
２０１８年 ５月度 昆山会月例会の内容 

■開催日時：  ２０１８年 ５月 ９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  名 

■参加役員 

高橋会長 〇 梅田副会長 〇 武田副会長 × 吉川副会長 ○ 

福島副会長 × 伊丹幹事役 × 卞幹事役 〇 井田幹事役 × 

王幹事役 ○ 大島幹事役 〇 中川幹事役 × 山本（親）幹事役 × 

山下幹事役 〇       

        

 

 

◇◇◇議事録◇◇◇ 

 

１）昆山会会計報告 

3月のお花見が終了しての昆山会会計のご報告をさせていただきます。 

現在の昆山会余剰金は「14417.90元」です。 

 

詳しくは添付資料「②180426 昆山日本人会会計簿」をご確認ください。 

 

 

２）ジェトロ上海「第一回 中国国際輸入博覧会」の出展募集について 

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。 

 

今年 11月に行われる「第一回 中国国際輸入博覧会」ジャパンパビリオン、 

ジャパンブースの出展募集をを開始いたしました。もし可能でしたら皆様 

のメルマガ等での告知にご協力いただきたいと考えております。 

 

別添のとおり案内書をお送りいたしますので、適宜ご活用いただければ 

幸いです。 

 

ご多忙の折大変恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。 
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※詳しくは添付資料「③「第一回中国国際輸入博覧会」メルマガ案内文案（ジェトロ上海用）」をご覧

ください。 

 

 

３）在上海日本国総領事館「広域情報：国際的詐欺事件に対する注意喚起」 

●国際的詐欺メールの手口は，通称「419事件（ナイジェリアの刑法第４１９号に抵触する詐欺犯

罪）」とも呼ばれ，遺産相続を名目としたもの，宝くじの当選を装うもの，マネーロンダリングや投資

の協力を持ちかけるもの，最近ではラインやツイッターなどを通じた結婚詐欺など，多種多様な手口

があります。 

 

１ 欧米等を中心に，遺産相続等を名目とした日本語で書かれた国際的詐欺レターやメールが多く

出回っています。 

 

２ 最近見られた手口は，英国に実在する日系企業の社員（実在の人物）の個人資産管理人を名

乗る者から，「日本人である○○氏が A国で死亡したが，同人の親族が確認できず，調査の結果，

貴殿（手紙の受取人）が近親者に指名されていることが判明した。ついては，貴殿を相続人とした上

で、遺産相続手続きをとることとしたく、当方（手紙の差出人）まで連絡頂きたい。」といった内容の手

紙（又は電子メール）が送付されてくるというものです（但し日本語の文章には不自然なところがあり

ます）。 

 

３ このような手紙や電子メールに記載されている「日本人の死亡」や「個人資産管理人」云々は，い

ずれも事実ではありません（名を騙られた日系企業の社員は実在の人物だが，本人には全く覚えの

ないものであることが確認されている）。この遺産相続の勧誘は，遺産の現金化のための手付け金

や海外送金のための手数料，これらの手続き過程で発生した問題の解決費用（弁護士費用）等

様々な名目で，怪しまれない程度の額を何回にも亘って振り込ませ，金銭を騙し取ることを目的とし

た国際的詐欺です。 

 

４ このような心当たりのない遺産相続に関するレターやメールなどを受け取った場合には，相手の

ペースにはまり慌てて手付け金や手数料等を振り込まず，まずは詐欺の可能性を疑って相手にしな

いよう十分注意してください。 

 

【海外邦人事件簿】 

・Vol.04日本国内で遭う国際詐欺事件 

https://www.anzen.mofa.go.jp/jikenbo/jikenbo04.html  

・Vol.20買ってもいない宝くじが当選？？ 
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https://www.anzen.mofa.go.jp/jikenbo/jikenbo20.html  

・Vol.29海外からのオレオレ詐欺 

https://www.anzen.mofa.go.jp/jikenbo/jikenbo29.html  

・Vol.47 おいしいメールと国際詐欺 

https://www.anzen.mofa.go.jp/jikenbo/jikenbo47.html  

・Vol.67 メール版「助けて詐欺」 

https://www.anzen.mofa.go.jp/jikenbo/jikenbo67.html  

 

【日本貿易振興機構（ジェトロ）】 

国際的詐欺事件について（注意喚起） 

https://www.jetro.go.jp/contact/faq/419/  

 

（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：（外務省代表）03-3580-3311（内線）2902,2903 

 

（外務省関係課室連絡先） 

○領事局海外邦人安全課（テロ・誘拐関連を除く）（内線）2306 

○領事局邦人テロ対策室（テロ・誘拐関連）（内線）3047 

○海外安全ホームページ 

  https://www.anzen.mofa.go.jp/  （PC版） 

  https://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html  （スマートフォン版） 

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  （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：上海市万山路 8号 

  電話：（市外局番 021）-5257-4766（代表） 

            （市外局番 021）-6209-2664（邦人援護直通） 

             国外からは＋86-21-5257-4766（代表） 

             国外からは＋86-21-6209-2664（邦人援護直通） 

FAX：（市外局番 021）-6278-8988 

              国外からは＋86-21-6278-8988 

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

 

 

４）在上海日本国総領事館「在留邦人子女に対するいじめ相談窓口」 
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海外に在留する邦人の子女への教育振興を目的とする公益財団法人海外子女教育振興財団にお

いては、従来から海外子女教育専門の教育相談員による教育相談を実施しておりましたが、この中

で、いじめ相談についても対応することとなりました。 

いじめ相談窓口は以下のとおりです。 

 

公益財団法人 海外子女教育振興財団 事業部 教育相談事業チーム 

TEL：＋81-3-4330-1352 

受付時間：月～金曜 10時～16時（日本時間） 

メールアドレス：sodanjigyo@joes.or.jp  

受付時間：随時 

 

 

（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：上海市万山路 8号 

  電話：（市外局番 021）-5257-4766（代表） 

            （市外局番 021）-6209-2664（邦人援護直通） 

             国外からは＋86-21-5257-4766（代表） 

             国外からは＋86-21-6209-2664（邦人援護直通） 

FAX：（市外局番 021）-6278-8988 

              国外からは＋86-21-6278-8988 

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

 

 

５）会員企業からの紹介「一番日本語学校」 

詳しくは添付資料「一番日本語紹介」をご覧ください。 

 

 

６）「第 20 回昆山会ゴルフコンぺ」の御連絡 

7月度のコンペ募集参加者の募集を開始しております。詳しくは「④第 20回昆山日本人会ゴルフコ

ンペ募集」をご覧ください。 
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７）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 

▽ 

 

８）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 

 

 

９）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。 

7月度のコンペ募集参加者の募集を開始しております。詳しくは「④第 20回昆山日本人会ゴルフ

コンペ募集」をご覧ください。 

 

◆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 

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

・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。 

 

 

 

▽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  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（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。 
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     ◆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  

 

 

▽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 高橋 理之  takahashi@kyoeicn.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/ 
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１０）次回定例会のお知らせ 

次回定例会（ ６月度） 

日時： ２０１８年  ６月 １３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 王幹事役 

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 中川幹事役 

5 月司会進行役 大島幹事役 11 月司会進行役 山下幹事役 

6 月司会進行役 卞幹事役 12 月司会進行役 高橋会長 

     

■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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