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     年頭のご挨拶を申し上げます。年頭のご挨拶を申し上げます。年頭のご挨拶を申し上げます。年頭のご挨拶を申し上げます。平素より平素より平素より平素より並々ならぬご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も昨年同様ご指導の程よろしくお願い並々ならぬご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も昨年同様ご指導の程よろしくお願い並々ならぬご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も昨年同様ご指導の程よろしくお願い並々ならぬご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も昨年同様ご指導の程よろしくお願いいたします。いたします。いたします。いたします。会員の皆様会員の皆様会員の皆様会員の皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。    1111 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                1111 月月月月 2222 日日日日（（（（月月月月））））    元旦の振替休日元旦の振替休日元旦の振替休日元旦の振替休日1111 月月月月 3333 日（火）日（火）日（火）日（火）    総領事館休館日に順じた年始休暇総領事館休館日に順じた年始休暇総領事館休館日に順じた年始休暇総領事館休館日に順じた年始休暇     目次 ☆ 事務局からのお知らせ☆ 12 月定例役員会報告☆ 登記部より 「登録会員数報告」 ☆ 生活支援部より    「日本人会チャリティーバザー収益金の寄付  「1 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＊個人情報保護のためレインボークラブ 「クリスマスとミニマジックショー」☆ チェンマイ子ども会より            

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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年頭のご挨拶を申し上げます。年頭のご挨拶を申し上げます。年頭のご挨拶を申し上げます。年頭のご挨拶を申し上げます。    並々ならぬご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も昨年同様ご指導の程よろしくお願い並々ならぬご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も昨年同様ご指導の程よろしくお願い並々ならぬご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も昨年同様ご指導の程よろしくお願い並々ならぬご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も昨年同様ご指導の程よろしくお願いのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。    元旦の振替休日元旦の振替休日元旦の振替休日元旦の振替休日    総領事館休館日に順じた年始休暇総領事館休館日に順じた年始休暇総領事館休館日に順じた年始休暇総領事館休館日に順じた年始休暇    
事務局からのお知らせ 月定例役員会報告 
日本人会チャリティーバザー収益金の寄付のご報告」 のご案内」    「月例コンペのご報告」「新年ゴルフのご案内」 チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより ＊個人情報保護のため Website には掲載いたしておりません。 「クリスマスとミニマジックショー」 チェンマイ子ども会より     １２月度の活動 「あわてんぼうのサンタさんがやってきた！
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並々ならぬご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も昨年同様ご指導の程よろしくお願い並々ならぬご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も昨年同様ご指導の程よろしくお願い並々ならぬご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も昨年同様ご指導の程よろしくお願い並々ならぬご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も昨年同様ご指導の程よろしくお願い

あわてんぼうのサンタさんがやってきた！」 

2017 年 1 月号 広報部責任編集  年 1 月 1 日 

Chiang Mai Japanese Association  

A.Muang, Chiang Mai 50100 
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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     ●新年明けましておめでとうございます。会員の皆様に於かれましては、平素より当会の活動をご支援賜り厚くお礼申し上げます。本年も引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。 ●当会の年次総会を２月１０日（金）１９：００～マニナラコンホテル９Ｆのボールルームで  開催します。ご出席いただけない場合は委任状をご提出ください。委任状フォームは別添して います。 ●１２月号にてご案内しましたが、１月１４日（土）には、当会主催の落語会を１６：３０～   バンコク病院４Ｆ会議室にて開催します。フランス人の落語家が日本から来ます。ご家族もご一緒にお出でください。 ●２０１７年度会費（本会員１，２００バーツ、家族会員６００バーツ）のお支払いをよろしくお願い致します。当会事務所へご持参いただくか、銀行振り込みにてお支払いください。振り  込まれた場合は振り込み票控えをＦａｘ、メールにてお送りいただくか、お電話にて事務所へ ご連絡ください。   １１１１2222 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        １２月２１日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。 ●１２月度北部日系団体連絡協議会報告 １２月１４日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われました。 総領事：チェンマイにて新国王ご即位の式典があった。 広報文化担当官：１月２７日～２９日にワールドフェアーがセントラルフェステイバルにて  行われ、総領事館が日本ブースを出す。 領事：イミグレによる外国人の居住登録制度（ＴＭ３０）の運用が厳しくなっているので注意が必要。 ●チャリテイーバザーの収益金約６万バーツの赤十字への寄付報告 ●タイ人弁護士を顧問に起用する件 ●日本人補習校の件 ●天河の活動（写真甲子園）を日本人会の活動とする件 ●来年１月開催の落語会の件 ●２０１７年度年会費の徴収の件 ●総会準備  次回の役員会：１月１８日（水）   



 
 
  ● 山口 一成 様 （Tanaka Precision (Thailand) 初の海外駐在としてチェンマイに来ました。単身赴任なので初の一人暮らしでもありますが、周りの方々に助けて頂きながら仕事はもちろん生活も充実していければと思います。規則でバイクに乗れないのは残念ですが、ここに来てゴルフを始めました。初、始づくしの私ですが、みなさん宜しくお願い致します。 ● 山内 悠平 様 約 1 ヶ月前にチェンマイに来ました。年間、チェンマイでタイ語を勉強します。宜しくお願い致します。 ● 大寺 圭一 様（Murata Electronic ● 久野 剛 様・順子 様（ ● 猿渡 啓一 様・香織里          3/8 

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    
(Thailand) Co., Ltd.） 初の海外駐在としてチェンマイに来ました。単身赴任なので初の一人暮らしでもありますが、周りの方々に助けて頂きながら仕事はもちろん生活も充実していければと思います。規則でバイクに乗れないのは残念ですが、ここに来てゴルフを始めました。初、始づくしの私ですが、みなさん宜しくお願い致します。   ヶ月前にチェンマイに来ました。日本では三菱東京 UFJ 銀行に所属しておりました。約年間、チェンマイでタイ語を勉強します。宜しくお願い致します。 Murata Electronics (Thailand),Ltd.） 様（Murata Electronics(Thailand),Ltd.）  様 （Murata Electronics(Thailand),Ltd.） 

 本 会員 名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員    0特別会員特別会員特別会員特別会員    1正規会員正規会員正規会員正規会員    232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    
銀行に所属しておりました。約 1

 

(12 月 31 日現在) 家族 会員 合計 0 0 0 1 0 1 32 46 278 222277779999    
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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     日本人会チャリティーバザー収益金の寄付日本人会チャリティーバザー収益金の寄付日本人会チャリティーバザー収益金の寄付日本人会チャリティーバザー収益金の寄付のごのごのごのご報告報告報告報告    12 月 14 日、生活支援部部とバザーの縁の下の力持ちであるお世話係メンバーにて、青木総領事と 一緒にバザーの収益金（60,150B バーツ）をチェンマイ県知事に直接手渡してまいりました。（場所は、チェンマイ県庁県知事執務室） ご協力いただきました皆様ありがとうございました。                                                                1111 月度ハラ月度ハラ月度ハラ月度ハラ会会会会のご案内のご案内のご案内のご案内       謹賀新年 待ちわびた新しい年の始まりです。本年も宜しくお願い致します。  皆様は、どのようなお正月をお過ごしになられましたか？ さて・・・本年度初の新春”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”ハラ会”のお知らせです。（腹が減っては戦も出来ず・・・） 1 月のハラ会は、皆さん良くご存知の”GreenDays”にて 開催致します。 新春にふさわしい特別メニューをご用意して頂きます。是非、皆様 ご参加下さい。  日時：  2017 年 1 月 18 日（水） 12 時より  場所：  GreenDays  www.green-days.org            4/2 Lhoikro Soi 3  T.Changklan, A Muang ChiangMai Tel: 053-449522 参加費：@200B（お一人） お飲み物 新春特別メニューです。 お楽しみに… 参加ご希望の方は、1 月 16 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。 
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運動部より運動部より運動部より運動部より     第第第第 374374374374 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     12 月 11 日（日）メージョーゴルフ場にて第 374回月例コンペを開催しました。今回は忘年ゴルフのとの振替で変則的な開催となり参加者は 6名と少なかったのですが、乾季に入り、天候にも恵まれ気持ちよくプレーができました。また今大会優勝者は 1 月開催の新年ゴルフでの取切り戦権利獲得のチャンスもあり、皆さん張り切ってプレーされました。結果見事に優勝を制したのは、スイングがとても綺麗な廣田さん。角田さんからもお褒めの言葉を頂き、ドラコンはじめニアピン、2nd ニアピンと技術賞 8つも獲得しました。2位は惜しくも優勝を逃した角田さん。3位はNP17 も獲得されました荒賀さんでした。 参加者の皆様、少人数ながらもご参加頂き誠にありがとうございました！ さて次回はいよいよ新年ゴルフです。初参加の方も大歓迎ですので多くの参加お待ちしております。  新年ゴルフコンペのご案内新年ゴルフコンペのご案内新年ゴルフコンペのご案内新年ゴルフコンペのご案内        次回は 2017 年 1 月 29日（日）、ロイヤルチェンマイにて新年ゴルフを開催いたします。2016 年度チャンピョン決定の取切り戦もあわせて行いますので、本年優勝者はもちろんのこと、お知り合いの方にもお声がけ頂き、奮って参加ください。  【連絡先】 主幹事：主幹事：主幹事：主幹事：    鶴田鶴田鶴田鶴田    圭圭圭圭        087 952 7952087 952 7952087 952 7952087 952 7952（携帯番号）（携帯番号）（携帯番号）（携帯番号）    メールアドレス：メールアドレス：メールアドレス：メールアドレス：tsuruta@elematec.comtsuruta@elematec.comtsuruta@elematec.comtsuruta@elematec.com    
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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        12121212 月度の活動月度の活動月度の活動月度の活動    「あわてんぼうのサンタさんがやってきた！「あわてんぼうのサンタさんがやってきた！「あわてんぼうのサンタさんがやってきた！「あわてんぼうのサンタさんがやってきた！」」」」     毎年恒例のクリスマス会。みんなでサンタさんの帽子を作って、クリスマスの歌を歌っていると、あわてんぼうのサンタさんがチェンマイにやってきました！びっくりして泣き出すお友達もいましたが、みんなちゃんとプレゼントをもらいました。新しいお友達の参加もあり、楽しい会になりました。  チェンマイ子供会では、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   

            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、指定口座へお振込みくださいますようお願い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。いたします。いたします。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。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。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。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今月号の折り込み内容今月号の折り込み内容今月号の折り込み内容    事務局より 「犯罪等認知状況（１２月）」 「総会出欠確認表」 チェンマイ子供会より 「チェンマイ子供会パンフレット」  BBinfo社より 「一周年キャンペーンのお知らせ」  CLLより  「お誘いパンフレット」  国書日本語学校より 「ご案内」 広報部より 「優待店制度加盟店リスト」   「チェンマイ日本人会主催 落語会のチラシ」  運動部より 「日本人会新年ゴルフ大会 案内」 日本人会年会費振込み先日本人会年会費振込み先日本人会年会費振込み先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み証を注：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 FFFFＡＸあるいはＡＸあるいはＡＸあるいはＡＸあるいはメールでご連絡メールでご連絡メールでご連絡メールでご連絡くださいくださいくださいください。。。。 

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。  


