェンマイ出身版画家の作品を“CAP 版画工房（チェンマイ）”で阿波工
房で阿波和紙にプリントしました。既にタイと日本の美術大学（シラパコーン
大学や武蔵野美術大学など）の版画学科では深い交流があり、毎年交換留学な
どのプログラムも展開されているようです。今回のイベントを通じてタイと日
本間の更なる文化交流ができる場所になればと思っております、とのこと。

アワガミファクトリー

www.awagami.or.jp

お悔やみ

当会会員の木田敏男氏が６月１７日（月）午後４時、ロイヤルチェンマイ・ゴ
ルフリゾートの自宅においてご逝去されました。享年 92 歳でした。ムーンサー
ン寺院（チェンマイ門から南西に伸びるウアライ通り。）にて 6 月 19 日 02 日
に通夜と告別式が行われました。ご冥福をお祈り申し上げます。

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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