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 ●今年のロイカトーンパレードは１１月２３日（金）に行われました。パレードにご参加いただいた皆様大変有難うございました。  ●１１月号にてもご案内の通り、今年の忘年会は１２月１４日（金）１８：３０～マニナラコンホテルにて行われます。参加申し込み締め切りは１２月７日（金）とします。参加申込書は添付の通りです。    
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年末年始休暇年末年始休暇年末年始休暇年末年始休暇    
事務局からのお知らせ  「自衛隊機見学会報告」  「登録会員数報告」 月度のハラ会はありません。」 チェンマイ日本人会チャリティーバザーのご報告」 月例コンペの結果報告」 」 チェンマイ日本人補習授業校・レインボークラブより 「自分の名前の頭文字を使って」その２ ＊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。     １１月度の活動「運動会に向けての準備」  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    ●今年のロイカトーンパレードは１１月２３日（金）に行われました。パレードにご参加いただいた皆様●１１月号にてもご案内の通り、今年の忘年会は１２月１４日（金）１８：３０～マニナラコンホテルにて行われます。参加申し込み締め切りは１２月７日（金）とします。参加申込書は添付の通りです。
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●今年のロイカトーンパレードは１１月２３日（金）に行われました。パレードにご参加いただいた皆様  ●１１月号にてもご案内の通り、今年の忘年会は１２月１４日（金）１８：３０～マニナラコンホテルにて行われます。参加申し込み締め切りは１２月７日（金）とします。参加申込書は添付の通りです。 
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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 ９Ｆ 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●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みください。 
 来年１月２７日（日）に恒例のフランス人落語家の講演があります。
  「自衛隊機見学会報告」「自衛隊機見学会報告」「自衛隊機見学会報告」「自衛隊機見学会報告」    １０月２９日（月）総領事館主催でチェンマイ空港にて自衛隊輸送機Ｃ－１３０の見学会が行われ、各日系団体の会員が参加しました。     １１月２１日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行いました。【概要】 ●１１月度北部日系団体連絡協議会報告・来年夏に行われる参議院選挙に投票を行うには在外選挙人登録が必要となる。登録には２、３ヶ月を
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「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。  １８：００受付開始、１８：３０スタート、２０：３０終了  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●お申し込み：別添の申込用紙にて12月7日までに日本人会事務所へメールもしくはＦａｘにてお申し込「落語会のお知らせ」「落語会のお知らせ」「落語会のお知らせ」「落語会のお知らせ」 
 来年１月２７日（日）に恒例のフランス人落語家の講演があります。詳しくは、添付のチラシをご覧ください。「自衛隊機見学会報告」「自衛隊機見学会報告」「自衛隊機見学会報告」「自衛隊機見学会報告」    １０月２９日（月）総領事館主催でチェンマイ空港にて自衛隊輸送機Ｃ－１３０の見学会が行われ、各日系団体の  １１１１１１１１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    １１月２１日（水）１８：３０～日本人会事務所にて行いました。 ●１１月度北部日系団体連絡協議会報告 ・来年夏に行われる参議院選挙に投票を行うには在外選挙人登録が必要となる。登録には２、３ヶ月を

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。
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） 
●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）を受付でお支払いもしくはＦａｘにてお申し込

詳しくは、添付のチラシをご覧ください。 

・来年夏に行われる参議院選挙に投票を行うには在外選挙人登録が必要となる。登録には２、３ヶ月を
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要するので早めの申請を総領事館へ行う必要ある。 ・日本の主要国際空港での出入国審査で顔認証ゲートが本格稼動している。 出入国スタンプが必要な場合は、顔認証ゲートを通る前に顔認証ゲートの手前に待機する管理官に押印してもらう必要あり。 ・来年２月に自衛隊機による邦人の避難訓練が行われ、チェンマイーピサノローク間を往復飛行する。 追って総領事館から参加者募集が行われる。 ●事務局後任の件 ●事務員後任の件 ●ロイカトーンパレード、イーペンランナー、忘年会、忘年ゴルフ、落語会打ち合わせ。 ●総会準備 次回の役員会：１２月１９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      ● 橋本 重人 様 （AGC Micro Glass (Thailand)  ● 古谷 未央 様  (Murata Electronics (Thailand).Ltd.)  ● 辻 京美 様 大阪出身の辻京美です。よろしくお願いします。  ●國吉 晃代 様 （Prostheses Foundation) チェンマイ在住１２年になりましたが、最近家族ができ日本人会にお世話になる機会が多くなり、入会させていただきたいと思うようになりました。どうぞよろしくお願いいたします。   生生生生活支援部より活支援部より活支援部より活支援部より     **12**12**12**12月度月度月度月度ハラ会ハラ会ハラ会ハラ会はありません。はありません。はありません。はありません。********      第第第第19191919回回回回    チェンマイ日本人会チャリティチェンマイ日本人会チャリティチェンマイ日本人会チャリティチェンマイ日本人会チャリティバザーのご報告バザーのご報告バザーのご報告バザーのご報告        第19回チャリティバザーは、皆様のお陰で恙無く、無事終了いたしました。 改めて、感謝御礼申しあげま

(11月2１日現在)   本会員 
家族会員 

合計 名誉会員 0 0 0 特別会員 1 0 1 正規会員 278 48 326 現在の総会員数 327  
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す。 本年のチャリティバザーは、塵も積もれば…なんのそのもの ずばり！ 52,515Bでした。 販売の方も途切れる事なく、ちびっ子達も【あられ】販売を暑い中お手伝いを熱心に良く頑張りました！ ありがとうございました。 本帰国で帰られる時、提供して頂いた家財道具・家電製品・家中をひっくり返して、持ち寄って下さった子供の玩具・ご主人のゴルフ道具・書籍、工場・農園から直接、提供頂いた品物のご協力ありがとうございました。  前日、当日 お手伝いして頂いた方達、 買い物に来て頂いた皆様、チャリティー・バザーの会場を無償で貸して頂いた方 色々な方達が、自分達の出来る範囲で協力して頂き 本当に感謝の気持ちで一杯です。 御礼申し上げます。  

タイ赤十字の寄付会にて、【日タイゴルフ】のチャリティー基金8,040Bと募金箱の中500Bを併せ（合計61,055B）寄付させて頂きます。 タイの人達への一助となれば…と、思っております。   運動部より運動部より運動部より運動部より        第第第第333399990000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     11月18日（日）第390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。修復中だったフェアウエーの芝もようやく生え揃いこの季節にしては暑いくらいの天気の中でプレーしました。第一位は谷口さん 40 - 43 = 83 HC9 NET74 の見事なスコアで、9月に続き今年2回目の優勝です。忘年ゴルフ取り切り戦、優勝最有力候補？第二位は荘司さん 50 - 51 = 101 HC27 NET74 ネット同スコアながらハンディ差で惜しくも2位となりました。第三位は小俣さん 51 - 53 = 104 HC29 NET75 5番では見事にドラコンを取られました。  12月9日の忘年ゴルフは是非普段参加されない方も大歓迎ですので奮ってご参加ください。     



   

    次回は12月9日（日）サミットグリーンバレーにてす。ペリア方式で行います。普段月例コンペに参加されていない方も大歓迎です。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)        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2222年生年生年生年生 先月に引き続き、小学２年生の詩をご紹介します。国語の授業のなかで、自分の名前の頭文字で詩を作ってもらいました。自分自身のことや将来の夢などをつづった子どもたちの「ことば遊びの世界」をお楽しみください。      ＊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
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忘年ゴルフのご案内忘年ゴルフのご案内忘年ゴルフのご案内忘年ゴルフのご案内     日（日）サミットグリーンバレーにて2018年チャンピオンを決める忘年ゴルフを開催いたしまペリア方式で行います。普段月例コンペに参加されていない方も大歓迎です。多くの皆様のご参加
ELEMETEC)  087-952-7952（携帯番号）  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    詩詩詩詩「「「「自分の名前の頭文字を使って」自分の名前の頭文字を使って」自分の名前の頭文字を使って」自分の名前の頭文字を使って」その２その２その２その２    先月に引き続き、小学２年生の詩をご紹介します。国語の授業のなかで、自分の名前の頭文字で詩を作ってもらいました。自分自身のことや将来の夢などをつづった子どもたちの「ことば遊びの世界」をお楽     小学２年担任 山口＊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。            

ンを決める忘年ゴルフを開催いたしまペリア方式で行います。普段月例コンペに参加されていない方も大歓迎です。多くの皆様のご参加
tsuruta@elematec.com         

先月に引き続き、小学２年生の詩をご紹介します。国語の授業のなかで、自分の名前の頭文字で詩を 作ってもらいました。自分自身のことや将来の夢などをつづった子どもたちの「ことば遊びの世界」をお楽山口 宗幸 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。    





   
 本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。                          

今月号の折り込み内容 事務局より 「犯罪等認知状況（１１運動部より 「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.Info BBより 「日本のテレビ年末ベリーモバイルより 「チェンマイ日本人会年会費振込み先 銀行 ： BANGKOK BANK支店 ： CHIANG MAI SRIDONGCHAI 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。 
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本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。本年もチェンマイ日本人会の活動をご支援いただき誠にありがとうございました。    今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。来年もまたチェンマイ日本人会を宜しくお願いいたします。    
「犯罪等認知状況（１１月）」 「忘年会のご案内と申込書」「落語会チラシ年忘年ゴルフのご案内」 「優待店制度加盟店リスト」 「お誘いパンフレット」  「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」 年末特別プラン」 チェンマイ限定プラン登場」 
BANGKOK BANK MAI SRIDONGCHAI BRANCH ７１８－０－０４８２８－７ 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

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

今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。今後も各部の活動ならびに関連団体の活動をできるだけ紙面でご紹介していけるよう努力いたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。誤字脱字・わかりにくい表現なども多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫びいたします。    
チラシ」 

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


