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チェンマイ日本人会 Chiang Mai Japanese Association
Address :

99/32 Sridonchai Rd, T.Changklang, A.Muang, Chiang Mai 50100

Tel : 053-206-980（事務所オープン時間内）Fax : 0-53-206979 Email : info@cmjpa.org
Homepage : www.cmjpa.org

<<

事務所オープン時間：月曜日～金曜日 １３時～１６時

プミポン国王
プミポン国王陛下
国王陛下の
陛下のご崩御に
崩御にあたり、タイ王国
タイ王国お
王国および
国民の
国民の皆様に
皆様に対し、心から哀悼の
哀悼の意を表します。
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>>

11 月の事務所のお休み
月の事務所のお休み

ありません。
目次
☆ 事務局からのお知らせ
☆ 10 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
「11 月度ハラ会のご案内
のご案内」
「第 17 回チェンマイ日本人会主催ﾁｬﾘﾃｨｰ・ﾊﾞｻﾞｰのお知らせ」

☆運動部より 「月例コンペの報告とご案内」
「月例コンペの
☆広報部より 「バンコク病院主催
バンコク病院主催 美容セミナーに参加して」
☆ 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 2 年生感想文 「スイミーを読んで」
「スイミーを読んで
＊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
１０月度の活動 「読み聞かせ、風船キャッチ、輪投げ工作」
読み聞かせ、風船キャッチ、輪投げ工作」
事務局からのお知らせ

●国王様ご崩御に伴う服喪期間の規定に従い、総領事館および当会の行事は以下の通りとなり
ます。
・天皇誕生日レセプション：中止、新年祝賀会レセプション：中止
・１１月の月例ゴルフ会中止、忘年ゴルフ会：実施するか検討中
・忘年会：中止
なお、以下の行事は予定通り行います。
・１１月６日（日）チャリテイーバザー（慈善行事である為行う。売り子は黒いリボンを着けること。）
・１１月１５日（火）ロイカトーンパレード（チェンマイ市の決定に従い行う。総領事館、日本人会などから
）ロイカトーンパレード（チェンマイ市の決定に従い行う。総領事館、日本人会などから
の限定された参加者のみがパレード。黒、白の服等ドレスコードに従いパレードする。）
１０月定例役員会報告
１０月定例役員会報告

１０月１９日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。
●１０月度北部日系団体連絡協議会報告
１０月１２日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われました。
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●国王様ご崩御に伴う日本人会としての対応の件
●来年１月開催の落語会の件
●来年５月開催の日・タイ親善ゴルフ大会の件
●日本人補習校の件
●会長のボランテイアワークパーミット取得の件
テイアワークパーミット取得の件
次回の役員会：１１月１６日（水）

登記部より

登録会員数のご報告

AMANASHI ELECTRONCS
● 鈴木 一 様（YAMANASHI
( THAILAND) CO., LTD.）
10 月 1 日付でチェンマイ滞在になり、海外赴任
は初めてです。タイ国への出張は今から 15 年
前に遡り、長きに渡り通い続け、思いもかけず
長期チェンマイ生活を開始することになりました。
チェンマイ生活を開始することになりました。
チェンマイは出張での滞在であり、異国の地に
ついて、ほとんど知識がなく、今後少しずつ経験
しながら学んで行きます。

名誉会員
特別会員

正規会員

現在の総会員数

(10 月 31 日現在)
本
家族 合計
会員 会員
0
0
0
1
0
1
233
33 4７ 280
281

● 松村 広大 様（YAMANASHI
AMANASHI ELECTRONCS ( THAILAND) CO., LTD.）
小さいころからサッカーをしておりタイへの赴任前まで社会人サッカーチームに所属していました。その
為、体を動かすことへの抵抗はなくタイでもジムにて定期的に体を動かそうと考えています。海外旅行
などの経験も全くない状態で今回タイへの赴任が決まり不安な部分が大半を占めますがとても良い経
などの経験も全くない状態で今回タイへの赴任が決まり不安な部分が大半を占めますがとても良い経
験なので、タイの文化及び言語も覚えていきたいです。
●

中山

能勝

様（Murata
Murata Electronics (Thailand) Ltd.）
Ltd.

●

佐伯

宣俊

様（Murata
Murata Electronics (Thailand) Ltd.）
Ltd.

●

山梶

章

●

松井

翔吾

様（Murata
Murata Electronics (Thailand) Ltd.）
Ltd.
様（Murata
Murata Electronics (Thailand) Ltd.）
Ltd.
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生活支援部より

10 月度ハラ会のご案内
月度ハラ会のご案内

清々しい季節となって来ました。そろそろ・・・乾季ですね。
皆様お変わりなくお過ごしでしょうか？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。（腹が減っては戦も出来ず・・・）

11 月のハラ会は、チェンマイ日本人会のお隣 ”家族亭にて、開催いたします。チャリティー・
バザーの反省会ですので、是非、皆様
日時：

2016 年 11 月 16 日（水）

場所：

日本料理店”家族亭”

ご参加下さい。

12 時より

99/34-35 Sridonchai Rd, T.Changklan,A,Muang ChiangMai 50100
参加費：各自、食した分のみ

Tel:

0-5344-9593

お一人当たり約@150B 程です。

参加ご希望の方は、11 月 14 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・光明（081-8822202）平田(081-9933119）迄、ご連絡下さい。
お待ちしています。

「第 17 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。

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

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）
皆様のご協力とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。
日時：2016 年 11 月 6 日（日）
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運動部より

第 374 回月例コンペのご報告

10 月16 日（日） グリーンバレー ゴルフ場にて開催を予定しておりましたが、プミ
プミポン国王陛下崩御に
伴い中止といたしました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。
次回は 2016 年 11 月 20 日（日）に開催を予定しておりましたが、11
日（日）に開催を予定してお
月度に付きましても中止とさせて
頂きます。何卒ご理解頂けますようお願い申しあげます。
また、12 月の忘年ゴルフ開催に関しましては現在検討中です。決まり次第ご連絡いたします。
【連絡先】
主幹事：

鶴田

圭

087 952 7952（携帯番号）
7952（携帯番号）

メールアドレス：tsuruta@elematec.com
メールアドレス：
tsuruta@elematec.com

広報部より
「バンコク病院主催 美容セミナーに参加して」
8

コク病院で開催された美容セミナーに参加してきました。
在チェンマイ 8 年、日頃街を移動する際、車のみならずバイクも利用している私は、こちらへ来
た当初こそ神経質なほど日焼け対策をしていましたが、最近は慣れてしまい、せいぜい長袖の上
着を着るくらいで、お肌のお手入れも日焼け止め程度。年々くすみつつあるお肌を気にしていた
ところでしたのでちょうど良い機会を頂きました。
セミナーはスキンクリニックのドクターが画像を見ながら説明
して下さいましたが、加齢によりお肌はどの様になるのか、手
入れをしている、又していない、同じ年齢の女性 2 人が並べら
れた写真を見て、その差に驚きと危機感を覚えました。そして
ました。
スキンクリニックで出来る施術についての説明がありました。
レーザーにも色々な種類があり、又、シワ取り等美容整形につ
いての解説、年齢に合わせた日常摂るべきサプリメントの紹介もありました。施術についての説
明が終わったあとはスキンクリニックを見学させていただきました。病院 1 階の入り口から向か
って左手に新しく開設されたばかりのクリニックには最新の美容機器が揃っており、清潔で安全
な印象を受けました。説明して下さった女医さんはもちろん、スタッフの女性達のピカピカなお
肌を見れば効果の程は歴然。今までバンコク病院に足を運んだ事はなく、内部見学にも出来まし
たし有意義な一日となりました。
9 月 2 日にバン
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チェンマイ子ども会より

10 月度の活動
「読み聞かせ、風船キャッチ、輪投げ工作」
「読み聞かせ、風船キャッチ、輪投げ工作
」

本の読み聞かせ、風船キャッチ、輪投げ工作をしました。王様の崩御にい伴い、黒っぽい服が目立
ちました。
亡きプミポン国王の愛が隅々まで行き渡ったこの国で子育てさせていただき、保護者一同感謝しており
ます。国王の冥福を心よりお祈りいたします。 合掌
チェンマイ子供会では、日本の四季や
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
絵
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本年度（2016
本年度（2016 年度）の年会費【本会員 1200B・家族会員
1200B・家族会員 600B】をまだお支払いでない方は、恐れ入り
600B】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、指定口座へお振込みくださいますようお願い
いたします。
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。

今月号の折り込み内容

事務局より
「犯罪等認知状況（１０月）」
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」
CLLより
「お誘いパンフレット」
国書日本語学校より 「ご案内」
タイニチインダストリーより 「あられの販売のご案内」
： BANGKOK BANK
支店 ： CHIANG MAI SRIDONGCHAI BRANCH
口座番号： ７１８－０－０４８２８－７
口座名 ： CHIANG MAI JAPANESE ASSOCIATION
銀

行

日本人会年会費振込み先

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