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シンガポール日本人会
The Japanese Association, Singapore



入会手続きのご案内

　シンガポール日本人会はその設立を1915年まで遡る、100年以上という歴史を持つ由緒ある会員制クラブです。
現在の日本人会館は発案から10年の歳月をかけて完成され、会員の永年の夢が実現したものです。1998年5月23日に
当時副首相であったリー・シェンロン首相を招いて落成式が挙行されました。アダム・ロードに位置する会館は150
台収容可能な駐車場を備えた4階建ての近代的な建物です。シンガポール日本人会の会館は世界中の日本人会の
中にあって類を見ない施設を誇っています。
　現在正会員約4,517世帯、約12,632人の日本人とシンガポール人や外国人約437世帯、約986人および約716
社の法人会員が登録されご利用頂いております。（2021年9月現在）
　日本人会は、会員への憩いの場、集いの場を提供するにとどまらず、日本人学校、日本人会クリニック、日本人墓地
公園の運営・管理そして現地社会との交流といった、シンガポール在住の日本人社会が担う役割も果しています。
　また、チャリティ活動や文化活動を通じて日本とシンガポールとの友好と親善にも積極的に寄与しております。
  The Japanese Association, Singapore was established in 1915. It is a members-only establishment located at Adam Road, consisting 
of 4 stories building with parking space accommodated 150 cars. There is currently about 4,517 households of Ordinary 
members (about 12,632 individuals), about 437 households of Associate members (about 986 individuals), and 716 Corporate 
members. (Sep 2021) 
  The Japanese Association, Singapore serves not only as a gathering spot for the Japanese living in Singapore, but it also manages 
the Japanese Schools, The Japanese Association Clinic, and the Japanese Cemetery Park. It also has a role in contributing to the 
relationship between Singapore and Japan through its Charity and Cultural exchange activities.

《法人会員》 Corporate members
日系企業を対象とした会員

《個人正会員》 Ordinary members
21歳以上の日本国籍を有する会員 

 《ノミニー正会員》 Nominee members
法人会員によって指名された会員

 《会友》 Associate members
21歳以上の外国籍の会員 

◇ オンライン入会申込
　 オンラインで入会申込QRコード

＊ 日本人会開館日：旧正月を除き年中無休
　 日本人会館（フロント、子ども図書室、ピヨピヨハウス、キッコリハウス、大人図書室、どんぐりレストラン、クラブショップ、
　 クリニック、事務局、茜レストランなどの施設）

Entrance Fee 
Nominee members : No Entrance Fee, $200 Deposit
Ordinary members : $1,000+GST Entrance Fee, $200 Deposit
Associate members : $5,000+GST Entrance Fee, $200 Deposit

Enquiry for JAS Online : JAS_Nyukai@jas.org.sg
Japanese Association, Front Desk (1F)

＊  Opening Club House : Club House open except Cinese New year's days. 
     Club House (Front Desk, Kids Library, Piyo Piyo House, Kiccori House, Library for adult, Donguri Restaurant, Clubshop,   
     Clinic, General office, Akane Restaurant, etc)

日本人会について

2021年 新年賀詞交換会

・入会時諸費用   
ノミニー正会員 ：入会金免除、デポジット（$200）
個人正会員     ：入会金（$1,000+GST）、デポジット（$200）
会友             ：入会金（$5,000+GST）、デポジット（$200）

問い合せ：フロント☎：6591-8136 / 6591-8137（直通）
入会オンライン申し込みに関するお問合せは
JAS_Nyukai@jas.org.sgまで。

Membership E-Application System QR code

※ 2021年9月現在、シンガポール政府のCOVID-19感染防止対策を受けて各施設の営業時間や営業の有無等に変更がございます。最新情報は日本人会ウェブサイトにて 
   ご確認をお願いいたします。

※ As of September 2021, due to the measures that are announced by the Singapore Government to prevent the spread of COVID-19, there are some  
    changes to our operating hours and operational status of each facility. Please refer to the JAS website for the latest information.



Charity　チャリティ活動 

Activity Event　年間行事予定 年間を通して様々な
イベントがあります。  Events all-year round

　日本人会のチャリティ活動は1958年に始まり、約60年の歴史を誇っています。社会貢献活
動部（旧婦人部）主催のチャリティバザーは1968年に、チャリティドローは1974年に開始さ
れ、シンガポール日本人会では、様々な福祉施設・基金に寄付をしております。長年に亘り日
本人会が寄付を行い、多くの日本人が福祉施設に赴きボランティア活動をしてきたことが評
価されています。ナザン大統領から2002年にはPresident's Social Service Award、そして
2008年にはPinnacle Awardという最高の賞が授与されました。また、シンガポール日本人
会創立100周年にあたる2015年には、社会貢献事業として合計10万ドルの教育基金を創設
いたしました。この教育基金は、シンガポール教育省語学センターとシンガポール国立大学日
本研究科の教育機関を対象に運用されています。このようなシンガポール日本人会の活動は、
地域社会に高く評価されています。

1月 
New Year’s Greeting 
Mochi Pounding Party

新年賀詞交換会
餅つき大会

2月 
Chingay Parade

チンゲイパレード

3月 
Japanese Cemetery Memorial Service
Softball Competition

慰霊祭
ソフトボール大会

5月 
Children’s Day Party
Soccer Competition 
Table tennis Competition
Course recital

こどもの日パーティー
サッカー大会 
卓球大会
講座発表会

6月 
Secondhand Book Sale
Dodgeball Competition

古本セール
ドッジボール大会

7月 
JAS Sports Day, 
Japanese Speech Contest 
Volleyball Competition

Fun Time for Kids

日本人会大運動会
日本語スピーチ
コンテスト
バレーボール大会
こどもお楽しみ会

10月 
Soccer Competition
Softball Competition
Fun Time for Kids

サッカー大会
ソフトボール大会
こどもお楽しみ会

11月 
Shichi-Go-San
Dodgeball Competition
Open House Charity Bazaar/Draw 
JAS Karaoke Contest
Christmas Light-up Ceremony

七五三撮影会
ドッジボール大会
オープンハウス
チャリティバザー
チャリティドロー抽選会
JASカラオケコンテスト
クリスマス点灯式

　Since 1958, the Japanese Association, Singapore (JAS) has been contributing to the 
Singapore community through multiple charity platforms. The Charity Bazaar which started 
from 1968, and the Charity Draw which started from 1974, have also contributed greatly to the 
Association’s charity efforts. With the Association donations and volunteer efforts, we were 
awarded the Pinnacle Award presented by President Nathan in 2008. In 2015, to commemorate 
the 100th anniversary of the Japanese Association, an education fund of $100,000 was 
created for the Ministry of Education Language Centre and the National University of Singapore, 
Centre for Language Studies.

チャリティバザー

餅つき大会 古本セール こどもお楽しみ会

チャリティバザー

チャリティドロー抽選会

カウントダウンパーティー

オープンハウス日本人会大運動会

日本語スピーチコンテスト

夏まつり

中秋節フェスティバル

チンゲイパレード

慰霊祭

こどもの日パーティー

サッカー大会

チャリティドロー

リサイクルバザー

12月 
Secondhand Book Sale 
Volleyball Competition
Christmas Party
Countdown Party

古本セール
バレーボール大会
クリスマスパーティー
カウントダウンパーティー

8月 
Summer Festival

夏まつり

9月 
Mid Autumn Festival

中秋節フェスティバル



Restaurant　会員制レストラン　施設のご案内

どんぐりレストラン　Donguri Restaurant (1F)

茜レストラン　Akane Restaurant (4F)

ラウンジ　
The Lounge (4F)

ゲーム（マージャン）ルーム
Game (Mahjong) Room (4F)

ご家族で気軽に楽しめるファミリーレストラン。
キッズメニューも充実しています。
※個室もご利用いただけます。

【営業時間】
月曜～金曜
11:00 ～ 20:30(ラストーダー：20:00)
土・日曜 
9:00  ～ 20:30(ラストーダー：20:00)

【お問い合せ・ご予約】 6467 3968（直通）
WhatsApp : 8309 3643
テイクアウト・デリバリーのご注文も承っております。

四季折々のお料理が味わえるファインダイニング。
気さくなスタッフが皆様を笑顔でお出迎えします。

【営業時間】
ランチ：  11:30 ～ 14:30 (ラストーダー：14:00) 
ディナー：18:00 ～ 22:30 (ラストーダー：22:00)

【お問い合せ・ご予約】 6591 7624（直通）
WhatsApp : 9056 0864
テイクアウト・デリバリーのご注文も承っております。
※ファミリーデー（土日祝日/平日ランチ）に限り

お子様連れでご利用いただけます。
※お座敷もご利用いただけます。（最大22名様）

A restaurant that families can enjoy.Private Rooms are available.

【Operating Hours】
Mon ~ Fri
Sat& Sun

09:00 ~ 20:30 (Last Order at 20:00) 
11:00 ~ 20:30 (Last Order at 20:00)

Enquiry/Reservation : 6467 3968 (DID)   WhatsApp : 8309 3643 
We are open for Takeaways & Deliveries.  

Enjoy the seasonal flavours of Japan.

【Operating Hours】
Lunch:  11:30 ~ 14:30 (Last Order at 14:00)
Dinner: 18:00 ~ 22:30 (Last Order at 22:00) 
Enquiry / Reservation : 6591 7624 (DID)
WhatsApp : 9056 0864
We are open for Takeaways & Deliveries.  
Children are able to dine at Akane only on 
Family Day (Lunch on Weekdays,Weekends and 
PH). Private Rooms are available. (Max 22 pax)

優雅にティータイムをまた、バーとしてもく
つろぎのひとときをお過ごしください。
Have a relaxing tea time or spend your 
time at the bar. 

カラオケルーム
Karaoke Room (4F)

最新の日本の曲もお選びいただけます。
英語・中国語の曲もございます。
Sing the latest Japanese hits. English 
and Mandarin songs also available.

人気の日本式電動マージャンでお楽しみ
ください。
Please enjoy with electronic Mahjong.

【営業時間】13:00 ～22:00
定休日：月曜日      

【Operating Hours】13:00 ~ 22:00

Closed Every Monday

Closed (until further notice)
【営業時間】13:00 ～22:30
定休日：月曜日   

【Operating Hours】13:00 ~ 22:30

Closed Every Monday



Clubshop　クラブショップ（1F）

Library　図書室  Kids'（1F）, Main（2F）

Kids Corner　キッズコーナー（1F）

JAS Clinic　日本人会クリニック（1F, 2F）

Privileges　会員特典

Others　その他 

日本食や日本のお菓子・調味料・薬や雑貨、日本人会史蹟史料部発行のシンガポールにまつわる
書籍類も取り揃えています。毎月プロモーションを実施しています。

【営業時間:（旧正月を除き年中無休）】　月曜日～金曜日：10:30～19:00　土曜日：9:30～20:00　
日曜日・祝日：9:30～19:00

【支払方法】 現金、会員証またはNETSでのお払い（非会員の方もご利用いただけます。）

小説、ビジネス書、旅行ガイドブック、雑誌、新聞、コミック、絵本、紙芝居、英語書籍
など、最新刊含む約70,000冊のアイテムがあなたをお待ちしています。

【ご利用時間】
月曜日～土曜日：9:00～19:45　
日曜日・祝日：10:00～19:45

【本の貸出】1家族につき合計20冊2週間　

各種レストランやゴ
ルフコースでの割引
等、様々な会員特典
があります。

コンサートから講演会、会議まで幅広い用途にご利用いただけますオーディトリアム（3F）、ボールルーム（2F）
そして欅ルーム（4F）。フィットネスセンターとしてのスタジオ1（3F）と防音施設が整ったスタジオ2（3F）等。
日本人会ならではの和室(3F)や茶室（4F）も完備。☆年1回のオープンハウスでは茶室にてお茶会を開催。
Facilities available for concerts to seminars and meetings at Auditorium (3F), Ballroom (2F) and Keyaki 
Room(4F). Studio 1 which can be used as a fitness center (3F), Sound-proof Studio 2 (3F), etc.
The Association is also equipped with Japanese-styled room (3F) and Tea Ceremony Room (4F).
Tea ceremony is held in the tea room at the Annual Open House.

Japanese snacks, seasoning and products as well as books by the Heritage Committee.
Monthly promotions ongoing (1F). 
Operating Hours (Closed on CNY)　Mon~Fri: 10:30~19:00　Sat: 9:30~20:00　Sun/PH:9:30~19:00
Payment method: Cash, Membership card, NETS (Non-members are also able to utilize the Clubshop)

Are you looking for somewhere you can read Japanese and English books? 
Then you found the perfect place! Approx. 70,000 items are waiting for you!
Loan Entitlement: 20 books for 2 weeks per household.
Operating hours  Mon ~ Sat: 9:00 ~ 19:45　Sun/PH: 10:00~19:45
Loaning of Books: 20 articles for 2 weeks per household.

日本人会クリニックでは、日本人医師や日本語が堪能な医師による一般診療や健康診断および各種医療
検査のみならず、心療内科専門医、臨床心理士や言語聴覚士による日本語でのカウンセリングや、鍼治療
にも対応し、シンガポール在留日本人の心身両面の健康を幅広くサポートしています。更に2020年4月から
婦人科の検査体制を拡充し、新たに女性検査技師を迎えて乳腺超音波、マンモグラフィ、婦人科腹部超音
波等を導入し、女性のための幅広いニーズにも対応できる体制を整えています。
Tel : +65 6467 0070 (日本語ライン) / 6469 6488
The Japanese Association clinic is a MOH registered clinic and has facilities for outpatient care, 
vaccination, health screening, ladies packages, X-ray, Mammogram/ultrasound and lab tests.

Please refer to the our website 
at “Privileges page” from QR 
code for more information 
about the various members’ 
privileges. 

Keyaki Room (4F)

Piyo Piyo House(1F) Kiccori House(1F)

英検受験：会員の方は、実
用英語技能検定（英検）
の受験資格が得られます。

（受験は年3回）

ピヨピヨハウス （1F）：乳幼児対象（3歳まで）おむつ交換、マミールーム（授乳室）が
あります。土曜日（月１、2回程度） 11:00より絵本の読み聞かせを行っています。 
キッコリハウス （1F）：3歳から未就学児のお子様対象人気のツリーハウスがあり、
アニメビデオを放映しています。
Piyo Piyo House(1F): Catered to infant (3 years old and below), equipped with 
diaper-changing station and nursing room. Story telling is held Saturday (1 or 2 
times per month) at 11:00.Kiccori House(1F): Catered to toddlers (3~6 years old) 
Anime videos are also shown. 



充実した各種講座  ☆ 現在70以上の講座があります。

クッキングクラス　Cooking Class
フランス料理、スペイン料理、飾り巻き寿司など
French Cooking, Spanish Cooking,
Art Design Sushi and Japanese Home Cooking, etc.

ハンディクラフト　Handy Craft
シャドーボックス、カルトナージュ、プラナカン
刺繍など
Shadow Box, Cartonnage, Peranakan Beading 
Embroidery, etc.

茶道・生花　Sado・Flower Arrangement
日本伝統文化：茶道、生け花など
Japanese Traditional Culture: Tea Ceremony, 
Flower Arrangement, etc.

PC・語学　PC・Language
英語、中国語、日本語、プログラミングなど
English, Mandarin, Japanese, Programming, etc.

ダンス・エクササイズ　Dance・Exercise
空手道、ヒップホップ＆ジャズダンス、バレエ、
ヨガ、ピラテスなど
Karate, Hip Hop & Jazz Dance, Ballet, Yoga, Pilates, etc.

音楽・絵画・書道　Music・Painting・Calligraphy
二胡、バイオリン、絵画、中国書道など
Er-Hu, Violin, Painting, Chinese Calligraphy, etc.

その他　Others
ブリッジ、ワイン、エチケットなど
Bridge, Wine, Etiquette, etc.

Courses　講座の紹介

A wide variety of courses. We have over 70 courses.

講座の詳細は日本人会ウェブサイトをご覧ください。
For more information on the course, please visit JAS website.▶

 



部会直属活動グループ 同好会

絵本と紙しばいの会

毎週火曜日10:00〜年２回のお楽しみ
会の準備練習など。土曜日（月1、2回程
度）11:00〜読み聞かせ。読み聞かせ
は経験なくても興味がある方。赤ちゃ
ん連れも一緒に。できる事を楽しんで！
　
活動日　火曜日　10:00〜12:00頃
場所　 ハンディクラフトルーム（3F）
活動日　土曜日（月1、2回程度）
　　　 11:00〜11:30
場所　 ピヨピヨハウス（1F）

折り紙同好会

折り紙同好会では、お子さんだけでな
く、大人の方もみなさんとお話しながら
楽しくおりがみを折っています。そして
作品の一部を１階のショーケースに展
示しております。まずは体験からお気軽
にご参加下さい。

活動日　第１土曜日 16:00〜18:00
場所　  ハンディクラフトルーム（3F）

箏の会

活動は「ローカル校への日本文化紹介」
「日本人会の諸活動」「年一度の演奏
会」。曲は「童話とのコラボ曲」「二胡や
尺八との合奏曲」「ハナミズキのような
ポップス」「お箏らしい曲」など。

活動日　金曜日 9:30〜
場所　  和室（3F）　

レディースコーラス

とても和やかな雰囲気の中、週２回練
習を行っています。クラシックからポピ
ュラーまで毎年さまざまなジャンルの
歌に挑戦しています。活動は日本人会
の諸活動など。ぜひ見学にいらしてく
ださい。一緒にお腹の底から声を出し
ましょう!

活動日　火•土曜日 10:00〜12:00
場所　  スタジオ２（3F） 　

メディカルスタッフの会

メディカルスタッフの会では医療関係
の有資格者が中心となって、月２回、医
療・健康に関する情報交換を中心に、
勉強会、ぴよぴよミニ講座、講演会の企
画などをしています。
現在メンバー募集中！

活動日　木曜日 10:00〜12:00
場所　  さくらルーム（2F）
　

ブリッジゲーム

世界130ヵ国、数千万人の愛好者がいる
といわれるコントラクトブリッジは世界中
で楽しまれているトランプゲームです。
言葉や国境を越え、仲間を広げていくこ
とができます。ゲームと練習をしています。

活動日　
火曜日（オープンゲーム） 9:30〜12:30
水曜日（ノービスゲーム） 9:30〜12:30
場所　ファンクションルーム2A•B（3F）

日本語を話す会

日本語会話を上達させたい！交流した
い！というローカルの方々と、月2回自
由会話やイベントを楽しむ会です。資
格、語学は必要ありません。トライアル
も有りますので、ご興味のある方は是
非ご一緒に！老若男女、大歓迎です。

活動日　第1土曜日    14:00〜15:50
場所　  クラスルーム（3F）
Zoom  第2・4土曜日 14:00〜16:00

カラオケ同好会

老いも若きも張り切って美声を張りあ
げています。プロ級のシンガーも沢山い
ます。定期活動として、タンピネスカル
チャーセンターとのカラオケ紅白歌合
戦、日本人会主催カラオケ大会、星日
文化協会とのカラオケ交流などをして
います。ジョインしませんか。

活動日　火曜日 19:00〜24:00
場所　  カラオケルーム（4F）

歴史友の会

シンガポールでの日本人の足跡をたどる
べく発足した歴史友の会。戦跡ツアー、
日本人墓地ツアー、チャイナタウンツア
ーをはじめ、寺院巡り、道路名の由来、食
べ歩きの本など、沢山のてくてくマップを
出版しています。

活動日　土曜日（月1〜2回）
           10:00〜13:00
場所　  クラスルーム2（3F）　

囲碁同好会

毎月第1・3土曜日の午後2時から、３
階のファンクションルーム2Aにて集会
を持っております。自由に参加くださ
い。初心者の方も大歓迎です。又、４階
のラウンジでも碁のセットがあり、連絡
くだされば誰でも打っていただける様
になっています。

活動日　第1•3土曜日　14:00〜18:00
場所　  ファンクションルーム2A（3F）

自然友の会

シンガポールの自然に親しむことを目
的とし、毎月第3金曜日の午前中に自然
保護区や公園などを散策しています。日
本では見られない珍しい花や実、動物
たちとの興味深い驚きの出会いを一緒
に楽しんでみませんか。

活動日　第2•3金曜日
           9:30〜12:00
場所　  クラスルーム1、2（3F）

将棋同好会

日本将棋連盟の支部としても活動してお
り、正式な級位認定も行っております。活
動内容は毎月の例会以外にもトーナメン
トの開催、海外支部との親善対抗戦やプ
ロ棋士の指導対局などを行っています。

活動日　毎月最終土曜日
           （子供）14:00〜16:00
           （大人）14:00〜19:00
場所　  ファンクションルーム2A（3F）

日本人会の同好会のご紹介を致します。
Won’t you join an interest group to enjoy some time with others of common interest? The Japanese Association Singapore has over 
30 interest groups where members can foster friendships and improve their skills. Feel free to join the groups.

部会直属活動グループ＆同好会紹介



絵画同好会

油、水彩、アクリル、色鉛筆などを使い
みんなでマイペースに活動を楽しんで
います。日本人会で2年に1度展示会を
行います。美術経験不問、どなたでも
大歓迎です。お気軽にご連絡の上見学
にお越しください。参加費無料。

活動日　月曜日　12:30〜15:30　
場所　  ハンディクラフトルーム（3F）

音楽同好会

メンバー同士での楽器演奏や子供向
けコンサート開催、またコンサート企
画、オペラ鑑賞、有名演奏家との交流
会他。楽器演奏をされない方〜ベテラ
ン、子供〜大人まで。ご家族での登録
も歓迎です。

活動日　月曜日　9:30〜14:00
毎月最終日曜日   9:30〜13:00　
場所　スタジオ2（3F）　

茶道同好会

茶道同好会は、表・裏千家の二つの流
派で毎週水曜日に活動しています。露
地(庭)まで備えた立派な茶室で、シン
ガポールに居ながら本格的な茶道にふ
れる事が出来ます。畳の歩き方から一
緒にお稽古してみませんか？

活動日　水曜日　9:30〜　
場所　   茶室（4F）　

民踊同好会

恒例の夏まつり、盆踊りの輪の中心で
ある櫓の上で、おそろいのバティック浴
衣を着て踊っているのが民踊同好会で
す。気軽に楽しく、日本文化の紹介にも
貢献できます。毎週木曜14:15〜活動
中！お試しに是非いらして下さい！

活動日　木曜日　14:15〜16:00　
場所　  スタジオ1（3F）　

フラダンス同好会

体幹を鍛えるエクササイズから、豊か
な表現力もつく本格的なhulaまで各
メンバーのペースに合わせて本気で
フラを楽しむクラブです。

活動日  火曜日 12:30〜14:00
場所　 ファンクションルーム1（3F）

太極拳同好会（楊式）

緩やかな動きの連続で、体幹を鍛え、
柔軟性を養い、肩こりやストレスの緩
和、ダイエットや美肌にも効果的！日本
でも続けられます。経験者・初心者共
に大歓迎です！練習内容は24式、13
式 、18式、108式太極拳 、快拳 、功夫
扇、華武扇です。

活動日　月曜日　13:45〜16:00　
場所　   スタジオ1（3F）　

和太鼓同好会

和太鼓同好会は、みんなで教え合いなが
ら楽しく練習をしています。日本人会の
夏まつり等の地域の行事で演奏し、文化
交流もはかっています。練習内容はスト
レッチ、素振り、基礎打ちの練習、日本人
会オリジナル曲・伝統曲などです。

活動日　水曜日　12：30〜15：30　
場所　  スタジオ2（3F）　　

華道 (草月流) 同好会

月2回、草月流いけばなを初心者から経
験者まで一緒に学んでいます。日本人
会のお正月のいけばなや賀詞交換会会
場の花なども同好会でしております。免
許取得も可能です。花と向き合う時間
をご一緒にいかがですか。

活動日　第2•4水曜日　10:30〜12:30
場所　  ハンディクラフトルーム（3F）
　　

軽音楽同好会

ジャンルを問わず音楽が好きな仲間が
集まり不定期ですがラウンジ（４F）でラ
イブを行っております。メンバーは随時
募集しております。お気軽にお問い合わ
せください。

活動日　土曜日　20:00〜24:00　
場所　  スタジオ2（3F）　

きもの着付同好会

きもの好きな方、この指とまれ！日本人
会新館完成の1998年に発足した、きも
の着付同好会、毎週木曜日午前中にき
もの好きが集まって、たたみルームで練
習をしています。練習の成果を発揮する
機会も沢山あります。
　
活動日　木曜日　9：30〜12：00　
場所　  和室（3F）

男声合唱団
シンがーズ☆リミテッド 
SINGARS☆LIMITED

あなたを優しく包み込む歌声を目指し、
熱心かつ美しき指導者のもと土曜の練
習に集う老若男女。初心者歓迎、見学
歓迎。

活動日　土曜日　16:00〜18:00　
場所　  スタジオ2（3F）　

演劇（劇団北緯１°）

毎週土曜日の通常稽古、年2回の定期
公演。舞台を通じて観客の皆様と感
動を分かち合う。団員たちは性別や年
齢、経験も様々、楽しく真剣に活動して
います。役者、スタッフは随時募集中。

活動日　土曜日　14:00〜18:00　
場所　  ファンクションルーム1（3F）
　　

 部会直属活動グループと各同好会では、随時の部員を募集しております！
 

We are always looking for members!



同好会活動の詳しい内容は、
日本人会ウェブサイトの同好
会のページ

（https: / /www.jas .org.sg/
club）で紹介しています。

The details of the activities
are introduced on the 
Groups page
 (https://www.jas.org.sg/club).

二胡同好会

卓球同好会 サッカー同好会

柔らかくて、深みがあって、ちょっと哀
愁もあり、それでいてとっても癒される
中国楽器【二胡】を始めてみませんか。
お問い合せはメールにて。

活動日　第1・3・5水曜日　9:30〜12:00
場所　  スタジオ2（3F）　　

毎週日曜朝に日本人小学校（クレメンテ
ィ校）にて練習、年に数回交流試合等に
も参加しており、楽しくピンポン玉を追
っかけています。初心者・経験者を問わ
ず、ご興味がある方は、一度見学にいら
して下さい。

活動日　日曜日　9:00〜11:00　
場所　  日本人学校（クレメンティ校）

FC Jepun Hitam 、シンガポールの
国語マレー語でBlack Japan、黒は潔
さ、礼儀、強さの象徴。1984年の設立
以来、「明るく、強く、楽しく」をモットー
に皆でサッカーを楽しむ家族的なチー
ムです。

活動日　日曜日　9:00〜11:00　
場所　  Sports@Dunearn788    
          Dunearn Road (S)289677

かるた（百人一首）同好会

バレーボール同好会

ソフトボール同好会 空手道同好会

百人一首大好きメンバーが集まって、
競技かるたや散らし取りなどを行って
います。小学生から大人までどなたで
も大歓迎！今流行の百人一首を一緒
に楽しみましょう！一度見学にいらっし
ゃいませんか？お気軽にお問い合わせ
ください。

活動日　第1•3日曜日　12:30〜15:30
場所　  ファンクションルーム1（3F）

生涯現役！そんな仲間達が集まって練
習しています。日本人会大会、ベテラン
ズカップ、アジアカップ等、積極的に大
会参加もしています。バレーボール好き
のあなた、是非、バレーボール部へ！お
待ちしています！！

活動日　土曜日　15:00〜18:00　
場所　  日本人学校（中学校）

ソフトボール同好会では、年2回大会を
開催しております。小学生の子供から大
人まで、3つのカテゴリーで試合を行い
ます。シンガポールのみならず、近隣国と
の地域交流を目的とするイベントも多種
開催しております。老若男女問わず、ソフ
トボール好きの方は是非参加下さい。
　
活動日　主に毎週日曜日　
場所　  イーストコースト、ウエスト           
           コースト、ファーラーパーク
           などに分散　

空手道同好会は日本人会の空手経験
者、またシンガポールの大学空手部の
卒業生などが一緒に活動しております。
流派は糸東流ですが、流派に関係なく練
習を通じて空手道という武道をより深く
理解できるよう活動していきます。
　
活動日　木曜日　19:00〜21:00
場所　  スタジオ１(3F)

ダンス同好会 ラグビー同好会

ダンスの好きな方大募集‼️ダンス同好
会では、キッズから大人まで楽しく活動
しています。日本人会のイベントやミニ
発表会などの参加もあります！サルサ部
門もできました！皆様のご参加をお待ち
しています！

活動日　毎週土曜日 14:00〜16:00
場所　  スタジオ1（3F）　　

毎週土曜日に、大人の練習とキッズラグ
ビー教室を行っています。シンガポールの
チームやアジア各地の日本人チームとの
試合もあります。年齢・経験など多様なメ
ンバーで活動していますので、ぜひご参加
ください。 http://www.sjrfc.org/ 
　
活動日　 子ども 毎週土曜日・午後
　　　　 大人   毎週日曜日・午前
場所　Farrer Park Field 　　

剣道同好会

ソフトテニス同好会

子供から大人まで幅広い年代で「交剣
知愛」をモットーに日々稽古に励んでお
り、定期試合、昇段審査、合宿等、年間
を通じて各種行事も行っております。
　　
活動日  日曜日　  9:00〜12:30
　　　 水曜日　19:00〜20:30　
場所　日本人学校（チャンギ校武道場）
活動日  土曜日　11:00〜12:30
場所　日本人学校（中学部武道場）

シンガポール唯一のソフト（軟式）テニ
スクラブです。初心者（大歓迎！）から上
級者、小学生から60代まで幅広いメン
バーで活動しています。毎週水曜日20
時からと、土曜日19時からの練習がメ
インです。お気軽に見学に来てください
ね、お待ちしています！　　

活動日　水曜日　20:00〜22:00
　　　　（随時変更）　
　　　　土曜日　19:00〜21:00
場所　  Farrer Park Tennis Court

その他関連団体　　
＊日本語教師の会　　　　  連絡先: jaltas.sg@gmail.com　

＊ボーイスカウト日本連盟　 活動日： 土曜日（月2回）9:00〜12:00　活動場所： 日本人会館クレメンティ校周辺の野外



シンガポール日本人会　
The Japanese Association, Singapore
120 Adam Road, Singapore 289899　
☎ 6591-8136 / 6591-8137 Front Desk (1F)
    Email : info@jas.org.sg

The Japaese Cemetery Park　日本人墓地公園 
シンガポールと日本との歴史が刻みこまれた場所  
所在地：825B Chuan Hoe Avenue, Singapore 549854

　日本人墓地は1888年（明治21年）、娼館、ゴム園、雑貨商を経営し成功した二木多賀治郎氏が自己
所有のゴム園の一部を墓地として提供したことにはじまり、1891年には自己所有地を日本人共有墓地と
して使用する認可を取得しました。日本と東南アジアとの交流が刻まれている由緒ある場所として、シンガ
ポール日本人会が長年にわたり管理運営しています。戦後は接収、移転の通告を受けましたが、日星両政
府から協力を得、1987年には大改修をおこない、現在の「日本人墓地公園」として生まれかわりました。こ
れからも、この墓地公園に多数の日本人が墓参に訪れ、先人達の苦悩を偲び、今日の日本の繁栄に感謝
し、両国の友好が長く後世に引き継がれていくことを願っています。
　The Japanese Cemetery started in 1888 (Meiji 21), when Mr Tagajiro Futaki gave out a part of his 
rubber plantation as a cemetery. The Japanese Cemetery is managed by the Japanese Association, 
Singapore for many years as a venerable place of exchange between Japan and Southeast Asia. 
Receiving the support from both the Singapore and Japan government, the Japanese Cemetery went 
through a large renovation in 1987 to become the Japanese Cemetery Park that it is known now.  

Access　所在地とアクセス

【Singapore Marriott Tang Plaza Hotel ⇔ JAS】
大人/６歳以上のお子様は一律片道 $1.50

シャトルバスサービス　
ボタニックガーデンズMRT駅の反対側バス停
に日本人会発の便は停車します。（降車のみ） 
The shutt le bus depart ing the Japanese 
Association will stop at the bus stop opposite 
Botanic Gardens MRT (drop-off only).

☆シャトルバス（オーチャードエクスプレス）

▶ クレメンティ方面からお越しの場合：Adam RoadからLornie Roadに向
    かい、日本人会から約1.5kmの地点でUターンしてください。 
   （平日朝にはUターンできない時間帯がありますのでご注意ください）

最寄りの駅から
・Farrer Road Station（CC20）からバス93、165、 855番
・Botanic Gardens（CC19/DT9）から徒歩15分
・Tan Kah Kee Station（DT8）から74、157、852番

御堂

墓地公園内にある花のアーチ

◀︎日本人会シャトルバスが停まる
　Singapore Marriott Tang Plaza 
　Hotel正面玄関 

ボタニックガーデンズMRT駅の反対側バス停▶ 
Bus stop opposite Botanic Gardens MRT　

お車でのアクセス
▶ オーチャード方面からお越しの場合：PIEからAdam Road出口をご利用
   ください。（地図上、矢印通り） 

シンガポールマリオット・タングプラザホテル（Singapore Marriott 
Tang Plaza Hotel）前からシャトルバスをご利用いただけます。
EZリンクカードをご利用ください。非会員も利用可能です。

日本人会ホームページ
JAS Website


