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事務局からのお知らせ

●チェンマイ介護研究会が主催する「北タイにおける邦人の高齢者医療・介護問題を
展望する」と題するシンポジウムが 5 月 30 日（土）１３：３０～１６：３０バンコク病院で開
催されます。詳しくは添付別紙をご覧ください。

４月定例役員会報告

４月２２日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行いました。
●４月度北部日系団体連絡協議会・安全対策協議会報告
４月８日（水）１３：００～チェンマイ総領事館にて行われました。
・藤井総領事がご帰任され、外務省から青木総領事が本日着任される。
・邦人の運転するバイクの転倒事故が発生した。バイクの運転は要注意。
・ホテル客室内で邦人の貴重品の盗難事故が発生した。貴重品は確実に金
庫内に保管する等、緊張感を継続して保持し、被害を防止すること。
●日・タイ親善ゴルフ大会準備打ち合わせ.
●事務員のワークパーミット取得の件
●事務所のプリンター購入の件

次回の役員会：５月１８日（月）

登記部より

登録会員数のご報告

(04 月 22 日現在)

● 松 井 裕 美 様 （ elematec(Thailand)
Co.,Ltd.）
公私ともに充実した時間をチェンマ
イで過ごしたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

本

家族

会員

会員

合計
名誉会員

0

0

0

特別会員

0

0

0

正規会員

280

58

338

現在の総会員数
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338

生活支援部より

５月度”
月度”ハラ会
ハラ会”のお知らせ

暑い日が続いていますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか？
皆様お変わりなくお過ごしでしょうか？ 体調を崩
されている方も多いと思います。
（冷房の利き過ぎには、
、くれぐれもお気を付け下さいませ・・・）
くれぐれもお気を付け下さいませ・・・）
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
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・・・）

５月のハラ会は、Billy
Billy Restaurant（イタリア料理）にて
Restaurant
久し振りのイタリアンでパスタを楽しみましょう・・・
是非、皆様 ご参加下さい。

【日時】

2015 年 5 月 20 日（水）

開催致します。

12 時より

【場所】

Pizzeria Italiana / Billy Restaurant
19/2 Kampaengdin Rd, Soi 1 T,Changklan A Muang ChiangMai
Tel: 0-5327
5327-2529
【メニュー】-Minii Salada
-Minestrone Soup
*Spaghetti （お好きなソースをチョイスして下さい。）
1-Carbonara
Carbonara Cream
2-Tomato
Tomato Vesetarian
3-Aglio
Aglio Pepperoeino
4-Al
Al Amatriciana Bacon Tomato
-Coffee
Coffee & Ice Cream

【参加費】@280B（お一人）
（お一人）

特別セットメニューです。

駐車場は、元 AIS の駐車場をご利用下さい。

参加ご希望の方は、5 月 18 日（月）迄に 生活支援部、各お世話係さん
各お世話係さん、もし
くは、生活支援部・平田（
くは、生活支援部・平田（081－9933119）光明（081-8822202
8822202）迄、ご連絡
下さい。お待ちしています。
お待ちしています。
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運動部より

第 24 回日タイ親善ゴルフ大会について

折込チラシをご覧ください。

次回月例コンペのご案内
次回月例コンペのご案内

次回、第 363 回月例コンペは、2015
回月例コンペは、
年 6 月 21 日（日）、グリーンバレーゴルフ
場の予定です。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
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。

【連絡先】
奥野（ＫＥＩＨＩＮ）
084-378-1275（携帯番号）メールアドレス：
（携帯番号）メールアドレス：tsuyoshi-okuno@keihin.co.th
okuno@keihin.co.th

チェンマイ子ども会より

＊4 月の活動はお休みです
す。
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チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより

2014 年度の小学 6 年生と
と中学 3 年生の卒業式の答辞を掲載します
す。

答辞
チェンマイ補習校 6 年
「補習校の思い出」

蘆野 亮

僕はチェンマイ補習授業校に小学校 3 年の 9 月に入りました。補習授業校と
月に入りました。
インター校の両方で勉強
の両方で勉強を始めることになったのです。最初は、友達が多くて、
日本語のほうが楽だったので補習校のほうが
日本語のほうが楽だったので補習校のほうが楽しかったのですが、英語が分か
ったのですが、英語が分か
るようになってからは、算数や理科の勉強が進んでいて、もっと面白くなって
しまったので、インター校のほうが、好きになっていきました。
しまったので、インター校のほうが、好きになっていきました。
でも補習校で日本語を補えたこと
日本語を補えたことはとても役に立ったし、友達や思い出を作れ
ても役に立ったし、友達や思い出を作れ
たことはとても良かったと思い
たことはとても良かったと思います。
僕は、算数と理科が好きなので将来は科学者になりたいで
す。科学の中でも、
科学の中でも、僕は特に電子機器に興味があるのでそっ
ちのほうに進みたいです。何故かというと、
何故
と、今のロボットや
他の電子機器を見ていると、とても進んでいて、わくわくす
るからです。僕
るからです。僕は、重力反転装置に、今、興味があります。
興味があります。
そういうようなものを作ったり、新しい部品を作りたいです。

チェンマイに来てからは、インター校の宿題と補習校の宿題もあったので、
イに来てからは、インター校の宿題と補習校の宿題もあったので、
時間の配分など、とても大変でした。
も大変でした。
でも、両方の学校で、友達もいっぱいできたし、
友達もいっぱいできたし、英語も日本語も上達したので、
英語も日本語も上達したので、
これはとてもいい経験だったと思います。この経験を中学校やこれからにも活
だったと思います。この経験を中学校やこれからにも活
かしたいです。
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今日で、チェンマイ補習授業校を卒業します。勉強を僕に教えてくださった先
今日で、チェンマイ補習授業校を卒業します。勉強を僕に教えてくださった先
生方、在校生の皆さん、そして、
在校生の皆さん、そして、僕を育ててくれたお父さんお母さん、どうも
僕を育ててくれたお父さんお母さん、どうも
ありがとうございました。

答辞
チェンマイ補習授業校

6年

川﨑 凱智

「6 年生の思い出」

僕が補習校の勉強で、
僕が補習校の勉強で、一番楽しかったことは、6
年生の学習発表会でした。な
ぜかというと皆で一生懸命作った作品を楽しく発表できたからです。テーマは、
ぜかというと皆で一生懸命作った作品を楽しく発表できたからです
先生と決めました。発表に使う、昔使われていた言葉を自分たちで選んだり、
ました。発表に使う、昔使われていた言葉を自分たちで選んだり、
また、今から使われそうな言葉を自分たちで考えて新しい言葉を作ったりと
色々楽しく出来ました。
。また、当日の発表も、司会の役も、うまくいったので
うまくいったので
うれしかったです。

次に、補習校で過ごす時に一番楽しかったことは、
「ことわざカルタ」で皆と
遊ぶことでした。この「ことわざカルタ」
この「ことわざカルタ」では、先生が、ことわざの最初の言
先生が、ことわざの最初の言
葉を言い、僕たちが後の言葉を書いたカルタを探
たちが後の言葉を書いたカルタを探します。はがきくらいの大き
。はがきくらいの大き
さがあるカルタでした。だから、教室中を走り回って探さなければなりません。
皆が張り切ってカルタを探して、見つけて、取った
ってカルタを探して、見つけて、取った時の喜んでいる姿、自分が
の喜んでいる姿、自分が
見つけようとしていて、他の人に取られた時の悔しそうな姿が
おもしろくて、いつもずっと皆とカルタをしていたいなと思っ
ていました。僕もたくさんのカ
ていました。僕もたくさんのカルタを取りたいから、カルタの
中のことわざを全部覚えました。僕の一番好きなカルタのこと
覚えました。僕の一番好きなカルタのこと
わざは、
「豚に真珠」です
「豚に真珠」です。理由は、先生が「豚に」と言って皆
に「真珠」と書いたカルタをを
に「真珠」と書いたカルタをを探させる時に、クラスの皆が、
「ブータニシンジュ、ブータニシンジュ」と歌って探
「ブータニシンジュ、ブータニシンジュ」と歌って探したから
です。だからその歌がカルタが
カルタが終ってからも頭の中に残っている
頭の中に残っているほどでした。
この 1 年間、僕は楽しく過ごせてうれしかったです。だから、このクラスが僕
は好きです。この思い出を忘れないようにしたいです。
この思い出を忘れないようにしたいです。
中学生になったら、僕は、算数が好きなので
中学生になったら、僕は、算数が好きなので特に数学を頑張り
数学を頑張りたいと思いま
す。

最後に在校生の皆さんや、お世話になった先生方、いつも美味しい弁当を持
在校生の皆さんや、お世話になった先生方、いつも美味しい弁当を持
たせてくれたお母さんや、
たせてくれたお母さんや、送り迎えをしてくれたお父さん、ありがとう
ありがとうござい
ました。これからも僕を応援してください。
。これからも僕を応援してください。
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答辞
チェンマイ補習授業校

6年

宮原 優季

「補習校が大嫌い」

1,2 年生の時、私は補習校が大・大・大好きだった。なぜなら、友達もいっぱ
いいて、勉強も簡単だったし、とてもにぎやかで楽しかったからだ。3 年の時は、
東本先生が担任になった。勉強が難しくなり友だちが日本に帰ってしまったり、
辞めてしまったりしたけれど、とても楽しかった。なぜなら、東本先生の授業
辞めてしまったりしたけれど、とても楽しかった。なぜなら、東
がとてもすきだった。楽しかったからだ。
楽しかったからだ。
4 年生の時は、三上先生が担任になった。4
年生の時は、三上先生が担任になった。 年生になったとたん、
、いきなり勉強
がすごく難しくなった。でも、クラスの皆はすいすいとこの難しい問題をやっ
ているように思えた。い
いつの間にか、私の頭はちんぷんかんぷんになってしま
んかんぷんになってしま
った。クラスの皆のように
クラスの皆のように授業についていけなくて、悔しいし、クラスの男子
悔しいし、クラスの男子
に勉強のことバカにされ
にされて、泣いてしまったこともある。テストの点数も良く
テストの点数も良く
ないし、私はそのときから補習校が大嫌いになった。
5 年生の時は、荒井先生が担任になった。また勉強は難しくなったけど、
年生の時は、荒井先生が担任になった。
難しくなったけど、荒井先
生はちゃんと説明してくれているのに私はちっとも理解が出来なくて、テスト
生はちゃんと説明してくれ
私はちっとも理解が出来なくて、テスト
の点数もちっとも上がらなかった。でもそのお陰で、私は、
「世の中 甘くない」
「世の中、
ことを知ったのだった。
6 年生の担任は沖村先生だ。
だ。6 年生になったら勉強も難しいし学習発表会の司会
になったり、小学校最高学年として色々と
小学校最高学年として色々と大変だった、そして、私はまたクラ
大変だった、そして、私はまたクラ
スの中で 1 番勉強ができない子になって
しまったように思った。私は、テストの点
。私は、テストの点
が低い時は、皆の前で笑いながらテストの
紙をゴミ箱に捨てたこともあった。 年生
紙をゴミ箱に捨てたこともあった。4
の時のように泣いたりはしなかった。そし
て、6 年生になっても私は補習校が大嫌い
年生になっても私は補習
なままだった。何で、私は補習校のために
。何で、私は補習校のために
毎週土曜日に早起きしなきゃいけないの
きゃいけないの
か、何で大嫌いな漢字テストのために毎日毎日朝から練習しているのか、何で
私は算数の問題のせいで頭がい
で頭がいつも、ちんぷんかんぷんになってしま
ちんぷんかんぷんになってしまわなくて
はいけないのか。補習校に
補習校に行くたびにいつもそう思っていた。
でも、考えてみると私は、今皆と日本語を話したり、日本の本を読んだり、自
考えてみると私は、今皆と日本語を話したり、日本の本を読んだり、自
分の気持ちを表す文章がすらすらと けたりしている。これって、補習校で 6
分の気持ちを表す文章がすらすらと書けたりしている。これって、補習校で
年間私が努力してきた結果なのではないだろうか。
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もしも私が、今、補習校を辞めてしまったら
が、今、補習校を辞めてしまったら、日本人なのに日本語を話したり、
なのに日本語を話したり、
書いたり出来ないのだ。私は補習校が嫌いだけれど、本当は、補習校で勉強し
書いたり出来ないのだ。私は補習校が嫌いだけ
ど、本当は、補習校で勉強し
ていることを誇りに思っている
ていることを誇りに思っているのだ。
大好きとはいえないけれど、これからも、
補習校でがんばって勉強して行きたいと思っている。
んばって勉強して行きたいと思っている。
いつも朝からお弁当を作ったり
からお弁当を作ったり、宿題を教えてくれてありがとう
教えてくれてありがとう、お母さん。
送り迎えしたり、日本語が分からないのに、参観日に来てくれてありがとうご
したり、日本語が分からないのに、参観日に来てくれてありがとうご
ざいます。お父さん。補習校の先生方、 年から 6 年生のときまで、ありがとう
ざいます。お父さん。補習校の先生方、1
ございました。在校生の皆さん、いつも仲良くしてくれてありがとう。中学生
になってもよろしくお願いします。

答辞
チェンマイ補習授業校 6 年 酒井 藍
「六年間の思い出」
六年間の思い出」

補習校に入学し、一年生になった私はウキウキとしていてとても補習校が好
きだった。授業も宿題も簡単だったし、富田先生も優しかった。二年生になる
とだんだん難しくなる。担任は今教頭をしている小川先生だ。ちょっ
とだんだん難しくなる。担任は今教頭をしている小川先生だ。ちょっと厳しか
った。補習校の中で一番思い出に残ったのは、三年生だ。東本先生が担任だっ
った。補習校の中で一番思い出に残ったのは、三年生だ。東本
先生が担任だっ
た。先生はいつも皆を笑わせてくれて、
先生はいつも皆を笑わせてくれて、とても楽しかった。いよいよ四年生。
とても楽しかった。いよいよ四年生。
三上先生が担任だ。最初は絶対こわい先生なのだと思っていた。だけど漢字テ
ストの時、ヒントを出してくれたり、早く終る時はカルタで遊んだりしていた。
毎週補習校に行くのはちょっと大変だった。友達に会うことやカルタで遊ぶ
毎週補習校に行くのは
うことやカルタで遊ぶ
ことは楽しいが、国語や算数の授業は、とても難しかった。補習校が嫌になる
くらいだ。行くたびに私は車にしがみつき、家の人が私の足を引っ張り補習校
に私は車にしがみつき、家の人が私の足を引っ張り補習校
に無理矢理行かせようとする。
五年生はもっと授業が難しく
五年生はもっと授業が難しくなった。
荒
井先生はとても優しく教えてくれるが、私
は全く理解できていない。
いない。休み時間も短く
なった気がする。
やっと六年生になった。あと少しで卒業
する。六年生では思い出をいっぱい作れた。
は思い出をいっぱい作れた。
毎週私達は、カルタ取りをする。取ったり、
取られたり、
、大判のカルタなので取る時は
必死だった。転んだりしたこともあった。
りしたこともあった。
とても楽しかった。学習発表会はみんなで
「言葉は動く」と言うテーマを使って発表をした。司会もやった、ネクタイや
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メガネをかけて、ちょと恥ずかしかった。けれど、自分たちなりにやれて満足
メガネをかけて、ちょと恥ずかしかった。けれど、自分たちなりにやれて満足
できた。
運動会もとても楽しい
運動会もとても楽しい思い出だ。小学校最後の運動会もまた赤組が負けた。
運動会もまた赤組が負けた。
私は、六年間連続赤組だった。
だった。一度も勝ったことがない。悔しいけれど、これ
しいけれど、これ
はこれですごいと思う。
ごいと思う。なかなか出来ない経験だ。赤組が負けることは皆分か
ることは皆分か
っていたけれど、必死に頑張る姿がとても感動的だった。
っていたけれど、必死に頑張る姿がとても感動的だった
そして今日は、卒業式だ。
中学生になってもいい思い出を作り続けていきたい。補習校に行かせてく
れたお父さん、お弁当を毎週用意してくれたお母さん、補習校で勉強を教えて
れたお父さん、お弁当を毎週用意してくれたお母さん、補習校で勉強を教えて
くれた先生方、どうもありがとうございました。
方、どうもありがとうございました。そして、補習校の友だち、い
して、補習校の友だち、い
っぱい、いっぱいありがとうございました。

２０１４年度中学卒業生の答辞です。みんな補習校での体験を通して、色々
２０１４年度中学卒業生の答辞です。みんな補習校での
を通して、色々
なことを感じています。補習校での貴重な
なことを感じています。補習校での貴重な経験を生かし、これからの高校生活
を生かし、これからの高校生活
でも頑張ってほしいと思います。

答辞
奥野光
僕は、チェンマイ日本人補習校に９年間通いました。その９年間で僕はいろ
いろな経験をしました。その９年間、僕は補習校に行くのを疑問におもいまし
た。頭の中では“なぜ自分の土曜日を使って学校に行かなくちゃいけないのか？”
や“めんどくさい”と思いました。僕は、この考え方で７年間補習校に通いま
した。だけど、中学二年に入ったとき僕の考え方は変わりました。僕の考え方
を変えたのは去年日本の熊本に帰った小西先生でした。彼に習い始めてからな
ぜか僕は補習校にくるのがめんどくさくならなくなりました。彼の教え方はほ
とんどの先生とちょっと違って暮らしを面白くして、授業を面白くしてくれま
と違って暮らしを面白くして、授業を面白くしてくれま
した。彼が教え始めてから僕だけ、じゃなくて、
その当時のクラスメイト檀君と歩さんもそう感
じたと思います。そして彼は、すごく一生懸命
で人間としてこの人はすごいと思いました。だ
けど、小西先生は、急に日本の熊本に引っ越す
事になりおわかれをいう事になりました。僕は、
彼が帰ったら補習校はまたつまらなくなるんだ
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なぁと思いました。でも、その時、自分で思いました小西先生がいなくなって
も自分で補習校をつまんなくないようにすればいいんだと。そして、小西先生
がいっても川合先生もいたし、小西先生の変わりに入ってきた今野先生もいま
がいっても川合先生もいたし、小西先生の変わりに入ってきた今野先生もいま
した。そして、僕は、最後の 2 年間毎週土曜日 考え方を変えて通いました。
考え方を変えて通い
そして、僕が学んだ事は好きじゃない事がある時、
“やだなぁ”と思うんじゃな
くて自分でアクションを起こし自分自身で変えればいい。僕は、まだこの事を
練習し習いつづけています。そして、自分をもっといい人間にし、小西先生み
たいに見習える人間になりたいと思ってます。だから、僕からの補習校生徒た
ちへのメセージは“つらくても、めんどくさくても頑張ってれば、扉は絶対あ
く。この９年間、送り迎えをしてくれた
送り迎えをしてくれたお父さん、お母さん、ていねいに教え
ていねいに教え
てくれた川合先生、補習校の先生たち、生徒たち、本当にありがとうございま
川合先生、補習校の先生たち、生徒たち、本当にありがとうございま
した。

答辞
加来千織
私は去年の 4 月のソンクラン明けから補習校に入りました。1 年間だけの補習
校生活でしたが、そこから学ぶことはたくさんありました。
補習校に入る前、私は中学二年生
入る前、私は中学二年生までの半分を日本で勉強していたので、国
を日本で勉強していたので、国
語は問題ないと自分で思い込んでいましたが、補習校に来て、たくさんのこと
に気づかされました。日本から離れ、英語での生活を送っていると自分の国語
の力は落ちていく、本を読む力や漢字の力も落ちていくということがわかりま
した。ですが、補習校に来て、気づかされ、読む力も書く力ももう一度復習す
ることができました。
私が一番、心に残った活動は運動会です。少ない人数で 2 グループに分かれ
て、一生懸命お互い戦っている姿が本当にすごいな、日本の学校みたいだと思
いました。初めての運動会で優勝もできて、初運動会、初トロフィーがとれた
いました。初めての運動会で優勝もできて、初運動会、初トロフィーがとれた
のも良い思いでです。これからも補習校らしい運動会を開いてほしいなと思い
ます。
そして、補習校に来たことで、今まで知ら
校に来たことで、今まで知ら
なかった日本人の学生のみんなと出会うこと
ができました。小学生から中学生までいろん
な子がいて、たくさんいろんな話が聞けまし
た。インターに通う子やタイの学校に通う子。
みんなの話を聞いているとみんなそれぞれ頑
張っているんだなと思い、私自身、毎週元気
や励みをもらっていました。先生方も色々な
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活動をされている方がい
いて、心が動かされるものがありました。
て、心が動かされるものがありました。
今日で補習校を卒業し、みんなと会えなくなるのはさびしいです。ですが、
今日で補習校を卒業し、
みんなと会えなくなるのはさびしいです。ですが、
これからは自習で日本語を忘れないように勉強したり、疲れたときはみんなの
ことを思い出して、たくさんのことをがんばっていきます。そして、1 年間毎回
ことを思い出して、たくさんのことをがんばっていきます。そして、
送り迎えをしてくれた美恵子さん、奥野さん、ありがとうございました。最後
に補習校でお世話になった先生や仲良くしてくれたみんな、1 年間ありがとうご
ざいました。

答辞
富塚香乃
私はちょうど去年のソンクラン明け、新学期が始まる４月に初めて補習校に
来ました。 チェンマイに来て間もなく、誰も知らないし、行く学校も決まっ
ていない中、突然今までずっとお互いの事を知っていた人たちの中に入るのは
すごく不安でした。しかし行ってみると みんなすごく明るく、優しいし、同
すごく不安でした。しかし行ってみると、みんなすごく明るく、優しいし、同
学年に転入したのが一人じゃなかったこともあり、毎週
のが一人じゃなかったこともあり、毎週 補習校に通うのが楽
しみになりました。
たった一年しか補習校に通うことはなかったけど その一年間の間でたくさ
たった一年しか補習校に通うことはなかったけど、その一年間の間でたくさ
んの思い出を作ることが出来ました。だいたい補習校に行くと一時間目はおし
ゃべりで終わってしまってたけど、毎回みんなで周りの愚痴を言ったり、世間
話で言い争いをしたりとすごく楽しかったです。中三は食べる事と遊ぶことが
たりとすごく楽しかったです。中三は食べる事と遊ぶことが
大好きです。だから教室はいつも賑やかで、授業の一貫として食べ物を作るこ
ともたくさんありました。
もたくさんありました。お昼ご飯として
一学期の終わりにピザをみんなで作った
り、理科の授業としてパンケーキや焼きそ
ばを作ったり。たくさんの事をやったなか
たくさんの事
でちょっと失敗したこともあったけど全
部すごく楽しかったし、美味しかったです。
これらはすべて川合先生のアイディアで
した。
私たちは今年先生にすごくいっぱい迷惑をかけてきました。それでも先生は
いつも私たちの悩み事や相談も聞いてくれて、なんかいいことがあると、一緒
いつも私たちの悩み事や相談も聞いてくれて、なんかい
いことがあると、一緒
になって喜んでくれて、授業中もわからないことがあると一人一人丁寧に見て
くれます。いつもいつもわがままばかり言う私たちにも笑顔で付き合ってくれ
て、この答辞を書くのも家でやると言いながら
三週間以上もサボってしま
いました。この一年中学３年生の先生が川合先生だったことに感謝です。そし
て来年川合先生に教わる人たちはすごくラッキーだと思うので、目一杯楽しん
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でください。
最後に、今までの一年間お世話に先生方や新しくできた友達、毎週お弁当を
作って送り迎えをしてくれたお母さんにすごく感謝しています。み
作って送り迎えをしてくれたお母さんにすごく感謝しています。みんなのおか
げでこの一年間楽しい 時間を過ごすことが出来ました。これから補習校を卒
業してしまえば、土曜日の朝早起きをする必要はなくなるかもしれないけど、
今まで会ってた先生方や友達とも会う機会が少なくなってしまいます。特に、
同じ中学三年生とは滅多に会えなくなります。今までこんなに
毎週楽しい
時間を一緒に過ごしてきたのに、これから会えなくなると思うとすごく寂しい
です。それでもこのチェンマイにいれば必ずまた会うことがあると思うので、
その時を楽しみにしています。

答辞
仁木檀
僕はこの補習校に約 5 年間通いました。僕にとってこの補習校は笑顔があふ
れる学校でした。週 1 回しかない学校、しかも毎週土曜日、僕達にとってはす
ごい大切な日に学校があるなんて、僕は嫌で嫌で、やめようと何十回も思いま
した。この補習校に 5 年間も通えた理由は、先生、友達たちのおかげです。そ
年間も通えた理由は、先生、友達たちのおかげです。そ
の中でも一番印象に残っているのは 6 年生の時でした。その時の担任はおきむ
ら先生であり、僕は先生のことがすごく好きです。やさしくて、笑顔がたくさ
んあふれる先生。僕にとってはすごい印象が強い先生でした。
中学 3 年生になる前、まだ誰が先生か分からない時期、
まだ誰が先生か分からない時期、僕達は誰が先生かな？
って、ずーと悩みながらその日を待ちました。後日、なんと中学 3 年生の先生
は川合先生と分かり、少し僕達は心配でした。僕にとって、川合先生は怖い先
生しか印象がなくて、僕はなんで鈴木先生じゃないんだろうと思い、すごい心
配でした。でも、先生と習ってから、川合先生はすごく優しく、一番相談でき
て、頼れる先生でした。僕はそういう先生が大好きでした。
友達、僕にとって友達は宝物でした。この 5 年間、毎週僕のそばにいてくれ
た光君は僕の親友、そして、いっつも僕のことを気にしてくれた大切な親友で
、そして、いっつも僕のことを気にしてくれた大切な親友で
した。友達はこの補習校にとってすごい大切だと思いま
す。だから皆さんも友達は絶対大切にしてください。千
織ちゃん、かのちゃん、あゆみちゃん、今までありがと
う。
運動会は僕にとって、一番思い出に残っているイベン
トでした。運動会は毎回盛り上がり、僕はこの 5 年間、
一回も優勝したことがなくて、それが残念です。運動会
はいっつも日本のことを思い出させてくれます。なぜな
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ら、こんな少ない人数で運動会ってできるのだろうか？と毎回心配でした。で
も、皆さんの親、先生達が一生懸命にイベントに力を入れてくれて、盛り上が
りましたね。皆さんもそういう親に感謝をしたらいいと思います。
最後に、僕の親には誰よりも感謝しています。毎朝は早起きして、おいしい
お弁当を作ってくれたり、僕を補習校まで送ってくれたり、有難いことでいっ
ぱいです。考えてみたら、僕は親がいないと何もできないと思います。僕は、
本当はこういう舞台で言いたくないんですけど、そういう親に感謝の気持ちで
いっぱいです。
ありがとうございました。

答辞
西山 歩
私はこのチェンマイ補習授業校に、九年間通い続けました。子供の頃の
私は、今とは正反対でいつも走り回って大声を出しながら遊んでいて、成績も
良くはありませんでした。私自身はあまり気にしていなかったし、親にも特に
何か言われた記憶はありません。だけど、学年が上がる事と共に走り回って遊
ぶ事はなくなり、まったく席を立たなくなりました。その代わり、勉強に集中
するようになって、成績が上がって、お父さんに褒めてもらいました。補習校
の先生方の授業は国語と数学しかないけれど、楽しいし分かりやすいし、たま
に理科の実験もあって私は好きでした。
補習校の思い出といえば、運動会はもちろん、社会科見学やお楽しみ会や学
習発表会などいろんな思い出があります。中学二年生の時には初めて自分たち
で運動会の種目を考えたりして、今までとは違う運動会に皆に楽しんでもらえ
て本当によかったです。六年生の社会見学ではお寺にある博物館に行ったり、
中三では三人の王様の銅像の近くの博物館に行ったりと、教室ではできない新
鮮な授業を受けて、帰りにはいつもアイスを食べてから帰るのがとても楽しか
ったです。今年のお楽しみ会で美味しい餅を食べたりもしましたね、中学一年
の時の学習発表会には中学生みんなでソーラン節を練習して踊ったりしたこと
もとてもいい思い出でした。
中学三年生になってからは転入生が二人も入ってきて教室内がとても賑やか
になりました、担任の川合先生はとても優しくて、皆の話を聞いたり、相談に
乗ってくれたり、私たちの悪ふざけにもいつも笑顔で付き合ってくれました。
新しく入った千織ちゃんはいつも教室内の沈黙を破ってくれて賑やかにしてく
れます。もう一人の転入生の香乃ちゃんはとっても頭は良いです。よく机の引
き出し部分を外して遊ぶのが好きみたいでいつも先生にツッコまれていました。
檀くんはすごい天然でいつもおもしろおかしな話をしてくれます。光くんはそ
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れにツッコみをいれたり、一緒にふざけたりして、二人いつもで皆を笑わせて
くれます。でもどちらか一人しか来なかったときは、おとなしくなっちゃいま
れます。でもどちらか一人しか来なかったときは、おとなしくなっちゃいま
す。
実は、今年は授業を受けた気があまりしません。いつもいろんな事を話した
実は、今年は授業を受けた気があまりしません。いつもいろんな事を話した
り遊んだりして過ごしていました、人数が少ない時には、百人一首で遊んだり、
先生が家から道具を持ってきて理科の実験をやったり、皆が揃ったときにはパ
ーティーをしたりと、とても楽しい時間を過ごすことができました。卒業した
後にはタイムカプセルを先生に預けて十年後にまたみんなと同窓会をしようと
言う話をしたこともあるのですが、すっか
り忘れられてしまったみたいです。
こんなにたくさんの良い思い出を私は忘
れません。来年から補習校の場所が変わる
と聞いて、九年も通っていた補習校のもと
の場所を懐かしむ機会がなくなってしまっ
なくなってしまっ
たのは少し寂しいですが、私は多分ずっと
タイにいますので気が向いたらいつでも遊
びに行きます。今までお世話になった先生
方や保護者の方、お父さん、そして補習校のみなさん、私はこの補習校に通え
て本当に良かったです。九年間、本当にどうもありがとうございました。
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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（４月）」

運動部より

文化部より
Biz
アジア

銀行
支店

「第24回日タイ親善ゴルフ大会案内」「Entry Sheet」
「第363回チェンマイ日本人会月例コンペご案内」

「チェンマイ子ども会パンフレット」

様より

：
：

「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
み証を Fax ください。
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

