
２０１８年 １０月度 昆山会月例会の内容 

■開催日時：  ２０１８年 １０月 １０日（水）１８：００～１９：００ 

■開催場所：  麗景花園 日本料理「陣屋」 会議室    参加人数  １８名 

■参加役員 

大島会長 × 梅田副会長 × 武田副会長 × 小林副会長  

福島副会長 〇 卞幹事役 × 伊丹幹事役 × 井田幹事役 〇 

小妻幹事役 〇 中川幹事役 × 山本（親）幹事役  〇 中岡幹事役 〇 

角田幹事役 〇       

 

 

◇◇◇議事録◇◇◇ 

 

１）第 30 回昆山日本人会総会収支報告 

9月 14日（金）に開催されました、第 30回昆山日本人会総会の収支をご報告いたします。 

Ｎｏ 年 月 日 摘要 収入 支出 残金

昆山会　会計簿

 

21 7 11 2018年総会予約金 10,000.00 4,417.90

22 9 6 総会用名簿印刷（350部×3.9元） 1,365.00 3,052.90

23 9 14 総会費用徴収（203名×400元+1名欠席者ホテル代200元） 81,400.00 84,452.90

24 9 14食事代（来賓卓20人＊200元・人、会員卓20卓＊2000元・卓） 44,000.00 40,452.90

25 9 14 LED使用料 4,000.00 36,452.90

26 9 14 服务費（21卓＊100元） 2,100.00 34,352.90

27 9 14 総会賞金1,000元×2本 2,000.00 32,352.90

28 9 14 月餅（15箱＊158元） 2,370.00 29,982.90

29 9 14 花束　講壇＋来賓卓 600.00 29,382.90

30 9 14 市政府運転手2人分の食事代（バイキング）2名＊168元 336.00 29,046.90

31 9 14 飲料 5,340.00 23,706.90

32 9 14 予約金戻し 10,000.00 33,706.90

33 9 14 幹事会残金 55.00 33,761.90  

総合的な収支は収入 81,400元。支出 62,111元で差引き 19,289元の余剰金が発生しました。この

余剰金は今後の昆山会運営費として使用します。 

 

現在の昆山会会計は総会前の残金 14,417元と合算して、33,761元の残金となります。 

 

今総会では、集計した参加人数とほぼ同一の参加者にご出席していただき、今までの総会の中

で一番精度の高い集計、実行になりました。 

準備の行き届かない所も数々あったと思いますが、これも昆山会の趣旨である、会費を集めず有

志で運営を実施している所以です。ご了承いただければ幸甚です。 

 



今回の総会準備、運営を行っていただきました役員の皆様方、またご多忙中にもかかわらずご参

集いただいた会員各位の皆様方に改めて御礼申しあげます。 

 

今後も昆山会運営にご協力いただきますよう切にお願いいたします。 

 

昆山日本人会事務局 

 

■参加会員からの意見 

⚫ ワインの開封のしかたを指示する。半端に開封したワインが多かった。 

⚫ 飲料の冷蔵指示が伝わっていなかった。 

 

 

２）在上海日本国総領事館「【ご案内・要ご返信】上海総領事館・天皇誕生日祝賀レセ

プションのご招待（事前連絡）」 

華東地域各日本人会・商工クラブ代表者及び事務局の皆様 

（当館が把握している今年度の代表者及び事務局の皆様にＢＣＣでご連絡させて頂いております） 

 

平素より大変お世話になっております。 

在上海日本国総領事館でございます。 

 

日本国政府の各在外公館は、毎年天皇陛下誕生日の時期に、天皇陛下誕生日祝賀レセプションを

開催しております。 

今年度、当館は、１１月３０日（金）夕方から上海花園飯店（上海市茂名南路 58号）で同レセプション

を開催する予定です。 

 

同レセプションでは、当地政府関係者、当地企業関係者等をお招きしまして、 

日系企業、自治体事務所、政府関係機関等の活動を支援し、官民一体となって「日本ブランド」を発

信するため、 

会場内に「日本食・日本酒ＰＲ展」「日本観光ＰＲ展」「日本文化展示」等の各ブースを設置する予定

です。 

 

つきましては、日頃お世話になっております華東地域各日本人会・商工クラブ関係者の方々をご招

待させて頂きたく、事前にご連絡させて頂きました。 

今年度は日中平和友好条約締結４０周年の節目の年に当たることもあり盛大に行いたいと考えて

いるところではございますが、 

大変恐縮ですが、会場収容の関係上「去年・今年の各日本人会・商工クラブの代表者」の方々をご

招待させて頂きたいと存じます。 

 

ご出席頂ける場合には追って正式な招待状をメール送付させて頂きたく、事前に以下①から④をご

連絡頂けますでしょうか。 



なお、招待状の文面上は、当館の作業の都合上、下記③所属企業名及び敬称・肩書きでお送りさ

せて頂く予定です。 

 

①ご出席頂ける予定の２名のお名前 

※当館としましては 2017年会長及び 2018年会長をご招待させて頂きたいと考えておりますが、 

ご都合が合わない場合や 2017年及び 2018年両年共にお一方が会長を務められている場合には、

副会長等に是非ご出席頂きたいと存じます。 

②ご出席頂ける代表者の日本人会・商工クラブにおける敬称・肩書き 

③ご出席頂ける代表者が所属する企業名、敬称・肩書き 

④招待状送付先メールアドレス（複数可） 

 

ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、１０月１０日（水）を目途にご返信頂きたく宜しくお願い

致します。 

 

在上海日本国総領事館 

経済部 室井 

 

※昆山会からは大島会長と副会長の二名で参加予定 

 

 

３）会員企業「大洋正銘ビジネスコンサルティング」様からセミナーのお知らせ 

いつも大変お世話になっております。大洋正銘ビジネスコンサルティング（上海）の汪です。 

 

さて、弊社は 10月 24日（水）に昆山にて秋季無料公開講座を開催する予定です。テーマは二つとな

っております。 

1、 税関企業信用管理「AEO認証」 

2、 能力本位人事労務管理制度の構築 

 

何卒、よろしく御願いいたします。 

 

汪 

------------------------------------------------- 

大洋正銘商務咨詢(上海)有限公司 

中国進出日系製造業の日常経営全面サポート 

通関・財務・税務・外貨等総合コンサルティング 

E-mail:syomeish@stakachi.com 

URL:Http://www.stakachi.jp 

  

上海市普陀区怒江北路 399号新曹杨科技大厦 7階 757-758室 

Tel:86-21-5204-7585/7586   Fax:86-21-5204-7587 



  

正銘コンサルティング 

■深圳オフィス   Tel: 86-755-2652-5005 (福田区） 

■広州オフィス  Tel: 86-20-3829-6380 （天河区） 

■香港オフィス  Tel: 852-3153-1432  （観 塘） 

■日本オフィス  Tel: 81-3-3503-0181  （東 京） 

-------------------------------------------------- 

 

※詳しくは添付の「②大洋正銘ビジネスコンサルティング 2018年秋季セミナー開催ご案内-昆山無

錫会場」をご参照ください。 

 

 

４）米中貿易摩擦の中国経済への影響「みずほ総合研究所」 

※添付資料「③米中貿易摩擦の中国経済への影響 180928」をご覧ください。 

 

 

５）新会員、新規駐在員及び帰国会員ご紹介 

◆新規会員 

▼ 

 

◇帰国会員 

▽住重電磁設備有限公司（スミジュウデンジユウゲンコウシ）  福滝総経理 

 

この 9月末をもちまして、日本に戻る事になりました。5年間日本人会には大変お世話になりまし

た。 

 

▽旭硝子显示玻璃（昆山）有限公司  志賀 英哲 財務部長 

いつもお世話になっております。旭硝子显示玻璃（昆山）有限公司の志賀でございます。 

私事ですが、9月 30日付で日本に帰任することとなりました。今まで、大変お世話になりました。 

 

 

６）在上海日本国総領事館発行「総領事館緊急メールマガジン」への登録の勧め 

昆山日本人会において、領事館発行の「総領事館緊急メールマガジン」の取り扱いについて。 

2010年 6月までは、この「総領事館緊急メールマガジン」が発行された場合、昆山日本人会会員へ

転送していましたが、7 月以降は月例会議事録には掲載いたしますが、都度の転送はいたしません。

非常に重要な情報もありますので、駐在員の方は「総領事館緊急メールマガジン」への登録をお勧

めします。 



 

◆総領事館緊急メールマガジン 

配信御希望の方は下記 URLにアクセスし、登録をお願いします。 

総領事館緊急メールマガジン登録ページ 

http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/shanghai_cn.html 

 

 

７）各同好会・会員交流のお知らせ 

■同好会の最近の活動状況 

▽ゴルフ 

 今年の昆山日本人会ゴルフコンペは 3月、7 月、11月の年三回を予定しております。 

11月 4日（日）に開催。申込締め切りは 10月（月）までですので、お早めに。 

 

◆連絡先  多富電子（昆山）有限公司  梅田 広治  

        186-0626-9101       k-umeda@pub.ks.js.cn 

 

         

▽ソフトボール  

4月より江蘇省リーグが開幕。蘇州 3チーム、無錫、昆山、各１チームの合計 5チームでリーグ戦

を行っています。 

江蘇省リーグ以外も、月に 1～2回程度練習等を昆山で行っております。会社内で興味がある方が

おられましたら紹介をよろしくお願いします。 

・練習場所：未定 

・練習日時：日曜日（不定期開催、月３回程度）午前９時～午後１２時 

・参加費： 飛び入り参加の場合は 1回 50元。会員登録の場合は年 1000元の会費を徴収いたしま

す。 

◆連絡先 ：小橋 知洋（星光樹脂製品(昆山)有限公司）   152-5016-7890  

kobashi@starlite.cn まで 事前確認下さい。 

 

 

▽テニス   

毎週練習していますので興味ある方はぜひ覗いてみてください。 

場所：陽光世紀花園内テニスコート（長江北路 大型スーパー易初愛蓮（ロータス）の対面南側） 

・木曜日 ナイター（１８：００～２１：００）  

・土曜日 １３：００～１７：００   

・日曜日 １３：００～１７：００   

・参加費：参加毎に40元を徴収いたします。 

◆連絡先  衣川 進氏  

kinugawa@nfnf.cn  まで事前確認してください。 
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▽サイクリングクラブ 

昆山日本人会自転車クラブでは仲間を募集しています。のんびりと童心にかえって自転車で散歩

してみませんか? きっと新しい発見があるはずです。自転車もママチャリで大丈夫。入会金・会費等

は無料です。毎月 2回(第一土曜日、第三日曜日) ６０ｋｍ程度のツーリングを予定しています。興

味がある方はメールを下さい。のんびりとお待ちしております。 ご興味のある方は下記連絡先にお

問いわせください。 

    ◆連絡先   前沢 克章氏  189-1323-5805  katsuaki_maesawa@kcim.com.cn   

               

 

▽昆山会 OB会、OG会 

昆山に駐在経験があり、現在は日本に戻られた OB、OGのメンバー（関東方面）が日本で懇親会

を開催しています。ご興味のある方はご連絡ください。 

◆連絡先 関東支部まとめ役 大沢氏  t-osawa7-7@ezweb.ne.jp 

 

 

▽フットサル同好会 

基本的に毎週土曜日か日曜日に練習、試合等を実施。参加申し込み、お問い合わせ下記連絡

先へお願いします。 

 ◆連絡先  園田 範 氏 17365379673  We Chat ID：Sonoda-han 

 

 

▽女性の集い 

  昆山在住の日本人女性も少なくなり、約 20 名程度です。月一回（不定期）日本人どうしで集まり

情報交換をしております。また、中国、台湾の女性も参加する集まりも不定期で開催しております。 

     ◆連絡先 徐 奈緒子 torazou21@hotmail.com  黒田 桂子  kuroda-ks@hotmail.com  

 

 

▽釣り同好会 

  月に一度、月例会を行っています。活動場所：昆山、蘇州、上海近辺。活動時期：3月～11月。

詳しくは下記連絡先にお問い合わせください。 

    ◆連絡先  赤崎 恒太郎 k_hashiretoto@yahoo.co.jp 

 

▽昆山ミュージックフレンズ 

フォークソングからハードロックまで、アマチュアバンドを組んで音楽を楽しみませんか？未経験

者、聴くだけの参加も大歓迎です。勿論、国籍、年齢、性別は問いません。 

上海、蘇州で開催されている日系バンドのライブ情報なども発信しています。 

  

◆連絡先 石川 氏 z33_white@yahoo.co.jp  

 

 

▽昆山日本人会ブログ 

mailto:katsuaki_maesawa@kcim.com.cn
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 中国の閲覧規制のかかってしまった、当会サイトでしたが、新しく立ち上げました。会員同士の

情報収集、意見交換等にお役立てください。 

■昆山会のブログ等のサイト 

Blog  http://kja.seesaa.net/ 

 

 

８）次回定例会のお知らせ 

次回定例会（ １１月度） 

日時： ２０１８年  １１月 １４日（水）第二水曜日 １８：００～ 

   場所：麗景花園 日本料理「陣屋」 会議室 

       昆山市前進中路 48号麗景花園 

       ＴＥＬ0512-5731-7149 

■2018年司会進行役一覧表 

1 月司会進行役 高橋会長 7 月司会進行役 井田幹事役 

2 月司会進行役 梅田副会長 8 月司会進行役 中川幹事役 

3 月司会進行役 武田副会長 9 月司会進行役 山本幹事役 

4 月司会進行役 伊丹幹事役 10 月司会進行役 小妻幹事役 

5 月司会進行役 大島幹事役 11 月司会進行役 梅田副会長 

6 月司会進行役 卞幹事役 12 月司会進行役 武田副会長 

     

■昆山日本人会新規会員登録について 

2017 年 4月から諸般の事情で、昆山地域以外に会社がある方、またはお住まいの方以外の新規会員登

録は、新たな制限を設けることになりました。 

 

役員の推薦のある方、または定例会に 3 回以上参加されてからの入会案内になります 

 

また、昆山会の活動に積極的に参加される意向がある方。名簿等を使い、闇雲に営業活動をしないと約

束できる方。のみの登録となりますのでご理解ください。 

 

いずれも最近営業目当ての入会申し込みが多く、上記のような対応を取らせていただいております。ご了

承ください。 

 

 

編集 ： 昆山日本人会事務局  福島 幸治 

MB 139-1574-9233 

E-mail fwgh4006@yahoo.co.jp  

 

本資料に掲載されている写真、記事等を複製、販売、出版、配布及び変更を加えて表示することを禁じます。コンテンツの複製等をご

希望の方は昆山日本人事務局までご連絡ください。 
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