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本誌からの無断転用をお断りします

ウルトラマンの故郷はタイだった！？

岡村 潮絵

皆さんは「ウルトラマン訴訟」って聞いたことありますか？
2 年ほど前に、知り合いを通じてタイ人の弁護士さんに会った時のことでした。
この弁護士さんが「私は以前、ウルトラマン訴訟を担当していました」とおっ
しゃるのです。「えっ、ウルトラマンが裁判に巻き込まれたの？」と一瞬首を
かしげましたが、さらにタイにおけるウルトラマンの背景を聞いて私は完全に
のけぞってしまいました。
「ウルトラマンのモデルはアユタヤ様式の仏像」というのがタイっ子の“定説”だというのです！ウルト
ラマンは、日本で誕生した純国産品と信じて疑わなかった私にはかなりのショックでした。この“定説”の
真偽のほどはさておき、ウルトラマンがタイと深くかかわっていたとは驚きです。
ウルトラマン訴訟というのは、タイの「チャイヨー・プロダクション」（チャイヨーとは「万歳」の意味）
つぶらや

と円谷プロダクション(ウルトラマンシリーズに代表される特殊撮影技術プロダクション)との間で、ウルト
ラマンのキャラクターに関する海外販売権をめぐって争われたものだそうです。
そもそもなぜウルトラマンがタイとかかわるようになったのか？
それは、初代ウルトラマンが誕生する以前、タイで生まれ育ったソムポート・セーンドゥアンチャイ氏
が、1962 年に日本に留学して円谷プロダクションで特撮技術を学んでいた頃に端を発するようです。この時
に、ウルトラマンの構想を練っていた円谷氏にデザインのアドバイスをしたのがソムポート氏だったという
話もあるとか。タイに帰国後、同氏はチャイヨー・プロダクションを興し、1974 年以降、ウルトラＱ、ウル
トラマンタロウ等を円谷プロダクションと合作しました。
チャイヨー・プロダクションが 1976 年から日本以外でウルトラマンのキャラクターを商用目的で利用する
権利を持っていたと主張し始めた(1995 年)ことに対し、円谷プロダクションがこれを無効として 1997 年に
タイで、またさらに 1999 年には日本でそれぞれソムポート氏に対して裁判を起こしました。面白いのは、
日本での最高裁判決（2004 年 4 月）ではタイ側（チャイヨー）が勝訴し、タイ国でのタイ最高裁による判決
では、日本側（円谷プロ）が勝訴したことです。
紆余曲折のある面白い裁判なので、関連情報をインターネットで調べていたら、アユタヤ郊外の「ウルト
ラマン博物館」のことまで出てきました。2009 年オープン予定が成らず現在は廃墟化したとは残念です。
何はともあれ、日タイ友好大使ウルトラマン万歳！

ウルトラマンの元祖はタイの仏像だった！？

廃墟化したウルトラマン博物館
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＜2013 年５月４日（土）定例世話人会＞

＜2013 年５月１８日（土）定例世話人会＞
１． 前回議事録の承認
２． 各世話人の連絡事項
３． 例会の進行
４． 法人会員について
５． その他の提案

１． 前回議事録の承認
２． 各世話人の連絡事項
３． 例会の進行
４． 前月の会計報告
５． 法人会員について
６． その他の提案

６． 本日例会終了後の CLL の方向性を考える会に参加す
るようにとの代表通達。

≪第一定例会≫５月４日（土）

≪第二定例会≫５月１８日（土）

講演：『ビザ移動サービスについて』
ローンサック氏（スポーツ観光省）
ラクサミー氏（チエンマイ商工会議所）
各部報告
事務局：現在会員数１４７名 本日の出席者４５名
相談コーナーの充実のため、ベテラン会員の
相談員の、ご協力をお願いします。
広報部：本日配布したＣＬＬクラブ会報５月号の印刷が
ずれて見えない所があるので、第二例会で再配布
をします。
業務部：５月１７日（金）に遠隔健康相談を実施しま
す。プルトップの回収にご協力をお願いします。
文化部：商工会議所よりリンチー狩りのお知らせが、
一泊２日５月２９、３０日、宿泊先アンカーン自然ホ
テルで小旅行の案内が来ています。
第２回サンクラフトドール教室を５月１７日（金）に開
催します。
タイ語同好会に、初めてタイ語を勉強したい方の為
に、６月から新たに入門クラスを設けます。
運動部：ゴルフコンペを、５月２３日（木）６時４０分集合
７時０８分スタート、場所はグリーンバレーゴルフ場
にて開催します。
その他：今回から例会で、新しい会員が知りたいことを
質問し、 ベテラン会員が疑問に答える質問コーナー
を実施して行きます。

講演：『チェンマイで日本人がかかわる事件の現状』
浦野謹稔氏（会員でボランティアのツーリストポリス）
トラブル、事故で日本人のかかわる件数が増えており５
月初め～１０日までで６件もあり、最近は加害者になる
場合も増えてきています。

各部報告
事務局
現在会員数１４７名 法人会員８社 本日の出席 42 名
広報部
ホームページ不具合対策中
ドイステープ夜間登山が５月２３日にあります。
業務部
遠隔相談５月はなし。活用を願います。
文化部
タイ語教室 ６月から初級を始めます。
運動部
ゴルフコンペを来月６月２７日（木）に行います。
相談員の出来る方を場集します。
日泰親善ゴルフ大会 ６月２日（日）に行われます。
その他
病院にかかるときは事前に料金の確認を。 病院において
料金が高い、料金がはっきりしてない場合がある
意識がなくても自分のかかりつけの病院に連れて行っても
らえるよう皆も何か対応しておくほうがよいとの提案。
チェンマイで車を運転し、左折すると罰金を取られると
場所があります。
標識、表示に従うこと。

６月度例会講師の紹介
6 月 1 日（土） 会員 瀬田清史氏 パヤップ大学院生活とタイの学生気質
パヤップ大学院に通学する瀬田清史さんには CLL コーラスの指導をお願いしておりますが、元二期会会員の瀬田氏が再度声
楽のレベルアップのために学生になっています。タイ語の勉強は予想外にハードのようでその苦労話とタイの学生気質に付
いて面白いお話を頂ける予定です。

6 月 15 日（土） シーパット病院通訳 フォンさん 救急医療とシーパッド病院
本名ナタピルン・トンカム（フォンさん）が岸田栄子さんの後任としてシーパッド病院で通訳として活躍しています。日本
語の個人教授はラチャパット大学の川合友紀子先生に教わり、がんばっています。今回はチェンマイで最高の医療、設備を
誇る病院の紹介を中心に話をいただきます。
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パワーストーンの紹介

川地 邦仁子

日本では、パワーストーンブーム。
カラフルな様々な種類の石の色。
ちょっと身につけてみようかな・・・何か、パワーをもらえそう・・・そんな
思いで、手にした人も多いと思います。
タイにも夜市や通りのお店等で、よくブレスレッドなど様々な石を見かけます。う～ん、どれにしよう
か・・・。どんな意味があるのか・・・と悩んだ時に少し覚えておくと便利な石の色によるパワーをお伝え
します。

＜白い石＞
考えがまとまらない、インスピレーションがわかない、頭痛が治らな
い、皮膚の状態が悪い、神経系がスッキリしない。

＜青、紫の石＞
目、耳、鼻の疾患、精神的な負担が大きくて辛い。

＜水色の石＞
ぜんそく、風邪などで辛い、口唇や歯の疾患、甲状腺の疾患、

＜緑、ピンクの石＞
心臓等循環器系の疾患、低血圧や高血圧、血液に関わる疾患、肩や筋
肉に関わる疾患。

＜黄色の石＞
胃、十二指腸など消化器系の疾患、対人関係の悩み、神経的な胃腸
障害、腎臓の疾患。

＜赤、オレンジの石＞
生殖系の疾患、腰痛、更年期障害、骨盤、前立腺の疾患。

＜黒い石＞
排泄に関連する疾患、結石などの泌尿器系の疾患、脚部の疾患。

石にはいろいろな意味がありますが、今回は石が体に与えてくれるパワーやそれぞれの意味を色別にお伝え
しました。何げなく手にする石たち。興味のある方もない方も、太古から伝わるこの不思議なパワーに少し
でも目を向けてみてはいかがでしょうか。
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ゴルフコンペ月例会（５月）の結果
第１２３回ＣＬＬゴルフコンペは、５月２３日グリーンバレーゴルフ場で開催された。
参加者合計２５名、成績は下記の通り。
順 位

名 前

OUT

IN

GS

HC

NET

優 勝

大澤 米子

52

46

98

27

71

準優勝

角田 忠延

48

45

93

21

72

３ 位

月村 仁

44

49

93

20

73
祝優勝 大澤 米子さん

新入会員のご紹介

花岡 栄 さん
出身：鹿児島県鹿屋市
大好きなゴルフを週４～５回したくてチェンマイに参りました。
家内ともども、末永くよろしくお願いします。

花岡 春代 さん
出身地：鹿児島県鹿屋市
何年たっても、鹿児島弁がぬけない。死ぬまで鹿児島弁を通します。
ゴルフが好きで、おしゃれも好き。気持ちは若い。

違反すると罰金ですよ
タイ語

英語

左２枚は前の信号機が赤の時は左折できませんと言う交通標識です。
右の黄色の標識は、車、バイクは停止線の手前に止まりなさいを表示し
ています。

白線前で停止
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CLL フォト同好会写真展
L

「３つの太陽」 山本 啓子会員

「村の結婚式」 高萩 政明会員

「アンコールワット」田中 裕会員

「朝日を待つ」

「千手観音」 鈴木 幸子会員

「朝焼け」

小池 裕太郎会員

高萩 政明会員

《サンクラフトドール教室 第２回講習会が開催されました》
2 月の「お雛様」作りに続き、再び角田
怜子会員を講師に迎えて 5 月 17 日、第 2 回
サンクラフトドール教室が開催されました。
今回の講習では、ゴルフボールを利用した
紙粘土の「ピエロ」作りに挑戦！
角田先生のご指導により、2 時間ほどで
皆それなりに可愛いピエロのお人形さんを
完成させることができました。今回も、
とっても可愛いお顔を描いて用意して下さ
った角田先生、どうも有難うございました！
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２０１３年６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

毎週月曜日
毎週木曜日
毎週火曜日
毎週水曜日

タイ語同好会

毎週水曜日

英語同好会
フォト同好会
コーラス同好会

毎週月曜日
第２・第４金曜日
第２・第４土曜日

遠隔健康相談 ※

第 1・第 3 金曜日

ゴルフコンペ月例会
定例会

６月２７日（木）
第１・第３ 土曜日

13:30
13:00
10:00
10:00
中級
初級
入門
10:00
10:00
10:00

〜 15:00
～ 17:00
〜 12:00
～ 12:00
13:00 ～ 14:20
14:30 ～ 15:50
16:00 ～ 17:30
～ 12:00
～ 12:00
～ 12:00

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
ＣＬＬクラブ事務所
ＣＬＬクラブ事務所
ＣＬＬクラブ事務所
レストラン「プルーン」

集合 6:40 スタート 7:08

ＣＬＬ事務所
（事前申し込み要）
グリーンバレーゴルフ場

13:30 ～15:30

オーキッドホテル２Ｆ

8:00 ～10:00

＜見つけたお店 カフェ・フィン＞
チェンマイにも、其れこそ星の数ほどの飲食店がありますが、このお店もそのなかのひとつ。
１年程前に、リンカム交差点近くのスーパーハイウェ沿いに出来たちょっとオシャレなカフェ。先日、友人と行っ
て来たときの話 メニューは英、タイ語表記。数多いメニューの中から何を選ぼうかと迷っている所に、別のメニュ
ーを店員さんが持って来てくれました。カオパット＋飲み物で９８Ｂ。
パッタイ＋飲み物で８９Ｂ等々、定番のタイ料理６種類程度の写真付き。うんこれ
なら頼み易い。パッタイにしよう。飲み物は？何から選べばいいの？と聞くと，
アライコーダーイ（何でもいい）の返事！飲み物の種類も沢山あって、ブルーベリー
シェイク７０Ｂ、キーウィシェイク７０Ｂ、カフェラテイエン６０Ｂ等。え！？
セットで８９Ｂなのに７０Ｂの飲み物ＯＫ？じゃ、パッタイ１９Ｂってこと？！
半信半疑で注文すると・・・出てきました。珍しいウンセンのパッタイ（エビ入り）、
ブルーベリーシェイク。
味も美味しく、雰囲気も良く、何しろおサイフに優しい！お得大好き！おばさんは、
次は一番高い飲み物を注文してもっとお得感を満足させよう！とお店を後にしたのでした。
※それにしても、日本ならセットのドリンクは大体コーヒ
＜遠隔健康相談＞ＣＬＬ事務所にて、スカイプ（映像と音声）を利用した対話形式で香川大学医学部の担当医師に健
or 紅茶なのにさすが大らかな
康相談を行うものです（相談時間：１人
30
分）
。相談希望者は、庄司会員にメールあるいは電話でお申込み下さい。
タイ。何でもいいよーは嬉しくて、ちょっと幸せ心地のランチタイムでした。(K.K.)
チェンマイ日本国総領事館 053-203367
（休日・夜間の緊急連絡先）
02-204-4583
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
ナッタプルーン・トーンカム（愛称フォン）さん
（タイ人の日本語通訳）

(K.K)
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 裕子さん
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
勝山桃子さん永江真智子さん 内線 777
板谷美香さん
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）

