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事務局からのお知らせ

●毎年恒例の生活支援部主催のバザーが 11 月 8 日（日）
10：00～チェンマイ大学美術館の広場で行われます。バザ
～チェンマイ大学美術館の広場で行われます。バザ
ーでの販売品を多くの皆様からご寄付願いたくよろしくお
願い申し上げます。（本文をご参照ください。）
●事務員交代のお知らせ：9 月 23 日より事務員が、荒木美
帆さんに代わりました。事務所のオープン時間（土日、祭日
を除き１３：００～１６：００）は従来通りです。

９月定例役員会報告

９月２２日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行いました。
●９月度北部日系団体連絡協議会報告
９月９日（水）９：００～チェンマイ総領事館にて行われました。
・青木総領事：チェンマイはロングステイヤーを中心に多くの日本人が在住してお
り、その数はハワイを上回る。日本人社会としてタイ人社会との交流に努めて相
手に嫌われないように是非よろしくお願いしたい。
・堀越主席領事：先般タイの憲法改正案が否決されたことで選挙は再来年半ば以
降となり、軍事政権が更に続くことになった。 月に発生したバンコクでの爆破事
降となり、軍事政権が更に続くことになった。8
件以降チェンマイでもセキュリテイーが厳しくなっている。人が多く集まる場所へは
出来る限り行かないように。来年 2 月に予定されているランナー・ジープン祭の開
催についてはセキュリテイーの観点から慎重に検討したい。2017 年は日・タイ修
催についてはセキュリテイーの観点から慎重に検討したい。2017
交１３０周年に当たり、日・タイ共同で実行委員会が立ち上がることになる。
・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。
、福祉の会、定住者の会それぞれより活動報告が行われた。
●事務員採用の件
荒木美帆さんを事務員として採用すること承認。新たに事務員の就業規則、職務
規定、契約書を策定することとなった。
●年会費、賛助会費の徴収状況報告および日本人会の収入を増やす方策につ
いて打ち合わせ：ロングステイヤーを中心に会員数が２０名減っており、企業会員
を増やすこと、広告収入を増やすことが話し合われた。
●各部報告、打ち合わせ
・11 月 8 日（日）バザー準備の件。
・11 月 25 日（水）総領事館・日本人会主催のロイカトーンパレードの山車作成
費用補助を例年通り 2 万バーツ支出すること承認。
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次回役員会：１０月２１日（水）

登記部より

登録会員数のご報告

● 小山田 莉子
日本国総領事館）

(09 月 22 日現在)

様（在チェンマイ

本
会員

● 徳原 弘史 様 こずえ 様
（ Murata Electronics (Thailand)

家族
会員

合計

名誉会員

0

0

0

特別会員

1

0

1

正規会員

268

57

325

Ltd.）

●

北川

幸雄

様

真沙美

様
現在の総会員数

326

（ Murata Electronics (Thailand)
Ltd.）

●

鈴木

智之

様

雅子

様（Murata Electronics (Thailand) Ltd.）

● 小林 久良 様（THAI NJR CO., LTD.)
初めての海外赴任で毎日緊張しています。ゴルフも初めてですが、人並みには
上達するように頑張りたいと思います。

●

志水

隆博

様（KYOCERA Display (Thailand) Co., Ltd.)

15 年くらい前からチェンマイには出張で何度も来ていますが、このたび初めて
赴任することになりました。特に昨年は年の半分近くチェンマイに滞在してい
ましたので、もう長いこと住んでいるような気持になっています。仕事も私生
活も楽しんでやりたいと思います。よろしくお願いします。

● 佐能 竜浩 様（KYOCERA Display (Thailand) Co., Ltd.)
7 月よりチェンマイに赴任しました。只今、趣味のゴルフを満喫しております。
今後とも、仕事にゴルフにがんばっていきたいと思いますので、宜しくお願い
致します。

●

平子

広一郎

様

裕美

様（Murata Electronics (Thailand) Ltd.）
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●

岡崎

淳

様（在チェンマイ日本国総領事館）

生活支援部より

９月度”お食事会”のお知らせ

早朝は、乾季の始まりような空気に包まれ すごし易くなって来ましたが…
す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？
お過ごしでしょうか？もうそろそろ・・・湿っぽい季節から乾いた季節
もうそろそろ・・・湿っぽい季節から乾いた季節
に、移行する時期です。季節の変わり目は、くれぐれも お身体にはお気を付けて お
過ごし下さい。

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。
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
のお知らせです。
（腹が 減っては戦も出来ず・・・）
10 月のハラ会は、Old
Old ChiangMai Cultural Center 内の *KHUN
CHURN です。
Thai Vegetarian を味わってみましょう・・・（チャリティーバザ―の最
を味わってみましょう・・・（チャリティーバザ
終打ち合わせも兼ねております。）
是非、皆様 ご参加下さい。
さい。

【日時】 2015 年 10 月 14 日（水） 今回は第２週となります。 12 時より
【場所】 KHUN CHURN ChiangMai
185/3 Wualai Rd. T.Hai Ya A, Muang ChiangMai
Tel: 0-5327
5327-0071,

081-881-3032

【メニュー】 Thai Vegetarian Buffet
Buffe
【参加費】 @169 B（お一人）
B

参加ご希望の方は、10 月 12 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・平田（081－9933119
9933119）光明（081-8822202）迄、ご連絡下さい。
）迄、ご連絡下さい。
お待ちしています。
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生活支援部・光明和子

第 16 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、11
年度のチャリティー・バザーは、 月 8 日（日）にチェンマイ大学アートセンター駐
チェンマイ大学アートセンター駐
車場で開催予定です。このチャリティー・バザーの純
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、
利益は、チャリティー基金とし、
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。
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）
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）
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）
CD/VCD 等 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
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？
か？

*バザーグッズは、値札等の準備の為、
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
お持ち頂けますようご協力お願
い致します。 （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。）
（尚、日本人会・事務所のお隣りの
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
バザーの開催場所・時間帯は、確定後、火焔樹及び
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（
明和子（081-8822202）
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。
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。

運動部より

第 365 回月例コンペのご報告
回月例コンペのご報告

９月は人数の都合でコンペは開催しませんでした。

次回月例コンペのご案内
次回月例コンペのご案内
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次回、第 366 回月例コンペは、2015
回月例コンペは、
年 10 月 18 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】
主幹事： 阪本（TSM)
084-884-7832（携帯番号）メールアドレス：
（携帯番号）メールアドレス：sakamoto@tsm-lpn.com
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：
（携帯番号）メールアドレス：tsuyoshi-okuno@keihin.co.th
okuno@keihin.co.th

日タイ親善ボウリング大会のご案内

毎年恒例の元日本留学生協会との合同行事である日タイ親善ボウ
恒例の元日本留学生協会との合同行事である日タイ親善ボウ
リング大会を今年も開催いたします。 月 20 日((日)セントラル
リング大会を今年も開催いたします。12
ガッドスアンゲオ内ボウリング場の予定です。詳細が決まり次第
改めてご連絡いたします。皆様のご参加をお待ちしています。

チェンマイ子ども会より

９月度の活動

今月は、11 月の運動会で踊る予定のアンパン
マンサンサン体操の練習と、糸電話の工作をし
ました。昔懐かしい糸電話、紙コップにそれぞ
れ好きなように絵を描いて糸を通して、子どもも
大人も夢中で楽しみました。
チェンマイこども会では、日本の式や行事にあ
った遊びなどをみんなで楽しんでいます。興味
のある方は、是非お問い合わせください。
facebook.com/cmkodomokai
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今月号の折り込み内容
事務局より
運動部より
生活支援部より

「犯罪等認知状況（９月）」
「第366回チェンマイ日本人会月例コンペご案内」
「第16回日本人会チャリティバザーのご案内」

チェンマイ子ども会より
アジア

Biz様より

「チェンマイこども会パンフレット」

「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
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：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。

9/9

