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事務局からのお知らせ 

「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会報告

月定例役員会報告 

登録会員数報告」 

会のお知らせ」 

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

月例ゴルフコンペのご報告」 

「次回のゴルフコンペのご案内」 

チェンマイ子ども会より  
チェンマイ日本人補習校・レインボークラブより ＊個人情報保護のため Website には掲載いたしておりません。 

作文」 

第 381 号 広報部責任編集発行：2015
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報告」 

チャリティー・バザーのお知らせ」        
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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    

    

●8 月 17 日夕刻、バンコク中心部のラチャプソン交差点付近で、多数の死傷者を伴う

爆発事件が発生しました。犯行の目的は不詳ですが、外国人旅行者を狙ってタイ国

の経済に打撃を与えようとした可能性があるとの報道があります。そうであれば、観

光都市チェンマイにも危険が及ぶ可能性がありますので外出される際には、人の多く

集まるテロのターゲットとなりそうな場所には出来る限り近づかない等の注意が必要

です。 

●邦人が巻き込まれるような事件が発生した際に行われる総領事館の安否確認は、

皆さんが提出した在留届に基づいて行われます。従って、記載内容に変更があった

場合には在留届を都度アップデートして置くことが重要です。 

●8 月の当会役員の交代のお知らせ：阪本運動部長（新任）、奥野会計部長（従来運

動部長であったが、江口氏から会計部長を引継ぎ）  

 

「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会「チェンマイ戦没者慰霊祭および戦後７０周年追悼講演会報告報告報告報告」」」」    

 

チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会が主催する慰霊祭が 8 月 15 日（土） 

９：３０からバンガード会場とムンサーン寺会場の２ヶ所にて行われました。 

また、戦後７０周年追悼講演が 8 月 14 日（金）にＹＭＣＡ１階ホールにて１８：３０から 

行われました。 

今年は、戦後７０周年でもありいずれの会にも多くの方々が参加されました。インパー

ル作戦で亡くなられた日本将兵を慰霊するとともに戦争の犠牲となった数多くのアジ

アの人々を思い、平和への強い誓いを新たにし在留邦人としてこの地に住まわせて

いただいていると言う感謝の気持ちを忘れないことを誓いました。 

 

 

 

ムンサーン寺会場（左の写真）では日本の戦没者慰霊祭のＴＶ中継を会場で映し、 

日本と同時刻（午前１０時：日本の正午）に黙祷を行いました。お寺のタイ人檀家も 
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参列し、タイ人僧侶の読経も行われました。 

バンガード会場（右の写真）ではクイユアムの高校生が車で５時間かけて来て参列し、

式典の中で日本の歌をコーラスで奉納してくれました。皆さんが着ているのはそれぞ

れの山岳民族の衣装です。バンガード会場にはＮＨＫＴＶの取材が入り、式典の様子

が当日のＮＨＫの６時のニュースで全国へ放映されました。                                           

 

 

 

８８８８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    

    

８月１９日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行いました。 

●８月度北部日系団体連絡協議会報告 

 ８月１１日（火）９：００～チェンマイ総領事館にて行われました。 

・青木総領事よりチェンマイとしてミャンマーの政治的トラブル、中国経済の不振を

注視する要あると。 

・政治経済、広報担当の近藤副領事が帰任され、ご後任として岡崎副領事がラオ

スより赴任された。 

・諏訪領事よりイミグレの移転に伴い混乱があったが、その後落ち着いて来てい

ると。有事の際に総領事館が行う安否確認の為に日本人会の最新の名簿の提出

を求められた。 

・懸案であった総領事館の餅つきの臼、杵セットを外務省の予算で調達出来た。

従来の臼にひびが入り使えなくなっていたもの。 

・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。  

●各部報告・打ち合わせ 

・年会費、賛助会費の徴収状況報告および未払いの会員への督促方法打ち

合わせ。 

・会計部長、運動部長交代の件。 

・計画していた児童対象の歯科検診を病院側の事情で延期する。 

・来年の戦没者慰霊祭への日本人会として３，０００バーツの寄付を行う。ただ

し、会費からの支出でなくバザーの売上金の一部からの支出とする。 

・チェンマイ交響楽団コンサートへ１，０００バーツの寄付を行う。 

   

次回役員会：9月 16 日（水） 

     

 

登記部より登記部より登記部より登記部より    



 
 
    

    

 

 

    

    

  

随分と過ごし易くなって来ましたが、皆様

3月・9月（年 2回）は、お食事会です。

新しく日本人会に、入会されました方達とも親睦を深めたいと思っています。

是非、ご遠慮なくご参加下さい。

  

【日時】  9月 16 日（水）

【場所】  Duangtawan Hotel

            132 Loykroh Rd,

            Tel : 0-5390

【参加費】 お一人@250 B 

  

11 月 8 日のチャリティバザーの役割分担等を検討したいと思います。

  

参 加ご希望の 方 は 、 9

（081-9933119）・光明（081

お待ちしております。 
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    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    

 

 

 

 

 

 

 

    

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    

 

９９９９月度”お食事会”のお知らせ月度”お食事会”のお知らせ月度”お食事会”のお知らせ月度”お食事会”のお知らせ        

随分と過ごし易くなって来ましたが、皆様 お変わりなくお過ごしでしょうか？

回）は、お食事会です。 

新しく日本人会に、入会されました方達とも親睦を深めたいと思っています。

是非、ご遠慮なくご参加下さい。 今回は、インターナショナルブッフェです。

日（水）12:00～ 

Duangtawan Hotel    

132 Loykroh Rd,    A.Muang ChiangMai  50000 

5390-5000  

@250 B  

日のチャリティバザーの役割分担等を検討したいと思います。

9 月 14 日 （ 月 ）迄に 、各お世話係さ ん

081-8822202）まで、ご連絡下さい。 

(0

 

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    26

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    

お変わりなくお過ごしでしょうか？ 

新しく日本人会に、入会されました方達とも親睦を深めたいと思っています。 

今回は、インターナショナルブッフェです。 

日のチャリティバザーの役割分担等を検討したいと思います。 

日 （ 月 ）迄に 、各お世話係さ ん も し く は 平田

(08 月 19日現在) 

 

家族 

会員 

合計 

0 0 0 

1 0 1 

66 54 320 

333321212121    



 
 
 

第第第第 16161616 回チェンマイ日本人会主催回チェンマイ日本人会主催回チェンマイ日本人会主催回チェンマイ日本人会主催

  

恒例となりました 日本人会主催のチャリティー・バザーのお知らせです。

2015 年度のチャリティー・バザーは、

車場で開催予定です。このチャリティー・バザーの純

毎年タイ赤十字へ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、食器類）

自動車グッズ、ゴルフ用品、家具、カバン、靴、電化製品、書籍（雑誌・まんが可）室内

用アクセサリィー、子供用おもちゃ

CD/VCD 等 手工芸品（手作りグッズ）

の（特に、家電製品は使用可能か？

ご持参頂けませんでしょうか？

  

*バザーグッズは、値札等の準備の為、

い致します。 （尚、日本人会・事務所のお隣りの

  

バザーの開催場所・時間帯は、確定後、

詳しくは、チェンマイ日本人会・生活支援部

もしくは…チェンマイ日本人会事務所までお問い合わせ下さい。

  

     皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。
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回チェンマイ日本人会主催回チェンマイ日本人会主催回チェンマイ日本人会主催回チェンマイ日本人会主催    チャリティー・バザーのお知らせチャリティー・バザーのお知らせチャリティー・バザーのお知らせチャリティー・バザーのお知らせ

日本人会主催のチャリティー・バザーのお知らせです。

年度のチャリティー・バザーは、11 月 8 日（日）にチェンマイ大学アートセンター駐

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、

日タイ親善の一助とさせて頂いています。 

ご家庭内及び各企業内に、不要の品・家庭用品（調理器具、食器類）

自動車グッズ、ゴルフ用品、家具、カバン、靴、電化製品、書籍（雑誌・まんが可）室内

用アクセサリィー、子供用おもちゃ&乗り物、古着（特に冬物ジャケット等大歓迎）

手工芸品（手作りグッズ） 不要になった物で…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）を日本人会事務所迄、

ご持参頂けませんでしょうか？ 

バザーグッズは、値札等の準備の為、10 月末迄にお持ち頂けますよう

（尚、日本人会・事務所のお隣りの”家族亭”でも預かってもらえます。）

バザーの開催場所・時間帯は、確定後、火焔樹及び HPにて、再度お知らせ致します。

詳しくは、チェンマイ日本人会・生活支援部 光明和子（081-8822202）

ェンマイ日本人会事務所までお問い合わせ下さい。 

皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。 

運動部より運動部より運動部より運動部より    

    

第第第第 363636365555 回月例コンペ回月例コンペ回月例コンペ回月例コンペのご報告のご報告のご報告のご報告    

    

チャリティー・バザーのお知らせチャリティー・バザーのお知らせチャリティー・バザーのお知らせチャリティー・バザーのお知らせ 

日本人会主催のチャリティー・バザーのお知らせです。 

チェンマイ大学アートセンター駐

利益は、チャリティー基金とし、

ご家庭内及び各企業内に、不要の品・家庭用品（調理器具、食器類） 

自動車グッズ、ゴルフ用品、家具、カバン、靴、電化製品、書籍（雑誌・まんが可）室内

乗り物、古着（特に冬物ジャケット等大歓迎）

引き続き使用可能なも

ご確認の上）を日本人会事務所迄、 

お持ち頂けますようご協力お願

でも預かってもらえます。） 

お知らせ致します。

） 
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８月 16 日（日） グリーンバレー ゴルフ場

にて第 365 回月例コンペ大会を開催しまし

た。参加者は初参加２名（ありがとうござい

ます！）含む 16 名 4 組でのコンペとなりま

した。曇り時々雨と、天候としては心地よく

も、前日からの雨に影響もあり、コンディシ

ョン的には厳しい環境で、皆さん、普段より

はスコアが伸び悩んだのでは？と。。。そ

のような中、今回、見事優勝されたのは、

阪本さん（TSM）です。阪本さんは昨年初

参加より、今回が３回目でしたが、早々と優勝を勝ち取りました！！また、持っている

方？なのでしょう！？。実は今月より日本人会運動部長となり、来月の月例コンペよ

り主幹事となれる方です！（小生も実は、持っている？主幹事最後で BB でした。

汗。。。 補足：人事異動で、会計部部長になります） 

今回ご参加の皆様、大変ありがとうございました！次回は９月、グリーバレーで開催

予定です。初参加の方も大歓迎です。多くのエントリーをお待ちしております！！ 

 

 

 

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    
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次回、第 366 回月例コンペは、2015 年 9 月 20 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】 

主幹事： 阪本（TSM)  
084-884-7832（携帯番号）メールアドレス：sakamoto@tsm-lpn.com 

幹事フォロー：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    

    

８８８８月度の活動月度の活動月度の活動月度の活動    

 

7 月の活動はお休みだったので、久々に集まりました。フローラルコンドミニアムの  

ロビーで、フィンガーペイントをしました！フィンガーにとどまらず、両手・両足をふんだ

んに使ったダイナミックなお絵かきになりました。風のよく通る広いとビーで楽しく活動

できました。子ども会の活動に興味のある方は、是非ご連絡ください！！  facebook.com/cmkodomokai    
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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    ＊個人情報保護のため Website には掲載いたしておりません。 
 

中学中学中学中学２２２２年作文「年作文「年作文「年作文「夏休夏休夏休夏休みみみみのののの思い出思い出思い出思い出」」」」    

 

 楽しい夏休みの思い出 

中二 山野晴花 

 帰国前に Central Festival で弟の友達と平沢あおいちゃんとアイススケートをしまし

た。弟の友達が沢山転んだから皆大うけしました。 

 日本には、約一ヶ月間いました。初日におじいちゃん、おばあちゃんたちとすし玉と

いうすし屋へ行きました。タイとは違って日本では色々な魚を食べる事が出来て良か

ったです。私は久しぶりに友達に会う事が出来たし、友達４人が家へ来てくれて、タイ

や学校のことやテレビ番組“イッテＱ”などについて楽しく話しました。 

 私の家にはゲーム機がないので、トランプやオセロなどをして遊びました。いとこた

ちと暑い中、公園で約２時間大きなトランプで遊ぶ事が出来たし、一緒にイタリア料理

屋さんへ行きました。１日だけいとこの家に泊まらせてもらってすごく楽しかったです。

最後の週はお父さんが来て、一緒にすしを食べました。焼き肉は肉が苦手なお父さん

以外、一緒に食べる事ができました。私にとっては、すごく楽しい夏休みでした。 

 

 

 

 夏休みの思い出 ～パーフェクトだった 35 日間！～                                   

中二 吉野 友香 

 今年の夏、私は去年より長く、一ヶ月以上も日本に帰っていました。日本に帰ってい

たときは、滋賀の祖父の家に滞在していました。そのとき、私の叔母と叔父が祖父の

家に何回も遊びにきてくれて、BBQ（バーベキュー）や、デイキャンプをしてくれたり、

叔母とトランプを 50 回以上したりして、とても楽しかったです。それに、叔母は私と抹

茶の料理屋さんに一緒に食べに行ってくれたり、買い物に行ってくれたり、大阪の道

頓堀と通天閣に連れて行ってくれました。大阪に行ったときは、おいしいたこ焼き屋さ

んでたこ焼きをたべました。でも実はその日の前日のお昼ご飯に私はたこ焼きを友達

と食べて、晩ご飯に叔母と叔父と祖父と母と弟でお好み焼きを食べていたので、粉物

尽くしになってしまっていたのにも気づかず、その日のお昼に焼きを食べました。でも

おいしかったので良かったです。 

 去年より日本に長く帰っていたので、友達といっぱい遊べました。去年は一回しか会

えなかった友達と一緒に買い物に行ったり、いろんな話ができて、嬉しかったです。で




