
 
 
        5555 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        29 日(火) ヴィサーカーブーチャ（ 目次目次目次目次 ☆ 事務局からのお知らせ☆ ４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 「５月度のハラ会   ☆ 運動部より「月例コンペのご報告」☆ 文化部より 「高校生写真コンテスト参加チーム予選終了」   ☆ 「文化部/生活支援部 ☆ 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 3 年生 小学 6 年「チェンマイ日本人補習授業の補助＊個人情報保護のため☆ チェンマイ子供会より   
●先月もご案内の通り、日・タイ親善ゴルフ大会が５月２７昨年来、全員で７２名（基本的には日本人、タイ人半々）の参加人数としています。日本人の枠が未だ残っていますので、是非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  
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ヴィサーカーブーチャ（仏誕節） 
事務局からのお知らせ 「登録会員数報告」 月度のハラ会のご案内」 「月例コンペのご報告」「第 26 回タイ親善ゴルフ大会」 「高校生写真コンテスト参加チーム予選終了」  合同主催 ライチ狩りツアーのご案内」 チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより 年生 答辞」 本人補習授業の補助講師募集」 ＊個人情報保護のため Website には掲載いたしておりません。  ＊４月度の活動はお休みでした。  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     ●先月もご案内の通り、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。昨年来、全員で７２名（基本的には日本人、タイ人半々）の参加人数としています。日本人の枠が未だ残っていますので、是非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。 
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日（日）チェンマイハイランドＧＣで行われます。昨年来、全員で７２名（基本的には日本人、タイ人半々）の参加人数としています。日本人の枠が未だ残っていますので、是非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
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「「「「ダムホアダムホアダムホアダムホア」」」」        毎年恒例のダムホアの会が、４月２２日元留学生協会事務所で行われました。 北部タイでは、ソンクランにダムホアと言う風習があります。 年上者（親や上司など）に対して旧年中の無礼を詫びるとともに、有り難い祝福をいただくものです。 直訳では、「頭に水をかける」だが、お互いに赦しを乞うと言う意味合いになっています。 事務局 西田   4444 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     ４月１８日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。 【概要】 ●日・タイ親善ゴルフ大会打ち合わせ    ●補習校（含レインボー）の件    ●ライチ狩りの件：６月１０日（日）に実施       次回の役員会：５月１６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     ●阪口 善紀 様 （Murata Electronics (Thailand) Ltd.）  ●田村 昌望 様 （Murata Electronics (Thailand) Ltd.）  ●田仲 章信 様 （Murata Electronics (Thailand) Ltd.） 
(4 月 20 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    296 44 340 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    343434341111    うちチェンマイ日本人補習授業校 80 名 



 
 
 ●藤井 修一 様 （Murata Electronics (Thailand) Ltd. ●笹原 大樹 様 （Tanaka Precision (Thailand) Co., Ltd.初めての海外駐在で単身赴任となりました。言葉、生活習慣、食べ物など心配ではありますが、チェンマイでの生活を楽しんでいきたいと思います。皆様、よろしくお願い致します    
雨の降る日も多くなりました。朝晩と温度差の激しい時期です思われます。健康管理には、充分お気をつけてお過ごし下さい。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…）５月のハラ会は、チャーンクラン通りありますフェを楽しみます。是非、皆様 日時： 2018年 5月 16 日（水） 場所： Empress Hotel ChiangMai     199/42 Chanklang Rd., T.ChanklangA,Muang ChiangMai参加費： お一人@250Bです。 参加ご希望の方は、5 月 14 日（月）迄に（081-8822202）迄、ご連絡下さい。お待ちしています。
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Murata Electronics (Thailand) Ltd.） Tanaka Precision (Thailand) Co., Ltd.） 任となりました。言葉、生活習慣、食べ物など心配ではありますが、チェンマイでの生活を楽しんでいきたいと思います。皆様、よろしくお願い致します。 
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    5555 月度月度月度月度ハラ会のご案内ハラ会のご案内ハラ会のご案内ハラ会のご案内    朝晩と温度差の激しい時期ですので…体調等崩されている方も多い事と。健康管理には、充分お気をつけてお過ごし下さい。 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。（腹が減っては戦ものハラ会は、チャーンクラン通りあります 老舗ホテル Empress Hotelご参加下さい。  12時より Empress Hotel ChiangMai   199/42 Chanklang Rd., T.ChanklangA,Muang ChiangMai   Tel: 0-5325-3199 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）迄、ご連絡下さい。お待ちしています。 

            

  

任となりました。言葉、生活習慣、食べ物など心配ではありますが、チェンマ

崩されている方も多い事と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Hotel にて、 ランチ・ブッ
3199 

もしくは、生活支援部・光明



 
 
 4 月はソンクラーンのため月例コンペはお休みさせていただいております。のため月例コンペはお休みとなります。次回月例コンペはて予定しております。詳細につきましては来月の火焔樹にてご案内いたします。 5月 27日（日）チェンマイハイランドゴルフ場にて日タイ親善ゴルフ大がございますので、ご参加を検討されている方はお早めに申し込みお願い致します。詳細は折込みのチラシをご覧ください。また既にご協力いただいております企業様も多数ございますが、協賛品・協賛金も随時受付けを行っておりますのでご協力宜しくお願い致します。日時：5月 27日（日） 場所：チェンマイハイランド受付：6：00～6：40 参加費：THB2,000（カート代込み） 参加申し込み場所： ①チェンマイ日本人会事務所②ELECTRO CERAMICS        「「「「高校生写真コンテスト高校生写真コンテスト高校生写真コンテスト高校生写真コンテスト    2018 年度天河チェンマイ高校生写真コンテストのエントリー受付が 4 月 30 日を持って終了いたしました。全国から 143 チームの応募があり、第一次審査を実施しました。詳細については、タイ語での案内のみになりますが、詳しくは Facebook@TenkawaPhotoContest」 ホームページ本戦は例年通りチェンマイにてします。 
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運動部より運動部より運動部より運動部より    月例コンペ月例コンペ月例コンペ月例コンペのご案内のご案内のご案内のご案内        月はソンクラーンのため月例コンペはお休みさせていただいております。5 月も日タイ親善ゴルフ開催のため月例コンペはお休みとなります。次回月例コンペは 6 月 17日（日）に『サミットて予定しております。詳細につきましては来月の火焔樹にてご案内いたします。 第第第第 26262626 回回回回タイ親善ゴルフタイ親善ゴルフタイ親善ゴルフタイ親善ゴルフ大会大会大会大会        日（日）チェンマイハイランドゴルフ場にて日タイ親善ゴルフ大会を開催いたします。参加枠に限りがございますので、ご参加を検討されている方はお早めに申し込みお願い致します。詳細は折込みのまた既にご協力いただいております企業様も多数ございますが、協賛品・協賛金も随時受付けを行っておりますのでご協力宜しくお願い致します。  7：00ショットガンスタート 場所：チェンマイハイランド （カート代込み） ①チェンマイ日本人会事務所 営業時間：平日 13：00～16：00 まで  担当者：清水CERAMICS (THAILAND) CO.LTD.   担当者：青山、Ms.Alisara Taemeesak文化文化文化文化部より部より部より部より        高校生写真コンテスト高校生写真コンテスト高校生写真コンテスト高校生写真コンテスト参加チーム参加チーム参加チーム参加チーム予選終了予選終了予選終了予選終了」」」」    年度天河チェンマイ高校生写真コンテストのエ日を持って終了いたしました。チームの応募があり、第一次審査を実タイ語での案内のみに Facebook ページ 「Tenkawa ホームページ www.tenkawacontest.com をご覧ください。例年通りチェンマイにて 6 月 16 日・17日の 2 日間にて実施の予定です。詳細は別途ご案内いた

  
月も日タイ親善ゴルフ開催日（日）に『サミット グリーンバレー』に

会を開催いたします。参加枠に限りがございますので、ご参加を検討されている方はお早めに申し込みお願い致します。詳細は折込みの また既にご協力いただいております企業様も多数ございますが、協賛品・協賛金
担当者：清水 Ms.Alisara Taemeesak 

をご覧ください。 詳細は別途ご案内いた
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北海道東川町・各団体・企業様からのご支援を賜りながら、タイ社会との親睦友好促進ならびに青少年の育成事業として活動を継続していきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。     「文化部「文化部「文化部「文化部////生活支援部生活支援部生活支援部生活支援部    合同主催合同主催合同主催合同主催    ライライライライチ狩りチ狩りチ狩りチ狩りツアーツアーツアーツアーのご案内」のご案内」のご案内」のご案内」     ライチー狩りに行ってみませんか？ 以前大好評でしたライチ―狩りを今年は復活させます！ 今年は気候にも恵まれ、芳醇で、甘～いライチが出来上がっているということです。  ライチ（タイ語ではリンチ―）は、茘枝（レイシ）とも呼ばれ、中国南部が原産地ですが、その昔は、離枝と呼ばれ、実が枝から離れると鮮度が落ちることが既に知られていたようです。農家の人達が枝ごと切り落としたライチを綺麗に束ねて売っているのは、こんな理由もあったんですね。 ライチには“血造ビタミン”とも呼ばれる葉酸が多く含まれており、貧血予防効果が期待できます。また、約 500 種類のの酵素の働きを助けるナイアシンの含有量も高く、イライラや疲労回復、二日酔いにも効果があるようです。更に、カリウムも多く含まれていて、むくみにもいというから、すごいですよね。 最近は、沖縄や鹿児島、宮崎などでも栽培されるようになったライチですが、普段、日本では、あまり目にすることはありません。チェンマイからチェンラーイ方面（R118)へ車を走らせれば、鈴なりの実をつけたライチの木々が目に飛び込んできます、6 月は、ライチ―狩りに ご一緒しませんか？    日時 ：2018年 6 月 10 日（日）9時出発      日本人会・事務所のあるシリィードンチャイ通り（バンコク銀行前）にてバスが待機します。      午後 3時 30分頃には、集合場所に戻って来る予定です。      （マニナラコーンホテルの駐車場が利用できますが、数に限りがございます。） 参加費：ランチ付/ ライチ―のお土産あり      日本人会会員：大人@400B/中学生@200B/小学生@100B （未就学生の子様は無料）  日本員会非会員：大人@600B/中学生＠200B/小学生＠100B    大型バスで遠足気分！ おとなも子供も きっと！大満足間違いなし！途中、ドイサケットの温泉にて   ”温泉卵”にも トライしてみましょう・・・ （ラフ族の市場で、この時期のみの限定”ツチクリ”との出会いも期待出来ます。）   *各自のお飲物・温泉卵等は、個人負担となりますのでご了承下さい。  添付の申込書にご記入の上、6 月 8日（金）までに、チェンマイ日本人会までご返送ください。  *定員になり次第締め切りさせて頂きます。お早めにお申し込みください。   お問い合わせ・申し込みは チェンマイ日本人会  info@cmjpa.org 0-5320-6980                                          生活支援部 光明和子 08-1882-2202 
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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（４月）」  文化部より 「ライチ狩りツアーのお知らせ」 運動部より 「第 26 回日タイ親善ゴルフ大会案内」「エントリーフォーム」「協賛依頼書」 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」 
日日日日本人会年会費振込み先本人会年会費振込み先本人会年会費振込み先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。 


