
 
 
        2222 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        2 月のお休みはありません。  目次目次目次目次 ☆ 事務局からのお知らせ☆ 1 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 「2☆ 運動部より 「第 383☆ 文化部より 「高校生写真コンテスト参加チーム☆ チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより「中学 2 年生、3 年生「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☆ 広報部より 「誤記の訂正ならびにお詫び」  ●２０１７年度総会が、２月９日（金）１９：００～マニナラコン・ホテルにて開催されます。２０１７年度活動報告、２０１７年度収支報告、役員選挙、２０１８年度活動計画、２０１８年度予算の審議が行われます。 ●１月号にてもお願いしましたが、２０１０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。    
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事務局からのお知らせ 「登録会員数報告」 2 月度ハラ会のご案内」 3 回月例コンペのお知らせ」 高校生写真コンテスト参加チーム Popular Vote 開催中」 チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより  自画像の版画」 「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。 チェンマイ子供会より 「1 月度の活動 遠足」 「誤記の訂正ならびにお詫び」 事務局か事務局か事務局か事務局からのお知らせらのお知らせらのお知らせらのお知らせ ●２０１７年度総会が、２月９日（金）１９：００～マニナラコン・ホテルにて開催されます。２０１７年度活動報告、２０１７年度収支報告、役員選挙、２０１８年度活動計画、２０１８年 ●１月号にてもお願いしましたが、２０１８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。 
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●２０１７年度総会が、２月９日（金）１９：００～マニナラコン・ホテルにて開催されます。２０１７年度活動報告、２０１７年度収支報告、役員選挙、２０１８年度活動計画、２０１８年年度会費（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
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 １月１７日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。【概要】 ●総会準備・打ち合わせ ●当会銀行口座よりの引き出しサイン者変更手続きの件   ●２月４日 フランス人落語家による講演の件  次回の役員会：２月２１日（水）  
  ● 香川絵里 様（タイ国東京海上（株）） 広島出身の香川絵里と申します。んで約４年になります。タイ人の夫と子供２人の４人家族です、今後とも仕事や行事、子供会等を通してお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。  ● 木檜 隆志 様 （KEIHIN (THAILAND) CO., LTD.１２月に赴任しました小檜（コグレ）と申します。出張でのチェンマイ滞在経験はありますが、生活は始めてとなります。皆様、どうぞよろしくお願い致します。 ● 深田アモーンラットシーセット     
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１１１１月定例月定例月定例月定例役員会報告役員会報告役員会報告役員会報告    １月１７日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。  ●当会銀行口座よりの引き出しサイン者変更手続きの件 フランス人落語家による講演の件 次回の役員会：２月２１日（水） 
    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    様（タイ国東京海上火災保険広島出身の香川絵里と申します。チェンマイに住んで約４年になります。タイ人の夫と子供２人の４人家族です、今後とも仕事や行事、子供会等を通してお世話になります。どうぞよろしくお願いいたKEIHIN (THAILAND) CO., LTD.）  １２月に赴任しました小檜（コグレ）と申します。出張でのチェンマイ滞在経験はありますが、生活は始めてとなります。皆様、どうぞよろしくお願い致します。 シーセット 様（深田和孝様のご家族として） 

 本 会員 名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員    特別会員特別会員特別会員特別会員    正規会員正規会員正規会員正規会員    297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

  

１２月に赴任しました小檜（コグレ）と申します。出張でのチェンマイ滞在経験はありますが、生活は始め

(1 月 31 日現在)  家族 会員 合計 0 0 0 1 0 1 297 46 343 343434344444    チェンマイ日本人補習授業校 80 名 
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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     ２２２２月度ハラ会のご案内月度ハラ会のご案内月度ハラ会のご案内月度ハラ会のご案内        朝晩と温度差の激しい時期です。体調など崩されている方も多い事と思われます… 2 月は、何かと行事が続きますので…体力をキープし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・・・）2 月のハラ会は、二マーンへミン通りあります ビストロ蔵にて豪華なランチセットを楽しみます。是非、皆様 ご参加下さい。   日時： 2018 年 2 月 28 日（水） 12 時より 場所： ビストロ 蔵         33 Soi 9 NimmanHermin Rd., T.Suthep, A,Muang ChiangMai  Tel: 0-5321-3088 参加費： お一人@250Bです。   参加ご希望の方は、2 月 26 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） 迄、ご連絡下さい。お待ちしています。       運動部より運動部より運動部より運動部より     第第第第 382382382382 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        1 月 21 日（日）第 382 回月例コンペをロイヤルチェンマイにて開催しました。2018 年最初のコンペとなりますが、気温 13 度と肌寒い中でのスタートでしたが、9 名の参加者にお集まり頂き、今年の月例コンペがスタートいたしました。今回は参加者も少なめとのことで、早速年末の取り切り戦権利を奪取すべく熱い戦いが繰り広げられました。優勝はロイヤルチェンマイとは相性が良い中さん、本命のライバルが崩れ、41-41=82、NET73 と 2018 年好調なスタートを切りました。2 位は 2018 年ハンデ改正により 31 と多く頂いているうちにと、実は密かに優勝を狙っていた幹事の鶴田。3位は前半は 57 と苦戦したもの、後半は調子を取り戻し、57-49=106 NET80 と西野さんが獲得しました。 次回は 2018 年 2 月 18 日にグレーンバレーにて開催いたします。 主幹事： 鶴田 圭（ELEMETEC) 087-952-7952（携帯番号） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tsuruta@elematec.com 
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        チェンマイ日本人補習授業の書写講師募集チェンマイ日本人補習授業の書写講師募集チェンマイ日本人補習授業の書写講師募集チェンマイ日本人補習授業の書写講師募集   現在教えてくださっている先生が退職されるため、新しい先生を募集しています。 【条件】 ・補習校生徒児童小学 1 年生から中学 3 年生への 書道もしくは書写教授 ・年間およそ 12 回(各回とも土曜）の 9 時から 2 時 45 分の間の時間において 2 コマもしくは 3 コマ     (1 コマ 50分授業）授業(学期は日本と同じ 3 学期制です） ・謝金支払います(交通費含む）   ・日本において書道を学ばれた方 ・年齢、男女は問いません   ・講師として子供を指導するのにふさわしい方 上記を満たす方は、下記まで 書道指導に関する経歴とともにメールをお願いします。 (メールのみ受け付けます）追って面接のご連絡をします。 toeko06@ yahoo.co.jp   担当 小川    ＊なお、決まり次第、募集を終了させていただきます。 



 
 

    下記のとおり、本紙面にて訂正させていただくとともに、謹んでお詫び申し上げます。 ２０１７年１２月号 「運動部より」２０１８年 １月号 「在チェンマイ総領事館より」             
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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        1111 月度の活動月度の活動月度の活動月度の活動    「遠足「遠足「遠足「遠足    1 月の子供会は遠足でした。Hidden Villageや恐竜に驚き、動物とふれ合い、アスレチックやトランポリンで遊んだあとは、木陰に集まって「おおきなかぶ」の絵本を読み、お誕生日つきの子たちのお祝いをしました。2 月は通常の活動の予定です。チェンマイ子供会では、時メンバーを募集しています。見学も可能ですので、まずはお問い合わせください。 facebook.com/cmkodomokai   広報部より 「「「「誤記誤記誤記誤記の訂正ならびにお詫びの訂正ならびにお詫びの訂正ならびにお詫びの訂正ならびにお詫び」」」」    下記のとおり、本紙面にて訂正させていただくとともに、謹んでお詫び申し上げます。「運動部より」 【誤】切り取り戦  【正】取り切り戦 「在チェンマイ総領事館より」 【誤】有効関係  【正】友好関係 

  
「遠足「遠足「遠足「遠足」」」」    Hidden Village で、大きな昆虫や恐竜に驚き、動物とふれ合い、アスレチックやトランポリンで遊んだあとは、木陰に集まって「おおきなかぶ」の絵本を読み、お誕生日つきの子たちのお祝いをしました。 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

下記のとおり、本紙面にて訂正させていただくとともに、謹んでお詫び申し上げます。 
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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」      「犯罪等認知状況（１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」 BB Info様より 「チェンマイ支店会員様400名突破記念」 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。 


