
２０２１年 ６月度 昆山会月例会の内容 

■開催日時：  ２０２１年  ６月 ９日（水）１８：００～１９：００ 

■開催場所：  昆山隆祺建国飯店 １階会議室    参加人数 ６９名 

■参加役員 

大島会長 ○ 梅田副会長 ○ 今井副会長 ○ 安田副会長 ○ 

福島副会長 － 卞幹事役 ○ 寺尾幹事役 ○ 韓幹事役 ○ 

松島幹事役 ○ 中岡幹事役 ○ 角田幹事役 ○ 山口幹事役 ○ 

吉崎幹事役 ○       

 

上海総領事館 福田副総領事 講演 

◇◇◇議事録◇◇◇ 

１）在上海日本国総領事館による講演 

6月 9日定例会において「第１回蘇州官民対話と業務連絡メカニズム発表式典」と題し、上海日本国 

領事館・福田総領事による講演が行われました。中国で活躍する邦人サポートの仕組みづくりとして、 

今後に期待したい内容でした。 

 

２）在上海日本国総領事館、昆山市政府、昆山日本人会との面談 

5月 25日に上海日本国領事館磯俣大使、昆山市政府呉書記、昆山日本人会大島会長とで面談を 

行い意見を出し合いました。その時の議事録はすでに展開済みですが、今回の議事録にも添付いたし 

ます。 

※添付資料「②5-25打ち合わせ議事録」 

 

上記会議において昆山在住の日本人家族の就学問題について調査をしたところ以下のような報告が 

ありました。 

■某日系企業（I 氏） 

Ｉ様は以前、子供さんの就学問題で日本人会に問合せがあった方で、途中経過ですがご報告 

いただきましたので皆さんに共有させていただきます。 

【就学に関して】 

１．家族構成  （本人）日本人、（妻）中国人、（子）中国国籍；日本国籍留保  

※妻、子供は中国国籍（戸籍は昆山市外）。 

※昆山に不動産の所有なし。昆山市周市鎮のマンションを賃貸し家族で生活中。 

２．就学先の選定 

      ・（蘇州）日本人学校： 通学には距離が遠すぎる為、選択肢から除外。 

      ・（私立）国際学校 ： 昆山経済技術開発区 

・国際部、英語/中国語部、国内部(中国語)の 3つ有り。 

※昆山国際学校(青陽)は蘇州市が管理、紹介がないと入れない。 

      ・昆山市公立小学校： 個人所有の不動産が必要。(所有していても応募人数で落選する場合あり) 



      ・（私立）小学校  ： （中国語教育）不動産が無くても申請可。 

          ↓ 

 開発区の国際学校、昆山市公立小学校へ就学申請を提出中 

３．就学申請（公立小学校） 

①申請の流れ 

A. 3月オンライン上で就学申請 

B. 申請書類及び必要書類を政府窓口へ提出 

C .書類審査：点数計算。 

②申請 

昆山教育の幼儿园，中小学招生入学填报系统にてオンライン申請登録 

        ・昆山戸籍、新市民、幼稚園の 3つの窓口あり。 

・昆山市の戸籍が無い為、新市民で申請 

     ※国際学校及び私立もオンラインで申請可。但し、政府学区窓口では管理していないとの事。 

③オンライン登録、 

・希望する学校を選択。私立及び国際学校も選択可。 

・第一保護者、第二保護者を作成。日本人が第一保護者で登録出来るが、書類申請窓口では 

 中国人保護者でないと申請受理されず、妻を第一保護者とし再提出後受理。 

・登録内容： 戸籍、住所、不動産証明、社会保険料、両親の最終学歴、社会貢献など 

・登録する内容が全て点数で計算される。 

④居住している学区の政府申請窓口へ書類提出 

・オンライン申請書： 自身で登録した書類を印刷する必要あり。 

・戸籍書類、居住証明証、不動産証明、納税証などの必要書類をコピーし提出。 

４．就学申請における最大の難点 

今回、自身の申請で分かった事だが、中国の公立学校へ就学を希望する場合、自身が所有 

する不動産が無い場合、希望する学校への申請及び就学が極めて厳しい事。 

※賃貸で居住している場合は大家の承諾が必要となる。学校就学時に承諾者の点数を 

使用する事が可能だが、5年間使用出来なくなるため、承諾してくれる大家は現実的に 

少ない。仮に承諾してもらった場合でも申請時に窓口への同伴が必要となる。 

また、緑色通道人員子女入学という制度もありますが、非常に条件が厳しく、こちらでも 

居住先の問題が出てくるため、大家の承諾を得る必要がある。 

５．国際学校（私立） 

①公式ホームページから就学希望申請をオンライン登録 

②昆山教育からの申請も必要との事でオンライン登録 

③学校説明会の案内があり、当日再度指定の書類にて申請書提出。中国語と英語での記入。 

④その後の合否判定は未定。発表日も公表されていない。 

 

最終判定が出ていないので結果が判明しましたら、改めてご報告いたします。 

 

 

 

 



■某日系企業 Y 氏 

就学問題についてご報告致します 

■家族状況 

父 日本人 

母 中国人（昆山籍では無い） 

子 中国籍（日本籍留保）  ；現在昆山の私立幼稚園就学中、今年より小学校へ進学予定。 

■「不安」な点： 子供が小学校へ入学できるのか？  

住居により学区は決まっているが、当該校に問合せしても「报名後に決まる」の回答だけ。 

（日本の義務教育環境との差を知りました） また仮に公立小学校に入学できた場合でも、 

本国の歴史教育で日本に対する感情など、子供にどのように影響を及ぼすのか心配。 

    ↓ 

この事から私立（国際小学校）進学を検討した。 

※昆山には私立小学校（国際小学校）が多く有るが、一人っ子政策終了後世代の為か 

入学倍率も上がり敷居が高い。入学までの進め方を思案した結果、開発区へ相談し 

協力を求め指示を頂いた。 

→教育局への「报名」、併せて「緑色通道」による入学申請を行った。 

※报名に関わる資料は全て開発区に提出済。（現在 6/1時点 結果待ち） 

ここに至るまでに多くの方々の助言、支援を頂いております。 

昆山は外国籍企業も多く存在し、昆山の地域貢献に務めていると思います。 

駐在者子女の教育に対して、優遇策を検討頂きたくここに記します。 

 

※参考  下記リンクが該当「报名」手順です。 

https://rx.ksedu.cn/FileFolder/PolicyDocument/202103/20210315/ca201bbc2e5e4fbd8d3abbee6003fe

2f.pdf 

添付資料「③に昆山市教育局発行の「报名」通知書」を添付します。 

私家族は昆山籍で無いことから「新市民子女报名」となります。 

 

下記は昆山市人民政府 H P内の熱点問答のリンクです。 

http://www.ks.gov.cn/kss/rdwd/202005/213d9b4e180343408242ed610b540d4a.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

https://rx.ksedu.cn/FileFolder/PolicyDocument/202103/20210315/ca201bbc2e5e4fbd8d3abbee6003fe2f.pdf
https://rx.ksedu.cn/FileFolder/PolicyDocument/202103/20210315/ca201bbc2e5e4fbd8d3abbee6003fe2f.pdf
http://www.ks.gov.cn/kss/rdwd/202005/213d9b4e180343408242ed610b540d4a.shtml


▼就学問題以外の困窮事項に関する依頼 

■某日系企業 F 氏 

＜内容＞家族同伴で中国赴任予定であった家族を中国に渡航させるための昆山政府発行の招聘状が 

発給されない。 

下記にその背景を時系列にして整理。 

・駐在員本人は日本国籍、同伴家族はシンガポール国籍。 

・2019 年 10 月  家族帯同での中国渡航を計画（2020 年 2 月 8 日訪中の計画） 

・2020 年１月   駐在員の Z ビザ、家族の S1 ビザ取得（有効期限は 4 月 10 日）。 

・2020 年 2 月 8 日の航空券を予約。 

・収束を待つ中、新型コロナ拡大で会社から中国渡航中止の指示。航空券をキャンセル。 

・2020 年４月 8 日 日本の中国ビザセンターが業務休止を発表。 

・2020 年 8 月   中国政府からの招聘状がある場合に限りビザ発行を再開。 

・2021 年 1 月   昆山政府から招聘状発行、ビザ取得し駐在員本人のみ中国へ渡航。 

・現在に至るまで同伴家族には招聘状は発行されず、中国渡航できない状況が続いている。 

 

 

３）在上海日本国総領事館 

 「上海市における新たな隔離措置（14日間の隔離観察＋7日間の在宅健康観察）」 

上海市は、5月 16日の午前 0時から、上海市に入境する方に対し 14日間の隔離観察を実施した後、 

引き続き 7日間の在宅健康観察を実施すると発表しました。 

   概要は以下のとおり。 

１． 目的地が上海市の入境者は、14日間の隔離観察を実施した後、引き続き 7日間の在宅健康観察 

を実施し、毎日朝晩 2回の自己体温測定を行う。 

２． 不要不急な外出を控え、特に人が集まる場所に行くことを避け、外出時に必ずマスクを着用し、集団 

活動に参加せず、発熱、咳などの不快症状が出現した場合は適時に診察を受けなければならな

い。 

３．隔離観察と在宅健康観察期間中に 6回の核酸検査を実施する。 

（参考：上海発布） 

https://mp.weixin.qq.com/s/ixwhRuMJGEcDPqWogyCujg  

 

●（連絡先） 在上海日本国総領事館 

（管轄地域：上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省） 

    住所：上海市万山路 8号  

    電話：（市外局番 021）-5257-4766（代表）    国外からは＋86-21-5257-4766（代表）        

    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/ 

 

※「たびレジ」簡易登録され、メールの配信を停止したい方は、以下の URLから停止手続きを 

お願いいたします。  

https://mp.weixin.qq.com/s/ixwhRuMJGEcDPqWogyCujg
http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/


https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete  

※「メルマガ」登録され、メールの配信を停止したい方は、以下の URLから停止手続きをお願い 

いたします。  

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=shanghai.cn  

 

 

４）在上海日本国総領事館  

「新型コロナウイルス感染症（安徽省六安市における新規国内症例の発生）」 

●5月25日現在、安徽省六安市では、新型コロナウイルス感染症の国内症例が新たに3例確認されました。

これにより、5月 13日より安徽省で確認されている感染者は計 10例となっています。 

●現在、安徽省は以下の地域を「中」リスク地区に指定しています。 

六安市：裕安区百川明庭小区、裕安区恒大御景湾小区 3期、裕安区固鎮鎮財富大街大艮頭小区、 

金安区浙江東商貿易城、金安区梧桐嘉苑小区、金安区清水河畔小区 1期 

合肥市：肥西県上派鎮衛星社区金雲国際商住楼 

 

●他省・市においては、「中」」「高」リスク地区からの来訪者に、隔離措置や核酸検査を求めるなどの規制が

実施されている可能性があります。目的地の居民委員会や衛生管理委員会に問い合わせる等、最新情報の

入手に努めてください。 

●当館管轄地域内の各地でも新たな規制が行われる、あるいは諸政策が変更される可能性があります。常

に最新情報の入手に努めてください。 

●引き続き、中国当局の発表に留意するとともに、感染への警戒を怠らず、手洗い、人との安全な距離を保

つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし、感染予防に努めてく

ださい。 

●「中」あるいは「高」リスク評価は、感染症発生状況により変動します。下記の中国国務院のプログラム（以

下のリンク）等で確認するように努めてください。 

http://app.www.gov.cn/govdata/gov/202003/25/456514/article.html  

 

【発表本文（中国語）】 

https://mp.weixin.qq.com/s/Zx23cV4uz_Ok9IQE00DxwQ  

 

【発表文仮訳（抜粋）】 

5月 13日から 24日 24時までの間に、安徽省は確定診断 10例を報告し、その中で合肥市は 2例、

六安市は8例であった。無症状感染者10例(すべて六安市)も報告されており、すべて医学観察中で

ある。 

（連絡先）  

○在上海日本国総領事館  

（管轄地域：上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省）  

  住所：上海市万山路 8号  

  電話：（市外局番 021）-5257-4766（代表）    国外からは＋86-21-5257-4766（代表）        

  FAX：（市外局番 021）-6278-8988         国外からは＋86-21-6278-8988  

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=shanghai.cn
http://app.www.gov.cn/govdata/gov/202003/25/456514/article.html
https://mp.weixin.qq.com/s/Zx23cV4uz_Ok9IQE00DxwQ


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

 

 

５）外務省「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（検

疫強化対象国・地域の追加）」 

●国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における水際対策強

化に関する新たな措置（昨年 12月 26日決定）のうち、本年６月 2日、検疫の強化の対象国・地域にロシア（オ

リョール州）が追加指定されました（ https://www.mhlw.go.jp/content/000787716.pdf ）。なお、この指定

による追加の検疫強化措置はございません。 

（１月９日以降、全ての入国者に執られている措置から変更ありません。）。  

 

  詳細は以下のリンク先をご確認ください。 

    (PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C091.html 

  出発前には海外安全ホームページをチェック！ 

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

  このメールは在留届を提出した方と「たびレジ」に登録した方に、配信しています。 

 

   ※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のＵＲＬから変更・停止の 

手続きをしてください。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth 

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のＵＲＬで帰国又は転出届を提出してください。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login 

 

※このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。このままご返信いただいてもお答えでき 

せんのでご了承ください 

〔お問合わせ先〕 

外務省領事サービスセンター（海外安全相談班） 

〒100 - 8919 

東京都千代田区霞が関 2-2-1 

電話：03-3580-3311 内線 2902  

 

 

６）第 18回華東地域日商倶楽部懇談会 開催報告 

上海ジェトロ様より先に開催された「第 18回華東地域日商倶楽部懇談会」の関連資料が送られてき

ました。ご確認ください。 

 

■添付資料 

「④席次」 

http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/content/000787716.pdf
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C091.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login


「⑤第 18回華東地域日商倶楽部懇談会議事次第」 

「⑥第 18回華東地域日商倶楽部懇談会出席者リスト（配布用）」 

「⑦2020年度海外進出日系企業調査（中国編）」 

「⑧ビジネス短信、分析レポートなど」 

「⑨JETRO事業紹介」 

「⑩各地のコロナ関連概況（取りまとめ）」 

「⑪中国マクロ経済・自動車市場」 

「⑫210528華東地域日商倶楽部懇談会議事録」 

 

 

７）在上海日本国総領事館 「アンケートへの御協力のお願い 

（一時帰国時の新型コロナウイルス・ワクチン接種に係る意向調査）」 

● 外務省では現在、海外に居住する在留邦人の皆様を対象として、日本への一時帰国時 

における新型コロナウイルス・ワクチン接種に係るアンケートを実施しています。 

● 本アンケートはスマートフォンでの回答を推奨いたします。 

● PCの場合は「提出中」のまま、「提出済み画面」に移行しない状態が続くことがありますが、 

数分時間をおいても「提出済み画面」が表示されない場合は、スマートフォンで回答いただく 

か、再度以下リンクからアクセスのうえ回答いただけますと幸いです。 

● アンケートへは、次のリンク先から回答してください。 

http://jp.mikecrm.com/HBMlQ0N  

● アンケートへの回答は世帯ごとに代表者１名の方が行ってください。また、期限は６月９日 

（水）となっていますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

● Microsoft Formsで回答を提出いただいた方は、お手数ながら、再度上記の Mike CRM 

フォームで回答ください。 

 

この度は当方の不手際でアンケートフォームに不具合が生じたことにより、皆様にご迷惑を 

おかけしたことをお詫びいたします。標記アンケートへの協力依頼につきましては、回答フォーム 

の不具合が解消されましたので、再度ご案内を送信しています。お手数をおかけしますが、以下 

につきまして、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

日本政府は現在、海外在留邦人の方々で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に 

懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン 

接種事業を、今夏以降、成田空港及び羽田空港又はその周辺で実施する方向で準備を進めて 

います。事業の詳細は調整中ですが、適切な体制を整える準備の一環としておおよその利用希 

望者数を把握するため、以下のリンクを通じて、アンケートの実施にご協力ください（所要時間１ 

分程度）。世帯ごとに代表者１名の方により、６月９日（水）までに回答いただけますと幸いです。 

フォーム上最後のページで「送信」を押すことで、アンケートは完了となります。 

※アンケートの回答は統計的に処理され、特定の個人が識別される情報として利用、公表される 

ことはございません。 

リンク：http://jp.mikecrm.com/HBMlQ0N   

http://jp.mikecrm.com/HBMlQ0N
http://jp.mikecrm.com/HBMlQ0N


   なお、本アンケートはスマートフォンでの回答を推奨しております。PCから回答した場合、「 

提出中」のまま、「提出済み画面」に移行しない状態が続くことがありますが、数分時間をおいても 

「提出済み画面」が表示されない場合は、スマートフォンで回答いただくか、再度上記リンクからア 

クセスのうえ回答いただけますと幸いです 

   また、Microsoft Formsで回答を提出いただいた方は、お手数ながら、再度上記の Mike CRMフ 

ォームで回答ください。 

 

 

８）メンタルセミナーの開催について 

三井住友海上火災（6/9参加 無錫日商倶楽部会長・茂呂様）より「メンタルセミナー」を開催 

させていただきたいとの事。 

※テーマ  ： 「コロナ禍に考える駐在員のメンタル対応」   

※講 師  ： （無錫日商倶楽部の前々会長）の海司様 

※開催時期： 2021年 7月中旬頃を予定・・・（相談し決定する） 

■添付資料 「⑬メンタルセミナー資料」  

 

 

９）会員企業からの案内「人事革新フォーラム」 

正銘ビジネスコンサルティング（上海）の汪様より、人事革新フォーラム開催の連絡あり。 

・7月 2日（金）蘇州、7月 9日（金）上海にて人事革新フォーラムを開催しようと企画しております。 

 

※添付資料「⑭正銘人事革新フォーラムの案内書」をご覧ください 

 

 

１０）在上海日本国総領事館「長江デルタ中日協力イノベーション発展サミットご案

内」 

お世話になっております。上海総領事館の保田です。 

 

６月１８日の蘇州高新区で開催予定のイベントにつきまして、会員企業様への情報展開のご協力を

お願いいたしたくメールを差し上げました。 

 

６月１８日に蘇州高新区で開催される「長江デルタ地域中日協力イノベーション発展サミット」につき

まして、 

方文浜・蘇州市高新区書記から，日系企業の皆様の参加を是非とも歓迎したいとのメッセージがあ

りました。より多くの企業様に情報が届くよう、貴会に情報展開のお願いを差し上げる次第でござい

ます。 

 



関心をお持ちの企業様方から、直接、高新区の担当者（添付案内文末尾記載）にお申込みください、

という形でご案内いただけますでしょうか。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

※添付資料「⑮長江デルタ地域中日協力イノベーション発展サミットご案内」 

 

 

１１）新会員、新規駐在員及び帰国会員ご紹介 

◆新規会員 

▼初めての参加者 

 （蘇州・大須賀さんの紹介 2名）他   合計 12名   

   

 

 

◇帰国会員 

▽ 

 

１２）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 

 

 

１３）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 4月、11月の第一日曜日、年二回を予定しております。 

 （今年から年二回に変更） 

◆連絡先  多富電子（昆山）有限公司  梅田 広治  

        186-0626-9101       k-umeda@kstfmail.com  

http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/shanghai_cn.html
mailto:k-umeda@kstfmail.com


         

▽ソフトボール  

年間を通して周市にある飛鹿リーグ戦を行っています。 

その他、蘇州や無錫、上海にある日本チームとも交流戦を行ってます。 

会社内又は周囲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：周市体育公園 他 

・練習日時：毎週日曜日午前９時～午後１２時 

・参加費： 飛び入り参加の場合は 1回 50元、準会員の場合は 100元/月、 

年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 ：山田 伸宏（光生赤木（昆山）铝工业有限公司） 137-7315-1173  

yamada_no@koseiak.com.cn  まで 事前確認下さい。 

山口 英徳（上海巴卜珞机械科技有限公司）   159-0070-3440  

yamaguchi@virblue.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： 

① 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） 

② 昆山市体育中心テニスコート（馬鞍山西路1519号（森林公園対面） 

① はメイン、②はサブ（①が取れない場合等に利用） 

・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  三国（ミクニ）氏  

℡138-0906-2009 まで事前確認してください。 

 

 

 

▽サイクリングクラブ 

昆山日本人会サイクリングクラブでは常に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。入会金・会費等は無料です。 

今年の活動は第１土曜日と第３日曜日の月２回を基本的な活動日として活動していく計画です。

自転車の速度も２０Km/時前後と比較的遅く、往復で５０ｋｍ前後のツーリングを予定しています。 

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   伊丹 愼二氏  134-0520-3043  itamikunshan@126.com    

＜５月の活動状況＞ 

 ≪５/１≫太仓现代农业园区 

【ｺｰｽ】 中茵街⇔柏庐路⇔震川路⇔长江路⇔昆太路⇔204国道辅路⇔北京路⇔东亭路 

        ⇔新港路⇔太仓现代农业园区 

 【走行距離】 往復 ７５ km   8:30出発 途中休憩 15:00帰着 

mailto:yamada_no@koseiak.com.cn
mailto:yamaguchi@virblue.com
mailto:itamikunshan@126.com


【参加人数】 ５名    

 

 

▽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 

 

▽サッカー同好会 

昆山サッカークラブ KJFCです。 

毎週日曜日に地元のチームと交流戦，練習を行っています。４都市交流戦が毎年あり、蘇州、無錫、

杭州に行き試合もしています。サッカー以外にも、食事会、BBQや鍋パーティーなどの行事も行って

ます。昆山に来て初めてサッカーしているメンバーがほとんどですので、気軽に声かけてください。 

  

日時  毎週日曜日 午前 10時～午前 12時 

場所  黑戎江路 体育公园 他 

参加費 基本的に 100 元／月 

 

連絡先 萩原(はぎわら) 189‐9447‐8815 wechatID：hagi1212  sales@shxmim.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。 

     ◆連絡先   黒田 桂子  kuroda-ks@hotmail.com  

 

▽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  

mailto:t-osawa7-7@ezweb.ne.jp
mailto:sales@shxmim.com
mailto:kuroda-ks@hotmail.com
mailto:z33_white@yahoo.co.jp


 

▽昆山日本人会バトミントン Club 

詳細内容 

⚫ 昆山日本人会のバトミントン Club として成立 

⚫ 週一回予定 ⇒ 毎週土曜日 

⚫ 時間：午前中 9：30～11：30 

⚫ 対象：会員全員（家族の方も大歓迎） 

⚫ 場所：昆山羽毛球館（共青路 365号） 

※会場が変更になっている可能性があります。担当者までご確認ください。 

⚫ 会場費用：30元/時間/面（当日参加人数分で割り勘） 

⚫ シャトルコック費用：100元/set（当日参加人数分で割り勘） 

担当者：董（トウ） 181-3619-7990（Wechat も同番号で日本語対応可） 

※毎週土曜日まで出席人数を確認致しますが、ご協力をお願致します。 

 

 

１４）次回定例会のお知らせ 

次回定例会（７月度） 

日時： ２０２１年 ７月 １４日（水）第二水曜日 １８：００～ 

   場所：昆山隆祺建国飯店 １階会議室 

       昆山市玉山镇前进东路 767号 

       ＴＥＬ(0512)36655555 

 

■2021年司会進行役一覧表 

1 月司会進行役 - 7 月司会進行役 卞幹事役 

2 月司会進行役 - 8 月司会進行役 寺尾幹事役 

3 月司会進行役 - 9 月司会進行役 韓幹事役 

4 月司会進行役 大島会長 10 月司会進行役 松島幹事役 

5 月司会進行役 梅田副会長 11 月司会進行役 中岡幹事役 

6 月司会進行役 安田副会長 12 月司会進行役 角田幹事役 

     

■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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