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「12 月 10 日 忘年ゴルフ開催のお知らせ」
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チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより
「小学２年生詩 『自分の名前を使った詩を作る』」
「チェンマイ日本人補習授業の書写講師募集」
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チェンマイ子供会より
「１０月度の活動「秋の工作と歌」」

事務局からのお知らせ
事務局からのお知らせ
●今年のロイカトンパレードは、１１月４日（土）の夜に行われます。例年通り、総領事館が用
●今年のロイカトンパレードは、１１月４日（土）の夜に行われます。例年通り、総領事館が用
意する山車とともに日本人の皆さんがパレードします。パレードにご参加される方は１７：３０
にターペー門のマクドナルド前にお集まりください。法被をお貸しします。
●今年のチャリテイーバザーは１１月１２日（日）１０：００からチェンマイ大学美術部前の
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広場（例年通り）で行います。
●今年の忘年会は、１２月１５日（金）１８：３０からメイピンホテルにて行います。詳細は
本文をご参照いただき、別添の申込書にてお申し込みください。

「忘年会のご案内」
今年の忘年会を以下の通り開催します。今年もアトラクション、ラッキードローをお楽しみいた
だけます。ご家族も含め、多くの会員の皆様のご参加をお待ちしています。
1. 日時：２０１７年１２月１５日（金）
１８：００受付開始、１８：３０スタート、２０：３０終了
2. 場所：インペリアルメイピンホテル２Ｆ
3. お食事：インターナショナルブッフェ
4. アトラクション：大人は落語会、子供は風船パフォーマンスなど
5. ラッキードロー：ホテル宿泊券、レストランのお食事券などが当たります。
6. 参加費：無料。ご参加は日本人会会員に限らせていただきます。
●当日、会員の皆様には２０１８年度会費（ご本人１，２００バーツ、２０歳以上の家族会
員６００バーツ）をお支払いください。
●お申し込み：添付の申し込み書フォームにて１２月１日（金）までに日本人会事務所へメ
ールにてお申し込みください。

１０月定例役員会報告
１０月定例役員会報告

１０月１８日（水）１８：３０から日本人会事務所にて行なわれました。
【概要】
・日本人補習校と当会の合意書について打ち合わせ。
・バンコクの日本人会との連携について打ち合わせ。先方の優待店の中で当会会員も使用する
可能性のある店を選択。
・９月３０日（土）よしもとの公演ふりかえり。
・来年度の当会の休日について打ち合わせ。
次回の役員会：１１月１５日（水）
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登記部より

登録会員数のご報告

(１０月３１日現在)
本
家族 合計
会員 会員
0
0
0
1
0
1
303 45 348

●木村 博人 様
（Murata Electronics (Thailand) Co., Ltd.）
Ltd.
名誉会員
特別会員
正規会員
現在の総会員数

349
349

うちチェンマイ日本人補習授業校 80 名

生活支援部より

1１月度ハラ
月度ハラ会
ハラ会のご案内
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？11 月は、何かと…行事が続きまが体力をつけて乗り切りましょう。
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、チャンクラーン通りにあります
チャンクラーン通り
Lanna Palace 2004 Hotel
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：

2017 年 11 月 22 日（水）

場所：

Lanna Palace 2004 Hotel ロ

Tel:

0-5381-9277

一人@180B です。

ご参加下さい。

ビーフロアー

ChangKlan Rd, T.Changklan

お

ブッフェを楽しみ

12 時より

184

参加費：

で

A,Muang ChiangMai 50100

www.lannapalace2004.com

希望の方は、11 月 20 日（月）迄に 生活支援部各お世話係さん
光明（081-8822202）迄、ご連絡下さい。お待ちしています。
参加ご
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生活支援部・

もしくは、

「第 1８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。
201７年度のチャリティー・バザーは、
７年度のチャリティー・バザーは、11 月 12 日（日）にチェンマイ大学
チェンマイ大学美術館前駐車場にて開催です。
このチャリティー・バザーの売上は、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。
出店品については、HP およびフェイスブックにてお知らせしていきます。詳
およびフェイスブックにてお知らせしていきます。
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
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

10 月の日本人会練習会のご報告

10 月 15 日（日） グリーンバレー ゴルフ場にて月例コンペ開催を予定しておりましたが, プミポン前国王
の葬儀にあたり、月例コンペは中止としまして、練習会に変更とさせていただきました。
第 381 回月例コンペのご案内

次回は 11 月 19 日にグリーンバレーにて第 381 回月例コンペを開催いたします。皆様お誘いあわせの上
いあわせの
奮ってご参加頂けますようお願い申し上げます。
主幹事： 鶴田 圭（ELEMETEC)
ELEMETEC) 087-952-7952（携帯番号） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tsuruta
tsuruta@elematec.com
12 月 10 日

忘年ゴルフ開催のお知らせ

2017 年 12 月 10 日（日）グリーンバレーにて忘年ゴルフを開催いたします。2017
日（日）グリーンバレーにて忘年ゴルフを開催いたします。 年度チャンピオ
ピ ン決定の
取切り戦もあわせて行います。本年優勝者はもちろんのこと、普段月例コンペに参加されていない方も
取切り戦もあわせて行います。本年優
大歓迎です。申し込み締め切りは 12 月 1 日までですので、同僚、お知り合いの方にもお声がけ頂き奮っ
て参加ください。詳細は折込みチラシをご覧下さい。
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今月号の折り込み内容

事務局より 「忘年会申込書」 「忘年会：落語会チラシ」
「犯罪等認知状況（１０月）」
運動部 「第 381 回月例コンペのご案内」「忘年ゴルフのご案内」
広報部より 「優待店制度加盟店リスト」
CLL より 「お誘いパンフレット」
チェンマイ子供会 「子供会パンフレット」
タイニチインダルトリー様より 「お餅とあられの製造直販申込書」

銀行

日本人会年会費振込み先

： 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 FＡＸあるいは
メールでご連絡ください
メー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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