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●今年のチャリテイーバザーは１１月１８日（日）１０：００から日本人会新事務所の１Ｆ駐車スペースで行

ドナルド前にお集まりください。法被をお貸しします。

●今年の忘年会は、１２月１４日（金）１８：３０からマニナラコンホテル９Ｆで行います。詳細は本文をご参

照いただき、別添の申込書にてお申し込みください。
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１０月７日（日）午後マニナラコンホテルにて行い、日本人会会員、ＣＬＬ会員など２３名の方々が参加され

ました。講師はソムリエで、ビストロ蔵レストラン（ニマンヘミン・ソイ９）の高口様にお願いしました。

高口様のワインに纏わる格調高いお話とともに、ご用意いただいた美味しいワインの試飲が進むに連れ

て皆さんほろ酔い気分で場が盛り上がり次から次へ質問も出て賑やかなセミナーとなりました。

ボランテイアで講師を務めていただいた高口様にはワインとパテとパンのおつまみもセミナーにご寄付

いただき、コスト的にも大変助かりました。ご協力大変有難うございました。

ご参加いただいた方々からは、「この様な楽しい会をまた開催してください」とご要望を受けました。日本

人会として、引き続き皆さんに楽しんでいただける催し物を企画します。

 

    

今年の忘年会を以下の通り開催します。今年もアトラクション、ラッキードローをお楽しみいただけます。

ご家族も含め、多くの会員の皆様のご参加をお待ちしています。

日時：２０１８年１２月１４日（金）

場所：マニナラコンホテル

お食事：インターナショナルブッフェ

アトラクション：子供向け風船パフォーマンス、大人向け「南京玉すだれ」実演（つまようじ座）

ラッキードロー：ホテルの宿泊券、レストランのお食事券などが当たります。

参加費：無料。ご参加は、日本人会会員に限らせていただきます。

●当日、２０１９年度会費（ご本人１，２００バーツ、２０歳以上の家族会員６００バーツ）を受付でお支払い

ください。

●お申し込み：別添の申込用紙にて１２月３日（月）までに日本人会事務所へ

お申し込みください。
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●当日、２０１９年度会費（ご本人１，２００バーツ、２０歳以上の家族会員６００バーツ）を受付でお支払い

●お申し込み：別添の申込用紙にて１２月３日（月）までに日本人会事務所へ

「ワインセミナーのご報告「ワインセミナーのご報告「ワインセミナーのご報告「ワインセミナーのご報告」」」」    

１０月７日（日）午後マニナラコンホテルにて行い、日本人会会員、ＣＬＬ会員など２３名の方々が参加され

ました。講師はソムリエで、ビストロ蔵レストラン（ニマンヘミン・ソイ９）の高口様にお願いしました。

高口様のワインに纏わる格調高いお話とともに、ご用意いただいた美味しいワインの試飲が進むに連れ

て皆さんほろ酔い気分で場が盛り上がり次から次へ質問も出て賑やかなセミナーとなりました。

ボランテイアで講師を務めていただいた高口様にはワインとパテとパンのおつまみもセミナーにご寄付

いただき、コスト的にも大変助かりました。ご協力大変有難うございました。

ご参加いただいた方々からは、「この様な楽しい会をまた開催してください」とご要望を受けました。日本

人会として、引き続き皆さんに楽しんでいただける催し物を企画します。

「忘年会のご案内」「忘年会のご案内」「忘年会のご案内」「忘年会のご案内」    

今年の忘年会を以下の通り開催します。今年もアトラクション、ラッキードローをお楽しみいただけます。

ご家族も含め、多くの会員の皆様のご参加をお待ちしています。 
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１０月１７日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。

【概要】

●１０月度北部日系団体連絡協議会および安全対策連絡協議会報告

１０月１０日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われた。

・１１月２９日航空自衛隊輸送機見学会の件

・１１月２３日ロイカトンパレードの件

・留学中の邦人女性が青信号の横断歩道を横断中走行して来た車にはねられ、ケガをした件

●歯科検診報告

●ワインセミナー報告

●デコ巻き教室報告

●１１月１８日（日）チャリテイーバザーの件

●１２月１４日（金）忘年会の件

 

   次回の役員会：１１月２１日（水）
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●デコ巻き教室報告 

●１１月１８日（日）チャリテイーバザーの件

●１２月１４日（金）忘年会の件 
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・留学中の邦人女性が青信号の横断歩道を横断中走行して来た車にはねられ、ケガをした件

              

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
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名誉会員

特別会員

正規会員

現在の総会員数

 

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    

１０月１７日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行われました。 

●１０月度北部日系団体連絡協議会および安全対策連絡協議会報告

１０月１０日（水）１５：００～チェンマイ総領事館にて行われた。 

・留学中の邦人女性が青信号の横断歩道を横断中走行して来た車にはねられ、ケガをした件

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    

月20日現在) 

名誉会員 

特別会員 

正規会員 

現在の総会員数 

●１０月度北部日系団体連絡協議会および安全対策連絡協議会報告 

・留学中の邦人女性が青信号の横断歩道を横断中走行して来た車にはねられ、ケガをした件

本会員

2

 

・留学中の邦人女性が青信号の横断歩道を横断中走行して来た車にはねられ、ケガをした件 

本会員 
家族

会員 

0 0 

1 0 

280 47 

合計 

0 

1 

327 

328 



 

 

 

 

乾季の

朝などは、

美味しいお料理を頂きながらハラを割って

出来ず…）

11月のハラ会は、

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

ご参加下さい。

  

日時：

場所：

      

参加費：

参加ご希望の方は、

しています。

  

    

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

一助とさせていただいております。

[日時

[場所

[お問い合わせ

 

 

 

    

 

の始ま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、本当に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

出来ず…） 

のハラ会は、2

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

ご参加下さい。  チャリティー・バザーの反省会です。チャリティー・バザーの反省会です。チャリティー・バザーの反省会です。チャリティー・バザーの反省会です。

日時： 2018年11月

場所： 日本料理 

   Chanklan Rd., A,Muang ChiangMai

参加費： お一人@150

参加ご希望の方は、

しています。 

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

場所]    Le DtaLe DtaLe DtaLe Dta’’’’wan wan wan wan 

お問い合わせ] チェンマイ日本人会

 

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？

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

2号店＆3号店と立て続けにオープンし

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

チャリティー・バザーの反省会です。チャリティー・バザーの反省会です。チャリティー・バザーの反省会です。チャリティー・バザーの反省会です。

月28日（水） 12

 蔵や（元・いち）

Chanklan Rd., A,Muang ChiangMai

@150バーツ程度です。

参加ご希望の方は、11月26日（月）迄に

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

。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。

月18日(日) 10:00

wan wan wan wan １階広場（家族亭のあるビル）１階広場（家族亭のあるビル）１階広場（家族亭のあるビル）１階広場（家族亭のあるビル）

チェンマイ日本人会

 

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

11111111月度月度月度月度

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？

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

号店と立て続けにオープンし

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

チャリティー・バザーの反省会です。チャリティー・バザーの反省会です。チャリティー・バザーの反省会です。チャリティー・バザーの反省会です。

12時より 

蔵や（元・いち） 

Chanklan Rd., A,Muang ChiangMai   

バーツ程度です。 

日（月）迄に 生活支援部

    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）１階広場（家族亭のあるビル）１階広場（家族亭のあるビル）１階広場（家族亭のあるビル）

チェンマイ日本人会 052-000
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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383838389999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    

 

10月21日（日）第389回月例ゴルフコンペをロイヤルチェンマイにて開催しました。低気圧が近づいている

中、幸いプレー中には雨が落ちてくることなくプレーができました。そんな中１位は角田さん。42-42=84 

HC8 NET76の見事なスコアでの優勝です。2週間前に同じコースでプレーした時の反省から、打ち方を修

正されたそうです。また12月の取り切り戦での総合優勝への熱意を語っておられました。2位は植村さん 

40-42=8 HC5 NET77でベスグロ賞を取られた他にもニアピン2本 セカンドニアピン2本も同時に持ってい

かれましたが何故かドラコンは無し？？3位は私、青山が優勝無し

で段々ハンディが少なくなっていきます（涙） 

次回の月例コンペおよび忘年ゴルフのご案内次回の月例コンペおよび忘年ゴルフのご案内次回の月例コンペおよび忘年ゴルフのご案内次回の月例コンペおよび忘年ゴルフのご案内 

 

次回も月例ゴルフは2018年11月18日にサミットグリーバレーにて開

催いたします。忘年ゴルフは12月9日サミットグリーンバレーで開催

です。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（１０月）」 「忘年会のご案内と申込書」 

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340回月例コンペ大会のご案内」「2018年忘年ゴルフのご案内」 

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」 

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。 


