細則1.4

会員証について変更のお知らせ

Notice on Change of By-Law Clause 1.4 Membership Card

組織強化部

2018年9月28日の定例理事会にて細則1.4会員証について変更が承認されましたので、
お知らせいたします。
細則1.4

会員証（変更後）

1.4.1 日本人会は、正会員、特別会員、会友、名誉会員、臨時会員、法人会員、及び会則12条で規定する直系家族に対し会員証を発行する
ことができる。但し、子どもの会員証の発行は12歳以上25歳未満の子どもとする。
1.4.2 正会員、特別会員、会友、名誉会員は、会則13条に従い理事会で入会の承認を正式に受けた後、翌月1日から正規の会員となること
ができるが、入会申込が完了した申込者は、入会承認前に仮会員の身分において会員証を受けることができ、
日本人学校の登録や日
本人会の施設を利用することができる。
しかし理事会で入会を否認された場合、仮会員の身分において発行された会員証は自動的
に無効となり、仮会員は会員証を返却し、仮会員の期間に利用し発生したすべての使用料を精算しなければならない。
日本人会は、
必要に応じて日本人学校に会員の無効を通知する。
1.4.3 会則11条で規定された臨時会員は、臨時会員証 (Visiting Pass) を申請することができる。
1.4.4 法人会員においてその代表者は、別途定められた法人会員のグレードにより決められた枚数までの法人会員証の発行を申請するこ
とができる。法人会員証を保有するノミニー正会員は、法人会員証を提示することで日本人会の施設を利用することができるが、使用
の際には認証確認のため、保有者の個人会員証の提示も求められる。
1.4.5 会員は会館を利用する際、常に会員証を携帯していなければならない。会員証を携帯していない際には施設の利用が著しく制限され
る。
フロントオフィスで会員証明申込書を申請し、各施設で提示することにより利用が可能となる。
1.4.6 会員は、会員証を他人に貸与してはならない。
日本人会スタッフから会員証の提示を求められた場合、
それに従わなければならない。
1.4.7 会員は、
日本人会は、必要に応じて日本人学校に会員
1.4.8 会員は、退会、及び不在会員となる際、会則に従い会員証は返却しなければならない。
の退会及び不在会員となったことを通知する。
その旨事務局へ届け出するとともに、所定の用紙にて会員証再発行の申請を行うことができる。会員
1.4.9 発行された会員証を紛失した際、
証の再発行に当たっては、手数料として、10ドル課すものとする。
※1.4.2に
「～入会申込が完了した申込者は、入会承認前に仮会員の身分において会員証を受けることができ、
日本人学校の登録や日本人会の施設を利用することがで
きる。」
とありますが、
コンピューターシステム構築が完成するまでは、
日本人会施設利用に関して制限がございますことをご了承ください。

1.4

Membership Card (Revised)

1.4.1 The Japanese Association (herein referred to as “the Association”) shall issue membership cards to Ordinary, Extra-Ordinary,
Associate, Honorary, Visiting and Corporate Members and members of their immediate families as stated in Section 12 of the
Association’s Rules. Membership cards for children of members will be issued to those above the age of twelve (12) and below
the age of twenty-five (25).
1.4.2 As stipulated in Section 13 of the Association’s Rules, membership of Ordinary, Extra-Ordinary, Associate and Honorary
Members will be officiated on the first (1st) of the month following the General Committee’s approval. Upon completing
application, the candidate will be issued a membership card as a temporary member, allowing them to apply for their children’s
admission to The Japanese School, Singapore and to utilise the Association’s facilities. In the event that the candidate’s
application is rejected, his/her membership card will be void automatically. The candidate should return the membership card
1.4.3 and settle any outstanding expenses immediately. If necessary, the Association will inform the Japanese School, Singapore of the
1.4.4 void membership.
Visiting Members as defined in Section 11 of the Association’s Rules can apply for a visiting pass.
The representative of a Corporate Member can apply for up to a limited number of Corporate membership cards depending on
1.4.5 their grade. An Ordinary Nominee Member can utilise the Association’s facilities by presenting the Corporate membership card.
However, they will also have to present their personal membership card for authentication purposes.
Members must always bring along their membership cards when they come to the Association. Those who do not have their
1.4.6 membership cards may be denied usage of the Association’s facilities. Members can apply for membership authentication at the
1.4.7 Front Office to authenticate their membership. They will then be able to utilise the Association’s facilities by presenting the
1.4.8 certification at each facility.
Members are not allowed to lend their membership cards to others.
1.4.9 Members are obliged to show their membership cards when requested to do so by staff of the Association.
As stipulated in the Association’s Rules, Membership cards must be returned to the Association upon termination of membership or
when he/she become Absent Members. If necessary, the Association will inform the Japanese School, Singapore of the termination
of membership or change to an Absent Member.
Members are obliged to report any loss of their membership cards to the Secretariat Office immediately. Re-application of new
cards can be made in the prescribed forms. A surcharge of S$10.00 shall be imposed for every card re-issued.

*Clause 1.4.2 states that “Upon completing application, the candidate will be issued a membership card as a temporary member, allowing them
to (…) utilise the Association’s facilities”. However, until our system upgrade is completed, the Association’s facilities that can be utilised with
a temporary card will be limited.
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