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事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ    

    

●当会の村上会長がバンコクへ転任となり、後任として酒井会長（田中プレシジョン

社社長）が６月１日付けで就任します。また、２名の副会長のうち１名が暫く空席でし

たが蒲原副会長（タイＮＪＲ社社長）が同じく６月１日付けで就任しますので何卒よろし

く致します。 

 

●当会主催の日・タイ親善ゴルフ大会が５月２４日（日）チェンマイ・ハイランドゴルフ

場にて開催されました。１４４名（タイ人７４名、日本人７０名）もの多くの方々にご参加

いただき盛大に行われました。ご参加いただきました皆様、協賛金、協賛品のご提供

や運営のお手伝いをしていただきました皆様に厚くお礼申し上げます。 

 

 

 ５５５５月定例役員会報告月定例役員会報告月定例役員会報告月定例役員会報告    

    

５月１８日（月）１８：３０～日本人会事務所にて行いました。 

●５月度北部日系団体連絡協議会報告 

・新しくご赴任された青木総領事よりご挨拶。バンコクの大使館に通算１３年勤務

された。チェンマイは政治経済の重要な拠点と認識されておられ、現地社会との

交流を深めて行かれたい由。 

・安全担当の峯尾領事も新しくご赴任された。 

・新憲法の内容が政府から公表されつつある。国民の中で異論も出ているが、治

安への影響は無いと思われる。国民投票が実施されるかは未定。 

・ イミグレーションが６月１２日からプロムナードショッピングセンターの中に移

転するに伴い、引っ越し準備によって業務に支障が出ている様子。 

 

●日・タイ親善ゴルフ大会準備打ち合わせ 

５月２４日（日）の開催に向けた準備のスケジュール確認、各役員やお手伝いいた

だく方々の役割分担などの打ち合わせを行った。 

 

●鎌谷事務員のビザ、ワークパーミットの件打ち合わせ 

軍事政権下で日本人会としてビザ、ワークパーミットを取得することは困難（極めて時

間がかかり現実的でない）と判断される為、当会が起用している弁護士の財団にてビ

ザ、ワークパーミットの取得をトライせざるを得ないとなった。 

次回の役員会：６月１７日（水） 

    



 

 
    

    

●青木 伸也 様 （在チェンマイ日本国

領事館 総領事） 

 

●峯尾 直矢 様・紫 様 

日本国領事館） 

 

● 鶴 田  圭  様  

(THAILAND) CO., LTD.）

2013年 5月までチェンマイに

おり、シラチャーへ異動となりました

が昨年 10 月よりまた戻ってまいりました。

今後とも宜しくお願い致します。

 

●田中 克幸 様（MURATA ELECTRONICS (THAILAND), LTD

 

●下川 潤一 様 （KEIHIN (THAILAND) CO., LTD

初めまして、下川と申します。この度、何かの縁でチェンマイ在住となりまし

た。出張では、タイ国を始め様々な国に渡航してまいりました。文化の違いを

直に感じいろいろな経験・体験を楽しみたいと思います。今後とも宜しくお願

い致します。 

 

●藤澤 孝文 様 （MURATA ELECTRONICS (THAILAND), LTD

 

    

    

  

         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？

3/12 

登記部より登記部より登記部より登記部より    

    

    登録会員数のご報告登録会員数のご報告登録会員数のご報告登録会員数のご報告    

在チェンマイ日本国

 （在チェンマイ

 （ ELEMATEC 

） 

マイに5年ほど

おり、シラチャーへ異動となりました

月よりまた戻ってまいりました。 

今後とも宜しくお願い致します。 

MURATA ELECTRONICS (THAILAND), LTD） 

KEIHIN (THAILAND) CO., LTD） 

初めまして、下川と申します。この度、何かの縁でチェンマイ在住となりまし

た。出張では、タイ国を始め様々な国に渡航してまいりました。文化の違いを

直に感じいろいろな経験・体験を楽しみたいと思います。今後とも宜しくお願

MURATA ELECTRONICS (THAILAND), LTD） 

生活支援部より生活支援部より生活支援部より生活支援部より    

 

６６６６月度月度月度月度””””ハラハラハラハラ会会会会””””のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

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？

(05

 

本 

会員 

名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員    

特別会員特別会員特別会員特別会員    

正規会員正規会員正規会員正規会員    28

現在の総会員数現在の総会員数現在の総会員数現在の総会員数    

初めまして、下川と申します。この度、何かの縁でチェンマイ在住となりまし

た。出張では、タイ国を始め様々な国に渡航してまいりました。文化の違いを

直に感じいろいろな経験・体験を楽しみたいと思います。今後とも宜しくお願

    

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？  

(05月 18日現在) 

 

家族 

会員 

合計 

0 0 0 

1 0 1 

284 58 342 

343343343343    
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 昨年好評を得ました”ハラ会・夕餉の集い”を 6月に開催致します。ディナーですので

…普段、お仕事等で ”ハラ会”に参加出来ない方達のご参加をお待ちしております。 

お子様連れも大歓迎です。（お子様用のメニューも別途、ご用意致します。） 

  

   美味しいお料理を頂きながらハラを割って、本音で語る”ハラ会”のお知らせです。

（腹が減っては戦も出来ず・・・） 6 月のハラ会は、ご存じ”キッチンハッシュ”に於いて

開催致します。久し振りの美味しい 目にも楽しい 日本料理を楽しみましょう・・・ 

          

日時：  2015年 6月 23日（火） 19 時より 

  

場所： キッチン・ハッシュ（日本料理） 

KaeoNawarat Soi 4  ChiangMai  Tel :053 247731 

              

参加費：@300B（お一人） 特別セットメニューです。 

     お飲物（アルコール等）は、別途料金となりますのでご了承下さい。 

  

 参加ご希望の方は、6月 20 日（土）迄に、生活支援部・平田（081－9933119）及び 

光明（081-8822202）迄、ご連絡下さい。お待ちしています。 

  

 

 

文化部より文化部より文化部より文化部より    

    

チェンマイ日本人会・文化部チェンマイ日本人会・文化部チェンマイ日本人会・文化部チェンマイ日本人会・文化部////生活支援部生活支援部生活支援部生活支援部    合同主催合同主催合同主催合同主催    

ライチー狩りに行ってみませんか？ライチー狩りに行ってみませんか？ライチー狩りに行ってみませんか？ライチー狩りに行ってみませんか？    

  

  

郊外へ続く道路沿いで、地元の農家の人達がライチ

ー（タイ語ではリンチ―）を並べて、販売しているのを

この季節になると良く見かけます。 

日本人には、人気の果物の１つですが・・・実際、鈴な

りに実を付けているライチ―の木を みなさんは、見

た事がありますか？チェンマイからチェンラーイ方面

（R118)を 山越えして、食べ頃（熟した）のライチ―狩

りに ご一緒しませんか？ 



 

 
  

昨年 大好評でしたライチ

やや小ぶりのライチーですが甘さは最高です。

  

日時 ：2015年 6月 14日（日）

     日本人会・事務所のあるシリィードンチャイ通り（バンコク銀行前）にて

     バスは待機します。午後

     （各自の車は、マニナラコーンホテルの駐車場に駐車して置いて下さい。）

参加費：ランチ付/ ライチ―

     日本人会会員 

大人@400B （未就学生の子様は無料）

     小学生@100B  

中学生@200B 

      

日本員会・非会員会員

大人@600B  

小学生＠100B  

中学生＠200B 

  

大型バスで遠足気分！ おとなも子供も

っと！大満足間違いなし！

途中、ドイサケットの温泉にて

トライしてみましょう・・・ 

（ラフ族の市場で、この時期のみの限定

  

*各自のお飲物・温泉卵等は、個人負担となりますのでご了承下さい。

  

お問い合わせ・申し込みは

          生活支援部
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大好評でしたライチ―狩りを今年も続投します！今年は雨が少なく猛暑の為、

やや小ぶりのライチーですが甘さは最高です。 

日（日）9 時出発 

日本人会・事務所のあるシリィードンチャイ通り（バンコク銀行前）にて

す。午後 3時 30分頃には、集合場所に戻って来る予定です。

（各自の車は、マニナラコーンホテルの駐車場に駐車して置いて下さい。）

―のお土産あり 

（未就学生の子様は無料） 

日本員会・非会員会員 

おとなも子供も き

っと！大満足間違いなし！ 

途中、ドイサケットの温泉にて”温泉卵”にも 

（ラフ族の市場で、この時期のみの限定”ツチクリ”との出会いも期待出来ます。）

各自のお飲物・温泉卵等は、個人負担となりますのでご了承下さい。

お問い合わせ・申し込みは チェンマイ日本人会  info@cmjpa.org  0-

生活支援部 光明和子 08-1882-2202 平田有希 08

狩りを今年も続投します！今年は雨が少なく猛暑の為、

日本人会・事務所のあるシリィードンチャイ通り（バンコク銀行前）にて 

分頃には、集合場所に戻って来る予定です。 

（各自の車は、マニナラコーンホテルの駐車場に駐車して置いて下さい。） 

との出会いも期待出来ます。） 

各自のお飲物・温泉卵等は、個人負担となりますのでご了承下さい。 

-5320-6980 

08-1993-3119 
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運動部より運動部より運動部より運動部より    

    

第第第第 24242424 回日タイ親善ゴルフ大会につ回日タイ親善ゴルフ大会につ回日タイ親善ゴルフ大会につ回日タイ親善ゴルフ大会についていていていて    

    

５月２４日（日）は、当初予定通り日本人７０名、タイ人７４名、計１４４名

の多くの方々にご参加いただき、例年通り盛大に開催することが出来ました。

当日は雨季とは思えないような素晴らしい晴天に恵まれ、文字通り暑い（熱い）

戦いとなりました。閉会式には、来賓としてランプーン県知事がご出席くださ

いました。ご参加いただいた方、協賛いただいた企業、幹事を務めていただい

た方等、ご協力いただいた関係各位に当会から心より厚くお礼申し上げます。

当日のチャリティでは、昨年度を上回る 13,635 バーツ集まりましたので、本年

度のバザー収益金とあわせて、タイ赤十字に寄付させていただきます。 

 

【ネット順位】 
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【グロス順位】 

 

 

＊詳細は折込を参照ください。 

 

 

次回月例コンペ次回月例コンペ次回月例コンペ次回月例コンペのご案内のご案内のご案内のご案内    

    

次回、第 363 回月例コンペは、2015 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

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：tsuyoshi-okuno@keihin.co.th 

    

    

チェンマイ子ども会よりチェンマイ子ども会よりチェンマイ子ども会よりチェンマイ子ども会より    

    

5555 月度の活動月度の活動月度の活動月度の活動    

 

5 月は子どもの日を過ぎてしまいましたが、子どもらしく＋日本らしく「こどもの日」をお

祝いしました。日本人会事務所を会場として、絵本の読み聞かせから始まり、色とりど

りの折り紙を使って素敵な工作をしました。紙コップで作った鯉のぼりと菖蒲の花がき

れいなカードです。手を使って紙をちぎったり、折り紙をしたり、集中した楽しい時間で

した。たまたま男の子の参加が多かった 5月の活動でした！  

子ども会の活動に興味のある方は、是非ご連絡ください！！ 
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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日本人補習授業校・レインボークラブよりチェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより    

 新学期を迎え、５年生に進級をした子ども達が「五年生になってがんばりたい事」を それぞれ作文にまとめてくれました。子ども達のこの１年間の目標や意気込みが書かれています。この目標に向かって日々努力をしている子ども達を応援して下さい。  五年生になってがんばりたい事                      釘宮 晃樹  ぼくは、ついに五年生になりました。国語も一年生の時に思っていた通り、とてもむずかしそうです。でも困っていても仕方がないので、がんばることにしました。 まず国語は、文章が長いので読むだけでもつかれます。たくさん読書をしてつかれないようにきたえたいです。大好きなホームズやルパンの小説を読みたいと思います。     そのためには漢字を覚えなくては本は読めません。新しく習う漢字だけでなく、四年生までに習った 漢字を練習しなければなりません。 次に算数では、つまらない計算間違いが多いので、見直しを忘れないように気をつけたいと思います。 どれだけむずかしくても自分に負けないようにして勉強をがんばります。   五年生になってがんばりたい事                      平沢 碧彩  私は、四年生の時にあまりがんばれなかった事がたくさんあります。その中の一つが、漢字テストの点数です。漢字テストの点数がよくなかったことをきっかけに、これからはがんばっておぼえようと思いました。何回も練習をして百点を必ずとりたいです。そして、そのテストをお母さんに見せてほめてもらえるようにしていきたいです。 次に、算数のテストで何回も見直しをして百点をとれるようにがんばりたいです。どうしてかというと、私は計算でいつもまちがえるからです。だから、いっぱいわり算やかけ算を見直したいと思います。 最後に四年生の時は本をあまり読んでいなかったので、今年はなるべくたくさんの本を読みたいです。私の好きな本の種類は、「おもしろい漢字」の本です。目標は、三十冊は読めるように頑張りたいと思います。   五年生になってがんばりたい事                      西村 太朗  ぼくが五年生になってがんばりたいことは、算数の勉強です。ぼくは、勉強が全部苦手です。おもしろくありません。でも、お母さんから 
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「成績が悪いのはしょうがないけれど、努力をしないのはいけない。」 と、言われます。だからぼくは、毎朝お母さんと一時間半いっしょに勉強をしています。最初は、すごくめんどうくさくて、いやでした。でも、お母さんと予習をしてからほ習校へ行くと、授業中先生の言っていることが良く分かるようになりました。そして、復習をすると、テストでちょっと良い点数がとれるようになってきました。国語は、まだむずかしいけれど、算数は問題がとけると楽しいです。  五年生の教科書を見たら、すごくむずかしそうだけれど、家での勉強をがんばって、 ほ習校でみんなと楽しく勉強をできるようにしていきたいです。  五年生になってがんばりたい事                      寺田 悠佑 ぼくは四年生の時、漢字テストで毎回百点が取れませんでした。なぜなら、英語の宿題がたくさんあって、練習する時間があまりなかったからです。しかし、まだ英語の力が十分についていないので、まだまだ勉強が必要です。だから英語の勉強を早く終わらせれば、漢字を勉強する時間がもっとふえると思います。そして、もっと集中すればむだな時間がなくなると思います。今まで、家で勉強中に立ち歩いていたのでやめようと思いました。 また、漢字を一文字ずつ練習していたので、じゅく語の使い方が分からなくて答えられませんでした。それなので、じゅく語を使って覚えたほうが良いと思いました。 去年、漢字検定で七級に合格できました。とてもうれしかったので、今年はもっと勉強をして六級に合格できるようにがんばりたいと思います。   五年生になってがんばりたい事                      高木 可子 私が五年生でがんばりたい事は、漢字と算数です。 漢字が苦手な理由は、四年生の時からいつもインターネットを使って漢字の書き順を調べていました。五年生になったので、漢字の書き順は自分で覚えるようにしたいです。そのためには、漢字字典や国語辞典を使用して漢字や意味を調べて自分で覚えるようにします。 次に算数が苦手な理由は、日本にいた二年生のころ、計算ドリルの宿題が出て分からないところは答えを見ていました。それではいけないと思い、二年生のころから答えを見るのをやめましたが、分からないままでした。だから、これからは算数のじゅぎょうで先生の話をちゃんと聞いて、自分で答えを出したいと思います。分からないところは、先生に聞こうと思います。このようにして、私は漢字と算数を頑張っていきたいと思います。   五年生になってがんばりたい事 
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                     山野 大地  ぼくが五年生になってがんばりたいことは、算数をもっと勉強して五年生の算数の知識を全部習得することです。ぼくは、算数の計算をすることが好きなのと、お父さんは算数が大事だと言います。将来、算数を多く使うことがあると思うし、一回分からなくなったら次も分からなくなっていくそうなのでがんばりたいです。  あともう一つ、えんぴつの持ち方が変なので五年生の間に直したいです。 もし、えんぴつの持ち方が悪いと、字にも影響するし、五年生でえんぴつの持ち方が悪かったら正直、格好が悪いからです。文字もだれでも読める字を書きます。 これらのことをがんばります。      五年生になってがんばりたい事                      髙島 晴輝  ぼくの今年の目標は、友達をつくること、テストや宿題の問題を三回読むこと、漢字の書き順や意味をわすれないようにすることです。  まず、友達をどうやってつくるかを考えました。これまでは、学校で読書をしている時間が長かったので、ぼくと同じ読書好きの友達がいたのですが、友達が少なかったのだと思います。だから、休み時間の読書の回数を減らせばいいと思いました。また、自分と話の合う人を他学年でも探すようにして、その友達と一緒に話したり、遊んだりして友達をふやせたらいいな、と思います。これで、新しい友達はできます。  次に、テストや宿題などの問題を三回読むことについて考えました。今までは、問題をと中まで読んで、問題の意味とはちがった解しゃくをしてまちがえることがありました。だから、問題を最後まで読んで、見直しをすればまちがいが少なくなると思います。  最後に、漢字の書き順や意味を忘れないようにすることについて考えました。なぜ、ぼくが漢字についてなやむようになったのかというと、進研ゼミ小学こう座の五年生の教材を見て、五年生の漢字は画数が多くてむずかしそうだな、と思ったからです。だから、この問題の解決策は、書き順や意味を調べてノートに書くことだと思います。その漢字が文の中に入っているかん用句や四字じゅく語などもノートに練習をするともっと良いと思います。  これで、今年の目標は全て達成できます。これまで、目標を持たずにただしなければならないことをしていたけれども、目標を持つことも良いことだな、と思いました。  
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今月号の折り込み内容今月号の折り込み内容今月号の折り込み内容今月号の折り込み内容    事務局より 「犯罪等認知状況（５月）」 文化部より 「ライチ狩りツアー申し込み書」 運動部より      「第24回日タイ親善ゴルフ大会順位表（NET・GROSS）」   「第24回日タイ親善ゴルフ大会協賛企業一覧表」 「第363回チェンマイ日本人会月例コンペご案内」 文化部より   「チェンマイ子ども会パンフレット」 アジアBiz様より  「定期購読のご案内」 
日本人会年会費振込日本人会年会費振込日本人会年会費振込日本人会年会費振込みみみみ先先先先    

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：注：注：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

み証をみ証をみ証をみ証を FaxFaxFaxFax くださいくださいくださいください。。。。  
会員会員会員会員データデータデータデータ変更連絡変更連絡変更連絡変更連絡    

 

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。  


