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平成３１・令和元年度の総会を盛大に行いました
去る５月１８日（土）に平成３１・令和元年度の総会をホームくっくわかばやし別館で行いました。最
初に当会顧問である不破大仁県議から当選御礼のあいさつがあり、続いて豊原菊生会長から「今年度はタ
イ協会の将来を考えるため、検討プロジェクトを立ち上げたいとあいさつがありました。総会では平成
３０年度事業報告・決算報告、平成３１・令和元年度の事業計画・予算案、規約の改正が提案され、いず
れも全会一致で承認されました。引き続き今年３月に派遣された柳川高校附属タイ中学校卒業式参加訪問
団を代表して木下副団長が卒業式の様子などを報告しました。夜の会員交流会には、留学生８人を含め約
４０人が出席、前田勝紀名誉会長の乾杯で始まり、新入会員、特別会員の紹介、また留学生から自己紹介
や歌、マジックも出たりして、賑やかにお互いの懇親を深めました。

前年度事業報告
１
２
３

第２５回総会 ５月２０日（土） 金沢歌劇座 約３０人参加 日本留学体験談 交流会（ホームくっくわかばやし別館）
タイ草の根活動支援基金の運営 支援内容 タイ・ナコーンシータマラートの柳川高校附属タイ中学生に奨学金贈呈
講座・教室の開講
① タイ語講座
タイ協会事務所
基本コース 第１期 ５月～７月 全１０回 ６人受講 第２期 ９月～１１月 全１０回 ３人受講
第３期 １月～４月 全１０回 ３人受講
会話コース 第１期 ５月～７月 全８回 ８人受講 第２期 ９月～１１月 全８回 ９人受講
収入計２，５４８，６４６円―支出計２，１６７，３８９円＝３８１，２５７円（次年度繰越金）
第３期 １月～３月 全８回 ８人受講
② タイ人のための日本語講座
タイ協会事務所 １月～３月 毎月２回 4 人受講
③ タイ料理教室 ニュー三久西念店ふれあい広場
第１回 ９月 １３人受講 第２回 １０月 ９人受講 第３回 １１月 １６人受講
４ 発足２５周年記念事業の実施
① 「タイ交流の旅」 ８月６日（月）～１２日（日） ５人参加 バンコク ナコーンシータマラート
② ２５周年あゆみ写真展 ９月１日（土）～２７日（木） 本町スクェア
③ タイ映画上映会 ３月２４日（日） 金沢市文化ホール １５人参加
④ ドゥアン・プラティープ財団設立４０年記念事業教育里親募集に協力
５ タイ・ナコーンシータマラートの柳川高校附属タイ中学校卒業式参加訪問団の派遣
３月２７日（水）～３１日（日） １０人参加
６ 会員交流会の開催
① 留学生と日帰りバス旅行 １０月２０日（土） １５人参加
② タイ料理＆クリスマス交流会１２月２２日（土） 石川県青少年総合研修センター約４５人参加
③ 留学生歓迎会、講座の打ち上げ等
７

行政等が実施する交流事業等への協力
トムヤムラーメン留学生試食会への協力
５月１２日（土） ８番ラーメン泉ヶ丘店 留学生６人参加
アメージング・タイランド（主催：タイ国政府観光庁）への協力 ８月４日（土） 金沢ＫＫＲホテル
タイ３５ミリフィルム上映会への協力 9 月 29 日（土）
・３０日（日）
多文化を共生する県民フェスタに出展等 ９月３０日（日） リファーレとその周辺 パネル展示、当会紹介ブース
国際交流まつりに出店等 １０月１３日（土）
、１４日（日） 金沢市役所前広場
ブース：トムヤムラーメン・タイ物産販売 ステージ：タイ舞踊
⑥ タイ人留学生との交流事業のへの協力 １１月２４日（土）
、１月２０日（日）いしかわ総合スポーツセンター
８ 在県留学生への相談、助言等支援
９ 会議等の開催
１０ 協会活動に関する情報提供等 ホームページ、タイ協通信、フェイスブック等
①
②
③
④
⑤

前年度収支決算報告
収入の部

支出の部

項 目
予算額Ａ
決算額 B
差引Ｂ－Ａ
項 目
年会費
270,000
244,000
▲26,000 総会費
寄付金
60,000
122,410
62,410 事務所運営費
助成金
0
6,000
6,000 事業費
事業収入
1,620,000 2,288,669
668,669 通信費
前年度繰越金
136,170
136,170
0 雑費
雑収入
830
0
▲830 予備費
計
2,087,000 2,797,249
710,249 計
収入計 2,797,249 円―支出計 2,667,530 円＝129,719 円（次年度繰越金）

(単位:円)
予算額Ａ
90,000
270,000
1,560,000
30,000
30,000
107,000
2,087,000

決算額 B
71,058
295,420
2,241,772
27,106
32,174
0
2,667,530

差引Ｂ－Ａ
▲18,942
25,420
681,772
▲2,894
2,174
▲107,000
580,530

今年度事業計画
１
２
３

第２６回総会 ５月１８日（土）
ホームくっくわかばやし別館 タイ中学校卒業式参加訪問団帰国報告、会員交流会
タイ草の根活動支援基金の運営
講座・教室の開講
① タイ語講座
タイ協会事務所
基本コース 第１期 ５月～７月 全１０回 第２期 ９月～１１月 全１０回 第３期 １月～３月 全１０回
会話コース 第１期 ５月～７月 全８回
第２期 ９月～１１月 全８回
第３期 １月～３月 全８回
② タイ人のための日本語講座
タイ協会事務所 ４月～３月
毎月２回
③ タイ料理教室の開催
年６回 ニュー三久西念店ふれあい広場 毎回定員 １５人
４ 「タイ交流の旅」の実施
Ａコース：８月２１日（土）～２４日（日）ナコーンシータマラート
Ｂコース：８月２４日（土）～３１日（土）チェンライ チェンセン チェンマイ バンコク 両コース参加可
５ 会員交流会の開催
新 タイ留学生とのバーベキュー交流会
①○
秋
金沢
② タイ料理＆クリスマス交流会 １２月２１日（土） 石川県青少年総合研修センター
③ 留学生等歓送迎会、講座・イベントの打ち上げ等
6 行政等が実施する交流事業等への協力
① 国際交流まつりに出店等 １０月１２日（土）
、１３日（日） 金沢市役所前広場
② 多文化を共生する県民フェスタの出展等 １０月 リファーレ周辺
③ タイ留学生主催の花見に参加 ４月１３日 もりの里付近の浅野川橋下河川敷
7 支部づくりの推進
8 在県留学生等への生活支援、助言
9 会議の開催
新 石川県タイ友好協会の将来検討プロジェクトの設置
10○
11 協会活動に関する情報提供等 ホームページ、タイ協通信、フェイスブック等

今年度収支予算
項
年会費
寄付金

目

事業収入
前年度繰越金
雑収入
計

今年度予算額Ａ
240,000
30,000

前年度予算額 B
270,000
60,000

差引 A－B
▲30,000
▲30,000

1,330,000
129,719
281
1,730,000

1,620,000
136,170
830
2,087,000

▲290,000
▲6,451
▲549
▲357,000

項 目
総会費
事務所運営費
事業費
通信費
雑費
予備費
計

今年度予算額Ａ
80,000
280,000
1,250,000
30,000
30,000
60,000
1,730,000

前年度予算額 B
90,000
270,000
1,560,000
30,000
30,000
107,000
2,087,000

差引 A－B
▲10,000
10,000
▲310,000
0
0
▲47,000
▲357,000

タイ交流の旅の参加者を募集しています
今年度のタイ交流の旅は、２つのコースで実施します。A コースとして８月２１日
（水）～２４日（土）に南部ナコンシータマラート訪問、B コースとして８月２４日
ナコンシータラマート
(土)～３１日（土）にタイ北部とバンコク訪問となっております。A コースはマング マングローブ植林活動
ローブ植林やタイ柳川中学訪問、タイ石川県人会との交流を予定、B コースは一人で
はなかなか行けないゴールデントライアングルやメーサイ、チェンライ、チェンマイ
などで、工場見学や大学訪問等を予定しております。両コース通しでの参加でもどち
らか一つでの参加も可能です。現地集合、現地解散で、現地では添乗員が付きます。
タイまでのフライトは個人手配となりますが相談に応じます。ふるってご参加いた
だきますようお願い申し上げます。詳細は事務局までお問い合わせください。
なお、参加費はＡコースで４万円前後、Ｂコースは８万円前後と見込んでいます
チェンマイ・ドイステープ
が、変更もあり得ます。

タイ映画上映会を開催しました。
去る３月２４日(日)高岡町の金沢市文化ホールで、協会 25 創立
周年行事の一環でタイ映画の上映会を行い、タイ映画の魅力を
アピールしました。一般を含めて 15 人の参加があり、映画「チ
ョコボール・ファイター」のムエタイアクションのすさまじさ
に引きずり込まれてあっという間の 2 時間が過ぎました。

タイ語講座平成３０年度第３期が終了・令和元年度第１期が開講しました
平成３０年度のタイ語講座は、基本コースが４月６日(土)、会話コースが３月１６日（土）に閉講式
が行われました。両コースとも、基本コースの講師のチョムさんから、基本は３人、会話は７人の<受
講者にそれぞれ、修了証書が渡されました。打ち上げはリトルスパイスで３月１６日にありました。。
今年度のタイ語講座第１期は、基本コース、会話コースとも５月１１日（土）に始まりました。いず
れも豊原会長からあいさつの後、講師の紹介、各自の自己紹介をして、学習に入りました。基本コース
の講師は金沢大学大学院の留学生チョムさんで、受講生は７人、会話コースの講師は金沢大学大学院
の留学生ベルさんで、受講生は８人となっています。

会話コース閉講式

打ち上げ

基本コース開講式

タイ料理教室は、今年度６回開催します
昨年度３回行った「タイ料理教室」は、今年度６回の開催を予定しており、これまで２回を開催
しました。第１回は４月１４日(日)、第２回は６月２３日(日)にいずれもニュー三久西念店ふれ愛の
広場で講師に昨年に引き続き合田ユイさんにお願いしました。第１回は、１５人が参加し、タイ風
ラーメンとクイッティヤオの春巻き、第２回は１８人が参加し、ソムタムとガイ･ヤーンを作りまし
た。参加者はユイさんが作るのを手本にしながら、熱心に料理に挑戦していましたが、出来上がっ
た料理を食べながら、タイのお話しも楽しんでいました。次回の第３回目は７月２１日(日)、同会場
で１０時から行うことにしておりますので、参加希望の方は事務局までお申込みください。

第１回

第２回

タイ・柳川高校附属タイ中学校の初の卒業式に出席しました
当協会は、去る３月３０日(土)に行われたタ
ツ行式参加訪問発の措置ｇスラム街のドゥアン・プラティープ
イのナコンシー･タマラ-トにある柳川高校附属
タイ中学校の第 1 回卒業式に出席しました。当
中学校は、当会海外会員で元留学生のテムラッ
クチャオさんが副理事長を務めており、これま
でも「タイ交流の旅」で訪問してきましたが、今
回前田勝紀名誉会長以下１０人が訪問し、卒業
生全員の写真の入った盾を贈呈するなど初めて
の卒業式を祝いました。今回卒業したのは２２
人で、そのうち数人が日本の柳川高校を進学す
ることになっており、石川県の高校でもぜひ受
入れてほしいと前田名誉会長は願っています。

財団里親募集キャンペーン

タイ留学生の花見に参加しました
４月１３日(土)にタイ留学生協会主催の恒例の花見があり、タイ留学生は
１７人、当協会の会員ら１１が参加しました。場所はもりの里近くの浅野川
河川敷でちょうどさくらの花は見頃で天気も良く、タイ風の味付けバーベ
キューを楽しみながら、交流を深めることができました。

タイ人のための日本語講座開講中です
しばらく休講していました「タイ人のための日本語講座」を今年から再開し
ました。日程調整をしながら月２回開催しており、現在県内企業の研修生４人
が受講しています。タイ人が日本語を学びたいと聞いている方がおられました
ら、事務局にご連絡いただければ幸いです。

当協会将来検討プロジェクトを設置します
本協会は発足２５年を経過しましたが、近年の多様化する国際社会の中で、会員の本会に対する期待する
ものに変化が見られることから、プロジェクトチームを設置し、第１回目を 6 月２９日（土）に開催しまし
た。お互いの自己紹介から始まり、熱心な意見交換を行いました。今後は数回のミーティングをしながら、
現状の問題を抽出し、本会が将来の目指す姿を構築することにしています。メンバー等は次の方々です。
メンバー：鍛治、川口、末松、田中、中野、林、藤野、道下、室木
オブザーバー：勝田、北川、近藤、豊原
(敬称略)

今後の行事予定

※日程等が変更となる場合があります。

タイ語講座 タイ協会事務所
基本コース 13:00～14:30 ７月６日（土）
・１３日（土）・２０日（土）
会話コース 14:45～16:45 ７月６日（土）
・１３日（土）
打ち上げ ７月１３日（土）場所未定
第２回将来検討プロジェクト ７月２０日（土） タイ協会事務所
第３回タイ料理教室 ７月２１日(日)10:00～13:30 ニュー三久西念店
タイ交流の旅 ８月２１日（水）～３１日(土) タイ南部、タイ北部、バンコク
≪次回は９月中に発行予定です。タイの関する情報があれば、事務局までお願いします。≫

