
   
           7777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        27272727日日日日（（（（金金金金））））    三三三三宝宝宝宝節節節節    30303030日日日日（（（（月月月月））））    国王誕生日国王誕生日国王誕生日国王誕生日振振振振替替替替、、、、安安安安     目次目次目次目次 ☆ 事務局からのお知らせ「チェンマイ戦没者慰霊祭のご案内」☆ ６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 「７月度のハラ会☆ 運動部より「385回月例コンペの「次回の月例コンペのご案内☆ 文化部より「文化部/生活支援部「高校生写真コンテスト☆ 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６年生 作文 自分は子どもか大人か？」＊個人情報保護のため☆ チェンマイ子供会より 
 

 

 ●本年度の年会費を未だお支払いいただいてない会員の皆様宛に「会費お支払いのお願い」を出状させていただいています。当会の規約では、会費を６ケ月以上滞納した場合、会員資格を失う旨規定され
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安安安安居居居居入入入入りりりり振振振振替替替替        
事務局からのお知らせ  「チェンマイ戦没者慰霊祭のご案内」 「登録会員数報告」 月度のハラ会のご案内」 月例コンペの結果報告」 次回の月例コンペのご案内」 生活支援部 合同主催 ライチ狩りツアーの報告」 「高校生写真コンテスト決勝戦のご報告」 「ランナーエキスポ2018について」 チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより 自分は子どもか大人か？」 ＊個人情報保護のためWebsiteには掲載いたしておりません。  「6月度の活動 七夕飾り作り」   

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    ●本年度の年会費を未だお支払いいただいてない会員の皆様宛に「会費お支払いのお願い」を出状させていただいています。当会の規約では、会費を６ケ月以上滞納した場合、会員資格を失う旨規定され
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●本年度の年会費を未だお支払いいただいてない会員の皆様宛に「会費お支払いのお願い」を出状させていただいています。当会の規約では、会費を６ケ月以上滞納した場合、会員資格を失う旨規定され
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ていますのでご注意ください。お支払いに際しましては、当会事務所にお出でいただくか銀行振り込みでお支払いください。銀行振り込みの手続きにつきましては、本号末尾をご参照ください。 チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会が主催する毎年恒例の慰霊祭が８月１５日（水）９：３０～バンガード会場とムンサーン寺会場の２ヶ所にて行われます。詳しくは添付の「チェンマイ戦没者慰霊祭のお知らせ」をご参照ください。なお、チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会の慰霊祭実行費用をサポートする寄付金の拠出を希望される有志の方は、当日会場にお持ちいただくか日本人会事務所へ８月１０日（金）までにお持ちください。    ６月２０日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。【概要】 ●６月度北部日系団体連絡協議会報告６月１３日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われました。・邦人保護を担当される瀬田領事（峯尾領事ご後任）よりご赴任挨拶。・チェンマイ・ワールドフェア（６月２２日―７月１日）開催の件。従前のセキュリテイーを考慮してこのワールドフェ餅つきなど日本文化を紹介するもの。是非お出でいただきたい。●年会費未納者リストにより未納者へお支払いを書面にてお願いする件。●半期収支報告および下期予算作成の件●賛助会費未払い企業へ督促する件。●日・タイ親善ゴルフ大会振り返りの件。●ライチ狩り振り返り。 ●天河写真コンテスト振り返り。●忘年会の出し物の件。 ●事務局後任の件。 次回の役員会：７月１８日（水）          
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ていますのでご注意ください。お支払いに際しましては、当会事務所にお出でいただくか銀行振り込みでお支払いください。銀行振り込みの手続きにつきましては、本号末尾をご参照ください。「チェンマイ戦没者慰霊祭のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭のご案内」「チェンマイ戦没者慰霊祭のご案内」    チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会が主催する毎年恒例の慰霊祭が８月１５日（水）９：３０～バンガード会場とムンサーン寺会場の２ヶ所にて行われます。詳しくは添付の「チェンマイ戦没者慰霊祭のお知らせ」をご参照ください。なお、チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会の慰霊祭実行費用をサポートする寄付金の拠出を希望される有志の方は、当日会場にお持ちいただくか日本人会事務所へ８月１０日（金）までに６６６６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    ６月２０日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。 ●６月度北部日系団体連絡協議会報告 ６月１３日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われました。 ・邦人保護を担当される瀬田領事（峯尾領事ご後任）よりご赴任挨拶。 ・チェンマイ・ワールドフェア（６月２２日―７月１日）開催の件。従前の ランナージープン祭を会場のセキュリテイーを考慮してこのワールドフェアの中で実施するもので、総領事館としてブースを出し、文化を紹介するもの。是非お出でいただきたい。 ●年会費未納者リストにより未納者へお支払いを書面にてお願いする件。 よび下期予算作成の件 ●賛助会費未払い企業へ督促する件。 ●日・タイ親善ゴルフ大会振り返りの件。 ●天河写真コンテスト振り返り。  

ていますのでご注意ください。お支払いに際しましては、当会事務所にお出でいただくか銀行振り込みでお支払いください。銀行振り込みの手続きにつきましては、本号末尾をご参照ください。 
チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会が主催する毎年恒例の慰霊祭が８月１５日（水）９：３０～バンガード会場とムンサーン寺会場の２ヶ所にて行われます。詳しくは添付の「チェンマイ戦没者慰霊祭のお知らせ」をご参照ください。なお、チェンマイ戦没者慰霊祭実行委員会の慰霊祭実行費用をサポートする寄付金の拠出を希望される有志の方は、当日会場にお持ちいただくか日本人会事務所へ８月１０日（金）までに

ランナージープン祭を会場の アの中で実施するもので、総領事館としてブースを出し、 



   
 ●原口 弘二朗 様 （THAI NJR CO., LTD.） 早くタイ語を覚えたいです。  ●高石 淳一 様 （チェンマイ日本人補習授業校）タイに来て4年目。最初の2年間は万国の聾学校で、その後はチェンマイアヌサンスンソーン聾学校で陶芸の授業を手伝っています。 ●小山 ワンタニー 様 （小山真弘様のご家族として）  ●石 直子 様   ●中鉢 久美子 様    
 毎日、雨降りですね。洗濯物が中々乾かなくて困ってしまいます。雨季の真っただ中です。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。（腹が減っては戦も出来ず…）７月のハラ会は、日本料理店”五郎（ＧＯＲＯ）“にて、開催します。お昼限定の超お得メニュー【カレーライス&ミニサラダ&お飲物付】です。男性の方も遠慮なく  【日時】  2018年7月25【場所】   五郎              Assadaton Rd., 【参加費】  お一人@約100

  

3/10 

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    
） 年間は万国の聾学校で、その後はチェンマイアヌサンスンソーン聾学校で陶芸の授業を手伝っています。 

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        7777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    ですね。洗濯物が中々乾かなくて困ってしまいます。雨季の真っただ中です。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。（腹が減っては戦ものハラ会は、日本料理店”五郎（ＧＯＲＯ）“にて、開催します。お昼限定の超お得メニューお飲物付】です。男性の方も遠慮なく 是非 ご参加下さい。25日（水） 12時より Assadaton Rd.,  A,Muang ChiangMai  Tel: 0-5323-4563 100バーツです。 

(6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

ですね。洗濯物が中々乾かなくて困ってしまいます。雨季の真っただ中です。お出掛けの際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、日本料理店”五郎（ＧＯＲＯ）“にて、開催します。お昼限定の超お得メニューご参加下さい。 

本会員 
家族会員 

合計 0 0 0 1 46 348 349 チェンマイ日本人補習授業校 80名 



   
参加ご希望の方は、7月23日（月）迄にお待ちしています。                

 次回は2018年7月15日に開催いたします。のご参加をお待ちしております。
 主幹事： 鶴田 圭（ELEMETEC) 
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日（月）迄に 生活支援部光明（081-8822202）迄、ご連絡下さい。
    運動部より運動部より運動部より運動部より        第第第第385385385385回月例コンペの結果回月例コンペの結果回月例コンペの結果回月例コンペの結果報告報告報告報告    6月17日（日）第385回月例コンペをグリーンバレーにて開催しました。ここ最近雨の多いチェンマイですが天候にも恵まれ、久しぶりの初参加者もあり、多くの方にお集まり頂きました。山本（奨）さん、44-45＝89、NET72る素晴らしいスコアで見事に初優勝されました。は昨年2017年の取り切り戦優勝者の植村さん、バーディー3つも取り優勝を狙っていたのですが惜しくも2位。3位は45-45＝90と終始安定したプレーで影山さんが獲得されました。 

 次回の月例コンペのご案内次回の月例コンペのご案内次回の月例コンペのご案内次回の月例コンペのご案内    日に開催いたします。場所はチェンマイハイランドを予定しております。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 ELEMETEC) 087-952-7952（携帯番号） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tsuruta@elematec.com

）迄、ご連絡下さい。    

回月例コンペをグリーンバレーにここ最近雨の多いチェンマイですが天候にも恵まれ、久しぶりの初参加者もあり、16名と多くの方にお集まり頂きました。優勝は入賞常連のNET72、グロスで90を切る素晴らしいスコアで見事に初優勝されました。2位年の取り切り戦優勝者の植村さん、バーつも取り優勝を狙っていたのですが1打差でと終始安定したプレー
場所はチェンマイハイランドを予定しております。多くの皆様

tsuruta@elematec.com 
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     文化文化文化文化部より部より部より部より        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    ライチ狩りツアーのライチ狩りツアーのライチ狩りツアーのライチ狩りツアーの報告報告報告報告    6月10日、総勢36名の皆様とライチ狩りへ行って参りました。国道118号線をチェンライ方面へ、40分ほど走って、カレン族の村にたどり着きました。彼らは単一作物を大規模に栽培するのではなく、持続可能な農業を取り入れ、様々な作物を栽培していました。一年中常に何かが収穫でき、収入が得られるように、自然とのバランスも考えた農業です。途中ライチの木にたどり着くまで、竜眼、コーヒー、マンゴーなど、色々なものが植えられていました。捥ぎたてのライチはとても瑞々しく、村人たちの愛情と自然の恵みを感じることができました。村人たちの素敵な笑顔と共にたくさんのライチもお土産に頂きました。 その後、メーカチャン温泉を目指しました。ここは、チェンマイ-チェンライ間を結ぶ中間地点に当たり、観光客だけでなく、毎日多くの人が訪れます。その昔は、行商たちの中継地点として栄えたそうです。80℃の温泉で3分で湯であがる温泉卵も非常に美味でした。足湯は温度が少し高めでしたが、入泉後は、身体が軽くなりとても気持ちよかったです。 帰りは、国道沿いのラフ族市場(タラート・ムスー)に立ち寄り、ツチグリやアボカド、パブリカ、ゴーヤなど、新鮮な野菜や果物を調達して
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帰ってきました。 生憎のお天気でしたが、大きなけがや事故もなく、皆さま自然の恵みを体感し、楽しめて頂けたのではないでしょうか。今回のライチ狩りに参加頂いた皆さま、ご協力頂いた方々、誠にありがとうございました。至らぬ点もあったかとは存じますが、今後に活かして参りたいと思います。また、今回残念ながら、参加することができなかった皆さま、日本人会では、また楽しい企画をご用意しておりますので、次回はぜひご参加いただければと思います。ありがとうございました。                             「「「「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の報告の報告の報告の報告」」」」    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16-17日、2日間の日程で行われました。今年はエントリーをタイ全土に拡大し、予選には、全国93校から142チームの応募があり、写真の応募総数は852枚にのぼりました。決勝戦では、予選を勝ち抜いた5チー ム が 、 ‘The Unique Chiang Mai’をテーマに、チェンマイ市内へ出て撮影を行い、厳選な審査の結果、バンコクから参加した第2サトリーウィタヤー校が優勝しました。同校は、来月3-9日の日程で行われる第4回高校生国際交流写真フェスティバルに参加します。(http://i-hsspf-e.hjk.ne.jp/) ま た 、今大 会 の 様 子 は 、タイ語で の 案 内 の み に な り ま す が 、 Facebook ペ ージ  「 Tenkawa TenkawaPhotoContest」 ホームページwww.tenkawacontest.com をご覧ください。  チェンマイ日本人会では、北海道東川町・各団体・企業様からのご支援を賜りながら、引き続き、タイ社会との親睦友好促進ならびに青少年の育成事業を支援する取り組みを継続してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。 
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広報部より広報部より広報部より広報部より        「「「「ランナーエキスポランナーエキスポランナーエキスポランナーエキスポ2018201820182018についてについてについてについて」」」」     6月22日から7月1日まで国際会議場にて、Lanna Expo 2018が開催されました。北部タイの特に北側の４県チェンマイ・メーホンソン・ランプーン・ランパーンを中心としたランナー芸術紹介、農産物や加工品・工芸品の販売、タイハーブを使った商品などがたくさん販売されていました。日本文化紹介として、茶道・餅つき・囲碁将棋・折り紙・お手玉などのコーナーがあり、日本人もタイ人もたくさんの人が集まって大盛況でした。 

   チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブよりチェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブよりチェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブよりチェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより        小学小学小学小学6666年生年生年生年生    作文「自分は子どもか大人か？」作文「自分は子どもか大人か？」作文「自分は子どもか大人か？」作文「自分は子どもか大人か？」     国語の単元「カレーライス」を学び、自分自身のことを客観的にみてみるというのがこの作文のテーマ  です。 それぞれに大人と子どもの線引きや価値観が違い、興味深い内容になっていると思います。いま、6年生の生徒たちは、大人へ向かって少しずつですが確実に階段を登っているように感じました。  担任：松井聡美  ＊個人情報保護のため＊個人情報保護のため＊個人情報保護のため＊個人情報保護のためWebsiteWebsiteWebsiteWebsiteには掲載いたしておりません。には掲載いたしておりません。には掲載いたしておりません。には掲載いたしておりません。     



   
が多かったからです。宿題をわすれた時は、二倍になったし、先生におこられました。五年生の二学期と三学期にはもうわすれなかったです。六年生になっても宿題をわすれないようにしたいです。     
 今月も元気よく出席確認から始まりました。絵本の読み聞かせは、『福の神になった貧乏神』『りんごがひとつ』の2冊。その後、七夕飾りを作りました。織姫・彦星の飾りや、折り紙を使っていろいろな飾りを作り、短冊にお願い事も書いて笹に飾り、みんなで七夕の歌を歌いました。 7月の活動はお休みです。次回はいで集まりましょう！ 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、まずはお問い合わせください。facebook.com/cmkodomokai                   
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が多かったからです。宿題をわすれた時は、二倍になったし、先生におこられました。五年生の二学期と三学期にはもうわすれなかったです。 六年生になっても宿題をわすれないようにしたいです。 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        6666月度月度月度月度のののの活動活動活動活動    「「「「七夕七夕七夕七夕飾飾飾飾りりりり作作作作りりりり」」」」    今月も元気よく出席確認から始まりました。絵本の読み聞かせは、『福の神になった貧乏神』『りんごがひとつ』その後、七夕飾りを作りました。織姫・彦星の飾りや、折り紙を使っていろいろな飾りを作り、短冊にお願い事も書いて笹に飾り、みんなで七夕の歌を歌いまし月の活動はお休みです。次回は8月、また元気いっぱ随時メンバーを募集しています。お問い合わせください。 

が多かったからです。宿題をわすれた時は、二倍になったし、先生におこられました。五年生の二学期と
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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（6月）」  運動部より 「第386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。 


