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事務局からのお知らせ
●毎年恒例のロイカトーンパレードが 11 月 7 日（金）に行われます。
今年の山車は、沖縄風で三線や和太鼓の奏者が乗り込み演奏します。
ご参加頂く方は、当日 17:00 に日本人会事務所もしくは 17:30 にターペー門前のマク
ドナルドにおいでください。法被をお貸しします。
●11 月 8 日（土）市内のムンサーン寺にて「タイ日友好祭り」が行われます。
詳しくは下記案内をご覧ください。
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●「日本の医師による遠隔健康相談」が、日本人会会員を対象に 12 月から実施され
ます。詳しくは下記案内をご覧ください。
●今年の忘年会は、12 月 12 日(金)に行われます。
詳しくは、以下をご覧ください。

「忘年会のご案内」
今年の忘年会を以下の通り企画いたしております。今年もアトラクション、ラッキードロ
ーをお楽しみいただけます。ご家族も含めて多くの会員の皆様のご参加をお待ちして
おります。
１． 日時：2014 年 12 月 12 日(金)
18:00 受付開始、18:30 スタート 20:30 終了
２． 場所：スリウォンホテル ３Ｆナワラット・ルーム
３． お食事：インターナショナル・ブッフェ
４． アトラクション：お子様向け風船アート、腹話術、沖縄三味線演奏
５． ラッキードロー：ホテル日本食レストランのお食事券ほか商品をご用意いたしま
す。
６． 参加費：無料（ご参加は、日本人会会員に限らせて頂きます。）
●当日、会員の皆様には 2013 年度年会費（ご本人１，２００バーツ、
20 歳以上のご家族６００バーツ）をお支払いください。
●お申込み：添付の申し込みフォームにて 11 月 28 日(金)までにお願いします。
本件に関するお問い合わせ先：053-206-980(日本人会事務所 阿部)
「タイ日友好祭り」のご案内
日時：11 月 8 日（土） 午後 1 時開始～午後 10 時終了
会場：市内のムンサーン寺院：このお寺では、8 月 15 日に戦没者慰霊祭が行われま
した。境内には戦争時の遺品が展示されている建物があります。
行き方：チェンマイ門から南西（空港方面）に向かうウアライ通りを約５００M 進むと通
り脇に“白い牛の祠”が見えます。そこから南(斜め左手)に向かう道(右の写真の赤い
矢印)の先約１００Ｍにムンサーン寺院があります。チェンマイ門から歩いて 15 分ほど
です。
主催：タイ日友好フォーラム
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内容：境内に露店を設置、仏式儀式、総領事と県知事挨拶、コムロイ揚げ、ステージ
にて演舞、演奏。

「日本の医師による遠隔健康相談」のご案内
「日本の医師による遠隔健康相談」のご案内
香川大学医学部が、日本の離島向けに開発したスカイプを使っての健康相談をチェ
ンマイ向けにも実施しているもので、従来 CLL の会員向けでしたが CLL のご厚意で
日本人会他の日系団体の会員も 12 月から利用できるようになりました。
・健康診断は、スカイプを使って香川大学の医師と画面上で対面形式で行われます。
チェンマイの病院にかかっているが、日本の医師のセカンドオピニオンを得ておきた
いとか日本へ一時帰国せずとも日本の医師に直接相談できます。全ての科目につい
て相談が可能です。小児科も含まれます。
・申し込みから診断までの流れは以下の通りです。
１ 日本人会事務局の西田宛に申し込み希望の旨連絡する（日本人会のメールアド
レス および西田携帯：０８１－９２７－５１６９）。
２ 西田が CLL へ連絡して予約の日時を取得する。毎月第一、第三金曜日に各２名
の枠がありますが、他の日系団体の会員と枠を共有していますので調整が必要
です。
12 月の第一金曜日（12 月 5 日）の枠から申し込みを受け付けます。
３ 予約が取れましたら問診票をメールにて香川大学へ送っていただきます。先方
ではその内容に沿って専門医の診断をあらかじめ得て準備しておきます。
４ 予約の日時に CLL の事務所（移転しました。カットソンケーオの近くです）におい
でいただいて設置されているスカイプを使って相談を行って頂きます。
＊問診票も含め、ご相談内容はご本人と日本の医師以外は知る事がありません。
（守秘義務は果たされます。）
＊メールでの連絡が出来ない方（パソコンをお持ちでない方）は、西田にご相談くださ
い。
・忘年ゴルフ大会：１２月１４日（日）
なお、月例ゴルフ会は毎月第３日曜日、ハラ会は毎月第３水曜日です。
10 月定例役員会報告
月定例役員会報告
●10 月土北部日系団体連絡協議会および安全連絡協議会報告
10 月 8 日（水）午後在チェンマイ日本国総領事館にて開催された。
総領事館、日本人会、CLL、定住者の会、福祉の会にて情報交換や打ち合わせが
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行われた。
・総領事館によれば、チェンマイ市を管轄する軍事政権の司令官は、
① 王室擁護②法令順守を重要施策として掲げており、不敬罪で捕まったり交通法規
違反で捕まったりしないよう邦人も注意を要する。
・CLL の行っている遠隔医療相談について他の日系団体への拡大する件打ち合わ
せ。
・日系団体で開始したロイカトーンに出すチェンマイ大学芸術学部作成の日本の山車
のデザイン披露。
・安全連絡協議会では、タイ政治情勢（戒厳令の継続）、総領事館の認知した邦人に
絡む犯罪（車上ねらいへの注意）や疾病（健康管理、緊急時に備えて病院や保険会
社の連絡先メモの常時携行）について報告と注意喚起があった。
●会員名簿作成の件：完成、配布は 11 月となる。
●バザー、ロイカトンパレード打ち合わせ。
●起業家向けの企画について打ち合わせ。
以上
次回役員会開催日 11 月 19 日
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登記部より
登録会員数のご報告
●村越裕之様 (KYOCERA Display(Thailand) Co., Ltd)
● 栗 山 勝 人 様 （ AGC
Glass(Thailand)Co., Ltd.）

(10 月 15 日現在)

Micro

● 神 保 佳 史 様 (KYOCERA
Display(Thailand) Co., Ltd)

名誉会員

チェンマイでタイの良さ、文化を学んで
特別会員
いきたいと思います。また、日本を離れ
てみて日本の良さに改めて気付きます。 正規会員
タイ、日本の両方について学んでいき
現在の総会員数
たいと考えています。よろしくお願いい

本
会員

家族

0

0

0

1

1

2

283

62

345

会員

合計

3 47

たします。
●秋松正浩様（THAI NJR CO., LTD.）
タイでの仕事と生活を満喫したいと考えているのでよろしくお願いします。

生活支援部より
「“ハラ会”
“ハラ会”のご案内」
のご案内」
清々しい季節となって来ました。そろそろ…乾季ですね。皆様お変わりなく
お過ごしでしょうか？
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・・・）
11 月のハラ会は、チェンマイ日本人会お隣「家族亭」にて、開催いたします。
チャリティー・バザーの反省会ですので、是非、皆様ご参加ください。

日時：2014 年 11 月 19 日（水）

記
12 時より

場所：日本料理店“家族亭”
99/34-35 Sridonchai Rd, T.Changklan A,Muang Chiangmai 50100
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Tel: 0-5344-9593
参加費：各自、食した分のみ
お一人当たり約 150Ｂ程です。
参加ご希望の方は、11 月 17 日(月)迄に各お世話係さん、もしくは
生活支援部・光明(081-8822202)平田(081-9933119)迄ご連絡下さい。
お待ちしております。
生活支援部

光明和子

第 15 回チェンマイ日本人会主催チャリティーバザーのお知らせ
恒例になりました

日本人会主催チャリティーバザーのお知らせです。

本年のチャリティーバザーは 11 月 16 日(日)に開催予定です。
このチャリティーバザーの純利益は、チャリティー基金とし、毎年タイ赤十字
などに寄付し、日タイ親善の一助とさせて頂いています。
つきましては・・・ご家庭内・及び各企業内に、不要の品・家庭用品(調理器具・
食器・コップ)室内用アクセサリー・医療・おもちゃ・自動車グッズ・カバン・
靴・ゴルフ用品・電化製品・書籍・CD/VCD・手工芸品(手作りグッズ)不要にな
ったもので、引き続き使用可能なもの(特に、家電製品は使用可能かどうか？ご
確認の上)を日本人会・事務所まで、ご持参頂けませんか？
・第 15 回チャリティーバザー
会場：チェンマイ大学アートセンター駐車場
日時：11 月 16 日(日)午前 10 時より
日本人会お隣の”家族亭“でも預かってもらえます。
バザーの開催場所・時間帯等は、別途火焔樹及び HP にて、お知らせいたします。
詳しくは、生活支援部・光明和子(081-8822202)もしくは…日本人会へ
お問い合わせ下さい。
また今回差し込みでバザーのポスターを添付しております。どうぞこちらも
併せてご覧ください。また、バザーを私たちとお手伝いして頂ける方も募集し
ておりますのでご希望の方は奮ってお声掛けくださいね。
皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。
運動部より
第 359 回月例コンペ 結果報告
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10 月 19 日（日） グリーンバレーゴルフ場にて第 359 回月例コンペ大会を開催しまし
た。今月は初参加の方 2 名を加え、17 名でのコンペとなりました。
天候は、タイ北部の雨期明け発表より数日後ということもあり、終始雨もなく、朝は
涼しい気候でのスタートとなりました。また、ハイシーズン前ということもあり、待ち時
間も全く気にすることなく、スムーズにプレー進行ができました。
その為、ご参加の皆様は比較的、ご自分のプレーに集中できた方が多かった？？
のではなかったかと思います。
その中で見事、優勝されたのが中さん（ＨＫＤ）です。
中さんはチェンマイ在住が長く、これまで日本人会役員のご経験もあり、また年 1 回の
日タイ親善ゴルフ大会の実行推進の中心的役割を毎年のように担っている方で、チェ
ンマイ日本人会にはなくてはならない方の一人です。ゴルフコンペは過去数回優勝の
ご経験がありますが、前回優勝は記憶にないくらい前（7 年？？）とのことで、「久々の
優勝で非常に嬉しいです！」とのコメントでした。
（最少パットも獲得され、何と「25」！パットを制するはコンペを制する・・・といっても過
言ではなさそうです）
今回ご参加の皆様、大変ありがとうございました！ 是非、次回以降もお気軽にご参
加してください。

第 359 回月例コンペ優勝者 中様（ＨＫＤ）

第 360 回月例コンペのご案内
次回、第 360 回月例コンペは、2014 年 11 月 16 日（日） チェンマイ・ハイランド 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。初心者、初参加、歓迎いたします。プレー後のゴルフ談議にも一
緒に花を咲かせませんか。詳しくは別紙の折込をご覧下さい。
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【連絡先】
奥野（KEIHIN）084-378-1275（携帯番号）
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tsuyoshi-okuno@keihin.co.th
チェンマイ子ども会より
10 月の活動
10 月 18 日（土）フローラルコンドミニアムの中庭にて集会を行いました。
ここは写真のとおり自然に恵まれた静かな空間で、小さな子どもたちにぴったり。
まず恒例のお誕生日月の子どもへのプレゼント。みんなでハッピーバースデイの歌も
歌いました。
それから、新聞紙で輪投げ作り。いろんな色のテープを巻いてかわいくデコレーショ
ン。
ペットボトルに色水を入れた的もカラフルで、みんなで楽しく遊ぶことが出来ました。
大きな木の下で紙芝居を読んでもらってから、運動会の練習。今年もアンパンマンの
サンサン体操を披露します。
本番に向けて、一生懸命練習しました。運動会が楽しみです!!
子ども会の活動についてのお問い合わせは、日本人会事務所までお願いします。

チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより
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小学部 2 年生のクラスは、一人ひとりの個性がぶつかり合い、いつも楽しく、
時にはけんかもしながら・・・わいわいしています。
以下の作文は、主に、夏休みの絵日記を詳しく書いたもの、1 学期から 2 学期
で勉強した教材の感想の作文を抜粋しております。
小学部 2 年担
バジルのはっぱ

酒井明子

尾崎静香

バジルのはっぱをそだてています。大きいのと小さいのがあります。とても
かわいいはっぱもあります。まいあさ外にでて水をあげないといけません。だ
って水をあげないとしぼんでしまいます。バジルに水をあげるため早くおきて
います。
そしてぐんぐんのびていくはっぱだったのでとてもうれしいです。わたしは、
ばじるのはっぱが大すきです。ばじるのはっぱをそだててよかったです。
（担任より）夏休みの絵日記から、詳しい絵付きで書きました。バジルに対す
る愛情がとても伝わってくる作文です。
「どうぶつ園のじゅうい」を読んで

清水望愛

わたしは、どうぶつえんのじゅういをよんで、おどろいたことがあります。
日本ザルがくすりをのまなかったのにはちみつとまぜたら、くすりをのんでく
れました。先生もおどろいていました。ほんとうによかったです。
くすりをのまなかったらどうする
ました。

とおもいました。ほんとうにびっくりし

（担任より）2 学期に「どうぶつ園のじゅうい」を勉強しました。授業の中で「び
っくりしたこと」を言い合いました。その時の雰囲気が、文中から伝わってき
ます。
「スイミー」を読んで

津田智仁

スイミーはこわかった。さびしかった。スイミーは食べられるのがいやじゃ
なかった。ひとりぼっちがいやじゃなかった。
（担任より）1 学期に「スイミー」を勉強した後、印象に残ったことを書きまし
た。スイミーが一人ぼっちになってしまう場面で、スイミーの強さを表現して
います。
「どうぶつ園のじゅうい」を読んで

冨塚乃絵
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わたしは、あさぜんぶみまわれることがすごいとおもいました。なんじにお
きるの、どうやったらやすめるのかきになりました。
どうしてかというと、じゅういさんがしんぱいだからです。
（担任より）「どうぶつ園のじゅうい」を読んで、印象に残ったところを書き
ました。じゅういさんの仕事、この話にでてくるじゅういさんその人に興味を
もっています。
すいえい

中尾弦揮

ぼくは、すいえいをならっています。いつもプールにおかあさんのくるまで
いきます。いえのちかくです。れんしゅうは、かようび、すいようび、もくよ
うび、きんようび、どようび、にちようびです。
れんしゅうは、ばたあしや、ひらおよぎや、クロールのれんしゅうをしてい
ます。
ぼくがすきなれんしゅうは、ばたあしとクロールです。
もっとじょうずになるようにいっぱいれんしゅうしようとおもいます。
プールは、たのしいのではやくいきたいです。
（担任より）夏休みの日記で、すいえいのことをもう少し詳しく書きました。
頑張っている様子が伝わります。
カンガルー

藤原龍之介

きょうはポナロンパークにいきました。カンガルーにごはんをあげました。
ぼくは、カンガルーにさわりました。
（担任より）夏休みの日記で、オーストラリアに行ったことをいきいきした絵
付き書きました。夏休み初日の授業でも、発表しました。
サイクリング

吉野遥陽

ぼくは、Botanic garden へ、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんと行っ
て、サイクリングをしました。
と中には、小さいどうぶつ園があって、しかと、だちょうと、らくだと、バ
ッファローと、こいがいました。しかと、だちょうにははっぱをあげました。
しかは、はっぱをひっぱってたべましたが、だちょうは一しゅんでたべてしま
いました。ほかには、はっぱでできたどうぶつやきょうりゅうがいました。
ひさしぶりにじてんしゃにのれて、一日たのしかったです。
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（担任より）夏休みの絵日記から、サイクリングの中で、発見したこと、楽し
かったこと、いい思い出として心に残っていることが、よく伝わってきます。

広報部からのお知らせ
日本人会へ協賛を頂いておりますラジャヴェーチェンマイ病院からお知らせです。こ
の度、ラジャベーチェンマイ病院に聴力センターが開設され、聴力検査と補聴器クリ
ーニング無料のキャンペーンを行います。
詳細のお問い合わせは事務局担当 西田までご連絡ください。
今月号の折り込み内容
事務局より

「犯罪等認知状況（11月）」

生活支援部より

「バザーのお知らせ」

運動部より

「第359回月例コンペ成績表」
「第３60回月例コンペ参加申し込み表」

文化部より
アジアBiz様より

銀行
支店

：
：

「チェンマイ子供会パンフレット」
「定期購読のご案内」

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
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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