
シンガポール和僑会	

定例会	

〜もっとみんなが繋がって、助け合える会にするために〜	



本日のスケジュール	

・定例会 19:00-19:30

・懇親会 19:30-21:00



本日のアジェンダ	

・⼊退会報告、現在の会員数

・活動報告

・運営組織アップデート

・その他トピック

・事務局からのお知らせ



定例会	

シンガポール和僑会の定例会とは



シンガポール和僑会の定例会とは	

⽇時：毎⽉第２⽉曜⽇ 19時
・報告事項（30分）
・事前申請の提⾔事項・承認（30分）

※アイディアや希望等は定例会後の懇親会にて
 ヒアリングします



シンガポール和僑会	

定例会



現在の人数	

正会員：131名 (±0)
ユース会員：117名 (+1)

248名



入退会報告	

⼊会：2名
⼤野 弘智さん(⾃営業 業種：物販)
阿左美太⼀さん(ユース会員)

⼊会予定：2名
・会費⼊⾦待ち2名
栗原 直次さん(⾃営業 業種：F&B )
⾚堀 太亮さん（会社員 業種：⼈材派遣紹介)

・審査待ち 0名

審査待ち：0名 

退会：1名
齋藤真帆さん(社員さんと切り替えをしたいため)



活動報告	

定例イベント



活動報告	

朝カフェ

 ・⽬的：ネットワーク、新規会員獲得
 ・開催⽇：
   ・オンライン
    ⽇時：毎週⽊曜(1⽉13⽇,20⽇,27⽇,2⽉3⽇,10⽇)8:00-9:00
 ・参加⼈数：トータル37名
    



活動報告	
朝カフェ

  ⽇時：
  毎週⽊曜⽇ (2⽉17⽇,24⽇,3⽉3⽇,10⽇) 8:00-9:00
  場所：オンライン
  

今後のイベントスケジュール

毎週木曜日 (2月17日,24日,3月3日,10日) 8:00-9:00  



活動報告	

部活動



活動報告	

・活動報告
・今後の活動

ハッピーアワー部

 ⽇本いる部

 和僑会コーヒー部

 ⾦融部

 マレーシア部

・1⽉17⽇、24⽇にリトルタイランドで開催
・次回は2⽉21⽇(⽉）



活動報告	

和僑ユース

■今後のイベント企画
 教えて、先輩！
 ホスピタリティ業界で働く⼈の話を聞きたい（企画中）
 
 シンガポールのサッカー事情・⾒どころ
 ユースに何名かサッカー選⼿も⼊っているので⾊々教えてほしい
   スタジアム観戦企画

■来星前、来星直後の留学⽣がつながる場を作りたい 



新年特別企画！2022年を3倍快適にすごすための
パソコン活⽤術

講師：佐藤 芳樹さん
⽇時：1⽉12⽇19:00-21:00

パソコンで特にマックのユーザーが多いので、
マックの基本機能を。
ファインダーを設定するだけでマックが快適になる、
Chrome のブラウザーを変えるだけで、
Googleの検索のやり⽅（プロフェッショナルの）など
3 本⽴て。
Windowsも⼊れる。
基本機能、ブラウザー、ググり⽅の三本を
マックとWindowsで。

その他活動報告	

申し込み34名



⼊会説明会＆オリエンテーション

⽇時：1⽉29⽇(⼟)13:00

その他の活動報告	

申し込み14名



活動報告	

今後のイベント



活動報告	

ハッピーアワー部

⽇時：2⽉21⽇(⽉)18:30
場所：San Laksa Steamboat
定員：10名



各アップデート	

  運営企画室

■ oViceとの無償利⽤交渉結果－NPO法⼈格がないと原則困難。無償イベントであ
れば利⽤可能とのことなので、今後イベント案件毎にプラットフォームを検討する際
には有償/無償ともに候補にすることとする。
■ 今年度のイベント案

● 年次総会をリアルでやりたい
○ MICEイベントなので⼀応許可はされている
○ まずはOne &Coに聞いてみて、ダメならホテルのバンケットを⼿分けしてあたる
○ 会場では総会のみ、懇親会はレストランで5⼈ずつに別れて⾏う

● 100⼈交流会をOvice使ってやりたい
○ ⾮会員は有料で、会員は無料
○ 有償利⽤の期間内（1週間以内）であれば何回でも使えるので、朝カフェを開催し
てそこで利⽤⽅法の案内をするなど



各アップデート	

  運営企画室

� 今年のイベント案

・ リアルイベントを開催したい。5⼈で開催できるイベントを考える
・ 3年以上の会員がホストをして新規会員と交流する
・ 和僑会アンバサダーがホストをして新規の会員と交流する
・ 新しくシンガポールに来た⼈にシンガポールの開拓に参加してもらう。
  和僑会らしくないが、今は御飯⾷べることぐらいしかない。
・ あゆみさんの写真部でフォトウォークする
・ 飲む部を5⼈でやってもらう
・ @20さんを部室のように使わせていただけないか
・ トレイルツアー
・ ユース×オトナ
・ 新しい⼈を紹介する機会がほしい
  →メールマガジンやfacebookグループ内で新しい⼈をご紹介する



各アップデート	

  運営企画室

● いろいろな決めごとをする際のプロセスを会員が知らないのではないか。
○ 問合せがあるとそのたびに対応しなくてはならない、明⽂化してはどうか
○ 会員規約に載せる
○ ちゃんと運営の⽅針やプロセスを告知するのであれば、
  組織や機能、選出の基準などあまた多くある。
○ 他の⽇本⼈会の会員規約などを参考にして作成してはどうか

● 業界マッピングのページを作りたい
○ 全会員の情報を会員が閲覧できるようにした⽅が良いのではないか
○ ⼀覧を会員に公開する（データベースを作成して会員に公開する）ことについ
て、現状の全会員に対してPermissionを取ってみてもよいのでは

● 後援とか協賛の企業を無料で募集して、インターン⽣や就職希望者マッチング、
⾃社商品の案内などに利⽤してもらう仕組みを検討してみよう。飲⾷店や⼩売店で
あれば、割引やサンプル配布なども⼤歓迎。



各アップデート	

広報委員会

 イベント委員会

 事務局



次回の定例会日程	

⽇時：2021年3⽉14⽇（⽉）
 19:00-20:00 定例会
 20:00-21:00 懇親会
 場所：ZOOM



シンガポール和僑会の運営	

・各役割アサイン
・⼊会フォーム⾒直し
・定例会フォーマット作成
・イベントフォーマット作成、運⽤ルール
・各チャット運⽤整理
・予算のつけ⽅
・リアルイベントのCovid対策ルール
・新部活⽴ち上げフローの明確化
・運営委員任命ルール

・会員及び参加者の個⼈情報管理
・和僑会の協賛、共催、プレゼンツの在り⽅
・会員、⾮会員の差別化ポイント
・マーケティング⼿法について

今後早急に仕組みづくりが必要なもの



シンガポール和僑会の運営	

■ユース関連

・正会員のチャットにユースが⼊っていない→⼊れてもいいか？
・オンラインイベントの詳細決め（時間、ファシリテータ、スポットを当てる⼈）
・ユースのサイトデザイン更新 
・会員リストの確認（正会員登録への働きかけ）
・⼊会フォーム⾒直し

・和僑会会員のインタビュー記事作成→Webサイトに掲載
 （ユースがインタビュアーとなる。⼈材、質問リスト、レイアウト等の検討）

検討・仕組みづくりが必要なもの



シンガポール和僑会の運営	

シンガポール和僑会の運営について



シンガポール和僑会の運営	
組織の役割を明確化

運営企画室
会⻑を補佐し、

会の運営の仕組みづくりを考える

会⻑

広報委員会
デジタルを中⼼とした
広報・マーケティング

イベント委員会
イベントの運営を企画・サポート

それぞれの部活動のリーダーをサポート
ユース委員会

ユース活動の運営を企
画・サポート

●中川・⼩桑・宮川
 萱場・森（アドバイザー） 

●事務局⻑：企画室預かり
 メンバー数名
 エミさん

●委員⻑：企画室預かり
 ⼩桑・佐藤・エミさん

●委員⻑：企画室預かり
 宮川・

●委員⻑：安藤加奈
 畑⽥・岸本・仲村・沖本
 中村

●定期イベント
・朝昼夜カフェ
・ハッピーアワー部

●セミナー開催
 ・オンライン
 ・オフライン

・セミナー、
 各種イベント

・SNS運⽤
・広告運⽤
・Webサイト
・制作
・その他広報

・定例会開催
・⼊会・退会管理
・帳簿・出納管理
・予算管理

運営委員会

副会⻑ 会⻑が参加できない会議、
イベントの参加補助

事務局
運営に関する事務ごとを請け負う

●加藤・坂本

●部活動

・ClubHouse部（北浜）
・ハッピーアワー部（宮川）
・⽇本いる部（⾦井）
・コーヒー部（⼩桑）
・⾦融部（花輪）
・マレーシア部（加藤）
・ミャンマー部

●部⻑：各部⻑



シンガポール和僑会の運営	

・和僑会の名前を利⽤し、⼈を集めること全て
 ・新規イベント
 ・新規部活

・運⽤ルール

気を付けないといけない点
・運営⽬的に沿っているか（既存会員向けサービス、新規会員獲得）
・全体最適である
・和僑会のイメージを損なわないものであること

提⾔・承認フロー

そもそもなぜ承認もらわないといけないのか？
各委員会の責任範囲



シンガポール和僑会の運営	

・定例会（⽉1、第２⽉曜⽇）
 報告事項（30分）・事前準備提⾔事項・承認（30分）
  アイディアや希望等は定例会後の懇親会（2時間）にて

・運営チャット
 定例会まで待てない提⾔事項（各部会）を提⾔・承認

提⾔・承認フロー
場所

・各委員会、部活チャット
 それぞれの責任範囲の運営に係る話し合い、提案

・交流チャット
 会員同⼠の交流、告知、質問



広報委員会
現在のPR活動 昨年の活動

・Facebook メッセンジャーによる案内
・Web サイトによる情報提供
・会員メーリングリスト
・Facebook クローズドグループ (リンク)

・Web サイトのリプレース
 ⽬的:
  1) より多くの⽇本⼈にリーチする
  2) ローカルの⼈とつながる
   実装内容: 
  個⼈プロフィールのカスタマイズを可能にした

現在の課題
・会員または会員の関係者以外へのリーチができていない
・和僑会の⽬的や参加メリットが名確になっていない、またはわかりにくい

活動案 (1) 活動案 (2) 活動案 (3) 活動案 (4)
既存サイトの最適化

アイデア:
和僑会の⽬的や過去の活
動内容(成功したもの)を
トップページのわかりや
すい位置に掲載する

外部メディアとの連携

アイデア:
SignaLife, J Plus, 
Asia X などローカルメ
ディアに会⻑取材記事を
掲載し、会員以外へに
リーチする

無料トライアルの実施

アイデア:
3ヶ⽉間無料で会員にト
ライアル会員になっても
らい和僑会の理解と参加
メリットを体感してもら
う

VIPスポンサーの発
掘

アイデア:
名誉会員(会費無料)やア
ンバサダーに参画しても
らうことで、和僑会への
参加意欲をもりたてる



イベント委員会	

●定期イベント

●セミナー開催

●部活動

管轄



イベント委員会	

●セミナー開催
 ービジネススキルアップ
 ー何かの学びのある話

 →⽉１開催を⽬指す
  ウィッシュリストヒアリング

●イベントの仕組みづくり
 －イベント開催キット
  ・フロー
  ・必要事項リスト



ユース委員会	

運営企画室
会⻑を補佐し、

会の運営の仕組みづくりを考える

会⻑

総務
従来の事務局

運営に関する事務ごと
を請け負う

広報委員会
デジタルを中⼼とした
広報・マーケティング

ユース委員会
ユース活動の運営を企

画・サポート

●メンバー数名

●事務局⻑
 メンバー数名
 エミさん

●委員⻑
 メンバー数名

●委員⻑
 メンバー数名

●委員⻑
 メンバー数名

●委員⻑
 メンバー数名

※それぞれの部活動
 のリーダーを
 サポート

・朝昼夜カフェ
・ClubHouse部
・ハッピーアワー部
・⽇本いる部
・マレーシア部
・ミャンマー部
・ローカル交流部

・オンラインセミナー
・オフラインセミナー

・セミナー、
 各種イベント

・SNS運⽤
・広告運⽤
・Webサイト
・制作
・その他広報

・定例会開催
・⼊会・退会管理
・帳簿・出納管理
・予算管理

運営委員会

副会⻑ 会⻑が参加できない会議、
イベントの参加補助

 
 

運営メンバー
安藤、沖本、岸本、仲村(京)、中村(銀)、畑⽥

イベント委員会
イベントの運営を企画・サポート

それぞれの部活動のリーダーをサポート



ユース委員会	

年間計画

 活動内容 アイデア募集中！

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
リアル ○	  	 ○	  	 ○	  	 ○	  	 ○	

オンライン ○	  	 ○	  	 ○	  	 ○	  	 ○	

リアル・オンラインのイベントを交互に開催

リアル
・BBQ、ピクニック、ミニ運動会、ヨガ、ハイキングetc.
・アルビレックス試合観戦 ※規制緩和後
オンライン
・⽇本いるユース（シンガポールとつなぐ交流イベント）
・⼤⼈に聞こう！（起業、キャリア、語学、資産運⽤etc.について）
・なんでも勉強会（英語、PCスキル、ライティングスキルetc.）

日程を仮置きするなら
6/12(土) : 屋外系イベント 
7/20(火) : オンライン
8/27(金) : 試合観戦したい 


