
２０１６年 月度 昆山会月例会の内容 

■開催日時：  ２０１６年 ７月 １３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  19名 

■参加役員 

高橋会長 × 仁井見副会長 ○ 梅田副会長 ○ 福島副会長 ○ 

伊丹幹事役 ○ 木村幹事役 ？ 卞幹事役 × 吉田幹事役 ○ 

魯幹事役 × 大島幹事役 × 山本（大）幹事役 ○ 山本（親）幹事役 ○ 

成瀬名誉顧問 ×       

        

 

◇◇◇議事録◇◇◇ 

 

１）在上海日本国総領事館「鳥インフルエンザ関連情報（第１２７報）」 

（南京市での感染例の発生等） 

                                                                                

１．６月１２日，南京紙『揚子晩報』は，６月７日に南京市大廠地区にて鳥インフルエンザＡ型（Ｈ７Ｎ

９）の感染例が１例，確認されたことを報道しました。感染者の詳細は発表されていませんが，当地

関係機関は新華五村市場の家禽交易区域にて市場の閉鎖，消毒及び家禽の無害化処理を行って

いるとのことです。 

 

２．また，６月７日，江蘇省衛生計画出生委員会は本年５月の同省における法定報告感染病の発生

状況を公表し，その中で，鳥インフルエンザＡ型（Ｈ７Ｎ９）の感染例が２例確認されていたことを発表

しました。 

 

３．さらに，５月３１日，『人民ネット』は，本年４月に江西省において鳥インフルエンザＡ型（Ｈ７Ｎ９）

の感染例が２例確認されていたことを報道しました。 

 

４．患者は２３歳男性の肖某と，その母親である４３歳の黄某で，いずれも３月末に生きた家禽類を

調理し食べた後に発病し，４月１７日に南昌大学第一付属医院に入院したとのことです。両人ともそ

の後回復し，黄某は４月２５日に，肖某は５月２８日にそれぞれ退院した由です。 

 

５．今回の一連の発表・報道等により，２０１５年下半期以降，当館管内で感染が確認・発表された

のは，上海市３例，江蘇省２７例（うち死亡９例），浙江省２５例（うち死亡例１１例），安徽省８例（うち

死亡５例），江西省５例の計６８例（うち死亡２５例）です。 

 

６．また，Ｈ７Ｎ９型に比べ人に対して一層致死的と考えられているＨ５Ｎ６型の感染例については，

今年１月に江西省で死亡１例が，また今年５月には安徽省で感染１例が報告されています。 

 



７．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，２０１３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。 

 

８．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   

○鳥インフルエンザ A（H7N9）の発生状況について（厚生労働省検疫所）

http://www.forth.go.jp/news/2013/04041512.html  

○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  
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※従来当館からのお知らせは，当館メールマガジンに別途登録された方のみに配信していましたが，

より多くの在留邦人の方にご案内すべく左記登録者に加え，今後は在留届に記載されたメールアド

レス宛にも配信することと致しましたので，必ずしも直接お役に立つものでないお知らせが届くことも

あるかと思いますが，ご了承ください。 

 

●「在留届」・「帰国・転出届」等の提出はこちらから 

http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/index002.html  

既に帰国・転出等で当館管轄地（上海市，江蘇省，安徽省，浙江省，江西省）に在住していない方

は，「帰国・転出届」をお出しいただくようお願いします。 

また，新たに日本以外に在留する方は，その地域を管轄する在外公館に改めて在留届を提出願い

ます。 

●メルマガ解除はこちらから 

https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/mailmz/delete?emb=shanghai.cn  

****************************************** 

在上海日本国総領事館 

電話：（国番号 86）-(0)21-5257-4766 

ＨＰ： http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/index.html  

****************************************** 

 

 

２）総会時における日本領事館サービスのお知らせ 

貴地領事出張サービスの案内を当館 HPに掲載しました。 

http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/b_trip-20160715kunshan.html 

 

貴会会員の皆様方へのご周知をよろしくお願い致します。 

なお、出張サービスの内容のうち予約を要するもの（旅券の受取、在留証明、署名及びぼ印証明、

戸籍関係届出）につきましては、メールによるお申し込み（予約）が必要になりますので、この旨もあ

わせてご周知いただきたく存じます。 

 

 

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

在上海日本国総領事館 

200336 

中華人民共和国上海市延安西路 2299号 

上海世貿大厦 13楼 

------------------------------------- 
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３）7月 3日昆山日本人会ゴルフコンペ結果報告 

7月 3日（日）に第？回昆山日本人会ゴルフコンペを開催いたしました。 

あいにくの天候でしたが、60名という大勢のご参加をいただき会員各位の交流につながったと感じ

でおります。 

 

 

次回は 11月 6日（日）。15回目になります。 

 

 

４）「2016 年版白書」の頒布について 

【中国日本商会からのメール】 

「2016年版白書」の頒布とご活用のお願いについて 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

平素は当会事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

さて、例年皆様のご協力を得て発刊しております「中国経済と日本企業白書」につき、第 7版目とな

る「2016年版白書」を現在作成中です。「白書」は関係当局に日系企業の意見要望を伝える資料で

あり、各地方政府に対する意見具申にもご活用いただきたく、皆様にも無料配布いたします。なお、

2016年白書は 6月 20日(月)発刊予定です。 

各地の皆様には一律に 5部を献本させていただきます。現地政府との交流・対話などに必要とされ

る場合は、さらに最大 10部までを無料頒布させていただきますので、必要部数を下段にご記入のう

え、下記担当者までご返送ください。なお、15部を超える部分を必要とされる場合は、恐れ入ります

が 1冊 200元の費用負担をお願い申しあげます（ご送付する際に請求書をお送りいたします）。 

今年度につきましても、地方政府との交流に関し、これまで以上に皆様との連携を密にさせていた

だきたいと思います。当会幹部が各地の政府幹部と面談する機会などがある場合は、事前にご連



絡申しあげます。他方、貴会における地方政府との交流の状況につきましても、適宜情報提供いた

だきたくお願い申しあげます。 

 

 

※上記の中国日本商会作成の白書が事務局に 5部届けられております。閲覧希望の方は事務局

まで連絡し、取りに来てください。 

 

また中国日本商会より「②中国経済週報（2016.06.28-07.04)」という情報が配信されております。参

考までに今回添付いたします。ご確認ください。 

 

 

５）7月１５日（金）第 28 回昆山日本人会総会について 

明後日に開催される昆山日本人会総会についてですが、現在の集計で２３５名。来賓１６名。合

計２５１名の参加予定になっています。 

 

※2016年 7月 13日現在【③160714総会参加者集計】の参加者集計表を添付いたしますので、

ご確認いただき、申し込んだのに記載されていない方や、申し込んでいない、またはキャンセ

ルしたのに掲載されている方がいらっしゃいましたらお手数ですが、事務局、福島及び卞幹事

役までご連絡をお願いいたします。 

また当日は受付をスムーズに行うため自分が記載されているページ及び番号を記憶いただ

き、受付にて申請いただきたくよろしくお願いします。 

 

※総会参加費用（300元のうち 200元分）の企業名入りの領収書が必要な方は、会社単位でおと

りまとめいただき、受付左側に設置している、領収書申し込みリストに記載いただき、名刺を提

出ください。お手数ですが、会社名義の領収書は 7月 19日（火）以降にスイスホテル一回フロ

ントにて受け取ってください。 

 

 

６）在上海日本国総領事館連絡「バングラデシュにおける銃撃・人質事案を受けた海

外に渡航・滞在される方の安全対策のためのお知らせ」 

【概要】 

 海外に渡航・滞在される際には，国内で生活している時とは異なる心構えが必要です。緊急時の

安否確認等のため，海外に渡航される方は外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録を，３か月以上

滞在される方は在留届の提出をお願いします。 

 

～テロに注意してください 先進国でも海外安全情報のチェックを～ 

●１日（金）２１時３０分頃（現地時間），バングラデシュ首都ダッカ市内のレストランにおいて数名の

武装グループが人質を取って籠城し，日本人７名を含む約２０名を殺害，多数が負傷する事件が発

生しました。 



●他にも，今年に入ってからだけでも，インドネシア，トルコ，ベルギー，米国等，世界の様々な地域

において，テロ事件が発生しています。日本人・日本権益が標的となる可能性もあります。 

●特に繁華街，観光地，公共交通機関に対し，イスラム過激派組織によるテロやこれらの主張に影

響を受けた者による一匹狼（ローンウルフ）型等のテロが発生しており，テロを含む様々な事件の被

害に遭うおそれがあります。 

●ついては，海外に渡航・滞在される方は，旅行計画の段階から渡航・滞在国に発出されている海

外安全情報をよく確認し，自らの安全確保に努めてください。特に，テロの標的となりやすい場所

（デパートや市場等不特定多数が集まる場所，公共交通機関，ホテルなどの宿泊施設，ビーチ等の

リゾート施設，観光施設，政府・軍・警察関係施設，欧米関連施設等）を訪れる際には，周囲の状況

に注意を払い，不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れる等，安全確保に十分注意

を払ってください。 

 

■外務省海外安全ホームページ（※各国の詳細・最新の安全情報はこちらを御覧ください。） 

 http://www.anzen.mofa.go.jp/  

 http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp  （携帯版） 

■外務省海外旅行登録「たびレジ」（３か月未満の渡航の方） 

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/#  

■在留届（３か月以上滞在される方） 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html  

■スマートフォン用 海外安全アプリ 

 http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html  

■問い合わせ窓口 

○在上海日本国総領事館 

  住所：上海市延安西路 2299号上海世貿大厦 13階（別館領事部門）  

   電話：（市外局番 021）-5257-4766 

  国外からは（国番号 86）-21-5257-4766  

   ホームページ：http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/  

○外務省領事サービスセンター 

 電話：（代表）03-3580-3311（内線）2902，2903 

（外務省関係課室連絡先） 

○外務省領事局政策課（海外医療情報関連） 

 電話：（代表）03-3580-3311（内線）5367 

○外務省領事局海外邦人安全課（テロ・誘拐，海外医療情報関連を除く） 

 電話：（代表）03-3580-3311（内線）5144 

○外務省領事局邦人テロ対策室（テロ・誘拐関連） 

 電話：（代表）03-3580-3311（内線）3047 

 

【本文】 

～テロに注意してください 先進国でも海外安全情報のチェックを～ 

（１）今年の主なテロ事件 
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１日（金）２１時３０分頃（現地時間），バングラデシュ首都ダッカ市内のレストラン「ホーレイ・アルティ

ザン」において，数名の武装グループが人質を取って籠城し，日本人７名を含む約２０名を殺害，多

数が負傷する事件が発生しました。 

本件につき，「ＩＳＩＬバングラデシュ」が犯行声明を発出しました。 

 

バングラデシュにおいては昨年１１月，北西ディナジプール県のバス・ターミナルで，イタリア人男性

が何者かに銃で撃たれ，負傷，同年１０月３日，北西部のロングプール県において，邦人男性がオ

ートバイに乗った者らにけん銃で撃たれ，殺害されたほか，９月２８日，ダッカ市内において，イタリ

ア人男性が同様の方法で殺害される事件が発生しております。また，１０月２４日には，ダッカ市内

にあるイスラム教シーア派系の宗教施設付近で爆発が発生し，１名が死亡，１００名以上が負傷し

ました。これらの事件についても，「ＩＳＩＬバングラデシュ」を称する組織が犯行声明を発出していま

す。 

 

その他，１月のインドネシア・ジャカルタ中心部での爆弾テロ，１月～６月にかけて断続的にトルコ・

イスタンブール中心部の観光地・繁華街や首都アンカラ中心部での爆発テロ，３月のベルギー・ブリ

ュッセル中心部の地下鉄及び空港での爆弾テロ，６月の米国・オーランドにおける銃撃テロ事件，ト

ルコ・イスタンブール市アタテュルク国際空港における自爆テロなど，各地でテロが続発しており，多

数の死傷者が出ています。 

 

（２）テロの脅威 

 ２０１４年９月，ＩＳＩＬは，欧米を含む世界の（スンニ派）イスラム教徒に対して，対ＩＳＩＬ連合諸国の

国民を攻撃するよう扇動する声明を発出しており，その後，ＩＳＩＬによるとみられるテロ事件が多数発

生しています。また，ＩＳＩＬは，昨年初め，シリアにおいて日本人２人を殺害したとみられる動画を発

出したほか，同年９月には，その機関誌において，ボスニア，マレーシア及びインドネシアの日本の

外交使節（大使館等）を攻撃対象の候補として言及しています。 

さらに，ＩＳＩＬ以外にも，イスラム過激派組織又はこれらの主張に影響を受けているとみられる者によ

る一匹狼（ローンウルフ）型のテロや誘拐等が世界各地で発生しています。今後，同様の事件が発

生する可能性は否定できず，日本人・日本権益が標的となり，テロを含む様々な事件の被害に遭う

おそれがあります。 

 

（３）テロ等に関する安全対策 

ア つきましては，海外に渡航・滞在される方は，上記のような情勢に十分留意し，誘拐，脅迫，テロ

等の不測の事態に巻き込まれることのないよう，外務省が発出する海外安全情報及び報道等によ

り，最新の治安情勢等の関連情報の入手に努めるとともに，日頃から危機管理意識を持つよう努め

てください。特に，テロの標的となりやすい場所（デパートや市場等不特定多数が集まる場所，公共

交通機関，ホテルなどの宿泊施設，ビーチ等のリゾート施設，観光施設，政府・軍・警察関係施設，

欧米関連施設等）を訪れる際には，周囲の状況に注意を払い，不審な人物や状況を察知したら速

やかにその場を離れる等，安全確保に十分注意を払ってください。 

 

イ また，海外渡航前には万一に備え，家族や友人，職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えて

おくようにしてください。 



海外渡航や在留の際に，緊急事態が発生した場合，外務省からは随時情報を提供いたします。上

記のブリュッセルにおける爆弾テロ事件のほか，トルコにおける爆発事案，バンコクにおける爆発事

案やバングラデシュにおける邦人殺害事件等，緊急事態の発生に際しては，「たびレジ」や在留届

等であらかじめメールアドレスを登録いただいた方には，一斉メールにより，情勢と注意事項をお伝

えしています。 

 海外旅行や出張などの際には，海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう，「たびレ

ジ」に登録してください。 

（ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/# ） 

また，３か月以上海外に滞在する方は，必ず在留届を提出してください。 

（ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html  ） 

スマートフォンで，「たびレジ」に登録したり，希望する国の海外安全情報を閲覧・受信することがで

きる「海外安全アプリ」もあわせて御利用ください。 

（ http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html  ） 

 

ウ 実際に，テロ・爆発事件に遭遇した場合に被害を最小限に抑えるため，例えば次の諸点を心が

けることをお勧めします。 

＜予防措置＞ 

 ○ 退避ルートを確認する。 

 ○ 隠れられる場所を確認する。 

 ○ 常に周囲の状況に注意を払い，不審者や不審物を見かけたら速やかにその場を離れる。 

＜対処法＞ 

 ○ その場に伏せるなど直ちに低い姿勢をとる。 

 ○ 頑丈なものの陰に隠れる。 

 ○ 周囲を確認し，可能であれば，銃撃音等から離れるよう，速やかに，低い姿勢を保ちつつ安全

なところに退避する。 

 （海外旅行のテロ・誘拐対策パンフレット（ http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html  ） 

も併せて参照ください。） 

 

****************************************** 

在上海日本国総領事館 

電話：（国番号 86）-(0)21-5257-4766 

ＨＰ： http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/index.html 

****************************************** 

 

 

７）企業紹介「蘇州日高労務派遣有限公司」 

蘇州日高労務派遣有限公司は登録資本金 200万元で 2014年に設立し、『労務派遣許可書』を取

得し人的資源を提供する会社として活躍しています。 

主な提供業務は技術者派遣、一般労働者派遣、アウトソーシングになります。 

弊社は優れた専門スキルを持った技術者がいる為、一般労働者派遣以外に半導体製造設備や自

動化設備の設置、メンテナンス業務にも人材を派遣出来る豊富な経験を持っています。ソニー、キャ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html


ノン、アルバックなどの世界的に名前が知られた企業が取引先になっています。また弊社には海外

技術提供の経験を持った社員が多数いますので御社に必要な人材を派遣する事が出来ます。お客

さまに満足して頂けるサービスを提供出来るよう努力して参ります。 

 

蘇州日高労務派遣有限公司 

顧 俊 先生（執行総監） 

住所：昆山市前進中路 285号 柏悦商務ビル 1710室 

電話：0512-5751-1262  137-0626-9662 

 

 

８）オンライン中国語スクールのご紹介 

7月 13日に事務局の方にオンライン中国語スクールの紹介がありました。スカイプ、微信を使用し

たオンラインでのスクールで、好きな時間、場所で一コマ 25分間の中国語学習ができるのが特徴で

す。現在、昆山日本人会登録の企業様に優遇価格の交渉中で、来月の定例会において、スクール

の紹介、優遇体系のご報告をしていただく予定です。決まりましたら会員各位に展開いたします。 

 

尚、このスクールに関して日本人会は優遇制度の交渉はいたしますが、マージン等の仲介料は一

切いただきません。よって、レッスンを受けるにあたっての判断はすべて個人及び企業の責任で判

断してください。日本人へのクレームは一切受けつられません。 

 

参考までにスクールのサイトをご紹介いたします。 

http://www.ctalk.jp  

 

 

９）新会員、新規駐在員及び帰国会員ご紹介 

◆新規会員 

▼上海钯卢贸易有限公司(パルボウエキ)  山口 英徳 氏 

  上海市松江区泗泾镇高技路 655号 绿亮科创园 3栋 301室   021-6073-5330 

  IT・顧客サポート・コンサル等 

 

  ▼皇裕精密沖件(昆山)有限公司（ハンユウセイミツプレス）  清水 厚 副総経理 

昆山市锦溪镇锦发路 8号 0512-57225725 -(202) 

製造業・金型   各種端子製造Ａｓｓｙ，プレス部品（絞り） 

 

 

 

 

http://www.ctalk.jp/


◇帰国会員 

▽加藤(中国）工程机械有限公司    中島 一光 氏 

皆様には、益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は格別なるご協力を賜りました事、 

厚くお礼申し上げます。７月１５日(金)に帰国する事になりました。２０１２年１０月着任以降、 

不安渦巻く中以降、無事に中国駐在生活を過ごせたのは、皆様の多大なるご支援、 

ご尽力のお陰と感謝申し上げます。 

帰国後は、別組織に専任と内示を受けており、群馬工場勤務となる予定です。 

未だ先の見えない中国建機市場ですが、今後ともご協力の程お願い申し上げます。 

皆様のご発展とご健康を心より祈念し、御礼の挨拶させて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

 

１０）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 

 

 

１１）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 

http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/shanghai_cn.html
mailto:k-umeda@pub.ks.js.cn


・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 
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▽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 

 

 

▽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/ 

 

 

１２）次回定例会のお知らせ 

次回定例会（ ８月度） 

日時： ２０１６年  ８月 １０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 吉田幹事役 

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 山本（大）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 

 

mailto:torazou21@hotmail.com
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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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