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                     11112222 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15 日（火）プミポン前国王11 日（月）憲法記念日振29 日（金）年末休暇   目次 ☆ 事務局からのお知らせ 「ロイカトーンパレードの☆ 1１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 ＊1２月度ハラ「第 1８回チェンマイ日本人会主催の報告」 ☆ 運動部より 「第 381 回月例コンペのご案内」「第 382 回月例コンペのお知らせ」☆ 広報部より 「2017 年天☆ 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」＊個人情報保護のため☆ チェンマイ子供会より                  
 ●今年のロイカトーンパレードは１１月４日（土●１１月号にてもご案内の通り、今年の忘年会はにて行われます。参加申し込み締め切りは１２月８日（金）とします。参加申込書は添付の通りです。
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Tel : 053-206-980（事務所オープン時間内）
Homepage : 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        国王誕生日 振替  の報告」  「登録会員数報告」 月度ハラ会はありません。 ８回チェンマイ日本人会主催 チャリティー・バザー回月例コンペのご案内」 のお知らせ」 天河チェンマイ高校生写真コンテスト報告会についてチェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより 『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」 ＊個人情報保護のため Website には掲載いたしておりません。      「１１月度の活動 補習校合同運動会」 
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詳しくは、本文をご覧ください。 インペリアルメイピンホテル参加申し込み締め切りは１２月８日（金）とします。参加申込書は添付の通りです。 
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   １１月４日（土）に行われましたロイカトーンパレードには今年も総領事館が用意した日本の山車が参加しました。やぐらの上で和太鼓の音が響き渡り、ＣＬＬの皆さんや人の学生さんも多く参加し、踊りながらの「日本文化」を楽しんでもらえたと思います。パレードに参加上げます。 

             １１月１５日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行いました。【概要】 ●１１月度北部日系団体連絡協議会報告・総領事：ラーマ９世のご葬儀が終わあり、沈黙していた不穏分子がうごめく可能性もある。必要。 ・領事：１月１９日（金）総領事館主催の新年会が開催される。・ＣＬＬ：香川大学医学部によるをセカンドオピニオンとして得ることが出来るのでご利・チェンライ日本人会：担ぎ手が高齢化し、所有しているお神輿を役に立てあればチェンマイの日系団体に譲ってもよい。●補習校の件：来年１月から補習校の会計報告を行う。従来有している資金名義の口座へ移す。 ●忘年会打ち合わせ。 ●来年度の活動について。  次回の役員会：１２月２０日（水）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    「ロイカトーンパレード「ロイカトーンパレード「ロイカトーンパレード「ロイカトーンパレードのののの報告」報告」報告」報告」    １１月４日（土）に行われましたロイカトーンパレードには今年も総領事館が用意した日本のした。やぐらの上で和太鼓の音が響き渡り、ＣＬＬの皆さんや踊りながらの華やかなパレードとなりました。沿道楽しんでもらえたと思います。パレードに参加いただいた皆様に厚くお礼申し

１１１１１１１１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    日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行いました。 ●１１月度北部日系団体連絡協議会報告 ラーマ９世のご葬儀が終わり、喪が明けた。来年 11 月には選挙が行われるあり、沈黙していた不穏分子がうごめく可能性もある。気を引き締めて警戒を怠らないことが１月１９日（金）総領事館主催の新年会が開催される。 ・ＣＬＬ：香川大学医学部によるスカイプを使った健康相談が行われている。をセカンドオピニオンとして得ることが出来るのでご利用されたい。 ・チェンライ日本人会：担ぎ手が高齢化し、所有しているお神輿を役に立てずにいる。希望があればチェンマイの日系団体に譲ってもよい。 ：来年１月から補習校の会計報告を行う。従来有している資金を日本人会・補習校
日（水） 

１１月４日（土）に行われましたロイカトーンパレードには今年も総領事館が用意した日本の  した。やぐらの上で和太鼓の音が響き渡り、ＣＬＬの皆さんや日本語を学ぶタイ沿道に溢れる観客にだいた皆様に厚くお礼申し  

が行われることも   気を引き締めて警戒を怠らないことが  スカイプを使った健康相談が行われている。日本の医師の見解ずにいる。希望が   を日本人会・補習校



 

  
 

     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      ●近藤 薫 様（JICA青年海外協力隊） 10/20 より生活中の青年海外協力隊員です。チェンマイスポーツスクールにて野球の指導、およびタイ国内での野球の普及に 2 年間取り組みます。生徒たちは、野球が大好きです。そんな彼らの夢実現に取り組みます。       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     「第「第「第「第 1111８回８回８回８回チェンマイ日本人会主催チェンマイ日本人会主催チェンマイ日本人会主催チェンマイ日本人会主催    チャリティー・バザーのチャリティー・バザーのチャリティー・バザーのチャリティー・バザーの報告報告報告報告」」」」   第 18 回チャリティバザーは、皆様のお陰で恙無く無事終了いたしました。 改めて、感謝御礼申し上げます。    本年のチャリティーバザーは、塵も積もれば…なんのそのもの ずばり！ 66,090B でした。 本帰国で帰られる時に提供して頂いた家財道具・家電製品、家中をひっくり返して 持ち寄って下さった子供の玩具・ご主人のゴルフ道具、工場・農園から直接、提供頂いた品物などご協力ありがとうございました。販売の方も途切れる事なく、また暑い中ちびっ子達もあられ販売をお手伝いを熱心に良く頑張りました！当日、お手伝いして頂いた方達、品物の回収運送にご協力頂いた業者さま、 買い物に来て頂いた皆様、チャリティー・バザーの会場を無償で貸して頂いた方、 色々な方達が、自分達の出来る範囲で協力して頂き 本当に感謝の気持ちで一杯です。 御礼申し上げます。    この収益金は、12 月 14 日（木）行われますタイ赤十字の寄付会にて、日タイ親善ゴルフのチャリティー基金 7655B と併せ（合計 73745B）寄付させて頂きます。 タイの人達への一助となれば…と、思っております。  

 

(１１月３１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    30４ 44 348 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        うちチェンマイ日本人補習授業校 80 名 



 

    

 次回は 2018 年 1 月 21 日に月例コンペを開催いたします 主幹事： 鶴田 圭（ELEMETEC)  

  

  運動部より運動部より運動部より運動部より    第第第第 381381381381 回月例コンペの回月例コンペの回月例コンペの回月例コンペの報告報告報告報告        10 月 19 日（日）第 381 回月例コンペをサミットグリーバレーにて開催しました。今回は総勢 16名と多くの方に参加頂き、また 3 年ぶりに復帰されました加頂きました。今回のコンペは本年最後の月例コンペとなり、また 12 月 10 日に開催します忘年ゴルフ切り取り戦参加権利の最後のチャンスとの事もあり、烈な優勝争いが繰り広げられました。最後まで優勝の行方が分からない中、最終組みであがってきました今井さんがグロス 109、ネット 73見事に優勝を勝ち取りました。2位はいつも安定したプレーで、スコアも上り調子の山本（奨）さん。3位は飛ばし屋 山本（末）さん。アウトに 2位の山本（奨）さんと同じスコアで惜しくも位となりました。     第第第第 383838382222 回月例コンペのご案内回月例コンペのご案内回月例コンペのご案内回月例コンペのご案内        日に月例コンペを開催いたします。（開催場所未定）  087-952-7952（携帯番号） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tsuruta@elematec.com

回月例コンペをサミットグリーバレ名と多くの方に参加年ぶりに復帰されました LSの木村様にも参加頂きました。今回のコンペは本年最後の月例コンペと日に開催します忘年ゴルフ切り取り戦参加権利の最後のチャンスとの事もあり、各ホールで熾烈な優勝争いが繰り広げられました。最後まで優勝の行方が分からない中、最終組みであがってきました今井さ見事に優勝を勝ち取りました。位はいつも安定したプレーで、スコアも上り調子の山本山本（末）さん。アウト/イン共位の山本（奨）さんと同じスコアで惜しくも H/C差で 3
tsuruta@elematec.com 







 
 
 本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。                            

今月号の折り込み内容 事務局より  「忘年会申込書」   「犯罪等認知状況（１１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」 
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。。。。 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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本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。    今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。    
「忘年会申込書」  「忘年会：落語会チラシ」 「犯罪等認知状況（１１月）」  「優待店制度加盟店リスト」 「お誘いパンフレット」  「子供会パンフレット」 

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    BANGKOK BANK MAI SRIDONGCHAI BRANCH ７１８－０－０４８２８－７ 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会員データ変更連絡 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 

  
今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。    

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


