２０１６年 １０月度 昆山会月例会の内容
■開催日時：
■開催場所：
■参加役員

２０１６年 １０月 １２日（水）１８：００～１８：３０
麗景花園 日本料理「陣屋」 会議室
参加人数

３０名

高橋会長

〇

仁井見副会長

〇

梅田副会長

〇

福島副会長

〇

伊丹幹事役

×

卞幹事役

〇

吉田幹事役

〇

魯幹事役

〇

大島幹事役

〇

中川幹事役

〇

山本（親）幹事役

×

◇◇◇議事録◇◇◇

１）ジェトロ「第 9 回華東地域日商倶楽部懇談会 開催のお知らせ」
華東地域日商倶楽部懇談会メンバー 各位

平素よりお世話になっております。ジェトロ上海の井瀧でございます。
次回の華東地域日商倶楽部懇談会について、以下の日程で行いたいと
考えております。詳細については改めてご連絡いたしますが、皆様に
おかれましてはご予定置きいただければ幸いです。
日時：2016 年 11 月 25 日（金）15：00 頃～
場所：無錫市内
議題：華東地域における事業環境アンケート結果
各地のトピックス ほか
議題に記載しました華東地域における事業環境アンケートについては
10 月中旬頃に開催したいと考えております。その際、可能でしたら皆
様の会員企業の皆様にも回答いただきたいと考えておりますところ、
配信作業にご協力いただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

★－☆－★－☆－★－☆－★－☆－★－☆－★
日本貿易振興機構（JETRO) 上海代表処
進出企業支援センター
知的財産・イノベーション部

井瀧 史洋
Tel. 021-62700489（Ext.1401）
Fax. 021-62700499
E-mail : Fumihiro_Itaki@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp
☆－★－☆－★－☆－★－☆－★－☆－★－☆

２）第 15 回昆山日本人会ゴルフコンペのご案内
今年 2016 年の最終戦となります第 15 回の昆山日本人会ゴルフコンペを予定通り 11 月 6 日(日)に
開催する運びとなりました。今回も前回同様多数の方のご参加を頂き盛大なコンペにしたいと考え
ておりますので、御友人/御同僚お誘いの上奮ってご参加下さい。
準備の都合上参加締め切りを 10/14（金） とさせて頂きます。
尚、配車希望の方はお申し込みフォームの携帯電話番号と住所を必ず明記願います。
第 15 回昆山日本人会ゴルフコンペ概要
日時：
2016 年 11 月 6 日(日)
場所：
昆山太陽島 GC.(張浦鎮=長江路を南下し机場路との交差点を越えて 2 ㎞ほど)
時間：
11:30AM スタート(各自現地集合 10:45AM)
プレー費： ビジター880 元
参加費：
250 元
表彰式：
昆山太陽島 2F レストランにてコンペ終了後
競技方法： 全員新ぺリアでハンディ算出します。オネスト賞も継続します。
申込締切： 2016 年 10 月 14 日(金)
参加希望者は下記申込み欄に入力後、梅田までメールでご連絡をお願いします。
幹事役 梅田 E-mail
k-umeda@pub.ks.js.cn

※参加申し込みは添付資料「②第 15 回昆山日本人会ゴルフコンペ募集」にご入力いただき梅田副
会長まで返信願います。

３）会員企業「プライムコンサルティング有限公司」の無料セミナーご案内
『人』をテーマに、重要なポイントをコンパクトに凝縮したセミナーをご用意いたしました。
年々、厳しくなっている就労ビザ取得状況について、トラブルについて、知っておくと便利な予備知
識や注意点を伝授いたします。また現在、職場で求められている人材の育成・業務促進についてわ
かりやすく概論をお伝えします。ぜひ、お気軽にご参加いただきたくご案内いたします。
※詳しくは添付資料「③1028 セミナーチラシ」をご覧ください

４）定例会参加会員からの質問
最低賃金改定に関する情報はありますか？
◆参加会員からの返答
現在のところ情報は入っていません。情報が入り次第、情報共有したいと思います。

５）新会員、新規駐在員及び帰国会員ご紹介
◆新規会員
▼蘇州森茂診療所
渉外担当 髙田 英子
蘇州市新区獅山路 199 号新地中心写字楼 8F（シャングリラホテル隣）
TEL:(0512)6818-8001
医療サービス
http://suzhou.senmao.info
▼蘇州欧利錦高速精密冲床科技有限公司（オリジンコウソクセイミツプレス）
川瀬 学 副総経理
蘇州工業園区唯西路 55 号花園工業坊 3 号広房
0512-6289-8986
製造業・高速精密プレス機械の製造と販売
www.origin-china.com
▼希都羅工具貿易(上海)有限公司（キトラコウグボウエキ） 政木 哲也(総経理)
上海市長寧区仙霞路 333 号 東方維京大厦 22F A12
021₋6273₋5566＊111
機械・工具商社/超硬切削工具を主とし周辺機械・器具販売。
http://www.sumitomo-toolnet.co.jp/
▼東海泰通倉儲（昆山）有限公司 （トウカイタイツウ） 生田 泰穂 董事長
昆山市千灯鎮玉渓西路 80 号 上海市静安区石門二路 343 号静安創業園区 613 室
021-5266-0508

物流・倉庫事業、物流管理等

◇帰国会員
▽

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。
◆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 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 ：阿久津 博 氏 昆山万基行貿易有限公司
159-9563-8470 h-akutsu@muraki.com 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 衣川 進氏
kinugawa@nfnf.cn

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 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 竹本容器有限公司 福田 正 氏 fukuda@takemotoks.com

▽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 池山 誠広 氏 186-2625-0309 tofu-ikeyama@kstf163.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 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 真鍋 tmanabeg@gmail.com

▽ラジコン同好会

現在は数名のメンバーですが、少数でも楽しい集まりにしたいと思います。ラジコンを通じて交流
を深めましょう。
◆連絡先 徳岡 潔

kiyoshitokuoka@humanpool.com.cn

▽昆山日本人会ブログ
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： ２０１６年 １１月 ９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
■2016 年司会進行役一覧表
1 月司会進行役

魯幹事役

7 月司会進行役

2 月司会進行役

笠原副会長

8 月司会進行役

卞幹事役

3 月司会進行役

石田前会長

9 月司会進行役

魯幹事役

4 月司会進行役

高橋会長

10 月司会進行役

大島幹事役

5 月司会進行役

仁井見副会長

11 月司会進行役

中川幹事役

6 月司会進行役

梅田副会長

12 月司会進行役

山本（親）幹事役
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： 昆山日本人会事務局

吉田幹事役

福島

幸治

MB 139-1574-9233
E-mail fwgh4006@gmail.com
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