
２０１４年 １２月度  昆山会月例会の内容 

■開催日時：  ２０１４年 １２月 １７日（水）１７：００～１８：００ 

■開催場所：  麗景花園 日本料理「陣屋」 会議室    参加人数  ２０名 

 

◇◇◇議事録◇◇◇ 

 

１）昆山市社会保険基金管理中心「社会保険基数調整の通知について」 

12月 1日より、社会保障の換算基準の最低賃金も変わります。1530 元/月から 1800元/月へ。 

給与が 1800元以下の工員でも、保険換算の基数は 1800元で換算するとの通知です。 

 

※詳しくは中文資料「②昆山社会保険の基準数変更通知 DOC141113」をご覧ください。 

 

 

２）「蘇州地区モノづくり商談会」のご案内 

【141128会員展開済み】 

三井住友銀行 昆山出張所 吉田様より下記のような情報がありました 

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

 

昆山日本人会会員各位 

 

掲題に関しまして、蘇州日商倶楽部様より、来年 3月 6日に企画されている「蘇州地区モノづくり商

談会」に関しまして、出展企業募集のご案内がございましたので、会員の皆様にご案内させていた

だきます。 

 

出展費用は無料のようですので、ご興味のある方は、12月 12日迄に別添の募集要領に従い、添付

の出展申込書（Excel）を記入の上、申込み先アドレス 

smsd@factorynetasia.cn 

にお送りください。（先着 10社までとなっております） 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

JETRO上海事務所・蘇州日商倶楽部主催「蘇州地区モノづくり商談会」出展企業募集のご案内 

 

JETRO上海事務所・蘇州日商倶楽部では来年 3月 6日に「蘇州地区モノづくり商談会」を開催いた

しますが、現在出展企業を募集しております。出展定員は 50社とさせていただいており、定員まで

残り 10社となっております。興味をお持ちの会員様は、以下の手順を参照の上、お早目にお申込み

ください。 

 

mailto:smsd@factorynetasia.cn


日時 ： 2015年 3月 6 日（金） 9：00～17：00 

会場 ： 蘇州洲際酒店（インターコンチネンタルホテル）蘇州市工業園区旺墩路 288号 

主催 ： 日本貿易振興機構（ジェトロ）上海事務所・蘇州日商倶楽部 

協力 ： ファクトリーネットワークチャイナ（FNA） 

出展対象 ： 製造業 50社 

     （蘇州日商倶楽部・昆山日本人会・常熟日本人会会員企業 様） 

 

形式 ： 午前 事前予約制によるマッチング商談 

      午後 一般来場企業とのフリー商談 

 

来場対象 ： 蘇州日商倶楽部会員企業、蘇州・華東地域の日系ものづくり企業及び 

中国ものづくり企業 

 

【出展お申込方法について（残り枠のお申込となります）】 

 

所定の出展申込書に必要事項を記入の上、メールにて申込み出展募集締切 ： 12/12（金） 

募集対象 ： 日本人会会員の ものづくり企業・製造業 様 

定員 ： 10社（先着順） 

出展費用は無料です。 

申込先アドレス ： smsd@factorynetasia.cn 

 

【出展登録の流れ】 

１ 所定の出展申込書に必要事項を記入の上、 

商談会事務局申込先アドレス smsd@factorynetasia.cn 宛にメール送信 

 

２ 商談会事務局より、出展登録を行うための ID・パスワードが送付 

 

３ 「蘇州地区モノづくり商談会」ホームページ「出展者専用ページ」にて情報登録 

 

４ 「蘇州地区モノづくり商談会」ホームページに出展企業情報が掲載されます 

ホームページ掲載された情報は会員・非会員を問わず閲覧されます 

 

５ 「蘇州地区モノづくり商談会」小冊子に情報が掲載されます 

小冊子は 2015年 1月下旬に発行され、参加企業等に配布されます 

 

 

 

【出展企業情報】 

出展登録された企業様の情報を「蘇州地区モノづくり商談会」サイトにて閲覧いただくことが可能で

す。 

http://smsd.factorynetasia.cn/jp/index.php 

 

mailto:smsd@factorynetasia.cn


 

【お願いとご注意】 

・出展申込書を提出されたにかかわらず、出展登録を行うための IDやパス 

ワードを入手されていない方は商談会事務局までお問合せください。 

 

・IDやパスワードを入手された会員様におかれまして、「蘇州地区モノづくり商談会」サイトへの出展

登録が終了されていない場合は、お急ぎご登録をお願いいたします。 

 

・出展企業との商談や情報交換を希望される企業様は、12/1より商談申込・来場募集を開始する予

定ですので 12月の告知をしばらくお待ちください。 

 

・蘇州日商倶楽部 HP右側にある「商談会」コーナーの詳細もあわせご参照ください。ブースサイズ

等をご確認頂けます。 

 

URL    http://www.nisshoclub-sz.com.cn/ 

 

 

【お問合せ先】 

蘇州地区モノづくり商談会事務局 TEL：021-3353-7915 

E-mail：smsd@factorynetasia.cn 

 

 

３）チャイナ＋１ カンボジア紹介 無料セミナー 

【141204 会員展開済み】 

カンボジア経済特区協会主催 

「チャイナ+1 カンボジア経済特区紹介セミナー」のご案内 

日時 2014年 12月 19日（金） 

受付 13：00～13：30  

開催 13：30～16：00 

会場 蘇州シャングリラホテル 1F演講庁（Auditorium） 

  （蘇州市新区塔園路 168号） 

費用 無料 

定員 先着 120名（定員に達した時点で受付終了） 

使用言語 日本語、英語(日本語通訳付) 

 

＜お申込方法＞ 

指定の宛先に①会社名、②役職、③氏名をご記入の上、メールにて申込み。 

蘇州プライム人材コンサルティング カンボジアセミナー係 

担当：植田 

E-mail：chinaone@ren-one.com  

申込締切 12/17（水） 

mailto:chinaone@ren-one.com


 

詳細につきましては以下をクリックの上ご確認下さい。 

◇◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇◆ 

  http://www.nicchu.com/com/suzhou/fct.php?f=6393.pdf 

◇◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◇◆ 

＜お問合せ先＞ 

プノンペン経済特区協会 

趙 敏茜（日本語可） michelle@ppsez.com  

           Tel. +855-98-818-888 

上松 裕士 uematsu@ppsez.com  

      Tel. +855-16-228-188 

 

 

４）求人動向資料 

リクルート中谷氏より、下記の参考資料をいただきましたので、御紹介します。 

「⑥【RGF】2014年秋 11月 中国大陸・直近の求人動向」 

「⑦華東地域求人市場動向【2014年 12 月号】」 

 

 

５）役員会での決定事項 

12月 5日（金）和洋日本料理 酒田において、役員会が開催されました。 

役員会での決定事項をご報告いたします。 

【役員合計１８名 うち１５名参加。三名欠席。】 

 

■今年度の会計報告 

12月 5日時点での余剰金は、31,915元。 

 

詳しくは添付資料「⑧140624昆山日本人会会計簿」をご確認ください。 

 

 

■来年度からの定例会運営について 

１． 毎月第三水曜日午後 5時からのスタートでしたが、2015年 1月度の定例会から第二水曜日の

午後 6時からに変更になります。 

 

２． 役員のみ定例会出欠をとる。 

 

３． 定例会の司会、議事進行は今まで福島が行っておりましたが、来年度より役員持ち回りで実施

する。（議事草案、意見集約は今まで通り、福島が行い、当月の担当議長役員に送信する。） 

（1月度の司会担当は、石田副会長様です） 
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※来年度の司会進行役は以下の通りです。 

司会担当月 昆山会役職 会社名 氏名・敬称略 

2015 年 1 月 首席副会長 蘇州関西塗料有限公司 石田 純也  

2015 年 2 月 次席副会長 北澤半導体閥門（昆山）有限公司 笠原 光夫 

2015 年 3 月 副会長 大電机器人電纜（昆山）有限公司 仁井見 積 

2015 年 4 月 副会長 牧田（中国）有限公司 高橋 雅一 

2015 年 5 月 副会長 豊田工業（昆山）有限会社 岡田 典裕 

2015 年 6 月 幹事役 昆山恩斯克有限公司 加藤 博誠 

2015 年 7 月 幹事役 豊田工業（昆山）有限会社 加藤 基成 

2015 年 8 月 幹事役 昆山杰斯比聖和科包装材料有限公司 牛之浜 良介 

2015 年 9 月 幹事役 昆山柏柯星包装制品有限公司 中村 克巳 

2015 年 10 月 幹事役 東芝照明（昆山）有限公司 木村 紀長 

2015 年 11 月 幹事役 昆山阿基里斯人造皮有限公司 伊丹 慎二 

2015 年 12 月 幹事役 昆山京阪科技工業園 卞 建春 

2016 年 1 月 幹事役 三井住友銀行（中国）有限公司 吉田 周平 

2016年 2月 幹事役 瑞穂銀行（中国）有限公司 昆山支行 魯 爾剛 

※どうしても都合のつかない役員は、代役をお探しください。 

 

 

６）鳥インフルエンザ関連情報（第９０報） 

（上海市、江蘇省、浙江省における感染例の発生）                                                                                                                 

在上海日本国総領事館                                                                                                                   

２０１４年１２月７日  

 

１．  

（１）上海市衛生・計画生育委員会は 6日、同市戸籍の男性である盛某が鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ

９）に感染したことを同日に確認し、治療中であると発表しました。 

 

（２）先月 21日、江蘇省塩城市の衛生局は、同市阜寧県の 66歳の男性が鳥インフルエンザＡ（Ｈ７

Ｎ９）に感染し、同月 20日に塩城市第一人民医院に転院し、ＩＣＵで治療を受けていると発表しまし

た。 

 

（３）先月 28日、浙江省嘉興市人民政府のウェブサイトは、同市の 60 代の女性の鳥インフルエンザ

Ａ（Ｈ７Ｎ９）感染を確認したと発表しました。報道によれば、同女性は発熱や咳を訴え嘉興市第二医

院で診療を受けたものの、１週間を経過しても病状に好転が見られなかったことから同医院から浙

江省の専門家に連絡し、診断の結果感染診断が確定したとされています。また、同女性は発症前

に嘉興市新ショウの市場で二羽のニワトリを購入し、自宅で飼育していたとされています。同女性は

現在嘉興市第一医院で隔離され治療を受けていますが病状は比較的重いと報じられています。 

 

２．今回の感染により、今年下半期に入って当館管内で感染が確認・発表されたのは、上海市１例、

江蘇省２例、浙江省１例の計４例となりました。 



 

３．当館管内を含む中国国内各地では、２０１３年２月以降、特に冬季から春季を中心に鳥インフル

エンザＡ（Ｈ７Ｎ９）の感染が多数確認されているところ、在留邦人の方におかれては、以下の諸点に

ご注意願います。 

（１）発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場

合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。医療機関受診の際の注意点等について

は、当館ホームページの「鳥インフルエンザ関連情報」ページに掲載しておりますのでご確認くださ

い。  

http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/life/toriinfuru-j.html 

（２）不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、手洗い、うがい等を励行し、衛生管理に十分注

意してください。また、十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 

（３）外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてく

ださい。中国内で出張、旅行等をされる場合は、現地の医療事情や感染発生状況等を確認して計

画を立てるようにしてください。 

（４）その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエン

ザに関するＱ＆Ａ」を御参照ください。（http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html）  

（５）また、昨年４月２６日に行われた賀来満夫・東北大学大学院医学系研究科教授による講演相談

会の資料を当館ホームページに掲載しております。鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）の特徴や予防の知

識などの情報が多数含まれておりますので、是非ご活用ください。 

http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/life/kouennkaishiryou.html 

 

４．当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。 

 

  （参考ホームページ等）  

○外務省領事サービスセンター  

住所：東京都千代田区霞が関２－２－１ 

電話：（代表）０３ー３５８０ー３３１１（内線）２９０２  

○外務省領事局政策課（海外医療情報）  

電話：（代表）０３ー３５８０ー３３１１（内線）２８５０  

○外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html  

○鳥インフルエンザに関する情報（厚生労働省）  

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html  

○海外渡航者のための感染症情報（厚生労働省検疫所）http://www.forth.go.jp  

○高病原性鳥インフルエンザ（国立感染症研究所感染症情報センター）  

http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html 

○鳥インフルエンザに関する情報（農林水産省）  

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html  

○鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）に関する世界保健機関（WHO)の情報  

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/index.html 

○国際獣疫事務局（OIE）  

http://www.oie.int/eng/en_index.htm 

 

http://www.oie.int/eng/en_index.htm


７）日本財産保険（中国）有限公司「自動車交通事故強制保険 商品販売認可取得」

のお知らせ 

 

昆山日本人会会員各位 

 

平素は大変お世話になっております。 

「日本財産保険（中国）有限公司」（以下「損保ジャパン日本興亜（中国）」は、 

2014 年 11 月 17 日付で自動車交通事故強制保険の商品販売認可を取得致しました。 

 

つきましては、日系企業の社用車を対象に自動車保険（任意保険）とセットでの 

募集・販売を開始致しました。添付にて弊社パンフレットをご案内させて頂きます。 

また、下記に各担当 4 名の連絡先を記載させて頂きます。 

自動車保険証券診断等の実施もしております。お気軽にお問い合わせくださいませ。 

 

何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 

●お問い合わせ先●  

日本財産保険（中国）有限公司江蘇分公司  ※下記担当までお問い合わせください。 

 

【笠原】  tkasahara@sjnk.com.cn  15050420506 

 

【陸】   ylu@sjnk.com.cn 15295618852 

 

【管】   jguan@sjnk.com.cn   15250037035 

 

【六本木】aroppongi@sjnk.com.cn   15295618832 

 

 

※詳しくは添付資料「⑨【自動車保険のご案内】JP」をご覧ください。 

 

 

８）新会員、新規駐在員及び帰国会員ご紹介 

◆新規会員 

▼青島関光国際物流有限公司 蘇州分公司（カンコウコクサイブツリュウ） 

 早川 成志 氏（華東区業務経理） 

 蘇州工業園区星海街 188号恒宇広場 713室 0512-6296-3635内線(885) 

 物流・通関業  中国内の物流・輸出入通関・日本の工場まで一貫輸送を行う 

 

 

mailto:tkasahara@sjnk.com.cn
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 ▼旭硝子显示玻璃（昆山）有限公司（アサヒガラス）  林 徹 副総経理 

   昆山経済技術開発区微山湖路８８号   0512-5017-3000 

   製造業・窯業   ガラス加工 

 

  

 ▼恵那金属（昆山）有限公司（エナキンゾク）    中山 敏 副総経理 

   江苏省昆山市玉山镇玉杨路 777号中国节能（昆山）循环经济产业园 1期 8号栋 

 86-512-3662-5627 

製造業・精密機械加工    自動車部品（ターボ部品）加工 

 

 

◇帰国会員 

▽報告なし。 

 

 

余談】 

先月、昆山会会員の方が脳卒中で倒れられ、昆山第一病院へ入院されました。 

半身麻痺の後遺症が出ており、現在リハビリ療養のため、周市の病院へ転院されました。 

 

この方は、自宅で症状が発症し、なんとかウエルビーや同僚に電話し、早期発見されたようです。 

しかしながら、症状が出始めて助けを呼んで、玄関のカギを開けようとしたところ、鍵穴に鍵が入ら

ない状況に陥りました。ウエルビーや同僚の気転で何とか救出できましたが、救出の時間が遅れて

いれば、相当な重篤に陥っていたと想像できます。 

 

会員各位におかれましても、万が一の状況に備え、信用できる現地パートナーに合鍵を渡しておく

など、緊急事態に備える必要があると思います。（特に単身赴任の方）これからの季節、寒さが一層

厳しくなると思いますので、くれぐれもご自愛くださいませ。 

 

 

９）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 

 

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


 

１０）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 

 2014年度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。 

 

◆ 連絡先  中国蘇旺你有限公司  光中 徹 t.mitsunaka@swany.co.jp 

 

 

▽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 40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 ：日吉 達朗  杭州哈利瑪電材技術有限公司 昆山営業所  

１８６-６２３５-７２１７  hiyoshi-t@harima.co.jp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） 

・水曜日 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  長谷川 潔 （達晶電子（昆山）有限公司） １３８－０６２６－３５６０ 

haseskz@fa3.so-net.ne.jpまで事前確認してください。 

 

 

▽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１回 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  関西塗料有限公司 

              副総経理 石田 純也  ishida@szkalskansai.com 
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▽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 山田氏  yoshikazu.yamada@tohmatsu.co.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  田澤 睦 氏 makoto-tazawa@toyorikagaku.com 

 

 

▽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（毎月第二水曜日）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  福島 麻子 asako112811@yahoo.co.jp 

 

 

▽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  山中 達雄 yama@sanwa-nmz.co.jp  赤崎 恒太郎 k_hashiretoto@yahoo.co.jp 

 

▽昆山ミュージックフレンズ 

この度、新しいサークルを昆山に設立致しました。「昆山ミュージックフレンズ」です。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 真鍋 tmanabeg@gmail.com 

 

 

▽昆山日本人会ブログ・BBS 

 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/ 

BBS  http://111834.peta2.jp/?guid=ON 
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１１）次回定例会のお知らせ 

※来年度より開催日時が変わります。ご注意ください。 

次回定例会（ １月度） 

日時： ２０１５年 １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 

 

 

 

編集 ： 昆山日本人会事務局  福島 幸治 

MB 139-1574-9233 

E-mail fwgh4006@gmail.com 

 

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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