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２月の事務所のお休み
月の事務所のお休み
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１３時～１６時

>>

事務局からのお知らせ
●会員の皆様には既に緊急一斉メールでご連絡差し上げました通り、シリアで
の日本人拘束事件を受けて 1 月 23 日に総領事館に各日系団体の代表者が集めら
れ、臨時の安全対策会議が開催されました。タイ国では過去テロリストによる
大きな事件は発生していませんが、未遂事件は発生しており今後とも国際テロ
リストが潜入して事件を起こすこともあり得ます。在留邦人として日頃から自
らの安全に配慮して気を引き締めて生活することが求められています。また、
普段から種々のルートで情報の収集を行うとともに夜間の不要な外出は避け、
政治集会やデモ、危険と思われる場所には近づかないよう注意喚起がありまし
た。総領事館によれば、北タイにはイスラム教徒も多くいますが、穏健派であ
り、基本的には心配はありませんが、今や日本人もＩＳ（イスラム国）のテロ
の対象になっていることを十分に認識して注意して常に警戒を怠らないことが
必要です。
●２０１４年度総会は、２月１３日（金）１８：３０～マニナラコン・ホテル
にて開催します（火焔樹 1 月号にてご案内の通りです）。
●今年のランナー・ジープン祭（総領事館、チェンマイ市、日本人会主催）は、
2 月 22 日（日）に三王像前広場にて１８：００に開会されます。
今回は、開会前の１６：３０から花笠音頭等の踊りとお神輿の練り歩きがター
ペー門～三王像前広場まで行われます。踊りにはタイ人学生と日本人総勢６０
～７０名が参加し、お神輿はチェンライ日本人会からお借りして３０名ほどで
担ぎます。踊りやお神輿の練り歩きに参加ご希望の方は日本人会事務所までご
連絡ください。祭りの最後の２１：００前に行われる盆踊りには多くの皆様の
ご参加をお願いいたします。
1 月定例役員会報告
月定例役員会報告
１月２１日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行いました。
●１月度北部日系団体連絡協議会、日系団体安全対策連絡協議会報告
１月 14 日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われました。
・2 月 14 日（土）～21 日（土）日本文化紹介として恒例の日本映画の上映
がセントラルフェスティバル４Ｆで行われる。
・2 月 22 日（日）に実施されるランナージープン祭の練り歩き内容打ち合わ
せ。せっかくの機会であり、日本語を学んでいるタイ人学生を練り歩きに参
加してもらえるよう募集することとなった。
・当会、CLL、福祉の会、定住者の会それぞれより活動報告が行われた。
●総会関連打ち合わせ
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・2 月 13 日（金）の総会までに各部の 2014 年度活動報告、2015 年度活動
計画を提出してもらう。2014 年度収支報告、2015 年度予算案について打
ち合わせが行われた。
以上
次回役員会開催日 2 月 18 日(水)

登記部より
登録会員数のご報告
●西田昌之様（チェンマイ大学日本研究センター）
チェンマイ大学日本研究センターに
講師で入りました西田と申します。日

(01 月 21 日現在)
本
会員

タイ交流の推進に微力ながら協力さ
せていただきます。
● 石 原 知 幸 様 （ AGC Micro Glass
(Thailand) Co., Ltd）
● 諏訪弘一（在チェンマイ日本国総
領事館）

家族
会員

合計

名誉会員

0

0

0

特別会員

1

1

2

正規会員

275

59

334

現在の総会員数

336

生活支援部より
“ハラ会”
ハラ会”のご案内
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・・・）
2 月のハラ会は、グランドビュー・ホテルにて
是非、皆様

ご参加下さい。
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開催致します。

記
日時：

2015 年 2 月 18 日（水）

12 時より

場所：

ChiangMai Grand-View Hotel
24 ChiangMai- Lampang Rd, (Super Highway)
T.Changpuek A.Muang ChiangMai, 50300

Tel: 0-5322-0100
参加費：インターナショナル・ブッフェ

@199B（お一人）飲料水 1 本付き

参加ご希望の方は、2 月 16 日（月）迄に 生活支援部
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。お待ちしています。
生活支援部・光明和子

運動部より
※今月１月の月例コンペは参加者が集まらなかったため中止とさせていただきまし
た。
1 月の参加者が少なかったため今年初めてとなる第 361 回日本人会ゴルフコンペの
ご案内をさせていただきます。
場所：アルパインゴルフ場
時間：7:34 スタート
火 焔 樹 折り 込み にもご案 内 を載 せ ており ます。参 加 ご希 望の 方は 運 動 部奥 野
(084-378-1275)へ 2 月 12 日(木)迄にご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
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チェンマイ子ども会より
１月度の活動
1 月 31 日(土)日本人会事務所にて 1 月度の子ども会の活動を実施しました。
季節の行事ということで、先取りで「節分の豆まき」を行いました。
ひとりひとり画用紙で鬼のお面を作りました。
また、ご父兄が鬼に扮し会場に到着するとみんなで大きな声で
「鬼は外、福は内」といいながら豆をまきました。リアルな鬼の登場に
泣いてしまう子もいましたが、それもいい思い出でしょう。
子ども会の活動に興味のある方は、日本人会事務所までご連絡ください！
たくさんのお友達の参加をお待ちしています。

チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより
今年度の小１では、「３日坊主？日記」と題し、１週間に３日だけ日記を書くことを毎週
の宿題にしてきました。この日記はただ書いて出して先生にコメントをしてもらって終
わりではありません。この「３日坊主？日記」が文字通り３日坊主にならないわけは、
次の週に自分の日記（時間の関係で３つの中から一つだけ選んでもらい）をクラスの
みんなに読んで描いてきた絵も見せるという「発信」をすることをも目的にしている点
です。また、発表して終わりではなく、聞いている人も読んだ後、書き手がまだ書いて
いない部分で知りたいことをその場で考え、「質問」するコーナーもあります。小１です
が、慣れてくるとみんな積極的に手を挙げて友達の日記の発表に対して質問をしま
す。
こうすることにより、「作文」がただ書かされる作業なのではなく、本来の文章を書く
という作業が実は人から人への「発信」のためにあること、そして更にそこから発展す
る「コミュニケーション」のためにあることを小学校１年生の時から感じてもらえればと
思い続けて来た活動です。
さあ、補習校１年生９名が最近感じたこと、みんなに聞かせたかったことにはどんな
ことがあるのでしょう。言葉少ない中でも字が書けるようになって表現したい、聞かせ
たい気持ちが伝わってくる文章ばかりです。また実際はおもしろい絵つきなので、クラ
スではみんなで大盛り上がりです。（日記は５０音順に並んでいます。）
１． くぎみや

きょうこさん

２０１４ねん１１月１９日（水）
きょうはへんなちょうちょうをみつけました。
そとからみるときいろです。
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なかからみるとぴんくです。
きれいです。
２． こばやし

やすかさん

１２月５日
きょうはちちのひです。おねえさんとおとうさんとわたしでさかなつりにいきまし
た。わたしはつれなかったけど、おねえさんは小さなさかなを二ひきつりました。
おとうさんは、なまずを一ぴきつりました。わたしは、０ひきだったのでくやしか
ったです。
だけど、たのしかったです。
３． たにぐち

るなさん

２０１５ねん１月１２日
きょうはおにいちゃんのひとしくんが、がっこうでキャンプのひでした。ひとしくん
のことがしんぱいです。おともだちのおにいちゃんもキャンプでがっこうでねる
ということだったので、おともだちもしんぱいしていました。もうしんぱいです。
（だいじょうぶかな。）
４． てい

はなさん

２０１５ねん１月１５日（木）
きょうは、がっこうのみんなとボーイスカウトにいきました。とおかったです。
はじめはもりをあるきました。あるいてつかれました。そこでごはんをたべて、
ボールをなげてきゃっちするゲームをして、一ぽんばしもわたって、みずあそび
をしました。わたしはみずあそびができませんでした。なんでかというと、わた
しはかぜをひいているからです。でも、たのしかったです。
５． ながい

まやこさん

２０１５年１月１３日（かようび）
きのうは、おふろのときにおかおをあらっているときに、しゃぼんだまがおはな
からでてきました。おもしろかったです。おかあさんもわらいました。おかあさん
がみつけました。
６． ねもと

すみれさん

２０１５年一月一日（お正月）木よう日 晴れ
今日おとうさんのうんてんするくるまで、カオヤイへりょこうにいきました。
まずは、CHOK・CHAI ぼくじょうというところへいこうとしていました。
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わたしはとちゅうでくるまよいをしてしまいました。
でもたまにそとに出て、リフレッシュしました。
おやつも、小ばらがすいたときにたべました。
CHOK・CHAI ぼくじょうでは、まずうまに草のエサをあげました。うまがむしゃむ
しゃたべたので、その口のうごきがかわいくて、おもしろかったです。
つぎに、ひつじにエサをあげました。
ひつじはけがもこもこしていてかわいかったです。
あとはうしのあかちゃんにミルクをあげました。それからバギーにもおとうさん
とのりました。早くてたのしかったです。あしたは、どんなアトラクションをしよう
かな？
７． ひらた

みゆうさん

１０月２４日 土よう日
きょうはプーケットにいます。ふねにのってきれいなおさかながいるところにい
きました。おさかなはニモみたいでした。みゆうはあしがとどかないけど、さか
なといっしょにおよぎました。またいきたいです。
８． やなせ

なつきくん

８がつ１１にち
きょうは、はじめてナイトサファリのウォークゾーンをあるきました。さるととらに
ぬいぐるみをみせたら、すごくみていておもしろかったです。でも、とりごやのな
かをあるくのはいやでした。

９． よこやま

しおりさん

２０１４ねん９がつ１９にち きんようび
トッケーのこえがきこえました。トッケートッケーていうこえがきこえました。みえ
なかったです。でもこえがきこえます。でもしょっぷでみせてくれました。ちょっと
こわかったです。
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広報部からのお知らせ
賛助会員のリンピンスーパー様よりワインとチーズの勉強会のイベントがあ
るということで以下お知らせを掲載いたします。詳細事項は今月号の折り込み、
またメールにて添付しておりますのでご参照ください。
日本人会の皆様へ
リンピンスーパーをいつもご利用いただき、ありがとうございます。
今年も日本人会の賛助会員として、みなさまのお役に立つ情報や楽しいイベン
トなどを
企画していく予定ですのでどうぞよろしくお願いいたします。
早速ですが、「チーズとワインの組み合わせ方を知りたい」という、多くの方々
の声にお応えして、２月２８日（土）に以下のようなこだわりの勉強会を企画
しています。
チーズやワインのことをより深く知れば、ホームパーティや友人同士の集まり
にも活用できますし、これからワインやチーズのお買い物もますます楽しくな
ります。
リンピンのフードスペシャリストが選んだ６種類のワインと６種類のチーズの
試飲、試食、勉強会、さらにランチがついて 900B というのは内容的にとてもリ
ーズナブルです。
今回は少人数限定になりますので、興味のある方は木村までぜひ早めにご連絡
ください。
皆様のご参加をお待ちしております。
なお、当日のワインとチーズのメニューは添付のチラシをご覧下さい。
リンピン外部サポートチーム
佐保美恵子
木村さとみ
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今月号の折り込み内容
事務局より

「犯罪等認知状況（２月）」

運動部より

「第361回チェンマイ日本人会月例コンペご案内」

文化部より

「チェンマイ子供会パンフレット」

広報部より

「リンピンスーパー

アジアBiz様より

銀行
支店

：
：

イベントのお知らせ」

「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
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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