２０１７年 ２月度 昆山会月例会の内容
■開催日時：
■開催場所：
■参加役員

２０１７年 ２月 ８日（水）１８：００～１９：００
麗景花園 日本料理「陣屋」 会議室
参加人数

名

高橋会長

〇

仁井見副会長

〇

梅田副会長

〇

福島副会長

△

伊丹幹事役

〇

卞幹事役

〇

井田幹事役

〇

魯幹事役

代

大島幹事役

×

中川幹事役

×

山本（親）幹事役

〇

徳岡幹事役

〇

魯幹事役の代理出席⇒小妻氏

◇◇◇議事録◇◇◇

１）会員企業ファクトリーネットワークチャイナ様からのお知らせ「第 2 回 FBC 昆山
2017 ものづくり商談会 開催と無料出展のご案内」
いつもお世話になります。FNA チャイナ市場開拓支援部（旧販促支援部）です。昨年 5 月に開催し
ました、FBC 昆山 ものづくり商談会を今年も開催する運びとなりました。今年は FBC 上海と同様出
展企業間の事前マッチングを実施、さらに江蘇省地場の企業との事前マッチングも行い、江蘇省で
の販路開拓をさらに協力にサポートしてまいります。
つきましては、貴社にも是非ご出展を賜りたく、開催概要をご案内申し上げます。
イベント概要：
名 称：第 2 回 FBC 昆山 2017 ものづくり商談会
※2017 中国（昆山）ブランド商品輸入見本市 日本企業館として開催
会 期：2017 年 5 月 17 日（水）-19 日（金）9：00～17：00（19 日のみ 12：00 で終了）
3 日間とも出展企業間の事前予約制商談及びフリー商談
会 場：花橋国際博覧中心 F 館 (昆山市花橋鎮緑地大道 1598 号)
D 館：昆山地元企業館 E 館：江蘇省各地域企業館 F：日本智能製造館 G 館：大手企業館
規 模：出展 200 社、来場見込 20,000 名
主 催：ファクトリーネットワークチャイナ(工場網信息科技（上海）有限公司)
共 催：募集中
後 援：募集中
出展対象：
以下のいずれかにの技術・製品・サービスを提供する日系企業
(1)金属加工
(2)自動化
(3)工業物流とパワートランスミッション
(4)3D プリント技術

募集要項：
http://www.factorynetasia.com/wp-content/uploads/2017/01/fbcks2017invitation-jp.pdf
申込書：
http://www.factorynetasia.com/wp-content/uploads/2017/01/fbcks2017applicationform-jp.docx
イベントの特徴：
①江蘇省政府がイベントの運営、宣伝、来場誘致を全面サポート。
江蘇省大手企業との商談チャンスを提供
②昆山に進出している台湾系や地場製造企業の出展・来場を積極的に誘致
③会期中に江蘇省大手企業、製造業専門協会による講演するカンファレンスを開催。
江蘇省での発展、販促に関わる情報収集が可能
2016 年実績：
日時 ：2016 年 5 月 19 日(木)～21 日(土)
会場 ：花橋国際博覧中心
2016 年実績：出展 207 社 来場者約 3 万人(イベント全体)
商談件数 822 件、成約・見込み金額 1,200 万元
DMG、INDEX、オークマ株式会社、株式会社マキノ、川崎重工業株式会社、株式会社山善、
HYUNDAI WIA、SAMSUNG、DOOSAN 等世界 37 カ国のトップ企業が出展。
2016 年の開催レポートはこちらよりご確認ください。
出展料金：
FNA 経由の申込みの場合無料
（定価：標準コマ 15,000 元/コマ、特装コマ 1,500 元/㎡）
① 2017 年 5 月 19 日時点で FNA 会員資格を有する FNA 会員企業
② 2017 年 3 月 31 日までに FBC 上海に出展申し込みをした企業
※通常の出展料金：人民元 15,000 元/コマ
ブース数：
400 コマ限定（ブース位置はお申し込み順で優先致します）
出展ご希望の方は、貴社社名をご記入の上、fbcks@factorynetasia.cn
までご連絡ください。
【お問合せ】
ファクトリーネットワークチャイナ／工場網信息科技（上海）有限公司
市場開拓支援部 華東地域担当 唐、華南地域担当 黄 ※日中両言語対応可
E-Mail： sales@factorynetasia.cn
TEL： 上海 +86-21-3353-8866
深セン +86-755-8250-4397
※お気軽に日本語でお問合せください

２）在上海日本国領事館「鳥インフルエンザ関連情報（第１３１報）」
（上海市，浙江省，安徽省及び江西省での感染例の発生）
在上海日本国総領事館
２０１７年１月１７日
１．鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）の感染例
（１）１月１３日に浙江省衛生計画出生委員会が発表した「２０１６年１２月全省法定報告伝染病情
報」によれば，浙江省では２０１６年１２月に２０名が感染（内１名死亡）しました。
（２）１月１２日に安徽省衛生計画出生委員会が発表した「２０１６年１２月全省法定報告伝染病情
報」によれば，安徽省では２０１６年１２月に１４名が感染（内３名死亡）しました。
（３）１月１１日に江西省衛生計画出生委員会は，２０１６年１２月末以来，同省で６名が感染したと発
表しました。
（４）１月１１日，上海市衛生計画出生委員会は，上海市内で感染例１例が確認されたことを発表し
ました。感染者は，湖北省出身の６０歳男性の顧某で１月１０日に診断を受け，その後病院で治療
中とのことです。
（５）今回の発表により，２０１６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
件，江蘇省５９件（うち死亡１５件），浙江省２１件（うち死亡１件），安徽省１４件（うち死亡３件），江西
省６件の計１０３件（うち死亡１９件）です。２０１６年１２月以降、中国、香港及びマカオにおいて，鳥
インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）のヒト感染例が増加しています。渡航・滞在する際は，こまめに手を洗う、
生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避けるなど、予防に心がけて下さい。
２．鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）について
（１）感染源
現時点において感染源は不明ですが，鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを
吸い込んだり，その鳥のフンや内臓に触れてウイルスに汚染された手から鼻へウイルスが入るなど，
人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に，ごくまれに感染すると考えられています。ヒト
からヒトへの持続的な感染は確認されていません。
（２）症状
これまで海外で報告された情報によると，多くの患者に発熱や咳，息切れ等の症状が見られたこと
に加え，重症の肺炎に発展するケースが見られました。ただし，この病気の詳細はまだ分かってい
ません。
（３）予防
鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）に対する一般的な予防策は以下のとおりです。
●休息，栄養を十分に取り，体に抵抗力をつける。
●手指等の衛生保持に心掛ける。
●咳やくしゃみの症状がある患者とは，可能な限り濃厚接触を避ける。
●温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
●高熱，咳，呼吸困難等の症状が見られた時は，適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
また，鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
●生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。

●死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
●鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
●手洗い，うがいにつとめ，衛生管理を心がける。
●外出する場合には，人混みは出来るだけ避け，人混みではマスクをする等の対策を心がける。
（４）発生地域からの帰国時・帰国後の対応
帰国時に発熱，咳，のどの痛みなどの症状がある場合には，検疫所の健康相談室に申し出てくださ
い。また，帰国後１０日以内にこれらの症状が出た場合には，速やかに最寄りの医療機関を受診し，
発生地域に渡航・滞在していたことを伝えてください。
３．関連リンク及び連絡先
海外渡航の際には万一に備え，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。
３か月以上滞在する方は，大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう，必ず在留
届を提出してください。（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet ）
３か月未満の旅行や出張などの際には，渡航先の最新安全情報や，緊急時の大使館又は総領
事館からの連絡を受け取ることができるよう，外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ ）
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 ）
（参考情報）内閣官房（新型インフルエンザ等対策）
http://www.cas.go.jp/jp/influenza/about_h7n9.html
鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）について（厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenz
a/h7n9.html
中国国家衛生計画生育委員会
http://www.nhfpc.gov.cn/zhuzhan/index.shtml
ＷＨＯ：Avian influenza A(H7N9) virus
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/
（問い合わせ窓口）
○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）03-3580-3311（内線）2902,2903
（外務省関連課室連絡先）
○外務省領事局政策課（海外医療情報）
電話：（代表）03-3580-3311（内線）5367
○外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/ （PC 版）
http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html （スマートフォン版）
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp （モバイル版）

（現地公館等連絡先）
○在上海日本国総領事館
（管轄地域：上海市，安徽省，浙江省，江蘇省，江西省）
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（代表）
（市外局番 021）-6209-2664（邦人援護）
国外からは（国番号 86）-21-5257-4766（代表）
（国番号 86）-21-6209-2664（邦人援護）
ホームページ：http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
○在中国日本国大使館
（管轄地域：北京市，天津市，陝西省，山西省，甘粛省，河南省，河北省，湖北省，湖南省，青海省，
新疆ウイグル自治区，寧夏回族自治区，チベット自治区，内蒙古自治区）
住所：北京市朝陽区亮馬橋東街 1 号
電話：（市外局番 010）- 8531-9800（代表）
（市外局番 010）-6532-5964（邦人援護）
国外からは（国番号 86）-10-8531-9800（代表），
（国番号 86）-10-6532-5964（邦人援護）
ホームページ：http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在広州日本国総領事館
（管轄地域：広東省，海南省，福建省，広西チワン族自治区）
住所：広州市環市東路 368 号花園大厦
電話：（市外局番 020）-83343009(代表），
（市外外局番 020）-83343090（領事・査証）
国外からは（国番号 86）-20-83343009（代表），
（国番号 86）-20-83343090（領事・査証）
ホームページ：http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/
○在重慶日本国総領事館
（管轄地域：重慶市，四川省，貴州省，雲南省）
住所：重慶市渝中区鄒容路 68 号 大都会商廈 37 階
電話：（市外局番 023）-6373-3585
国外からは（国番号 86）-23-6373-3585
ホームページ：http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在瀋陽日本国総領事館
（管轄地域：遼寧省（大連市を除く），吉林省，黒龍江省）
住所：瀋陽市和平区十四緯路 50 号
電話：（市外局番 024）-2322-7490
国外からは（国番号 86）-24-2322-7490
ホームページ：http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/
○在瀋陽日本国総領事館大連領事事務所
（管轄地域：大連市）
住所：大連市西崗区中山路 147 号 森茂大廈 3F

電話：（市外局番 0411）-8370-4077
国外からは（国番号 86）-411-8370-4077
ホームページ：http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html
○在青島日本国総領事館
（管轄地域：山東省）
住所：青島市香港中路 59 号 国際金融中心 45F
電話：（市外局番 0532）-8090-0001
国外からは（国番号 86）-532-8090-0001
ホームページ：http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html
○ 在香港日本国総領事館
住所：46 - 47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong ）香港中環康楽広場 8
号交易広場第一座 46 楼及 47 楼）
電話：2522-1184
国外からは（国番号 852) 2522-1184
ホームページ： http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index02.html

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

３）第 16 回昆山日本人会ゴルフコンペのご案内
今年 2017 年の初戦となります第 16 回の昆山日本人会ゴルフコンペを予定通り 3 月 5 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思いま
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 2/15（水） 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 16 回昆山日本人会ゴルフコンペ概要
日時：
2017 年 3 月 5 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 （変動の可能性あり）
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： 2017 年 2 月 15 日(水)
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

添付資料「②第 16 回昆山日本人会ゴルフコンペ申し込み用紙」
■梅田幹事からの現況申し込み報告報告
集まりが悪いようです。現在参加表明者 33 名程度。

４）会員企業「スワニー有限公司」の桜の木寄贈の件
今年 3 月に開園する周市鎮の桜園に対し、昆山日本人会の会員企業であるスワニー様が、会社敷
地内にある桜の木を、周市鎮桜園に寄贈されました。
その寄贈式が、さる 1 月 20 日（金）大寒の日に行われました。

この寄贈された三本の桜が、周市鎮の桜園で根付いていつものようにきれいな花を咲かせてくれる
ことを祈ります。

また、今回スワニー様が周市鎮桜園に桜の木、三本を寄贈されましたが、まだたくさんの桜が敷
地内にあります。今年度も変わらず昆山日本人会にお花見の場所を提供していただけるとの報告
は受けておりますので、3 月初めには昆山会のお花見のご案内を差し上げます。奮ってご参加くだ
さい。
周市鎮の桜まつりは新しい桜園で 3 月 25 日（土）に開催予定。
昆山会のお花見もそのあたりの日にちを予定しております。

５）VPN サーバー規制について
中国語で中身が良くわかりませんが
下記リンクの件だと思います。通知内容の全文が載っています。
http://tech.ifeng.com/a/20170123/44535482_0.shtml
3 月 31 日からデータセンター(IDC)、インターネットサービスプロバイダー(ISP)、コンテンツデリバリネ
ットワーク(CDN)の各事業者の VPN 登録を義務化し、無許可の VPN サービスすべてを排除するとい
う内容です。無許可の VPN サービスとは、国境を超えた当局の認可を取らないサービスとあるため
事業主が海外にある VPN サービスは規制される可能性が有ります。
もしそうなった場合、現在行っている業務にも当然影響が出ると思いますので、VPN が使用不可と
なった場合の代替方法について考えておいてください。
※とは言っても、日本側の誰かに頼むとかしかないと思いますが。。。
専用回線を引くなど、抜本的対策が必要になる場合は、外資系企業が一斉に動き出すと思われる
ので、相当な時間が掛かると思われます。

６）仁井見副会長帰任による役員編成について
【仁井見副会長からのメール】
私事で申し訳ありませんが、3 月に帰任することになってしまいました。今度の定例会で役員辞任の
申し入れをしたいと思います。
短い間でしたがお世話になり有難うございました。

2017 年 3 月以降の役員編成
NO

昆山会役職

会社名

役職

氏名・敬称略

１

会長

牧田（中国）有限公司

副総経理

高橋 雅一

２

副会長

多富電子（昆山）有限公司

総経理

梅田 広治

３

副会長

大電机器人電纜（昆山）有限公司

総経理

武田氏

４

副会長

昆山弘恵食品有限公司

董事長

福島 幸治

５

幹事役

昆山恩斯克有限公司

首席顧問

大島 一浩

６

幹事役

昆山阿基里斯人造皮有限公司

副総経理

伊丹 慎二

７

幹事役

昆山威可帝商貿有限公司

副総経理

卞 建春

８

幹事役

三井住友銀行（中国）有限公司

総経理

井田 英喜

９

幹事役

瑞穂銀行（中国）有限公司 昆山支行

出張所所長

魯 爾剛

１０

幹事役

上海開滋国際貿易有限公司

設計総監

山本 親史

１１

幹事役

普華永道中天会計士事務所蘇州分所

高級顧問

中川 明

１２

幹事役

蘇州氾思人力資源有限公司

徳岡 潔

※会長不在時は、会長代行を首席副会長が務める。会長及び首席副会長不在時は次席副会長が
会長代行を務める。

７）会員からの質問「管理職の賃金について」
【170207 会員展開済み】
会員企業から質問がありました。ご意見ご回答があれば、事務局福島まで返信願います。

【ご質問】
当公司は昆山市内にある従業員 100 名程度の日系メーカーです。
今回、ローカル幹部職の給与規定の見直し、（職位ごとの給与レンジの設定）を考えております。現
実的には、実際に支払っている給与レンジを規定に落とし込む作業となってしまいますが他昆山日
系企業で中国人ローカル幹部職の職位給与は如何ほどの設定とされていますでしょうか。
ちなみに、当公司の現実は幅が広く
生産系（税込み、基本給＋手当て含）で
課長クラス：6,000～9,000
部長クラス：10,000～14,000
副総経理クラス：15,000～17,000
です。皆様のご意見を参考にさせていただければと思いご質問させていただきました。
以上です。

■会員企業からの返答
 当方も課長、部長は大体同じですが副總經理になると書いておられる倍くらいとしています。

もともと駐在員ポジションだったのですがその帰国に伴い、中国人経験者を欧米系から来てもら
ったことも高い理由となっています。


定例会においても参加者に意見を伺いましたが、やはり各業種、業績等に大きく影響されるた
め一概に基準を設けることが難しいとのことでした。



８）新会員、新規駐在員及び帰国会員ご紹介
◆新規会員
▼川崎機器人（天津）有限公司 昆山技術中心
山下 峰生氏（部長）
昆山市周市鎮金茂路 888 号 5 号楼
0512-5793-6575
機械/産業用ロボットの販売、アフターサービス
https://robotics.kawasaki.com.cn/cn1/
◇帰国会員
▽昆山建昌 高橋氏
この度本社より帰国発令を受けて春節に帰任することとなりました。下名より先んじて他の
派遣メンバーは帰国、後任者もありません。今後は日本から出張ベースで本事業をフォロー
する体制となります。
昆山日本人会には花見に参加した程度、定例会には結局顔を出すことが出来ず申し訳あり
ませんでした。中国の日本人駐在員は減少傾向にある中での下名帰国であり、誠に恐縮致す
次第ではありますが、今後昆山日本人会の益々のご発展を陰ながら応援いたしております。
メールにて失礼ながら、取り急ぎご報告致します。今後とも引き続き宜しくお願い申し上げます。
▽大電機器人電纜（昆山）有限公司

総経理 仁井見 積 氏

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

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
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

上海にラジコン用の飛行機場ができたので、次回はそこに行く予定。

▽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/

１１）次回定例会のお知らせ
次回定例会（ ３月度）
日時： ２０１７年 ３月 ８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
次回司会進行は井田幹事役です。
■2017 年司会進行役一覧表
1 月司会進行役

山本（親）幹事役

7 月司会進行役

魯幹事役

2 月司会進行役

高橋会長

8 月司会進行役

大島幹事役

3 月司会進行役

仁井見副会長

9 月司会進行役

中川幹事役

4 月司会進行役

梅田副会長

10 月司会進行役

山本（親）幹事役

5 月司会進行役

井田幹事役

11 月司会進行役

徳岡幹事役

6 月司会進行役

卞幹事役

12 月司会進行役

高橋会長

編集

： 昆山日本人会事務局

福島

幸治
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E-mail fwgh4006@gmail.com
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