
   
           9999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        ありません。ありません。ありません。ありません。             目次目次目次目次 ☆ 事務局からのお知らせ「ワインセミナーのご案内」☆ 8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 「９月度お食事会のご案内」「「第19回 チェンマイ日本人会チャリティーバザーのご案内」☆ 運動部より「387回月例コンペの「次回の月例コンペのご案内☆ チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより小学1年生 作文「どんなあめがふった？」「はっけん」「おいしいものおしえて」「はずかしいときってどんなとき？」 ＊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☆ チェンマイ子供会より 
 ●当会事務所を９月末に移転します。移転先：スリドンチャイ通りとチャンクラン通りの交差点近くの家族亭が入っているビルの２階。移転理由：現在の事務所裏でマニナラコンホテルが年末まで拡張工事をしており、騒音とほこりがひどい。完成すると駐車スペースが益々なくなってしまう。新しい事務所は、明るく使いやすい、１階には日系の旅行社も入っており日本人の人通りも多く事務所を訪ねてくれて会員となってくれる日本人も見込まれる、駐車場も広く、家賃、電気代などを比較して現在と同じような水準である為。上記のメリットを考慮して８月の役員会で決定したものです。

チェンマイ日本人会 Chiang Mai Japanese Association<< 事務所オープン時間：月曜日～金曜日Address :   99/32 Sridonchai Rd, T.Changklang, A.Muang, Chiang MaiTel : 053-206-980（事務所オープン時間内）Homepage : www.cmjpa.org FB Page : @chiangmaijapanese
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事務局からのお知らせ  「ワインセミナーのご案内」 「登録会員数報告」 ９月度お食事会のご案内」「歯科検診・講演会のお知らせ」チェンマイ日本人会チャリティーバザーのご案内」 月例コンペの結果報告」 次回の月例コンペのご案内」 チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより 「どんなあめがふった？」「はっけん」「おいしいものおしえて」「はずかしい ＊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。     ８月度の活動「遠足」  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    ●当会事務所を９月末に移転します。 移転先：スリドンチャイ通りとチャンクラン通りの交差点近くの家族亭が入っているビルの２階。移転理由：現在の事務所裏でマニナラコンホテルが年末まで拡張工事をしており、騒音とほこりがひどい。完成すると駐車スペースが益々なくなってしまう。新しい事務所は、明るく使いやすい、１階には日系の旅行社も入っており日本人の人通りも多く事務所を訪ねてくれて会員となってくれる日本人も見込まれる、駐車場も広く、家賃、電気代などを比較して現在と同じような水準である為。 上記のメリットを考慮して８月の役員会で決定したものです。 

第409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 

歯科検診・講演会のお知らせ」 
「どんなあめがふった？」「はっけん」「おいしいものおしえて」「はずかしい   

移転先：スリドンチャイ通りとチャンクラン通りの交差点近くの家族亭が入っているビルの２階。 移転理由：現在の事務所裏でマニナラコンホテルが年末まで拡張工事をしており、騒音とほこりがひどい。完成すると駐車スペースが益々なくなってしまう。新しい事務所は、明るく使いやすい、１階には日系の旅行社も入っており日本人の人通りも多く事務所を訪ねてくれて会員となってくれる日本人も見込まれる、

2018年9月号 広報部責任編集  8年9月1日 



   
  日時： １０月７日（日） 場所： マニナラコンホテルの2F講師： 高口様 ニマンヘミン・ソイ９のビストロ蔵のオーナー。     フランス・ソルボンヌ大学でワインを学んだソムリエです。内容： 堅苦しくないワインの楽しみ方でワインを美味しく飲もう！     ワインの産地によって違うブドウの品種。その品種に合った     ワイングラスでワインを楽しむ方法をご紹介します。参加費： 300バーツ 申込み： 日本人会へメール(info@cmjpa.orgご連絡ください。 ●先着３０名で締め切ります。 詳しくは、添付のパンフレットをご参照ください。    ８月２２日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。【概要】 ●８月度北部日系団体連絡協議会および安全協議会報告８月８日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われました。・棚田領事：今年は雨季は雨が多いので注意を要する。・各日系団体から活動報告あり、邦人困窮高齢者問題などについて話し合いました。●事務員ボランテイアワークパーミット問題●事務所移転の件 ●会費値上げの件 ●補習校と会計士の契約書の件●デコ巻き教室（９月２日・日）の件●ワインセミナー（１０月７日・日）の件●歯科検診（９月２３日・日）の件●チャリテイーバザー（１１月１８日・日）の件 次回の役員会：９月１９日（水）     
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「ワインセミナーのご案内」「ワインセミナーのご案内」「ワインセミナーのご案内」「ワインセミナーのご案内」        2F会議室 ニマンヘミン・ソイ９のビストロ蔵のオーナー。 フランス・ソルボンヌ大学でワインを学んだソムリエです。 堅苦しくないワインの楽しみ方でワインを美味しく飲もう！ ワインの産地によって違うブドウの品種。その品種に合った ワイングラスでワインを楽しむ方法をご紹介します。 info@cmjpa.org)もしくは電話（053-206-980） で参加者名、連絡先を詳しくは、添付のパンフレットをご参照ください。 
8888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    ８月２２日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。 ●８月度北部日系団体連絡協議会および安全協議会報告 ８月８日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われました。 ・棚田領事：今年は雨季は雨が多いので注意を要する。 ・各日系団体から活動報告あり、邦人困窮高齢者問題などについて話し合いました。●事務員ボランテイアワークパーミット問題 ●補習校と会計士の契約書の件 ●デコ巻き教室（９月２日・日）の件 ●ワインセミナー（１０月７日・日）の件 ●歯科検診（９月２３日・日）の件 ●チャリテイーバザー（１１月１８日・日）の件  

で参加者名、連絡先を  

・各日系団体から活動報告あり、邦人困窮高齢者問題などについて話し合いました。 



   
 ●鈴木 亜莉沙 様 （鈴木 啓子様のご家族として）         
  随分と涼しくなって来ました。皆様３月&９月（年2回）は、お食事会です。新しく日本人会に入会されました方とも親睦を深めたいと、思っております。11月に開催されます恒例のチャリティー・バザーについて、検討したいと思います。だけ沢山の方達に、参加して頂けますよう宜しくお願い致します。 【日時】 9月19日（水）12時より【場所】 Sripanna Villa Resort & Spa,ChiangMai             36 Rat Uthit Rd., 318/1Tel : 053-294-656    【参加費】お一人＠250B インターナショナル・ブッフェ 参加ご希望の方は、9月17日（月）迄に、各お世話係さんまで、ご連絡下さい。      生活支援部主催の児童対象の歯科・講演会のお知らせです。現在 大阪に於いて、ご活躍中の加藤侑（ゆう）医師をお招きしホテル（新館ホテル（新館ホテル（新館ホテル（新館3333階）ナワラットルームで歯科・講演会を開催します。階）ナワラットルームで歯科・講演会を開催します。階）ナワラットルームで歯科・講演会を開催します。階）ナワラットルームで歯科・講演会を開催します。
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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     

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     ９９９９月度月度月度月度お食事お食事お食事お食事会のご案内会のご案内会のご案内会のご案内    随分と涼しくなって来ました。皆様 お変わりなくお過ごしでしょうか？ 回）は、お食事会です。新しく日本人会に入会されました方とも親睦を深めたいと、思って月に開催されます恒例のチャリティー・バザーについて、検討したいと思います。だけ沢山の方達に、参加して頂けますよう宜しくお願い致します。 時より 受付開始11時30分～ Sripanna Villa Resort & Spa,ChiangMai  36 Rat Uthit Rd., 318/1  T.Wat Kate. A.Muang ChiangMai      50000   www.siripanna.com インターナショナル・ブッフェ  *飲料水&コーヒーOr 紅茶付き日（月）迄に、各お世話係さん もしくは…生活支援部・光明（歯科検診・講演会歯科検診・講演会歯科検診・講演会歯科検診・講演会    生活支援部主催の児童対象の歯科・講演会のお知らせです。 大阪に於いて、ご活躍中の加藤侑（ゆう）医師をお招きし、9999月月月月23232323日（日）日（日）日（日）日（日）階）ナワラットルームで歯科・講演会を開催します。階）ナワラットルームで歯科・講演会を開催します。階）ナワラットルームで歯科・講演会を開催します。階）ナワラットルームで歯科・講演会を開催します。 

(8月20日現在)   本会員名誉会員 特別会員 正規会員 290現在の総会員数 うちチェンマイ日本人補習授業校
回）は、お食事会です。新しく日本人会に入会されました方とも親睦を深めたいと、思って月に開催されます恒例のチャリティー・バザーについて、検討したいと思います。 出来る 

紅茶付き もしくは…生活支援部・光明（081-882202）  
日（日）日（日）日（日）日（日）14141414時よりスリウォン時よりスリウォン時よりスリウォン時よりスリウォン                

本会員 
家族会員 

合計 0 0 0 1 0 1 290 46 336 337 チェンマイ日本人補習授業校 80名 



   
参加費：無料参加費：無料参加費：無料参加費：無料        （加藤侑先生の経歴は、添付ファイルをご参考下さい。）日頃、気に掛かっていたお子様の歯について…【歯磨き等も含め】日本語で質疑・回答可能ですので、是非ご参加下さい。 会場設営の都合上会場設営の都合上会場設営の都合上会場設営の都合上    9999月月月月20202020日（木）迄に、日本人会事務所日（木）迄に、日本人会事務所日（木）迄に、日本人会事務所日（木）迄に、日本人会事務所先着順です。先着順です。先着順です。先着順です。    お子様優先ですが…成人の方で、ご希望者がいらっしゃいましたら合わせ下さい。  チェンマイ日本人会・生活支援部          第第第第19191919回回回回        恒例になりましたチャリティーバザーのお知らせです。当会会員のご家庭や有志の企業から不要となった家庭用品・インテリア用品・食器・衣類・玩具・ゴルフ用品・古本・家電製品・家具などします。このチャリティーバザーの総売上金は、毎年タイ赤十字チェンマイ支部に寄付し、日タイ親善の一助とさせていただいております。[日時] 2018年11月18日(日) 10:00[場所] Le Dta’wan １階広場（家族亭のあるビル）[お問い合わせ] チェンマイ日本人会 

 8た。中で行われました。優勝は落合さんがーの見事な成績で優勝されました。響で軽く打っていたのが幸いしたのではとの弁でした。久しぶりに入賞。が入賞されたました。   
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（加藤侑先生の経歴は、添付ファイルをご参考下さい。）    日頃、気に掛かっていたお子様の歯について…【歯磨き等も含め】日本語で質疑・回答可能ですので、日（木）迄に、日本人会事務所日（木）迄に、日本人会事務所日（木）迄に、日本人会事務所日（木）迄に、日本人会事務所    EEEE----MailMailMailMail        info@cmjpa.orginfo@cmjpa.orginfo@cmjpa.orginfo@cmjpa.orgお子様優先ですが…成人の方で、ご希望者がいらっしゃいましたら、順次 受付致しますので、お問いチェンマイ日本人会・生活支援部 光明和子 081-8822202 
    チェンマイ日本人会チャリティーバザーのご案内チェンマイ日本人会チャリティーバザーのご案内チェンマイ日本人会チャリティーバザーのご案内チェンマイ日本人会チャリティーバザーのご案内    恒例になりましたチャリティーバザーのお知らせです。当会会員のご家庭や有志の企業から不要となった家庭用品・インテリア用品・食器・衣類・玩具・ゴルフ用品・古本・家電製品・家具など。このチャリティーバザーの総売上金は、毎年タイ赤十字チェンマイ支部に寄付し、日タイ親善の一助とさせていただいております。 10:00から １階広場（家族亭のあるビル） チェンマイ日本人会 053-206-980,081-882-2202, info@cmjpa.org 運動部より運動部より運動部より運動部より        第第第第383838387777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     8月19日（日）第387回月例ゴルフコンペをグリーンバレーにて開催しました。前日の雨の為、蒸し暑くバンカーにも水たまりが残るコンディションの中で行われました。優勝は落合さんが48+42=90  HC20 NET70 ーの見事な成績で優勝されました。本人いわく左足にケガをされている影響で軽く打っていたのが幸いしたのではとの弁でした。久しぶりに入賞。3位はHC取得後の初コンペで、早速も見事に吉田さんが入賞されたました。    

日頃、気に掛かっていたお子様の歯について…【歯磨き等も含め】日本語で質疑・回答可能ですので、info@cmjpa.orginfo@cmjpa.orginfo@cmjpa.orginfo@cmjpa.org    迄お申込み下さい。迄お申込み下さい。迄お申込み下さい。迄お申込み下さい。受付致しますので、お問い 

恒例になりましたチャリティーバザーのお知らせです。当会会員のご家庭や有志の企業から不要となった家庭用品・インテリア用品・食器・衣類・玩具・ゴルフ用品・古本・家電製品・家具などの寄付をお願い 。このチャリティーバザーの総売上金は、毎年タイ赤十字チェンマイ支部に寄付し、日タイ親善の
 

回月例ゴルフコンペをグリーンバレーにて開催しまし前日の雨の為、蒸し暑くバンカーにも水たまりが残るコンディションのHC20 NET70 のアンダ本人いわく左足にケガをされている影響で軽く打っていたのが幸いしたのではとの弁でした。2位は幹事の私が取得後の初コンペで、早速も見事に吉田さん



   
 次回は2018年9月16日にガッサン多くの皆様のご参加をお待ちしております。主幹事： 鶴田 圭（ELEMETEC)

087-952-7952（携帯番号） 
 

 

 

    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1111年生年生年生年生「おいしいものおしえて」「はずかしいときってどんなとき？」「おいしいものおしえて」「はずかしいときってどんなとき？」「おいしいものおしえて」「はずかしいときってどんなとき？」「おいしいものおしえて」「はずかしいときってどんなとき？」 今年も小学１年生が１９名元気に入学しました。その小１の子どもたちの作文を今月と来月でご紹介します。今年度の小１クラスでは、『子どもの言葉の力は家庭環境から』という観点から、自己表現としての作文をお家で親子の会話のキャッチボールを大切にしながら、短い言葉で文章化してもらいました。文字を書くことを覚えはじめた子どもたちが、自分の気持ちを文字で表せたという自信を獲得していく
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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    ガッサンにて開催いたします。 多くの皆様のご参加をお待ちしております。  
ELEMETEC)   ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tsuruta@elematec.com 

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        年生年生年生年生    作文「作文「作文「作文「どんなあめがふった？」どんなあめがふった？」どんなあめがふった？」どんなあめがふった？」「はっけん「はっけん「はっけん「はっけん」」」」    「おいしいものおしえて」「はずかしいときってどんなとき？」「おいしいものおしえて」「はずかしいときってどんなとき？」「おいしいものおしえて」「はずかしいときってどんなとき？」「おいしいものおしえて」「はずかしいときってどんなとき？」    今年も小学１年生が１９名元気に入学しました。その小１の子どもたちの作文を今月と来月でご紹介します。今年度の小１クラスでは、『子どもの言葉の力は家庭環境から』という観点から、自己表現としての作文をお家で親子の会話のキャッチボールを大切にしながら、短い言葉で文章化してもらいました。文字を書くことを覚えはじめた子どもたちが、自分の気持ちを文字で表せたという自信を獲得していく今年も小学１年生が１９名元気に入学しました。その小１の子どもたちの作文を今月と来月でご紹介 します。今年度の小１クラスでは、『子どもの言葉の力は家庭環境から』という観点から、自己表現としての作文をお家で親子の会話のキャッチボールを大切にしながら、短い言葉で文章化してもらいました。  文字を書くことを覚えはじめた子どもたちが、自分の気持ちを文字で表せたという自信を獲得していく  



   
とても大切な時期です。 そんな子どもたち一人ひとりの言葉をどうか読んでみてください。今月は１０名子どもたちの作文をご紹介します。                  ＊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 〈以下５０音順〉 １１１１．．．．    いけだいけだいけだいけだ    なかのすけなかのすけなかのすけなかのすけ    『どんなあめがふった？』 おうちにいたら そとは、すごいあめとかぜとかみなりで ２２２２．．．．    いしかわいしかわいしかわいしかわ    かいえつかいえつかいえつかいえつ    『どんなあめがふった？』 かみなりがゴロゴロなってて、うるさくてねれなかった。 ３３３３．．．．    かわいかわいかわいかわい    めいめいめいめい    『はっけん』 やもりががとたたかってる  ４４４４．．．．    きたがわきたがわきたがわきたがわ    そうたろうそうたろうそうたろうそうたろう    『どんなあめがふった？』 あめが プール に なった。    ５５５５．．．．    きたがわきたがわきたがわきたがわ    れんたろうれんたろうれんたろうれんたろう    『はずかしいときってどんなとき？』ステージでダンスをおどっているとき ６．こばやしこばやしこばやしこばやし    ゆうたゆうたゆうたゆうた 『どんなあめがふった？』 いえで、すごいおとのあめがふってきて、そとであそべなかったから ７７７７．．．．    こぼりこぼりこぼりこぼり    れいめいれいめいれいめいれいめい    『どんなあめがふった？』 ぼくみたんだけど、ふったのはあかとみどりときいろのあめしかみれなかった。  
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そんな子どもたち一人ひとりの言葉をどうか読んでみてください。今月は１０名子どもたちの作文を                   小１担任 宮原    ＊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。
そとは、すごいあめとかぜとかみなりで おうちのでんきがきえた。

かみなりがゴロゴロなってて、うるさくてねれなかった。 
 おうちでね いもうとがないた こわいこわい 

なった。 『はずかしいときってどんなとき？』 ステージでダンスをおどっているとき おかあさんにみられるとはずかしい。 
いえで、すごいおとのあめがふってきて、そとであそべなかったから くやしいです。

ぼくみたんだけど、ふったのはあかとみどりときいろのあめしかみれなかった。 

そんな子どもたち一人ひとりの言葉をどうか読んでみてください。今月は１０名子どもたちの作文を   宮原 三保子 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。    
おうちのでんきがきえた。 

くやしいです。 
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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（８月）」 「ワインセミナーのご案内」 文化生活部 「第19回 チェンマイ日本人会チャリティーバザー」「加藤侑先生の経歴」 運動部より 「第388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より「チェンマイで日本のTVをみるならBB インフォ」 Thai Tatami Products Co., Ltd.より 「タイ畳製品のご案内」  
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。 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。 


