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10 月の事務所のお休み  

14 日（月）（プミポン国王命日振替） 

23 日（水）（チュラロンコン大王祭） 

 目次 

☆ 事務局からのお知らせ 

☆ 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 「９月度お食事会のご報告」 

「10 月度ハラ会のご案内」 

「第 20 回チェンマイ日本人会チャリティーバザーのお知らせ」 

☆ 運動部より 「第 397 回月例コンペのご報告」「第 398 回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 カタカナあそび」 

＊個人情報保護のため Website には掲載いたしておりません。 

☆ チェンマイ子供会より 「9 月度の活動 厚紙とストローの竹とんぼ」 

 

 

事務局からのお知らせ 

 

9 月は、日本の各地で豪雨や台風による被害が出ました。会員の皆様の日本のご自宅やご親族はご無

事でしたか？被災された方々へ心からお見舞い申し上げます。 

昨年度より賛助会員様が 5 社ほど減少し、本年度の収支にも影響が出ている状況です。賛助会員のお

申込みは随時受け付けております。興味のある方がいらっしゃいましたら、事務所までご連絡ください。 
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9 月定例役員会報告 

 

9 月 18 日（水）18：30～日本人会事務所にて行われました。 

【概要】 

●９月度北部日系団体協議会の報告   

●８月度会計報告  

●天河会計報告  

●本年度最終見込みについて  

本年度収支最終見込みを行ったところ、今後毎年約 4 万バーツの赤字が見込まれることが明らかとなっ

た。原因は賛助会員の 5 社減＋家賃値上がりのため。会費値上げ実施等、会員への負担を増やすので

はなく、賛助会員を募ることで黒字化を図る。 

 

 次回の役員会：10 月 9 日（水） 

 

 

登記部より 

 

登録会員数のご報告 

 

●小座間 透様 

●須藤 和子様 

●安富 一之様（HOYA LAMPHUN LTD.) 

皆様、はじめまして。昨年よりチェンマイに赴任し

ました安富と申します。こちらには家族帯同で来

ていて妻と男の子二人（7 歳、4 歳）と新しい生活

を楽しんでいます。これからよろしくお願いいたし

ます。 

●奥 美希様  

宜しくお願い致します。 

●高田 満様（Murata Electronics(Thailand) Ltd.)） 

●福井 浩人様（Murata Electronics(Thailand) Ltd.)） 

●丸山 悠香様（丸山幸二様のご家族として） 

 

 

 

 

(9 月 18 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 286 48 334 

現在の総会員数 335 
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生活支援部より 

 

9 月度のお食事会のご報告 

 

9 月 18 日(水) スリウォン・

ホテル・ロビーフロアーに 

あります レストラン”ファン

ファー“に於いて、総勢 31

名 が 参 加 し お 食 事 会 が  

開催されました。 

ゲストに、アメリカ総領事

館・総領事夫人 オニール

さちさん(写真：前列左から 

4人目)をお招きし、久し振りの飲茶を楽しみました。11月 3日(日)に、開催されます“チャリテイーバザー”

の準備予定の確認及び第 20 回記念の“縁日”の出店等、新規会員さん含め それぞれに話題が尽きる

事なく…有意義なランチ会となりました。 

 

10 月度ハラ会のご案内 

 

季節に変わり目を感じる今日この頃ですね。雨の降る日も少なくなりました。そろそろ…乾季の季節の訪

れです。インフルエンザも流行っていますので…お気を付け下さい。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…） 

10 月のハラ会は、日本人会・事務所近くの日本料理店”家族亭“にて、開催します。ご自分のお好きなお

料理をご注文下さい。 

チャリティーバザーの担当等検討したいと思います。 皆様、是非ご参加下さい！ 

【日時】 2019 年 10 月 16 日（水） 12 時より 

【場所】 日本料理・家族亭 

        86-88/1 Sridonchai Rd,.T.ChangKlan A.Muang ChiangMai Tel: 053-277593 

【参加費】 食した分だけお支払い下さい。(150-200B 程度)。 

参加ご希望の方は、10 月 14 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。 

 

第 20 回チェンマイ日本人会チャリティーバザーのお知らせ 

 

恒例と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さまから不要とな

りました家庭用品・インテリア用品・食器類（家庭雑貨）・衣料・玩具・ゴルフ用品・古本・家電製品・家具
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等の寄付をお願い致します。このチャリティーバザーの総売り上げは、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頂いております。 

 

【日時】 2019 年 11 月 3 日（日）10 時から 

【場所】 Le Dta’wan 1 階広場（日本人会・事務所のあるビル） 

【お問合せ】チェンマイ日本人会 052-000-871 info@cmjpa.org 生活支援部 光明和子 081-8822202 

 

 

 

運動部より 

 

第 397 回月例コンペの結果 

 

第 397 回月例コンペを 9 月 15 日ガッサンレガシーにて開催し

ました。池の多い難コースですが上級者の方々が大きくスコア

を崩す中、優勝は井田さん、50-45=95 NET67 のアンダーパ

ー＆ベスグロの完全優勝です。本人が一番このスコアにびっく

りしていらしゃいました。2 位は澤野さんが 52-45=97 NET84 と

安定したスコアで回られました。熟練の技が光ります。3 位は

石崎さんはハンディ取得後初めて参加で 48-52=100 NET84。 

スイングスピードを計るとなんど 47m/sec まともにさえ当たれ

ば・・・・ 

 

 

 

 

 

 

次回 第 398 回月例コンペのお知らせ 

 

次回の月例コンペは 10 月 20 日ガッサンレガシーにて行います。多くの方のご参加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）」  

生活支援部より 「第 20 回日本人会チャリティーバザーのお知らせ」 

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」 

虎次郎より  「日本人会会員様御優待券」 

BBINFO社より 「チェンマイの天然水“星山”InfoBB会員特典」 

    「日本のサイトにらくらくアクセス！RAKULINK登場」 

TSLチェンマイより 「2019年10月グループレッスンスケジュール」 

タイタタミ社より 「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。 


