
 
  

1/9 

 

 

 

1２月の事務所のお休み  

５日(木)   父の日（ラマ９世誕生日） 

１０日(火） 憲法記念日 

１２月３０日(月)ー１月３日(金）  年末年始休業 

＊新年は、１月６日(月)より営業いたします。 

 

  

 目次 

☆ 事務局からのお知らせ  

☆ 11 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 「第 20 回チャリティーバザーのご報告」 

＊12 月度ハラ会はありません。 

☆ 運動部より 「第 399 回月例コンペのご報告」 

 「日泰親善ボーリング大会開催のお知らせ」 

☆ 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 2 年詩 自分の名前で 詩をつくる」 

＊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 「11 月度の活動 運動会の練習」 

 

 

事務局からのお知らせ 

  

早いものでもう 12 月です。平成が終わり、令和元年も終わろうとしています。年の瀬が近づきここチェン

マイも朝夕はかなり涼しくなってきました。皆さん体調を崩されないようご自愛ください。 

11 月 12 日のロイクラトーンパレードには、たくさんの方々にご参加いただき誠にありがとうございました。

今年は、真っ赤な鳥居が目立つ山車、大勢の浴衣姿の女学生さん、先頭を行く空手部のデモンストレー
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ションと大変華やかな雰囲気で、これぞ「THE NIPPON」といったパレードとなりました。沿道の観光客や

地元の皆さんからのたくさんの声援を頂きました。地元のイベントに参加し、日タイの友好を深めることは

我々日本人会の主旨でもあり、大変有意義な活動ができたと実感しております。 

12 月には恒例の忘年会が開催されます。当会最大イベントの一つです。皆様にお会いできるのを楽しみ

にしております。 

  

 

 

 

11 月定例役員会報告 

 

10 月 20 日（水）18：30～日本人会事務所にて行われました。 

【概要】 

●10 月度・11 月度北部日系団体協議会報告  

●10 月度会計報告 

●忘年会について 

●第 20 回チャリティーバザー報告 

●忘年ゴルフ開催の件 

 12 月 8 日グリーンバレーにて開催。1 年間のコンペの集大成となる。 

●留学生協会主催ボウリング大会について  

12 月 22 日(日）Kad Suan Keaw にて 

 

 次回の役員会：１２月 18 日（水） 
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登記部より 

 

登録会員数のご報告 

 

●榊原 裕史 様  

（KYOCERA Display (THAILAND) CO., LTD. )  

中国で約 17 年働き、今年 11 月にタイに赴任して

きました。日本では、海，湖が近い環境だったこと

もあり、ウィンドサーフィンをやっていました。旅行

好きですので、タイではいろいろな所へ食べ歩き，

飲み歩き旅行をしたいと思います。 

よろしくお願い致します。 

 

●田代 功 様 （KYOCERA Display (THAILAND) CO., LTD. ) 

よろしくお願いします。 

 

●穂園 美加代 様（穂園 鉄男様のご家族として） 

鹿児島の南西諸島で沖縄よりの近い小さな島で生まれ鹿児島

国分で 30 年、滋賀県 4 年生活し 10 月からチェンマイでの新た

な生活をスタートする事になりました。ﾁｪﾝﾏｲは気候、風土などが故郷に似ており毎日が楽しく過ごせて

行けそうです。一期一会新たなご縁、出会いを大切に過ごしていきたいと思います。 

 

●高橋 史浩 様 （HOYA OPTICS (THAILAND), LTD） 

11 月よりチェンマイに赴任しております、高橋です。15 年程前にも短い期間でしたが滞在経験がござい

ますが、すっかり町の様相も変わり、驚いております。今後どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

●久保 幸世 様 

初めまして！御縁がありタイ駐在 2 回目となります。北タイの美しい街チェンマイに住めるのは夢のよう

です。この機会に素晴らしい出会いと経験に恵まれたら幸いです。 

 

●成瀬 啓人 様 （SUMINOE KOIDE(THAILAND)CO.LTD） 

2018/4～赴任しています。先輩方の皆様 よろしくお願い致します。 

 

●田邊 祐太郎 様 （Siam Nistrans Co.,Ltd） 

タイ日新の田邊です。この度日本人会に入会させて頂く事になりました。宜しくお願い申し上げます。 

 

（11 月 20 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 292 47 339 

現在の総会員数 340 
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生活支援部より 

 

第 20 回チャリティバザーのご報告 

 

  第 20 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

げます。 （心配しておりました天候にも恵まれ…暑い位のお天気でした。） 

本年のチャリティーバザーは、塵も積もれば…なんのそのものずばり！  62,353 バーツでした。 

タイ赤十字への寄付額は、5 月に開催されました日タイゴルフ時チャリティー（7,783 バーツ）をプラスして、

総合計 70,136 バーツ となります。 

客足も途切れる事なく、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！  

そして…お父さん方のヘルプは、手際よく頼もしく本当に助かりました。 皆様、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、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。  

そして…今回は 20 回記念として…縁日の部をお手伝いして頂きました 

てきや－ずのみなさまは、本物の“てきや”顔負けの大活躍で目を疑う大活躍でした。 

当日、お手伝いして頂いた方達、品物の回収運送にご協力頂いた業者さま、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(12 月 6 日)にて、日タイゴルフ時のチャリティー7,783 バーツ含め合計 70,136 バーツ

を寄付させて頂きます。 ご協力ありがとうございました。 
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運動部より 

 

第 399 回月例コンペの結果 

 

第 399 回月例コンペを 11 月 17 日ロイヤルチェンマ

イにて開催しました。肌寒い中のスタートで、取切り

戦最後のカードを掛けた熱い戦いが各ホールで繰

り広げられました。最後の権利を獲得したのは今年

から月例に参加されている坂井さん。44-43⁼87 

NET79 と本領発揮で見事に優勝されました。2 位は

青山さん、すでに権利持ちですが、最後にハンデを

減らす 2 位となりご本人は複雑な気持ちとの事でし

た。3 位は木村さん、まだまだ若い者には負けない

と見事 3 位入賞されました。 

 

 

 

次回月例コンペのお知らせ 

 

12 月は 2019 年チェンマイ日本人会忘年ゴルフ大会となりますので月例コンペはお休み致します。 

次回月例コンペ第 400 回大会は、2020 年 1 月 19 日（日）開催予定です。詳細は来月号の火焔樹にてお

知らせ致します。 
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チェンマイ子ども会より 

 

11 月度の活動 「運動会の練習」 

 

運動会に向けてみんなで予行練習をしました。まずあ本

番で使うアンパンマンのお面作り。気持ち良いお天気の

中、かけっこ、玉入れ、アンパンマンのサンサン体操の

練習をしました。最後に今月おたんじょびのお友達へお

歌とおもちゃのプレゼント。運動会本番まであと少し。本

番もお天気に恵まれ、みんな元気に参加できますよう

に！チェンマイ子供会では、随時メンバーを募集して

います。見学も可能ですので、まずはお問い合わせく

ださい。 

  facebook.com/cmkodomokai   
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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（11 月）」  

運動部より 「日泰親善ボーリング大会開催のお知らせ」 

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」 

蔵やチャンクラン店より 「ご案内」 

BBINFO社より 「チェンマイの天然水“星山”InfoBB会員特典」「チェンマイIT駆け込み寺」 

     「日本のテレビを見るならBBINFO」 

TSLチェンマイより 「2019年12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。 


