
   
           10101010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        15151515日日日日((((月月月月))))    ラーマラーマラーマラーマ9999世命日の振替世命日の振替世命日の振替世命日の振替23232323日日日日((((火火火火))))    チュラロンコン大王祭チュラロンコン大王祭チュラロンコン大王祭チュラロンコン大王祭 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」☆ ９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「歯科検診・講演会のご報告「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「388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」「ぼくたちわたしたちのヒーロー」「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 
 ●事務所移転のお知らせ 火焔樹９月号でもお知らせの通り、事務所を移転しました。・家族亭と同じ建物で同じく２階です。・住所：Le Dta’wan 2F A216-217 Sridonchai Rd.,T.ChangKlan A.Muang ChiangMai 50100 ・電話：今までの電話番号も変わりました 

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 :   Le Dta’wan 2F A216-217 Sridonchai Rd.,T.ChangKlan Tel : 052-000-871（事務所オープン時間内）Homepage : www.cmjpa.org FB Page : @chiangmaijapanese
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世命日の振替世命日の振替世命日の振替世命日の振替        チュラロンコン大王祭チュラロンコン大王祭チュラロンコン大王祭チュラロンコン大王祭    
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」 歯科検診・講演会のご報告」「10月度ハラ会」 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」「ぼくたちわたしたちのヒーロー」「はずか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。     ９月度の活動「お月見にちなんで」  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    火焔樹９月号でもお知らせの通り、事務所を移転しました。 ・家族亭と同じ建物で同じく２階です。 217 Sridonchai Rd.,T.ChangKlan  変わりました。052-000-871 

第409号 2018広報部責任編集発行：2018Chiang Mai Japanese Association  ～金曜日 １３時～１６時 >> 217 Sridonchai Rd.,T.ChangKlan  A.Muang ChiangMai 50100（事務所オープン時間内） Email :  info@cmjpa.org FB Page : @chiangmaijapanese 

どんなあめがふった？」「はっけん」「ぼくたちわたしたちのヒーロー」「はずか

2018年10月号 広報部責任編集  2018年10月1日 
A.Muang ChiangMai 50100 



   
・駐車場：入って右側の駐車場をお使いください。駐車券に事務所もしくは家族亭でスタンプを押してください。無料となります。 ●事務員交替のお知らせ １０月から清水事務員から須藤事務員に替わります。   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。    ９月１９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９月１２日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われた。・日本よりの派遣員交替：小山田さんから林さんに替わった。・８月に睡眠薬強盗事件が発生し、外国人２名が被害に遭った。バーで知り合った女性に飲み物に強力な睡眠薬を入れられ、一人は死亡、一人は意識不明の重態。盗まれたカードで多額の被害を受けた。注意を要する。  ●事務所移転の件 ●事務員交替の件：当国のボランテイア・ビザ、ワークパーミット廃止に伴うやむを得ない措置。●デコ巻き教室報告 
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・駐車場：入って右側の駐車場をお使いください。駐車券に事務所もしくは家族亭でスタンプを押してもらって１０月から清水事務員から須藤事務員に替わります。 
「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（05２－０００―８７１） 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。 

９９９９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    ９月１９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 ９月１２日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われた。 ・日本よりの派遣員交替：小山田さんから林さんに替わった。 ・８月に睡眠薬強盗事件が発生し、外国人２名が被害に遭った。バーで知り合った女性に飲み物に強力な睡眠薬を入れられ、一人は死亡、一人は意識不明の重態。盗まれたカードで多額の被害を受けた。●事務員交替の件：当国のボランテイア・ビザ、ワークパーミット廃止に伴うやむを得ない措置。

で参加者名、連絡先を  

・８月に睡眠薬強盗事件が発生し、外国人２名が被害に遭った。バーで知り合った女性に飲み物に強力な睡眠薬を入れられ、一人は死亡、一人は意識不明の重態。盗まれたカードで多額の被害を受けた。 ●事務員交替の件：当国のボランテイア・ビザ、ワークパーミット廃止に伴うやむを得ない措置。 
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●９月２３日（日）歯科検診の件 ●１０月７日（日）ワインセミナーの件 ●１１月１８日（日）チャリテイーバザーの件 ●会員名簿作成の件  次回の役員会：１０月１７日（水）   「「「「デコ巻き教室デコ巻き教室デコ巻き教室デコ巻き教室ののののご報告ご報告ご報告ご報告」」」」        ９月２日（日）親子３８組、計９０名ほどの方々にご参加いただきました。 大阪からデコ巻きマイスター４名にお出でいただき、午前、午後に分けて教室を開きました。マイスターの皆さんにお歌を歌っていただいたりして、盛り上がりました。可愛いパンダの顔のデコ巻きを親子   揃って作って楽しみました。 ご参加いただいた皆様、お出でいただいたマイスターの皆様、会場を無料で貸していただいた寅次郎 さん大変有難うございました。  

   



   
 
 ●シドンズ・マヤ 様 （チェンマイ日本人補習授業校） ●岩下 智洋 様 （チェンマイ日本人補習授業校） ●中野 信義 様 （THAI NJR CO., LTD. ●筬島 洋二 様 （THAI NJR CO., LTD. ●野澤 潤 様 （ランナー病院）はじめまして。野澤 潤と申します。東京出身です。チェンマイでの生活は長いので、知っている方もいるかと思います。さらなる新しい出会いを求めて、入会することを決めました。どうぞよろしくお願い致します。  ●鎗水 弘毅 様 （チェンマイ日本人補習授業校）チェンマイ補習校で補助をしております。    
 雨季の終わりを感じさせる今日この頃です。皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか？朝などは、清々しい空気ですね。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…）10月のハラ会は、日本料理”家族亭“にて、開催します。定食メニュー＆麺類、盛り沢山です。お好きなお料理【定食等】をチョイスして下さい。是非
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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    （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） NJR CO., LTD.） THAI NJR CO., LTD.） （ランナー病院） 潤と申します。東京出身です。チェンマイでの生活は長いので、知っている方もいるかと思います。さらなる新しい出会いを求めて、入会することを決めました。どうぞよろしくお願い致し（チェンマイ日本人補習授業校） チェンマイ補習校で補助をしております。 
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     10101010月度月度月度月度ハラ会ハラ会ハラ会ハラ会のご案内のご案内のご案内のご案内    雨季の終わりを感じさせる今日この頃です。皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか？朝などは、清々しい空気ですね。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…） のハラ会は、日本料理”家族亭“にて、開催します。定食メニュー＆麺類、盛り沢山です。お好きなお料理【定食等】をチョイスして下さい。是非 皆様、ご参加下さい。

(9月20日現在)   本会員名誉会員 特別会員 正規会員 2現在の総会員数 うちチェンマイ日本人補習授業校
潤と申します。東京出身です。チェンマイでの生活は長いので、知っている方もいるかと思います。さらなる新しい出会いを求めて、入会することを決めました。どうぞよろしくお願い致し  

雨季の終わりを感じさせる今日この頃です。皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか？ 朝などは、清々しい空気ですね。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 のハラ会は、日本料理”家族亭“にて、開催します。定食メニュー＆麺類、盛り沢山です。 皆様、ご参加下さい。 

本会員 
家族会員 

合計 0 0 0 1 0 1 287 47 331 332 チェンマイ日本人補習授業校 80名 
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チャリティー・バザーの販売場所等、指さしながら…確認していきたいと思います。チャリティー・バザーの販売場所等、指さしながら…確認していきたいと思います。チャリティー・バザーの販売場所等、指さしながら…確認していきたいと思います。チャリティー・バザーの販売場所等、指さしながら…確認していきたいと思います。     日時： 2018年10月17日（水） 12時より 場所： 日本料理 家族亭         Le Dta’wan   2階 Sridonchai Rd., A,Muang ChiangMai  Tel: 087-1745464 参加費： お一人@150バーツ程度です。   参加ご希望の方は、10月15日（月）迄に 生活支援部光明（081-8822202）迄、ご連絡下さい。    お待ちしています。  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・講演会のご報告のご報告のご報告のご報告        9月23日（日）に開催されました児童対象の歯科・講演会の報告です。 不定期的に実施しております歯科検診は【今回で3回目】です。日本人歯科医による歯科検診は、日本人会・会員の加藤周さんの弟さんの加藤侑医師お招きしスリウォンホテルで開催されました。 当日は、8家族17名の参加者が来場され まず…先生からパワーポイントを使用しての健康な歯から 虫歯になって行くプロセスの講演が、20分程あった後 各自の検診と言う運びとなり希望者全員の検診が終了したのは16時を過ぎていました。 大阪から関空再開の混乱の時期にも拘らず この行事に無償で、対応して頂いた事に、心から感謝申し上げる次第です。 当日は、大人の受信希望者も数名居り、中には虫歯の指摘を受けて早速、治療に行き始めた人も居たとの事 中々に有意義なイベントでした。来年以降も事情の許す限り、このイベントを続けていきたいと 思い先生にもご協力の要請を丁重にお願いした次第です。 庄司邦忠【日本人会・副会長】     第第第第19191919回回回回    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・家具などの寄付をお願い 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から [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 052-000-871,081-882-2202, info@cmjpa.org 
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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383838388888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     9月16日（日）第388回月例ゴルフコンペをガッサンレガシーにて開催しました。チェンマイでゴルフをされる方は良くご存知ですが、ガッサンは池が非常に多い戦略的なコースで、私は事前に沢山のボールを準備して望みました。そんな難しいコースで、HC取得後初参戦 の 谷 口 さ ん が 49-38=87  HC12 NET75と, ベスグロも獲得し見事な成績で優勝されました。2位はここ最近実力をつけてきた廣田さん。3位はプレー前から「今日は駄目だ」と言いつつも、あがってみれば好成績を収めた西野さんでした。   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     次回は2018年10月21日にロイヤルチェンマイ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。  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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今月号の折り込み内容 事務局より 「犯罪等認知状況（９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」 運動部より 「第389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。 


