
２０２１年 7月度 昆山会月例会の内容 

■開催日時：  ２０２１年  7 月  14 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６５名 

■参加役員 

大島会長 〇 梅田副会長 〇 今井副会長 〇 安田副会長 〇 

福島副会長 × 卞幹事役 〇 寺尾幹事役 〇 韓幹事役 〇 

松島幹事役 〇 中岡幹事役 × 角田幹事役 〇 山口幹事役 〇 

吉崎幹事役 〇       

 

 

◇◇◇議事録◇◇◇ 

 

１）昆山日本人会主催 メンタルセミナー及び懇親会開催のお知らせ 

【210629会員展開済み】 

昆山日本人会事務局（210629「昆山日本人会主催 メンタルセミナー及び懇親会開催のお知らせ」） 

昆山日本人会会員各位 

 

お世話になります。昆山日本人会事務局、福島です。 

 

7月 23日（金）16:00～ 昆山日本人会主催で表題のセミナーを実施いたします。 

尚、今回のセミナーは昆山日本人会会員で日本国籍の方を対象にしております。 

それ以外の方は誠に申し訳ございませんが、お申し込みをご遠慮下さい。 

 

お申し込みは添付の資料に必要事項を入力の上、昆山日本人会の梅田副会長まで 

返信願います。このメールに返信しないようお願いいたします。 

 

連絡先：  梅田  （昆山日本人会事務局） 

e-mail： k-umeda@kstfmail.com   

Tel：    18606269101 

 

以上よろしくお願いいたします。 

 

※添付資料「②セミナーの案内（三井住友海上）」 

 

 

２）【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（水際対策

上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について） 

mailto:k-umeda@kstfmail.com


●７月６日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。 

●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、

御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御

確認ください。（https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100209032.pdf  ）  

 

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_2021C109.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

きま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 

 

 

３）ご子息の就学問題についての会員からの報告 

 お世話になっております。○○機械の○○です。子供の就学問題に関してご連絡いたします。6月

末に無事に小学校への入学手続きをする事が出来ました。 

昆山日本人会事務局をはじめ、多くの方のご助力を頂きました事、心より感謝申し上げます。来年

度以降に同じように就学申請をされる方への参考になればと思い、今回私が感じた事柄をご報告い

たします。 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100209032.pdf
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私の子供は昆山経済技術開発区国際学校(中华园路)への入学する事が決まりました。国際学校

の明確な審査基準は明確には判らないままでしたが、私が見聞きした内容は下記に 

なります。 

 

① 今年は書類選考で決まった模様。一部の家族には面接有り。くじ引きによる抽選は無し。 

 

② 開発区に両親の勤務先、居住先があると優先される(私は共に周市鎮区域内の為、1度目は 

不合格、2度目に合格をいただきました)。 

 

③国際学校に家族が入学しているかの有無（申請書類に記入欄有り）。 

 

④入学手続き時に分かった事ですが、国際学校の幼稚園部からの進学組と別の幼稚園からの入

学組とで名簿が分かれていました。幼稚園から入っていた方が入りやすい可能性有り。また、幼稚

園は途中編入できますので大班の時に編入も良いかと思います。 

 

⑤編入試験で入学方法も有り(小学 1年次の編入試験が毎年あるのかは未定)。今年は 1月に編入

試験が実施されています(間違って申請した事で気が付きました)。 

 

また、今回就学申請を私立の国際学校と公立の小学校へ就学申請していたのですが、入学金を

納める際には注意が必要です。第一志望が私立の場合は良いのですが、入学金を納めてしまうと

教育局へ連絡が行き、入学は私立に確定されてしまい、公立は取消になるようです(私の体験談で

す)。就学申請時には私立が 2ヶ所、公立が 1ヶ所の 3か所への申請が可能でしたので、日本と同じ

なんだろうと安易に考えておりましたが、昆山では就学希望者が多い為、複数の合格は出来ないよ

うです。 

私立の方が先に連絡が来ましたので、取り合ず入学金を納めておりました(6月末)。公立の合否

は 7月に決まるとの事でしたので連絡を待っていたのですが、本日、担当者から漸く連絡が来たの

でインターネット上で確認したところ、私立の国際学校で入学と表記されていました。どうも一般的な

家庭では私立と公立への同時申請はしないとの事でした。因みに今年の私立学校は申請者が多く、

抽選での先行となったとの事です。 

 

                                    以上 

 

 

４）昆山日本人会日本人指定病院【中医院】の緑色通道のご利用方法について 

先般において、在上海日本国総領事館磯俣総領事（大使）、昆山市政府呉書記、昆山日本人会で

懇談会を行い、昆山日本人会会員としての緊急受診、一般受診及び健康診断の話題に言及されま

した。昆山市政府の斡旋で昆山市中医医院が指定され、昆山日本人会会員がこの病院で専属診

療が受けることが出来ました。 

 

 



ご利用方法などは添付資料 

「③【日文】昆山日本人会日本人指定病院【中医院】の緑色通道のご利用方法について」 

「④【中文】昆山日本人会日本人看病就医绿色通道流程」 

をご参照ください。 

 

 

５）会員より６０才以上としてのワクチン接種に付き、不明や悩み事が相談されました。

当定例会において表題の相談がありましたが、定例会会場において的を得た回答を得るに至りま

せんでした。何かご意見がある会員は事務局までご連絡ください。 

 

 

６）新会員、新規駐在員及び帰国会員ご紹介 

◆新規会員 

▼櫻井 俊輔氏  大宇宙商業服務（蘇州）有限公司（ダイウチュウショウギョウフクム） 

   蘇州市工業園区集賢街 68 号 3F  512－69568900 

   財務・人事・営業事務関連のアウトソーシングやそれらに伴うシステム導入支援 

   http://www.trans-cosmos-bpochina.com/  

 

 ▼ 陶 永磊氏（総経理）   石澄電子科技有限公司（イシズミデンシカギ） 

   蘇州工業園区唯和路 93号 D棟 416室  0512-6754-0327 

   電子測定器のレンタル・販売   http://www.izdst.com/jp/  

    

 ▼三好高志氏(総経理)   惠师惠企业管理咨询（上海）有限公司（エスシーエスグローバルコン

サルティング）    上海市普陀区新会路 468号中环现代大厦 608室  021-6149-5045 

会計・税務・コンサルティングサービス     www.scsglobal.co.jp  

 

 ▼三木雄介氏(営業経理) 蘇州英特科制造外包有限公司（エングマインテック） 

  蘇州市高新区獅山路 22号人力資源服務産業園 1901室  0512-6766-3301 

  人材紹介、人材派遣、外包(アウトソーシング)   http://www.engmaintec.com/  

 

 

◇帰国会員 

▽ 

 

 

 

 

http://www.trans-cosmos-bpochina.com/
http://www.izdst.com/jp/
http://www.scsglobal.co.jp/
http://www.engmaintec.com/


●新規登録希望者の手続きのお願い 

※昆山以外の企業にお勤めの登録希望者は、「当月定例会司会進行役の承認を受けました」との

文言を入れたメールを下記アドレスの送信するようお願いします。 

fwgh4006@yahoo.co.jp  福島幸治宛 

福島より登録用紙を添付したメールを送信しますので、必要事項をご入力後、再度福島まで返信願

います。3日以内に福島から連絡がない場合は再度ご連絡ください。 

 

 

７）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 

 

 

８）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） 

 

次回日本人会主催コンペは 

9/5 （日）6:30スタートで 蘇州中興 GCで行います。 

 

◆連絡先  多富電子（昆山）有限公司  梅田 広治  

        186-0626-9101       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 

mailto:fwgh4006@yahoo.co.jp
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・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  

＜６月の活動状況＞ 

 ≪６/５≫太仓・浏河古镇 

【ｺｰｽ】 中茵街⇔柏庐路⇔震川路⇔长江路⇔昆太路⇔县府街⇔上海东路⇔郑和中路 

⇔郑和东路⇔郑和路⇔浏河古镇 

 【走行距離】 往復 ７２ km   8:30出発 途中休憩 15:30帰着 

【参加人数】 ３名 (夜 5名)   
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≪６/２０≫水八仙生态文化园 

【ｺｰｽ】 中茵街⇔柏庐南路⇔中华园路⇔新南路⇔元丰路⇔中新太道东⇔兴浦路⇔ 

凌港路⇔马前路⇔金澄湖路⇔水八仙生态文化园 

 【走行距離】 往復 ６８ km   8:30出発 途中休憩 15:00帰着 

【参加人数】 ４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。 

mailto:t-osawa7-7@ezweb.ne.jp


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  夏場は夜７時からに変更になります。 

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  

 

 

▽昆山日本人会バトミントン Club    山口氏より：どうも一時休止との情報です。 

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。 

 

 

９）次回定例会のお知らせ 

次回定例会（ 8月度） 
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日時： ２０２１年   8 月 １１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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