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4 月の事務所のお休み
月の事務所のお休み
12～16 日 ソンクラーン休暇
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事務局からのお知らせ
事務局からのお知らせ

●毎年恒例の日タイ親善ゴルフ大会が５月２７日（日）チェンマイハイランドＧＣで行われます。
昨年の大会から参加者を全員で７２名（基本的には日本人、タイ人半々）と参加人数を従前の
半分に減らしていますので早めのお申し込みをお願いします（申し込み順で締め切ります）。また、
協賛品、協賛金につきましても何卒宜しくご提供いただきたくお願い申し上げます。
●FAX 番号 0-53-206979 は、解約しました。
は
今後は 053-206-980 が電話・F
FAX 共通の番号と

なります。
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３月定例役員会報告
３月２１日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。
２１日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。
【概要】
●３月度北部日系団体連絡協議会報告
３月１４日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われた。
・棚田領事より：先般チェンマイ在住の邦人男性がオートバイを走行中に
・棚田領事より：先般チェンマイ在住の邦人男性がオートバイを走行中に事故に

遭い、亡く

なられたことがあり交通事故への注意喚起があった。
・当会より：日本の介護施設運営会社がチェンマイ大学医学部と組んで、
・当会より：日本の介護施設運営会社がチェンマイ大学医学部と組んで、ハンドン

方面 に

大きな介護施設を建て、日本の介護のノウハウをタイへ移転するよう動いている件を報告。
大きな介護施設を建て、日本の介護のノウハウをタイへ移転するよう動いている件を報告。
・介護研究会より、同会をクローズする
・介護研究会より、同会をクローズする旨報告があった。
CLL、定住者の会それぞれより活動報告が行われた。
、定住者の会それぞれより活動報告が行われた。
●日・タイ親善ゴルフ大会準備の件
●補習校（含レインボー）の件
●ランナージープン祭の件
今年のランナージープン祭は、チェンマイワールドフェアー（６月２２日から７月１日於国際会
今年のランナージープン祭は、チェンマイワールドフェアー（６月２２日から７月１日於国際会
議場）へ参加する形で行われる。総領事館としてブースを出して日本文化の紹介な
議場）へ参加する形で行われる。総領事館としてブースを出して日本文化の紹介な

どを行う。邦

人団体も協力してパフォーマンスを行う。
てパフォーマンスを行う。
次回の役員会：４月１８日（水）

登記部より
登録会員数のご報告
登録会員数のご報告
(3 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

正規会員

29
296

44

343

現在の総会員数

341
341

うちチェンマイ日本人補習授業校
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

＊＊＊ 4 月度のハラ会はお休みです。＊＊＊
運動部より
第 384 回月例コンペのご案内
3 月 18 日（日）第 384 回月例コンペをグリーンバレーにて開催しました。
3 月に入り大分気温も上がってきて、後半戦は厳しい日差しのでのプレ
ーとなりました。優勝は月例コンペ 3 回目の参加にして、自己ベストも
更新された村さん。46-46= 92、ネット 65 と素晴らしい成績で優勝されま
した。2 位はいつも安定した実力で 43-41=84 ネット 74 で西田さん。
惜しくも H/D 差でベスグロは逃しました。3 位は入賞常連の角田さん。
先月に引き続き 3 位でベスグロも獲得しました。
4 月、5 月は月例コンペはお休みさせて頂きます。
次回は 2018 年 6 月 1７日に開催いたします。（場所未定）
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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チェンマイ子ども会より
３月度の活動 「卒業お
卒業おめでとう！」
３月の活動は、成長の記録の作成と、今月
今月で卒業するお友
達の卒業式でした。食紅を使って手型
型・ 足型をとり、身長や
体重 を 記録 しました。卒業するお 友達 には、卒業 証書 と写

真アルバムが授与されました。また、活動
活動後には卒業記念
ランチ会も開催しました。
今年度の活動は これでおしまいです。
。いろ い ろな方々 の ご
理解やサポートを頂きながら、2017 年度も
年度 1 年間元気に楽

しく活動することができました。ありがと
とうございました。
4 月の活動はお休みで、新年度は 5 月から活動します。
チェンマイ子供会では、随時メンバーを募集しています。
随時メンバーを募集しています。
見学も可能ですので、まずはお問い合わせください。
お問い合わせください。
facebook.com/cmkodomokai
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今月号の折り込み内容
事務局より 「犯罪等認知状況（３月）」
文化部より 「天河高校生写真コンテストチラシ」
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より 「日本のTV（BBinfo）設置店のご案内」

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 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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