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目次
☆ 事務局からのお知らせ
☆ １月定例役員会報告
月定例役員会報告
☆ 登記部より
「登録会員数報告」
☆ 生活支援部
「２月度ハラ会のお知らせ」
のお知らせ」
☆運動部より 「月例コンペのご案内」
☆文化部より
「いちご狩り＆小動物とのふれあい旅（ご案内）」
いちご狩り＆小動物とのふれあい旅（ご案内）」
☆ 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
小学 4 年生作文「自分ノート」より
☆ チェンマイ子ども会より
「1 月度の活動

：

遠足」

☆ 広報部より
「2 月のイベントのお知らせ」
月のイベント

事務局からのお知らせ

●２０１５年度総会は、２月１２日（金）１９：００～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２０
日（土）にチェンマイ大学日本研究センター前の野外特設会場にて行われます。
１７：３０に開会（第二部）されます。
今回は、安全の確保の理由から上記の会場での開催となりました。追って詳しいご案
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内をお送りしますが、祭りの最後の２０：００から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

１月２０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１３日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われました。
・１月３０日開催の大学生日本語スピーチ大会（留学生フェアー、ジョブ
フェアーも同時開催）の件
・２月２０日（土）開催のランナージープン祭の件。
・当会、CLL、定住者の会それぞれより活動報告が行われた。
、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
・役員選挙の件
・２０１５年活動実績、２０１６年活動スケジュール打ち合わせ。
・２月１２日（金）の総会までに各部の２０１５年度活動方針を提出して
もらう。２０１５年度収支報告、２０１６年度予算案についても打ち合
わせが行われた。

次回の会議は、２月 17 日(水)の予定。
日

登記部より

登録会員数のご報告

● 中嶋 好邦
THAILAND）

YOSHIDA EMPLA
様 （YOSHIDA
(1 月 20 日現在)
本
会員

●

新 宮

浩 二

家族
会員

合計

様 （ Murata
名誉会員

0

0

0

特別会員

1

0

1

正規会員

232
32

52

284

Electronics (Thailand), Ltd.）
Ltd.

●
海 野 幸 雄
様 （ KEIHIN
(THAILAND)CO., LTD.）

現在の総会員数
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285

●

森下 伸一

様（THAI
THAI NJR CO., LTD.）
LTD.

20 年ぶりのチェンマイ駐在となります。よろしく御願いします。

● 宮原 善和 様 (Namiki Precision (Thailand) Co., Ltd.)
秋田出身 54 歳。趣味はアユ釣り。特技は特になし。

● 多田 文昭 様 ・ｾﾝﾊﾟｰﾇｱﾝﾆｯﾄ
ｾﾝﾊﾟｰﾇｱﾝﾆｯﾄ 様 (Namiki Precision (Thailand) Co.,
Ltd.)
千葉県千葉市出身。趣味はサッカー、サイクリング。今回 5 年振りのチェンマ
イ勤務となりました。

●

福原 仁

様

(Namiki Precision (Thailand) Co., Ltd.)

青森県青森市出身です。趣味は渓流釣り（山歩き）です。海外赴任は初めてと
なりますが、チェンマイには過去に 3 度出張で来ています。

● 山口 馨右 様 （ベストアジアンフレンド）
日本で調剤薬局、介護施設の経営をしている。今般、タイのチェンマイ、メーサイ、コ
ンケンにて介護関係の事業を行うため来ました。

● 佐藤 晋平 様 （YOSHIDA
YOSHIDA EMPLA THAILAND）
THAILAND
チェンマイ在住 2 年半です。よろしくお願いします。

● 小林 宏次 様 （YOSHIDA
YOSHIDA EMPLA THAILAND）
THAILAND

● 荒賀 大輔 様・咲美
美 様（SIAM NISTRANS CO., LTD.）
昨年 11 月バンコクからチェンマイ
チェンマイへ転勤になりした、タイ日新の
の荒賀と申しま
す。

生活支援部より
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「２月度ハラ会のご案内」
月度ハラ会のご案内」

寒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？ 体調を崩されて
いる方も多いと思います。（風邪等には、くれぐれもお気を付け下さいませ・・・）
（風邪等には、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”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・・・）
2 月のハラ会は、Billy
Billy Restaurant（イタリア料理）にて
Restaurant
開催致します。
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： 2016 年 2 月 17 日（水） 12 時より
場所： Pizzeria Italiana / Billy Restaurant
19/2 Kampaengdin Rd, Soi 1 T,Changklan A Muang ChiangMai
Tel: 0-5327-2529
2529
メニュー：
-Mini
Mini Salada
-Minestrone
Minestrone Soup
*Spaghetti （お好きなソースをチョイスして下さい。）
1234-

Carbonara Cream
Tomato Vesetarian
Aglio Pepperoeino
Al Amatriciana Bacon Tomato

- Coffee & Ice Cream
参加費：@280B（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、2 月 15 日（月）迄に生活支援部各お世話係さん
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）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。

生活支援部・光明和子

運動部より

4/11

次回月例コンペのご案内

次回、第 366 回月例コンペは、2015
回月例コンペは、
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
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

文化部より

いちご狩り＆小動物とのふれあい旅（ご案内）

坂上（文化部）光明・平田（生活支援部）

この度文化部と生活支援部の合同企画「いちご狩り＆小動物とのふれあい旅」を開
催いたします。
昨今、タイの農家様の努力により昔は手に入りにくかったいちごがここチェンマイでも
楽しめるようになりました。しかし、まだまだ貴重品のいちごをいちご農園にて手摘み
しませんか？皆様のご参加をお待ちしております。

1. 催行日時
2016 年 2 月 21 日（日） 09；00～15；00
09

2.行き先
2.行き先
Strawerry Nob Pupha（イチゴ農園）
（イチゴ農園）

3.スケジュール
3.スケジュール
09：00
インペリアルメーピンホテル出発
10：30

サムーン・イチゴ農園到着
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チェンマイ子ども会より

1 月度の活動 「遠足」

1 月 23 日、
、久々の遠足。ホライゾンビレッジに行ってきました。
ホライゾンビレッジ
http://www.horizonvillage.net/garden-and-activities/
http://www.horizonvillage.net/garden
セントラルフェスティバルからドイサケット方面に向かう途
中にあるリゾートに併設された
リゾートに併設された植物園で、ラクダや白鳥などの
動物を見たり、魚にえさをあげたりできます。広い園内には、
巡回の車（トラム）が走っており、好きなところで降りて遊べ
が走っており、好きなところで降りて遊べ
ます。また貸し自転車でのサイクリングも出来ます。ちびっ子
は自分の自転車持ち込みも OK.今回何人かのお友達は自分の自転車を持ってき
今回何人かのお友達は自分の自転車を持ってき
ました。動物を見たり、遊具で遊んだり、元気に楽しい時間を過ごしました。
チェンマイこども会では、日本の四季や行事にあった遊びなどをみんなで楽し
チェンマイこども会では、日本の四季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

広報部より

「2 月のイベントのお知らせ」

例年より寒波の訪れが遅く、寒い日が続いていますが、2 月はチェンマイで一番いい
例年より寒波の訪れが遅く、寒い日が続いていますが、
シーズン！総領事館よりさまざまなイベントのお知らせをいただきましたので、ご紹介
総領事館よりさまざまなイベントのお知らせをいただきましたので、ご紹介
させていただきます。（詳細は、折込チラシをご覧ください。）
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１．煤煙対策における専門家講演会
１．煤煙対策における専門家講演会
在チェンマイ日本総領事館では、来る２月１３日（土曜日）と１４日（日曜日）にチェンマ
イで発生している煤煙について、海外に居住する日本人の方々の健康管理の一環と
して「医学的な見地から大気汚染が健康に及ぼす影響について専門的な講話」を実
施し、自衛手段を講じる一助として頂くことを目的として、日本から専門家を招き健康
安全講話（９０分程度、質疑応答を含む）を開催することとなりました。
（講話内容は、昨年の煤煙状況と現在までの煤煙情報に基づき、皆様から戴いた質
講話内容は、昨年の煤煙状況と現在までの煤煙情報に基づき、皆様から戴いた質
問に基づき講話が行われます。
問に基づき講話が行われます。）日時、会場は以下のとおりです。

①チェンマイ バンコク病院（参加希望者：５３名、３０名の余裕があります。）
開催日時：２月１３日（土曜日） 午後 ２時半より、２時間程度
午後２時３０分からバンコク病院からのお知らせがあります。
（５分程度休息を予定しています。）
続いて午後３時より、「安全講話」を開催します。３０分程度質疑応答。
②チェンマイ大学人文学部中講堂（参加希望者：４０名、１００名以上の余裕がありま
チェンマイ大学人文学部中講堂（参加希望者：４０名、１００名以上の余裕がありま
す。）２月１４日（日曜日） 午前１０時より１１時半まで。
内容と時間割は土曜日と全く同じです。大学構内に車等で来られる方は、免許書、身
内容と時間割は土曜日と全く同じです。大学構内に車等で来られる
方は、免許書、身
分証明書の提示が必要となります。場所は、添付の通りです。

講話講師は、兵庫医科大学 公衆衛生学講座主任教授 島 正之（しま まさゆき）
氏が行います。

連絡先： 在チェンマイ日本総領事館領事班
電話番号：０５３－２０３３６７
e-mail
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：consular@tm.mofa.go.jp
consular@tm.mofa.go.jp

２．日本映画祭
２．日本映画祭
MAYA にて、2 月 19～21 日に国際交流基金主催で「愛」をテーマにした映画の上映を
行います。入場料 80 バーツです。
園子温監督「ラブ&ピース」
ピース」 http://love-peace.asmik-ace.co.jp/
新城毅彦監督「潔く深く」 http://cookie.shueisha.co.jp/kiyoku-yawaku/
http://cookie.shueisha.co.jp/
yawaku/
耶雲哉治監督「百瀬、こっちを向いて」 http://momose-movie.com/
園子温監督「ちゃんと伝える」 http://eiga.com/movie/54600/
本木克英監督「すべては君に逢えたから」 http://wwws.warnerbros.co.jp/kiminiaeta/
熊澤尚人監督「ジンクス!!!」」 http://jinx-movie.com/
佐藤祐市監督「脳内ポイズンベリー」 http://www.nou-poi.com/
熊澤尚人監督「近キョリ恋愛」 http://kinkyori-movie.jp/
橋口亮輔監督「恋人たち」 http://koibitotachi.com/

３．ランナージープン祭
３．ランナージープン祭
チェンマイ大学日本研究センター前の野外特設会場にて 月 20 日((土)に日本研修
チェンマイ大学日本研究センター前の野外特設会場にて、2
センター前の特設会場にて開催。学生によるパフォーマンスや屋台など手作り感いっ
前の特設会場にて開催。学生によるパフォーマンスや屋台など手作り感いっ
ぱいの催しです。是非皆様お出かけください。

本年度（2016
年度）の年会費【本会員
本会員 1200B・
1200B・家族会員 600B
600B】をまだお支払い
】をまだお支払い
本年度（2016 年度）の年会費【本会
ない方は、恐れ入りますが
恐れ入りますがチェンマイ
チェンマイ日本人
日本人会
事務所までご持参頂
ご持参頂く
でない方は、
恐れ入りますが
チェンマイ
日本人
会事務所まで
ご持参頂
くか、
指定口座へお振込み
口座へお振込みく
指定
口座へお振込み
くださいますようお願いいたします。
不明の
当事務所ま
問い合わ
ご不明
の点がございましたら、当事務所
までお問い合
わせください。
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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（1月）」
「2015年度チェンマイ日本人会総会出席確認票」

運動部より

「第365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より

「チェンマイこども会パンフレット」

BBinfo社より

「チェンマイ支店オープン」

総領事館より

「

煤煙対策における専門家講演会の案内と地図」

「日本映画祭パンフレット」
「ランナージープン祭パンフレット」

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
メールで
連絡ください
ください。
み証を FＡＸあるいはメール
でご連絡
ください
。

会員データ変更連絡

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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