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世話人代表２年目を迎えて
木村 正勝
一昨年に CLL の会則が変更になり、代表の任期が２年となりました。私の不徳の
致すところにより、昨年はスムースな運営が出来ずご迷惑をおかけしましたことを
お詫び申し上げます。皆様のお陰で１０周年記念式典が無事に行われたことが唯一
の喜びでした。
２代目の代表である、中西さん、富谷さんが CLL の方向を定め、その方向に沿っ
て３代目の私の代に事務所移転と外部講師の招聘制度、それと会則の民主的運用を
定めました。その時、世話人は１期２年やれば十分だよねというのが一緒に世話人
をやった人と私の意見で、退任後２年は再任されないという会則になりました。つ
まり２年経つと新しい人が会を運営するので、実質上２年でお役御免という制度でした。２年の任期だが
継続性を重視し、半数を１年ごとに改選するという制度にしています。そして代表は世話人互選で年度ご
との不平等をなくすため、新世話人から副代表を選び、１年間代表見習いとしてノウハウを積んで翌年代
表となるという制度でした。その後会則も新しい世話人の手で不備なところが改善されましたが、選挙制
度はそんなに大きく変わりませんでした。しかし一昨年、会の代表が毎年代わるのは好ましくないとの意
見が出ました。それと副代表を一年目の人より選べず、代表、副代表共に任期満了でやめることになり、
代表選挙だけを別途に行い、２年の任期を勤めなくてはならない制度に変わりました。そして世話人とし
て会を支えようという人が居ないということで、全員に会を支える義務を課しました。一方この会則改定
委員会では、活発に議論がなされたようですが、皆会のために良かれと思ってなされた討議が聞く耳を持
たない議論だったのでしょうか、この委員会のメンバーが殆ど会をやめ、一部の人が別の会を立ち上げて
います。これは私どもの作った選挙管理規定の不備で、せっかく会を支えようとしている方を追い出して
しまったことになります。つまり前世話人が途中でやめ、残任期の１年しか勤められない世話人が退任後、
２年間世話人をすることが出来ず、折角会を支えてくださる気持ちのある方に、その機会を奪う結果にな
りました。そしてこの一番改正をしなければならない退任後２年間の再選禁止の条項が一昨年の会則改定
でそのまま残り、過去のノウハウが全然生かされず、古い会員が多くやめました。この会則のままで会が
継続されるのか疑問を持っています。退任後２年間は再選禁止という悪い規定を作ったものの責任として、
改定の為の委員会を立ち上げ、是非今年度選挙管理規定を中心に、再度会則の見直しを行いたいと思って
います。
5 年ほど前に家を購入し、改装工事をした際に家の北側のスペースに池がほしいと思い、幅 2m、奥行き
10m、深さ 0.4m の池をシャベルとツルハシで掘り始めました。そこには浄化槽があり、それを避けて掘り
進むと、長方形の予定が趣のある形になりました。ぼうふらが湧くといけないとグッピーを 50 つがい飼い
始めたら今は 1000 匹以上になったみたいです。庭に芝生を植えたところ、乾季は潅水をしなければならな
いことに気づき、あわててスプリンクラーを設置しました。そのための貯水タンクが必要とのことで、こ
の池が代用できないかと試したところ大成功でした。散水をタイマーで管理し、池の水が減水すると、自
動的に井戸ポンプが稼働し、満水となると停止するシステムが完成し、無人で働くようになりました。お
まけに毎日池の水を 7 割ほど交換するので、池の清掃もメンテナンスフリーとなりました。
泥縄の人生ですが、無理をせず、あきらめずに残りの人生をエンジョイして行きたいと思っています。
そしてこの池のように、少しでも人のお役に立てるようであれば幸せだと思います。
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＜2013 年 1 月 1９日（土）定例世話人会＞

＜2013 年 1 月５日（土）定例世話人会＞
１．2013 年新年会の進行手順の確認
２．総会時、提出の議案書原案の検討
３．新旧役員の業務引継ぎ状況とリーダー選任の
進捗状況の確認
４．日・タイボーリング大会の開催について

１．会員動向 個人会員 1４０名
法人会員 9 社
２．会員総会＜1 月１９日（土）＞の開催と内容について
３．会員総会＜1 月 19 日（土）＞の出欠届け・委任状の提
出状況について
４．新旧世話人の担当業務の引継ぎの予定と確認
５．ビザの更新、９０日延長の CLL 事務所での受付業務の試
行について

≪第一例会≫１月５日（土）
ミニ例会で、昨年川柳
に投稿した中から３名
（河野、石井、大澤の
各氏）の作品が選ば
れ、表彰式が行われま
した。

国歌斉唱後、大津 千栄
会員の江戸時代の新年の
挨拶「あけことよろ」
（明けましておめでとう
ございます、今年もよろ
しくお願いします）の発
声で新年会が開催されま
した。

≪第ニ例会１月１９日（土）≫
ビザ研究会会員によるにビザの更新などの申請書式の記入方法などの新たな取り組みについて説明があり
ました。

２月例会の講師紹介
第一例会

＜２月２日（土）＞

・講師；内山田 真江 氏
講演「タイシルバーに触れて」
サンカンペーンにデンマークのあの有名な銀製品ジョージ・ジャンセン社の製造工場があるのを
ご存知ですか？銀製品に惚れて世界各地の銀製品の研究をしてきた講師が５年間かけてタイのシル
バーを研究し、素晴らしい本にしました。タイの製品レベルは我々の考えている以上に高いと。
第二例会

＜２月１６日（土）＞

・講師；総領事館

羽根

美重子

氏

昨年の衆議院選挙は投票しましたか？

講演「領事の業務と在外選挙制度」
参議院選には是非投票出来出るよう。
第８回ランナージープン祭が１
月２７日（日）３人の王様広場
で開催されました。日本食の出
店には長蛇の列。タイ人も美味
しさ満喫。CLL 会員も踊りの輪
に加わり東京音頭、炭坑節で親
善の場を盛り上げました。
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CLL クラブ会員総会
１月１９日（土）、CLL クラブの２０１３年度定期会員総会がチェンマイオーキッドホテルで開催されました。
出席者数は委任状を含め総会成立条件の会員総数の過半数（７１名）を上回る１１０名でした。
木村世話人代表の開会宣言の後、議長に料治正、書記に渡部とし子、黒木みづほ会員を選任し、議案の審議
に入りました。
前年度の活動報告、決算報告、新世話人会の承認、今年度の活動計画、今年度の予算案を承認し閉会しま
した。質疑応答で諸先輩から『現状の CLL の直面する問題点を認識し、会員増加が期待できるような活動
をやって欲しい』とのエールを頂きました。
旧役員 5 名の方々が退任しました。ご苦労様でした。

KURABU

議長に料治正会員

退任の右から石井重一、樋口怜子、
大澤米子、下田紀美恵、林壽男の旧世話人
の各氏

２０１３年度 CLL クラブ世話人 業務分担
担当業務
世話人代表
世話人副代表
事務局
会計
広報部
業務部
文化部
運動部

人数
１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名

世話人名
木村 正勝
加藤 進平
広津 義夫
小池 裕太郎
高萩 政明
河野 明子
黒木 みづほ
加藤 進平
（兼務）

２０１３年度世話人外（担当業務）
顧問
監査

１名
１名

庄司 邦忠
林
壽男

サブ世話人名
加藤 進平
高萩
加藤
小池
黒木
河野
広津

政明
進平
裕太郎
みづほ
明子
義夫
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僕のチェンマイ入院生活

瀬田清史

皆さん、こんにちは。いつもお世話になりありがとうございます。
退職後すぐに夫婦でチェンマイに来て、5 年が過ぎようとしています。
早いですね・・・・・退職後すぐに来たので、朝になると「あ～～！
今日も仕事に行かなくていいんだ・・・幸せ～～！！」と、毎日
ボーッと退職の幸せを噛みしめていました。その状態で 2 年が過ぎると、
本人には全く自覚がありませんでしたが、かなりボケてしまったそうです。
このままでは愛する妻にゴミの様に捨てられる！（「ゴミなら捨てることが
できる。亭主は捨てる事が出来ないのでゴミ以下よ！」とは CLL コーラス
部某嬢のお言葉。決して我が妻の言葉ではありません。念のため）何とかしなくてはと思いながらも、ズル
ズルと日がたっていました。
友人に、チェンマイに夫婦で来て 2 年目という、日本でピアノの先生をしていた H さんがいます。僕よ
り少し若い女性です。1 年前に「自分がピアノを弾きたいので、パヤップ大学のピアノ科を受験したい」と
言い出しました。僕は日本で音楽の高校教師をしながらオペラを歌っていたので、「これだ！歌なら何とか
なるだろう。では一緒に受験しましょう！」と言うことになり、僕は大学院の声楽科を受験しまし
た。・・・・結果、二人とも合格！！よかった・・・よかった・・大学院に入学したので・・・入院だ！！
（はい、拍手！）
パヤップの音楽部には 220 名ほどの学生がいます。そのうち外国人は、韓国人、中国人、カナダ人が各 1
名と日本人 2 名だけです。私たちは大学始まって以来の日本人で、しかも壮年組？僕たちより年上の先生
は数名だけ。よく合格させてくれたものです。感謝、感謝！
大学は週に 20 時間以上授業があります。かなり忙しいですね。院の方は週に 5 科目で合計 10 時間なの
で、授業そのものは楽です・・・・が、なんと！！宿題がものすごく多い！！
院生にもなって毎時間宿題ですよ！大学の方は知識を問われますが、院の方は「～について詳しく述べよ」
です。宿題はレポートの提出ですが、時には、授業で一人ずつ発表する場合もあります。集団授業は、少な
い授業で 3 名、多い授業でも 6 名です。3 名の授業の時は英語でも言ってくれますが、それ以外の授業はタ
イ語！テキストもタイ語！（タイ文字は全く読めません）
英語とは、大学の一般教養の授業でお目にかかって以来 40 年もお会いしたことがない。しかも語学音痴
で語学嫌いです。タイ語は少しは習ってはいますが会話はほとんど出来ません。この僕が英語とタイ語の授
業で、レポートを毎時間提出しないといけない・・・途方に暮れました。
音楽学部だから歌っていればいいんだろう、なんて甘い考えでした。・・・けどやるしかない！
ここで逃げ出したら日本人の恥だ！・・・・大和魂だ、根性だ！・・・ウッス！
英語の辞書と英文法の本を片手に、インターネットを調べる日々が続き、1 時までに寝ることができれば
早い方です。9 月の初め、頑張り屋のＨさんの片眼が真っ赤になっていました。眼の使いすぎの様です。大
学の方は大変だな～と人ごとの様に思っていたら、1 週間後に僕の左眼もウサギの眼になりました。こんな
に勉強するのは入試勉強以来 40 年ぶりなので、眼がビックリしたんでしょうね・・・・半年で視力も随分
落ちました・・・辛いですね～
けど、眼が近くなったその分、耳が遠くなったのでちょうどいいですね・・・・？
授業で発表するのは英語でいいよ、と先生は言ってくれますが、「いえ、タイ語でします！」と、見栄と
ハッタリで言ってしまいました・・・後悔！・・・・・大和魂だ、根性だ！・・・ウッス！
僕が分かるタイ語の文法の範囲で日本語をまとめ、それをタイ語に直して、チャーミングなタイ語の先生
にチェックしてもらいます。そして先生の発音を録音させてもらい、あとはひたすら物まね！
眼から血がにじむ努力？のおかげで、なんとか学生に通じた様です。それまで僕に英語で話しか
けていた学生が、それ以後タイ語で話しかけてきます。でも僕は物まねオーム！会話は出来ませ
ん。辛いな～～、みじめだな～～・・・可愛い子がいっぱいいるのに・・・残念・無念！！
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ゴルフコンペ１月の結果
第１１9 回ＣＬＬゴルフコンペは、１月２5 日ランナーゴルフ場で開催
された。参加者合計は、３３名。成績は下記の通り。
順 位

名 前

OUT

IN

GS

HC

NET

優 勝

松尾 弘義

５０

４９

９９

２７

７２

準優勝

井野 一郎

４４

５０

９４

２１

７３

３ 位

向山 正

４２

４２

８４

１０

７４
松尾 弘義さん

CLL フォトクラブ写真展
今月号から CLL フォトクラブの写真を毎月掲載します。素晴らしい写真が登場すると思います。
ご期待ください。

面高 昌男法人会員
『幸せの橋』
』

渡辺 勝彦会員
『ミャンマー』

渡辺 泰子会員
『ミャンマー』
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掲示板

サンクラフト・ドール教室開講のご案内

総会でご案内いたしましたが、文化部では講習会「サンクラフト・ドール教室」を開催します。
第１回 「お雛様」 約2時間で完成します。
講師 角田怜子会員
開催日 ２月15日（金）１３：００～１５：００ （1クラス７～８名）
申し込み多数の場合 ２月２２日（金）１３：００～１５：００に２クラス目の講習 を行います。
募集人数 16名、先着順にさせて頂きます。
教室場所 CLL事務所
材料費 1回につき 300バーツ
用意するもの ・小さなハサミ（眉毛切りくらいのもの） ・タオル１枚（粘土の乾燥を防ぐ） 顔は角田
講 師が事前に制作します。

申込締切 ２月９日（土）です。
みなさんのご参加をお待ちしています。
参加申込は担当までメールまたは電話でお願いします。
受付担当 文化部世話人 ： 黒木みづほ
milkyway.2795.mizuho@io.ocn.ne.jp
085-2583084

CLL フォトクラブ が TBS『世界ふしぎ発見』取材撮影に協力
会員が三択質問にどのような形で登場するか？放映が待ちどうしい? 乞うご期待！！！
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新人紹介
福岡 純子さん
東京都葛飾区出身
ゴルフがしたいです。
タイ語を話せるようになりたいです。

橋本 隆博さん
愛媛県松山市出身
ゴルフ好きでチェンマイへ１０年前より来ています。今回ＯＡビ
ザを取得したので、これを機会にＣＬＬに入会することに致しま
した。リタイヤ生活イコールゴルフ生活です。

柴田 貞男さん
長野県須坂市出身
須坂市でリンゴ作りをしています。１９３８年生まれの７４才で
す。
ゴルフ、バトミントン、ソフトバールなど運動は好きなんですが、
ヒザと腰に問題が有り、時々休みを入れないとダメなんです。よろ
しくご理解ください。

原田 智子さん
山口県山口市出身
再入会させていただきました。チェンマイ、チェンライの生活を合
わせると、本年４月でまる７年になります。あっという間にすぎて
しまった様な気がします。毎日ストレスの無い生活で、楽しく過ご
しています。今後共によろしくお願い致します。

川地 邦仁子さん
愛知県名古屋市出身
旅行で何度も訪れたチェンマイが気に入って１年半前から住み始め
ました。自転車であちこち散策したり主に街歩きを楽しんでいま
す。のんびりと何も予定のない日が大好きです。よろしくお願いし
ます。
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2013 年２月度 CLL 行事予定表
広報部編集会議
囲碁同好会
手芸同好会
コントラクトブリッジ同
好会
タイ語同好会

毎週月曜日
毎週木曜日
毎週火曜日
毎週水曜日

毎週水曜日

13 時〜15 時
13 時～17 時
10 時〜12 時
10 時～12 時

ＣＬＬクラブ事務所
ＣＬＬクラブ事務所
ＣＬＬクラブ事務所
ＣＬＬクラブ事務所

中級 13 時 00 分～14 時 20 分
初級 14 時 30 分～15 時 30 分

ＣＬＬクラブ事務所

10 時〜11 時 30 分
10 時～12 時
8 時〜１0 時

ＣＬＬクラブ事務所
ＣＬＬクラブ事務所
ＣＬＬクラブ事務所
※要事前申込。問 診書
の事前提出

英語同好会
フォト同好会
遠隔健康相談

毎週月曜日
第２・第４金曜日
第１・第３金曜日

コーラス同好会
サンクラフト・ドール講
習会
ゴルフコンペ月例会
自然を楽しむ会

第２・第４ 土曜日
10 時～12 時
第 一 回 2 月 15 日 13 時～15 時
（金）22 日（金）
２月 2２日（金）
6：25 集合 6：45 スター
ト
２月 2５日(月)
7:20 集合 7:30 出発

定例会

第１・第３ 土曜日

13 時 30 分～15 時 30 分

チェンマイ日本国総領事館 053-203367
（休日・夜間の緊急連絡先）
081-846-8265
081-809-6074
チェンマイ入国管理局
053-277510
警察署
191
ツーリストポリス 1155
火事・消防署
199
メータータクシー
053-279291
チェンマイ大学医学部附属シーパット・
メディカルセンター
053-946900〜１

レストラン「プルーン」

ＣＬＬクラブ事務所
ランナーゴルフ場
パーイ。パーイ・ キャ
ニオン、雲南気分 の南
湖山地など
オーキッドホテル２Ｆ

ランナー総合病院
053-999777
ナッティダー・サーグアンさん
（タイ人の日本語通訳）
チェンマイラム病院
053-920300
杉本 あきらさん
同上
青木 祐子さん
同上
ゲオさん（タイ人の日本語通訳）同上
ラジャヴェーチェンマイ総合病院
053-801999
米山千恵子さん
内線 777
勝山桃子さん
同上
中村麻美さん
同上
（緊急時 089-755-2820）
（勤務時間：月～金：9:00
～17:00
土曜日：9:00～12:00）

自然を楽しむ会

写真：シンハービール経営農園にて

１月２６日（土）ドイ・チャーンコーヒーと桜の名所ツアーは３３名の会員
の参加者で行われた。
山全体が、象の形をしている所からドイ・チャーン。山を進行左手に見
て、３６０度の見渡せる展望台へ、残念ながら桜は既に散っていた。しかし
頂上から見た景色は素晴らしい。ドイ・チャーンコーヒーでおなじみのコー
ヒー製造工場を見学、試飲のコーヒーも美味しかった。
高萩 記
高萩記

