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 8888 月の月の月の月の事務所のお休み事務所のお休み事務所のお休み事務所のお休み                ８月１２日（金８月１２日（金８月１２日（金８月１２日（金）：）：）：）：シリキット王妃生誕記念日シリキット王妃生誕記念日シリキット王妃生誕記念日シリキット王妃生誕記念日    目次 ☆ 事務局からのお知らせ「チェンマイ戦没者慰霊祭のご案内」☆ ７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 「8 月度ハラ会のご案内☆運動部より 「月例コンペの☆ チェンマイ日本人補習小学 5 年生 意見文「もしチェンマイに日本人学校と補習校があったら、どちらに通いたいか」＊個人情報保護のため☆ チェンマイ子ども会より  ●当会では、チェンマイ・ロングステイ・ライフクラブ（ＣＬＬ）、定住者の会他と共同して会員の皆様の定期健康診断を行います。時期は、第一期：８月２９日～９月３０日、第二期１０月３日～１０月２８日で、シリパット病院で行います。ご希望の方は、当会事務局までメールもしくは事務所へお電話でご連絡ください。  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（月）９：３０～バンガード会場とムンサーン寺会場の２ヶ所にて行われます。

チェンマイ日本人会チェンマイ日本人会チェンマイ日本人会チェンマイ日本人会

Address :   99/32 Sridonchai Rd

Tel : 053-206-980（事務所オープン時間内）
Homepage : www.cmjpa.org   
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シリキット王妃生誕記念日シリキット王妃生誕記念日シリキット王妃生誕記念日シリキット王妃生誕記念日     事務局からのお知らせ 「チェンマイ戦没者慰霊祭のご案内」  
のご案内」「第 17 回チェンマイ日本人会主催ﾁｬﾘﾃｨｰ・ﾊﾞｻﾞｰ「月例コンペの報告とご案内」 チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより 意見文「もしチェンマイに日本人学校と補習校があったら、どちらに通いたいか」＊個人情報保護のため Website には掲載いたしておりません。 チェンマイ子ども会より     ７月度の活動は、お休みでした。 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    ●当会では、チェンマイ・ロングステイ・ライフクラブ（ＣＬＬ）、定住者の会他と共同して会員の皆様の定期健康診断を行います。時期は、第一期：８月２９日～９月３０日、第二期１０月３日～１０月２８日で、シリパット病院で行います。ご希望の方は、当会事務局までメールもしくは事務所へお電話でご連絡    「チェンマイ戦没者慰霊祭のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭のご案内」    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（月）９：３０～バンガード会場とムンサーン寺会場の２ヶ所にて行われます。 
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詳しくは添付の「チェンマイ戦没者慰霊祭のお知らせ」をご参照ください。  なお、チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会の慰霊祭実行費用をサポートする 寄付金の拠出を希望される有志の方は、当日会場にお持ちいただくか日本人会事務所へ８月１１日（木）までにお持ちください。                    ７７７７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        ７月１３日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。 ●７月度北部日系団体連絡協議会および安全協議会報告 ７月１３日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われました。 ・バングラデシュのダッカで日本人が犠牲となったテロ事件を受け、当地でも注意喚起がありました。多くの人（特に外国人）が集まる場所（観光施設など）には出来る限り近づかない、異変を感じたら直ぐにその場を立ち去る等の注意が必要です。 ●上期収支報告、下期予算、本年度収支見通し（添付別紙の通り） ● 運動部長就任の件 役員会以降、青山運動部長、山本運動副部長、鶴田運動副部長が就任となり、７月２７日に日・タイ 親善ゴルフ大会の見直しプロジェクト第一回会議が行われた。  次回の役員会：８月２４日（水）     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    
● 福本 雅 様（THAI NJR CO., LTD.） 初めての単身赴任、海外赴任、ひとり暮らしをするために、チェンマイまでやって来ました。右も左も判らない環境にワクワク？しています。皆さんに色々教えていただきながらいろいろとチャレンジしてみたいと思っています。ゴルフも始めましたが初回 157 打でした。よろしくお願いします。       

(7 月 13 日現在)  本 会員 家族 会員 合計 名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員    0 0 0 特別会員特別会員特別会員特別会員    1 0 1 正規会員正規会員正規会員正規会員    231 44 275 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    222277776666    



 
 
● 萩原 浩司 様（YAMANASHI2016 年 3 月より、タイで生活を始めました。生活、仕事ともに新しい体験ばかりで、刺激的な毎日を過ごしています。皆様には、ご助力いただくこともあろうかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。  ● 宮川 悟 様（YAMANASHIタイに赴任ということで悩みと不安でいっぱいですけど、持ち前の明るさで乗り切りたいです。 ● 乙黒 光司 様 （YAMANASHIよろしくお願いします。       雨季真只中に成り、涼しくて気持ちの良い気候に成ってきましたチェンマイ。暑い日本からこちらに戻ってこられてほっとしている方も多いと思いますが皆様いかがお過ごしでしょうか？近頃はデング熱も流行りだしましたのでお出かけの際は皆さま虫よけをお忘れなく。8 月度の”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、本音で語る会も出来ず・・・） 8 月のハラ会は、【じがんてぃあ】にて、美味しい和食などいかがでしょう？チェンマイで頂ける和食の老舗のじがんてぃあが今回ハラ会の為に特別価格で美味しいお料理をご提供頂ける事と成りました。気になるメニューはこちらです。焼き魚又は煮付け焼き魚又は煮付け焼き魚又は煮付け焼き魚又は煮付け／／／／ソフトシェルクラブ唐揚げソフトシェルクラブ唐揚げソフトシェルクラブ唐揚げソフトシェルクラブ唐揚げ豆腐と湯で野菜豆腐と湯で野菜豆腐と湯で野菜豆腐と湯で野菜    梅ソースかけ梅ソースかけ梅ソースかけ梅ソースかけ／／／／お茶（冷お茶（冷お茶（冷お茶（冷 orororor 温）温）温）温）    （尚、お料理の（尚、お料理の（尚、お料理の（尚、お料理の内容はその日の仕入れによって変更の可能性があります）内容はその日の仕入れによって変更の可能性があります）内容はその日の仕入れによって変更の可能性があります）内容はその日の仕入れによって変更の可能性があります）  【日時】  2016 年 8 月 17 日（水）【場所】  じがんてぃあ  300 Changmoi Rd, T. Chiangmoi TEL:053-233464  
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YAMANASHI ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.）  月より、タイで生活を始めました。生活、仕事ともに新しい体験ばかりで、刺激的な毎日を過ごしています。皆様には、ご助力いただくこともあろうかと思いますが、どうぞよろしYAMANASHI ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.）  タイに赴任ということで悩みと不安でいっぱいですけど、持ち前の明るさで乗り切りたいです。YAMANASHI ELECTRONICS (THAILAND) CO., 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    ８８８８月度ハラ会のご案内月度ハラ会のご案内月度ハラ会のご案内月度ハラ会のご案内    雨季真只中に成り、涼しくて気持ちの良い気候に成ってきましたチェンマイ。 暑い日本からこちらに戻ってこられてほっとしている方も多いと思いますが皆様いかがお過ごしでしょうか？近頃はデング熱も流行りだしましたのでお出かけの際は皆さま虫よけをお忘れなく。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”ハラ会”のお知らせです。（腹が減っては戦月のハラ会は、【じがんてぃあ】にて、美味しい和食などいかがでしょう？ チェンマイで頂ける和食の老舗のじがんてぃあが今回ハラ会の為に特別価格で美味しいお料理をご提供頂ける事と成りました。気になるメニューはこちらです。 ソフトシェルクラブ唐揚げソフトシェルクラブ唐揚げソフトシェルクラブ唐揚げソフトシェルクラブ唐揚げ／／／／インゲンとベーコンドレッシング和えインゲンとベーコンドレッシング和えインゲンとベーコンドレッシング和えインゲンとベーコンドレッシング和え／／／／漬物漬物漬物漬物／／／／ご飯ご飯ご飯ご飯／／／／味噌汁味噌汁味噌汁味噌汁／／／／茶碗蒸し茶碗蒸し茶碗蒸し茶碗蒸し((((おまけおまけおまけおまけ))))    内容はその日の仕入れによって変更の可能性があります）内容はその日の仕入れによって変更の可能性があります）内容はその日の仕入れによって変更の可能性があります）内容はその日の仕入れによって変更の可能性があります）    日（水）12 時より      300 Changmoi Rd, T. Chiangmoi A.Muang Chiang Mai 50300   http://giganteaweb.blog126.fc2.com/      

月より、タイで生活を始めました。生活、仕事ともに新しい体験ばかりで、刺激的な毎日を過ごしています。皆様には、ご助力いただくこともあろうかと思いますが、どうぞよろし
タイに赴任ということで悩みと不安でいっぱいですけど、持ち前の明るさで乗り切りたいです。 

暑い日本からこちらに戻ってこられてほっとしている方も多いと思いますが皆様いかがお過ごしでしょうか？近頃はデング熱も流行りだしましたのでお出かけの際は皆さま虫よけをお忘れなく。 のお知らせです。（腹が減っては戦チェンマイで頂ける和食の老舗のじがんてぃあが今回ハラ会の為に特別価格で美味しいお料理をご提インゲンとベーコンドレッシング和えインゲンとベーコンドレッシング和えインゲンとベーコンドレッシング和えインゲンとベーコンドレッシング和え    
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【参加費】 お一人＠350B             参加ご希望の方は、8 月 15 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） 光明（081-8822202）迄、ご連絡下さい。 お待ちしています。    「「「「第第第第 17 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」」」」 

    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。 

2016 年度のチャリティー・バザーは、11 月 6 日（日）に開催予定です。このチャリティー・    バザーの売上げは、全額をチャリティー基金として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&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？ 

            第 17 回チャリティー・バザー      日時：2016 年 11 月 6 日（日）午前 10時より      場所：チェンマイ大学アートセンター駐車場（予定） 

  

*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。） 

  バザーの開催場所・時間帯は、別途 火焔樹及び HP にて、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） 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。  



 
 

5/9 

運動部より運動部より運動部より運動部より     第第第第 372372372372 回月例コンペのご報告回月例コンペのご報告回月例コンペのご報告回月例コンペのご報告    

    7月17日（日） メージョー ゴルフ場にて第372回月例コンペを開催しました。今回参加者は初参加 1 名、再参加 1 名、常連 8 名で 3 組でのコンペとなりました。参加者の半分以上がシングルハンデということで、ハイレベルな結果が予想されましたが、慣れないメージョーに苦戦されたようで、グロス 80 台は居ない結果となりました。結果優勝を制したのは、入賞常連の中さん。2 位は中さんと同グロスだったものの残念ながらハンデ負けした角田さん。3 位は前回優勝の渡辺さんが連続入賞されました。今回ご参加の皆様、本当にありがとうございました！また少人数ながら新しい顔ぶれも加わり、更に楽しい日本人会月例コンペが開催できそうです。次回はいつものグリーバレーで月例コンペを開催致します。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！！次回は 2016 年 8 月 21 日（日）、グリーンバレーゴルフ場にて開催です。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：主幹事：主幹事：主幹事：    植村植村植村植村    剛剛剛剛    (NITTSU)(NITTSU)(NITTSU)(NITTSU)    081081081081----818818818818----1904190419041904（携帯番号）メールアドレス：（携帯番号）メールアドレス：（携帯番号）メールアドレス：（携帯番号）メールアドレス：go@nipponexpress.co.thgo@nipponexpress.co.thgo@nipponexpress.co.thgo@nipponexpress.co.th                    
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    本年度（本年度（本年度（本年度（2016201620162016 年度）の年会費【本会員年度）の年会費【本会員年度）の年会費【本会員年度）の年会費【本会員 1200B1200B1200B1200B・家族会員・家族会員・家族会員・家族会員 600B600B600B600B】をまだお支払いでない方は、恐れ入り】をまだお支払いでない方は、恐れ入り】をまだお支払いでない方は、恐れ入り】をまだお支払いでない方は、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、指定口座座座座へおへおへおへお振込振込振込振込みくだみくだみくだみくだささささいますよいますよいますよいますよううううおおおお願願願願いいいい        いいいいたたたたしますしますしますします。。。。    ごごごご不明不明不明不明のののの点点点点がごがごがごがござざざざいましいましいましいましたたたたら、ら、ら、ら、当当当当事務所までお事務所までお事務所までお事務所までお問問問問いいいい合わ合わ合わ合わせくだせくだせくだせくだささささいいいい。。。。               

今今今今月号の月号の月号の月号の折折折折りりりり込込込込み内容み内容み内容み内容    事務局より 「犯罪等認知状況（7月）」   「戦没者慰霊祭のお知らせ2016年」   「優待店のご紹介」 運動部より     「第373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 「ベリーモバイル」 「オリンピックキャンペーン」 CLLより  「お誘いパンフレット」 国書日本語学校より 「ご案内」  日本人会年会費日本人会年会費日本人会年会費日本人会年会費振込振込振込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：会費を：会費を：会費を振振振振りりりり込込込込まれまれまれまれた際た際た際た際にはそのにはそのにはそのにはその旨旨旨旨日本人会事務所へ日本人会事務所へ日本人会事務所へ日本人会事務所へ電話電話電話電話もしくはもしくはもしくはもしくは振振振振りりりり込込込込みみみみ証証証証をををを FFFFＡＸＡＸＡＸＡＸああああるるるるいはいはいはいはメールでごメールでごメールでごメールでご連絡連絡連絡連絡くだくだくだくだささささいいいい。。。。 
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。  


