１. 目的
①

会員相互の親睦

②

会員及び家族の教養、社会的文化的見識の向上
（マニラ日本人学校，日本人会診療所等）並びに安全対策

③

日比両国の親善友好の促進

２. 会員
Ａ. 名誉会員

日本国大使（名誉会長） 総領事
アジア開発銀行総裁

Ｂ. 正会員

法人会員

個人会員

（日本国籍を有しフィリピンに在住する者）
Ｃ. 特別会員

賛助会員

３. 会員の権利
全会員とその家族は当会施設の利用、各種行事の参加ができます
正会員は定款に定められた投票権があります。
４. 入会金 会費 （ペソ）
入会金
(正会員)

（特別会員）

個人会員

月会費

登録会員数【世帯】

１、５００

５００

法人会員（Ａ） ３、６００

１、２００

１－ ２人

（Ｂ） ７、２００

２、４００

３－ ４人

（Ｃ）１４、４００

４、８００

５－ ７人

（Ｄ）２１、６００

７、２００

８－１０人

（Ｅ）３１、２００ １０、４００

１１－１４人

（Ｆ）３６、０００ １２、０００

１５－２０人

（Ｇ）４５，０００ １５，０００

２１人 以上

賛助
ジュニア会員

１、２００
無

料

１

４００
３００

マニラ日本人会は若い世代の日比交流を援助する為にも日本人学生で
フィリピンの学校に通う１６歳以上の方々に門戸を開放しています。
会員となって新しいフィリピンを体験しましょう。
５. 事業活動
Ａ. 情報連絡
大使館情報、当会各種連絡事項等は会報マブハイ、マニラ新聞、Ｊ-ＳＭＳ（携帯電話による情

報伝達）ＦＡＸの配送等で皆様方にお知らせ致します。ホームページもご覧下さい。

Ｂ

Ｃ
Ｄ

広報活動
会報マブハイ（月刊）は広報委員会理事、各月原稿収集会社、更に、3 班に組織され
た会員のボランティア活動により編集・製作され会員全員に毎月無料でお届けします。
企画活動
企画委員会理事が新規事業計画、定款その他の規則の改正等を立案実行致します。
リクリエーション活動
当会最大の催し物である９－12 月の日本人会フィエスタ（各種スポーツ競技,模擬店,
出品展示,フリーマーケット等）、2－3 月の日本人会盆踊り大会（盆踊、模擬店、お子
様ゲーム等）、5 月の日本人会ゴルフ大会などのイベントを毎年、企画しております。
又、以下同好会活動も行っています。是非お気軽にお越し下さい。
① 女声コーラス
ラメール
② 男性コーラス
マニラグリークラブ
③ ブリッジ（トランプ）
④ テニス（男女）
⑤ ハンディクラフト
⑥ ラグビー同好会 ＭＡＮＩＬＡ ＨＡＰＯＮＳ
その他：お茶の会（裏千家）、ハーダンガー刺繍、（有料）竹篭編み（有料）など。

Ｅ

６

ライブラリー
ライブラリーは文化委員会理事、ボランティアの会員によって運営されており、23 階
にあり、会員の方は無料でご利用になれます。日本語図書、ビデオ、DVD があり、
会員の皆様に貸し出しも行っております。関係者が日本から手荷物で運んだものや、
ご帰国される方のご寄贈が主体です。数は少ないですが、大切にご利用下さい。受付
にあります意見箱に、購入して欲しい本や DVD などのリクエストをお寄せください。
会議室 ゲームルーム
理事会、委員会、同好会の各種会議、活動に使用されます。グループ活動、懇親会、
発表会、お子様のお稽古事の発表会等に会員の方々がご利用いただけます。
事務局にお申し込み下さい。
☆ 使用時間 原則として平日 9:00～17:00,土曜日 9:00～17:00 の利用。
☆ ただし時間外のご利用も認めることがあります。
会員は無料
非会員は一人は 200 ペソ
・平日 18:00 以降、土曜 12:00 以降の利用
会員、非会員にかかわらず１時間 500 ペソのエアコン代及び、従業員
の残業代１時間 200 ペソ（平日 17：00 以降、土曜日 12：00 以降）を
ご負担いただきます。
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７

＊ 時間外の喫煙室、パントリーの使用はご遠慮下さい。
＊ 展示コーナーの使用については、事務局にご相談下さい。
＊ 椅子・テーブルには数に限りがありますので、大型集会の際は事前にご連絡下
さい。
掲示板
事務局入り口にあり、大使館情報、当会各種情報のみならずガレージセール案内、
メイド・運転手の求人求職、各種不動産・レジャーの情報交換から、仔猫の里親探

しまで幅広い生活情報伝達に使われています。
会員は無料でご利用になれますが、商業ベースのものはＡ4 サイズ 1000 ﾍﾟｿです。
（非会員は通常掲示 1000 ﾍﾟｿ商業ベース 2000 ﾍﾟｿです）掲示期間は、3 週間です。
事務局にお申込ください。
８ その他
・毎年 8 月 15 日にはカリラヤ平和慰霊碑にお参りし、女声コーラス同好会「ラ・メー
ル」と男性コーラス「マニラ・グリー・クラブ」が懐かしい日本の歌で戦没者の御
霊をお慰めしています。
・ 大使公邸で開催される新年祝賀会は会場の関係で抽選により会員が参加できます。

９

（大使館・商工会議所共催）
・ コピーサービスについて
事務局の窓口にあります用紙にご記入の上、お申し出ください。
会員は、1 枚 5 ペソ、非会員は 1 枚 20 ペソです。（紙のサイズは A4,Long,B4）
マニラ日本人会診療所
23 階にあり、海外邦人医療基金等の援助も受け、日本人医師が常駐し、フィリピン人
医師と協力し、会員の皆様とご家族の各種医療相談に応じるのみならず、定期健康診
断、日本人学校新入学児童の事前健康診断、更に皆様方のご家庭のメイド・運転手の
健康診断迄幅広い活動をおこなっています。料金は、日本の健康保険に準じています。
マニラ日本人会診療所 Tel.818-0880 ; 819-2762

１０

マニラ日本人学校
在フィリピン日本国大使館付属マニラ日本人学校は、日本の私立学校令のもとに、
外務省・文部科学省のご支援を得て、学校運営理事会の管理のもとに運営されてい
ます。
（名誉校長―公使 理事長―日本人会会長）
日本全国から選抜された文部科学省派遣の優秀な先生方の指導により、日本のそれ
に劣らぬレベルを維持しております。尚、日本人学校に入学される生徒児童の保護
者はまず日本人会に入会して戴くことになっております。入学に関する詳細はマニ
ラ日本人学校にお問い合わせ下さい。
Tel 840-1596
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１１

日比友好祭
成田から僅か 3 時間半の隣国フィリピン共和国との歴史豊かな友好関係の維持、
促進の為、毎年 2～3 月に大使館･国際交流基金･商工会議所等と共に会員の皆様方の
ご協力を得て様々な行事を行っています。大勢の皆様のご参加をお願いします。

１２

マニラ日本人会手続き
① 法人・個人会員夫々の申し込み用紙にご記入、写真添付の上、事務局にご提出
下さい。正会員２名の推薦が必要です。お申込の際、入会金、最初の 6 ヶ月の
会費をお預かりしております。
② 定例理事会（原則各月第 4 火曜日）で、入会審査があります。
③ 理事会審査を経て、翌月 1 日付で会員となります。事務局から会報マブハイ、
会員名簿、会員証等をお送り致します。
お申込のタイミングによっては、入会承認まで 1 ヶ月近くかかることもあります。
日本人学校入学手続きの際等、十分ご留意下さい。
The Japanese Association, Manila, Inc.
Address: 22F Trident Tower, 312 Sen Gil Puyat Ave., Salcedo
Vill., Makate City, Metro Manila, Philippines
Tel.810-7909 ; 815-3559
Fax.892-2624
E-mail : jami@jami.ph
＜事務局＞
平
日 ：9：00 ～ 17：00
土 曜 日 ：9：00 ～ 17：00 (12：00～13: 00 職員昼休み)
日曜・祝日 ：休み（年末・年始休業はその都度掲示します）
＜ライブラリー＞
平
日 ：9：00 ～ 17：00
土 曜 日 ：9：00 ～ 17：00 (12：00～13:00 職員昼休み)
日曜・祝日

：休み

(年末・年始休業はその都度掲示します)
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