
   
           6666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        6666月のお休みはありません。月のお休みはありません。月のお休みはありません。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☆ ５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 「６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☆ 「文化部/生活支援部 ☆ 広報部より 「「ランナーエキスポ☆ 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5年生 作文 5年生でがんばる事」「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   ●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で行われました。当日は天恵まれスムーズなプレーの進行となり、成功裏に終えることが出来ました。ご参加いただいた皆様、運営をお手伝いいただいた皆様、更には、協賛品、協賛金のご提供いただきました企業の皆様に厚くお礼申し上げます。 ●先月号でもご案内いたしました通り、６月１０日（日）にライチ狩りツアーが文化部、生活支援部合同で企画されています。未だ定員に達して
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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決勝戦」  合同主催 ライチ狩りツアーのご案内」 「ランナーエキスポ2018について」 補習授業校・レインボークラブより 年生でがんばる事」 「チェンマイ日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。    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    ５月２７日（日）チェンマイハイランドＧＣで行われました。当日は天恵まれスムーズなプレーの進行となり、成功裏に終えることが出来ました。ご参加いただいた皆様、運営をお手伝いいただいた皆様、更には、協賛品、協賛金のご提供いただきました企業の皆様に厚くお礼案内いたしました通り、６月１０日（日）にライチ狩りツアーが文化部、生活支援部合同で企画されています。未だ定員に達しておりませんので、ご希望の方は是非お申し込みください。

第406号 201広報部責任編集発行：2018Chiang Mai Japanese Association  ～金曜日 １３時～１６時 >> Address :   99/32 Sridonchai Rd, T.Changklang, A.Muang, Chiang Mai 50100 （事務所オープン時間内） Email :  info@cmjpa.org FB Page : @chiangmaijapanese 

５月２７日（日）チェンマイハイランドＧＣで行われました。当日は天候にも 恵まれスムーズなプレーの進行となり、成功裏に終えることが出来ました。ご参加いただいた皆様、運営をお手伝いいただいた皆様、更には、協賛品、協賛金のご提供いただきました企業の皆様に厚くお礼 案内いたしました通り、６月１０日（日）にライチ狩りツアーが文化部、生活支援部合同でご希望の方は是非お申し込みください。 

2018年6月号 広報部責任編集  8年6月1日 



   
 ５月１６日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。【概要】 ・５月度北部日系団体連絡協議会報告  ５月９日（水）１２：００～チェンマイ総領事公邸にて行われました。・川田総領事より：当国の軍政も終わりに近づいている状況下で、バンコクで民主化を求めるデモが行われるなど、注意を要する事態も発生してき・棚田領事より：ナコンラチャシマ県で２階建てバスの横転事故で多数の死亡者が出た事故が発生した。交通事故には十分に気をつけてください。・当会、CLL、定住者の集いの会、ジャパンケアネットそれぞれより活動報告が行われた。・日・タイゴルフ（５月２７日・日）打ち合わせ・ライチ狩りツアー（６月１０日・日）打ち合わせ・デコ巻き教室（９月２日・日）打ち合わせ・忘年会（１２月１４日・日）打ち合わせ・補習校関連打ち合わせ ・事務局後任の件 ・事務員謝礼変更の件      次回の役員会：６月２０日（水）
 ●松村 綾乃 様 （レインボークラブ） はじめまして。子どものころ習っていた書道を再開出来たらいいなと思う今日この頃です。子育てに忙殺される日々ですが、チェンマイで習える場所があれば教えてください。 ●瀬田 佳彦 様・恵梨子 様 （在チェンマイ日本国総領事館）チェンマイ総領事館に先日着任したばかりですが、ので、チェンマイでの生活に早く慣れて、様々な文化、風習を学びたいと思います。
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５５５５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    ５月１６日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。 ５月度北部日系団体連絡協議会報告 ５月９日（水）１２：００～チェンマイ総領事公邸にて行われました。 ・川田総領事より：当国の軍政も終わりに近づいている状況下で、バンコクで民主化を求めるデモが行わ、注意を要する事態も発生してきているので安全には気を配っていただきたい。・棚田領事より：ナコンラチャシマ県で２階建てバスの横転事故で多数の死亡者が出た事故が発生した。交通事故には十分に気をつけてください。 、定住者の集いの会、ジャパンケアネットそれぞれより活動報告が行われた。・日・タイゴルフ（５月２７日・日）打ち合わせ ・ライチ狩りツアー（６月１０日・日）打ち合わせ  ・デコ巻き教室（９月２日・日）打ち合わせ ・忘年会（１２月１４日・日）打ち合わせ 
員会：６月２０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    

はじめまして。子どものころ習っていた書道を再開出来たらいいなと思う今日この頃です。仕事や子育てに忙殺される日々ですが、チェンマイで習える場所があれば教えてください。 ） チェンマイ総領事館に先日着任したばかりですが、これからよろしくお願いします。家族帯同で来ましたチェンマイでの生活に早く慣れて、様々な文化、風習を学びたいと思います。 

(5月20日現在)   本会員名誉会員 0 特別会員 1 正規会員 302 現在の総会員数 うちチェンマイ日本人補習授業校

・川田総領事より：当国の軍政も終わりに近づいている状況下で、バンコクで民主化を求めるデモが行わきたい。 ・棚田領事より：ナコンラチャシマ県で２階建てバスの横転事故で多数の死亡者が出た事故が発生した。、定住者の集いの会、ジャパンケアネットそれぞれより活動報告が行われた。 

これからよろしくお願いします。家族帯同で来ました 

本会員 家族会員 合計 0 0 0 1 45 347 348 チェンマイ日本人補習授業校 80名 



   
●長田 繁人 様 日本と行ったり来たりですが、チェンマイに住んでかれこれました。はじめて来た頃と比べると人や車も増えましたが、まだまだチェンマイは魅力的な街です。不束者ですがよろしくお願いします。 ●馬屋原 敬 様  これからお世話になります。よろしくお願いします。 ●白上 貴昭 様     
雨の降る日も多くなりました。雨季の始まりの予感です。お出掛けの際は、雨具等を忘れずにお持ち下さい。美味しいお料理を頂きながらハラを割って、本音で語る会戦も出来ず…） ６月のハラ会は、老舗・日本料理店”キッチン・ハッシュ“にて、【夕餉の会】を行います。普段 お仕事等で、ランチには参加出来ない方もご参加下さい。男性の方も遠慮なくしみましょう…   【日時】  2018年6月12日（火） 【場所】  キッチン・ハッシュ            18/1 Kaewnawarat Rd., Soi 2【参加費】 お一人@約500バーツ程度です。  参加ご希望の方は、6月11日（月）迄にます。            
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日本と行ったり来たりですが、チェンマイに住んでかれこれ10年近く経ちました。はじめて来た頃と比べると人や車も増えましたが、まだまだチェ不束者ですがよろしくお願いします。 これからお世話になります。よろしくお願いします。 
 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        ６６６６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        雨の降る日も多くなりました。雨季の始まりの予感です。お出掛けの際は、雨具等を忘れずにお持ち下さい。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。（腹が減ってはのハラ会は、老舗・日本料理店”キッチン・ハッシュ“にて、【夕餉の会】を行います。お仕事等で、ランチには参加出来ない方もご参加下さい。男性の方も遠慮なく 19時より 18/1 Kaewnawarat Rd., Soi 2  WatGate  A,Muang ChiangMai  Tel: 0-5324バーツ程度です。 日（月）迄に生活支援部光明（081-8822202）迄、ご連絡下さい。お待ちしてい
        

雨の降る日も多くなりました。雨季の始まりの予感です。お出掛けの際は、雨具等を忘れずにお持ち下さ”ハラ会”のお知らせです。（腹が減ってはのハラ会は、老舗・日本料理店”キッチン・ハッシュ“にて、【夕餉の会】を行います。 お仕事等で、ランチには参加出来ない方もご参加下さい。男性の方も遠慮なく 是非 ご一緒に楽
5324-7731 ）迄、ご連絡下さい。お待ちしてい



   
  

 5月27日（日）、チェンマイハイランドゴルフ場にて第朝から天候にも恵まれ、総勢71の合図と共に、9ホールから一斉スタートし各ホールで熱戦が繰り広げられました。多くの参加者のうち、優勝を勝ち取られたのは、Gross 98 H/C 32.1はチェンマイハイランドゴルフ場を管轄されておりますSamreng副知事もご出席頂きました。本大会の開催にあたり、ご参加頂いた方、協賛頂きました企業様ご協力頂きました関係者の方々、心よりお礼申し上げます。また、当日のチャリティーでは、集まり、本年度のチャリティーバザー収益金と  
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運動部より運動部より運動部より運動部より        第第第第26262626回回回回日日日日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第26回 日タイ親善友好ゴルフ大会を開催しました。71名(タイ人：40名、日本人：31名)の多くの方にご参加頂き、ホールから一斉スタートし各ホールで熱戦が繰り広げられました。多くの参加者のうち、Gross 98 H/C 32.1、Net 66.8で森下さんが見事に優勝されました。はチェンマイハイランドゴルフ場を管轄されておりますSuthep メーオン郡長、隣接するラ副知事もご出席頂きました。本大会の開催にあたり、ご参加頂いた方、協賛頂きました企業様ご協力頂きました関係者の方々、心よりお礼申し上げます。また、当日のチャリティーでは、集まり、本年度のチャリティーバザー収益金と合せて、タイ赤十字社に寄付させて頂きます。

 日タイ親善友好ゴルフ大会を開催しました。 の多くの方にご参加頂き、7：00のホーンホールから一斉スタートし各ホールで熱戦が繰り広げられました。多くの参加者のうち、で森下さんが見事に優勝されました。 来賓にメーオン郡長、隣接するランプーン県より 副知事もご出席頂きました。本大会の開催にあたり、ご参加頂いた方、協賛頂きました企業様 、ご協力頂きました関係者の方々、心よりお礼申し上げます。また、当日のチャリティーでは、THB8,040 タイ赤十字社に寄付させて頂きます。 
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 ＊詳細は折込みを参照下さい。  【第385回日本人会月例ゴルフのご案内】  次回は6月17日（日）「サミットグリーバレー」にて開催いたします。 3ヶ月ぶりの月例コンペですが、皆様お誘いあわせのうえ奮ってご参加頂けますようお願い申し上げます。日時：6月17日（日） ７：01スタート  場所：サミットグリーバレー 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      文化文化文化文化部より部より部より部より        「「「「チェンマイチェンマイチェンマイチェンマイ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決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦」」」」     2018年度天河チェンマイ高校生写真コンテストの決勝戦が6月16日・17日の2日間で行われます。今年からタイ全土からのエントリーを受付けている関係で、参加者の移動時間の確保と、北海道で行われるフォ
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トコンテストの本番同様に参加者同士の親睦を深めることを目的として日程を2日間としました。1日目は決勝戦の撮影、2日にプレゼンテーションそして優勝チームが決まります。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ページ 「Tenkawa @TenkawaPhotoContest」 ホームページ www.tenkawacontest.com をご覧ください。詳細が決まりましたら別途ご案内したいと思います。 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    ライチ狩りライチ狩りライチ狩りライ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）9:00出発 午後3時30分頃解散（予定） 集合場所 ： バンコク銀行シリィードンチャイ通り支店前（日本人会事務所のあるところです）       （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：  大人@400B（日本人会会員） 大人@600B（日本員会非会員） 中学生@200B/小学生@100B （未就学生の子様は無料）  ＊ ランチ付/ ライチ―のお土産あり  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。   *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） 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（５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の結果」「協賛企業リスト」    「第385回月例コンペ大会のご案内」 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  「短期滞在者に最適！どこでもワイファイ＆BBインフォ」 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。 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。 


