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事務局からのお知らせ
事務局からのお知らせ

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様には、いつも日本人会の活動をご支援いただきまして厚くお礼申し上げます。本年もどうぞ
よろしくお願いいたします。
●昨年１２月１５日（金）にメイピンホテルにて開催されました忘年会には、お子様も含めて１５０名を超え
る皆様にご参加いただき、楽しく盛り上がった会になりました。ご参加いただきました皆様に厚く感謝申し
上げます。
●２０１５年度総会は２月９日（金）１９：００～マニナラコ
ン・ホテルにて開催されます。日本人会の役員の任期
は２年となっています。今年は改選期となっており、総
会にて役員選挙が行われます。
「２０１７年度チェンマイ日本人会総会出席確認票」を本
号に添付していますので必要事項をご記入の上、事務
局へご返信願いたく、何卒よろしくお願い申し上げま
す。
●２月４日（日）１８：００―１９：００フランス人落語家に
よる落語会がマニナラコン・ホテルにて開催され ます。
詳しくは本文をご参照ください。
●２０１８年度会費（本会員１，２０
●２０１８年度会費（本会員１，２００バーツ、家族会員６
００バーツ）のお支払いをよろしくお願い致します。当会
事務所へお持ちいただくか、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。

「フランス人落語家による落語会のお知らせ」
昨年１月にご好評いただいたフランス人落語家のシリルさんに再度お出でいただきます。
是非お出でください。
日時：

２０１８年２月４日（日）
開場１７：３０開演１８：００―１９：００

場所：

マニナラコンホテル９Ｆ会議室
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入場料： 無料
申し込み：事前の申し込み不要です。日本人会会員に限らずどなたでもご来場ください。
お問い合わせ：日本人会 TEL053-206-980 （事務局西田携帯：081-927-5169）
在チェンマイ日本国総領事館より

川田総領事よ
川田総領事より新年の
新年のご挨拶
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
また、新年に際し皆様のご健康、ご繁栄を祈念致します。
昨年は日タイ修好１３０周年の年にあたり，要人外交及び各種交流行事も行われ，更なる有効関係の
深化に向けて新たな旅出ちとなりました。北部９県を所轄する当館としましても緊密な日タイ両国関係の

こ

下で，皆様が当地で安心して過ごす とが出

来ますよう総領事館の役割をしっかりと果たせるよう努めて

いきます。

続き，１３１年目を進んで行く中で、両国間、両国民間の関係の更なる発展の
ため、日本人会及び北部日系連絡協議会及び北部タイ日系企業連絡協議会、そして北部タイ在住の全
ての日本人の皆様と緊密に力を合わせていきたいと考えております。
日タイ修好１３０周年に

最後に、2018 年の皆様のご健康と一層のご活躍を祈念申し上げます。
１２月定例役員会報告
１２月定例役員会報告
１２月２０日（

【概要】

水）１８：３０～日本人会事務所にて行いました。

●バザーの寄付金７３，７４５バーツタイ国

赤十字への寄付報告

●忘年会報告

ゴ
●健歩大会報告
●来年度役員交代打ち合わせ。
●来年度活動予定打ち合わせ。
●総会準備打ち合わせ。
次回の役員会：１月１７日（水）
●忘年 ルフ会報告

以上
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登記部より
登録会員数のご報告

(１２月３１日現在)
本

家族

会員

会員

合

計

名誉会員

0

0

0

特別会員

1

0

1

95

47

3 2

正規会員

2

現在の総会員数
うちチェンマイ日本人
チェンマイ日本人

補習授業校

4

343
80 名

生活支援部より
１月度ハラ会のご案内

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”
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
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。
謹

日

時：

場所：
参加費：

4 日（水） 12 時より
GreenDays www.green-days.org
www.green
4/2 Lhoikro Soi 3 T.Changklan, A Muang ChiangMai Tel: 053-4495
449522
@200B（お一人） お飲み物付 新春特別メニューです。 お楽しみに…
2018 年 1 月 2

希望 の 方 は、1 月 22 日（月） 迄 に
ご連絡下さい。お待ちしています。
参加ご

生活支援部 各お
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世 話係さん 光明 （081
（
-8822202） 迄 、

「第 1８回チェンマイ日本人会主催チャリティー・バザー
８回チェンマイ日本人会主催チャリティー・バザー売上金寄付
チャリティー・バザー売上金寄付の報告」
売上金寄付の報告」

4
赤十字チェンマイ県支部の寄付受領
会において、日タイ親善ゴルフのチャリティー募金と合わせて、合計 73,745 バーツ寄付されましたのでここ
にご報告いたします。改めて、皆様のご
皆様のご協力に感謝
に
御礼申し上げます。
第 18 回チャリティバザーの寄付金は、12
回チャリティバザーの寄付金は、 月 1 日に行われたタイ国

運動部より
第 382 回月例コンペのご案内

次回は 2018 年 1 月 21 日（日）
（日）に
にロイヤルチェンマイ月例コンペを開催いたします。皆様奮ってご参加く
ださい。

幹事： 鶴田 圭（ELEMETEC) 087-952-7952（携帯番号）
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tsuruta@elematec.com
主
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「レインボークラブ

クリスマスの工作」
クリスマスの工作」

＊個人情報保護のため Website には掲載いたしておりません。
カロニでクリスマスツリーを作りました。折り紙のトナカイがむずかしかったけど、みんな
作りました。
マ

がん

ばって

チェンマイ子ども会より
12 月度の活動「クリスマス会
月度の活動「クリスマス会」
「クリスマス会」

7 年最後の活動は、クリスマス会でした。絵本の読み聞かせは「コロちゃんのクリスマス」「アンパン
マンのサンタクロース」の 2 冊。 ちぎった紙や飾りを紙皿に貼り 付けて作ったクリスマスリースの工作
では、それぞれに独創的なアイディアをプラスして素敵な リースが出来ました。
クリスマスの歌を歌い、お誕生日のお友達のお祝いをしていると・・・なんとサンタさんが子供会のみんな
201

プレゼントを持ってきて くれました！
チェンマイ子供会では、随時メンバーを募集しています。見学も 可能ですので、まずは
ください。facebook.com/cmkodomokai

に
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お

問い合わせ

今月号の

折り込み内容

事務局より

「2017

年度総会出席確認表」 「落語会チラシ」

犯罪等認知状況（１２月）」
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」
「

日本人会年会費振込み先

銀行

：

BANGKOK BANK
CHIANG MAI SRIDONGCHAI BRANCH

店 ：
口座番号： ７１８－０－０４８２８－７
口座名 ： CHIANG MAI JAPANESE ASSOCIATION

支

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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