
２０１９年 ２月度 昆山会月例会の内容 

■開催日時：  ２０１９年 ２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  ２０名 

■参加役員 

大島会長 × 梅田副会長 × 武田副会長 × 小林副会長 × 

福島副会長 × 卞幹事役 × 伊丹幹事役 〇 井田幹事役 × 

小妻幹事役 〇 中川幹事役 〇 山本（親）幹事役 × 中岡幹事役 〇 

角田幹事役 〇       

 

 

◇◇◇議事録◇◇◇ 

 

１）在上海日本国総領事就任レセプション 

昆山市日本人会同郷会  

【整理番号/编号】②-012 

 

新春の候，ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

この度，前任の片山和之の後を受け，在上海日本国総領事に就任いたしました。皆様にとともに，

新しく，より豊かな実りのある日中関係に向けて歩みを進めていくことが出来ればと期待しておりま

す。大変御世話になりますが，何卒宜しく御願い申し上げます。 

また，着任の挨拶を兼ねささやかながら下記のとおりレセプションを開催いたします。御手数ですが，

ご出欠につき別添のフォームにご記入の上，１月２１日（月）までに，メール

（jpn-sh-reception@sh.mofa.go.jp）若しくはＦＡＸ（021-6209-9110）にて御返信下さい。 

 

日時：１月２５日（金）１１：００～１３:００（１０：３０受付開始） 

場所：上海花園飯店２階グランドボールルーム（上海市茂名南路 58号） 

○お越しの際は本招待状と身分証，名刺をお持ち下さい。 

○質問等ございましたら下記の連絡先までお問い合わせください。 

在上海日本国総領事館 021-5257-4766（内線：897） 

 

 

 

２）日本への携帯品での肉製品の持込みについて 

【190131配信】 

 

現在、日本の空港や港では、旅行者の手荷物検査を強化しています。 

 生肉、ソーセージなど肉製品は日本へ持ち込むことができません。 



 違反すると３年以下の懲役又は１００万円以下の罰金が科せられますので、御帰国の際は肉製品

を持ち込まないよう御注意いただきますようお願いいたします。 

 

詳細は以下をご参照ください。 

動物検疫所ホームページ 

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html  

 

（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） 

         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://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  

 

 

３）周市桜まつりの要請 

周市桜祭りも第１１回目になりますが、新たな起点でイベントを企画していますが、今回も昆山日本

人会の役員幹事皆様にもぜひご出席して頂きたいです。それと、昆山周辺都市の日本人会の会長

（副会長）も招待したいですが、福島さんのほうから代理で誘ってもらいたいですが、よろしいでしょう

か？勿論、招待者は周市鎮政府と周市日本企業聯誼会名義。 

 

日時：2019年 3月 23日（土）AM10：30～PM2：00  受付 AM10：00～ 

場所：昆山体育生態公園-周市桜園「周市鎮長興路北」 

参加費：無料 

 

■大島会長と相談する。今定例会では大島会長は不参加なので、別の機会に 
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４）在上海日本国総領事館「３月の領事出張サービスのご案内」 

３月の領事出張サービスを以下の日程で実施しますので，お近くにお住まいの方はぜひこの機

会にご利用ください。なお，一部サービスについては予約が必要です。ご利用の際には該当のウェ

ブサイトを事前にご確認ください。 

 ４月以降の領事出張サービスについては，実施の約１ヶ月前にご案内いたします。 

 

○江蘇省無錫市 

日時：3月 15日（金）17：30～18：30 

場所：無錫日航飯店 3 階 永楽庁前 

 

詳細は以下をご覧ください。 

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_trip-20190315wuxi.html  

 

（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） 

         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://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 

 

 

５）「第 2 回総経理マネジメント革新セミナー」のご紹介 

AMW コンサルティング株式会社の詫摩と申します。 

実は、3月 21日に信金中央金庫上海驻在员事务所主催のセミナーで登壇させて頂く会社です。 

 

せっかく来るのであれば、前日 20日前々日 19日に独自でも無料セミナーを行おうということになり

ました。 

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_trip-20190315wuxi.html
http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
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セミナーでは、何かを売りつけるとか、商品を販売するという目的ではなく単純に総経理の方々に対

して 

お役に立つ総経理セミナーを実施させて頂こうと考えています。（現在現地法人もありません。） 

 

もし、よろしければ、このようなセミナーがありますよ程度で結構でございますので、昆山日本人会

事務局から 

昆山日本人の方々にご案内して頂ければありがたいと思いメールをしてみました。 

 

前回は 12月に上海で行い 40名満員御礼で開催することが出来ました。 

 

 

◇蘇州開催 2019年 3月 19日（火）13:30～17:30 

会場：蘇州オフィススター 12階会議室 （蘇州園区星海街 198号星海ビル） 

◇上海開催 2019年 3月 20日（水）13:30～17:30 

会場：上海国際貿易センター 3階会議室 （延安西路２２０１号） 

 

◇各会場定員 40名 参加費無料 

 

何卒、よろしくお願い致します。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

詫摩 明生 （Akio Takuma） a-takuma@amwconsulting.co.jp 

mobil （japan) 070-3105-3249 （china) 189-0289-9212 

AMW コンサルティング株式会社 http://www.amwconsulting.co.jp/ 

〒132-0035 東京都江戸川区平井 2丁目 20番 15号 太陽ビル 

℡03-5609-2944   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

開催要項等は 

添付の「②第 2回総経理マネジメント革新セミナー 蘇州上海 ご案内 20190212」を参照ください。 

 

 

６）新会員、新規駐在員及び帰国会員ご紹介 

◆新規会員 

▼ 尼欧斯（上海）商贸有限公司      今元 一郎  高级顾问 

     上海市闵行区申长路 988 弄虹桥万科中心 1 号楼 202 室    021-63818887 

             

URL:http://www.neoschina.com  切削油剂；清洗剂；防锈剂；脱漆剂；脱模剂  

 

 

 

http://www.neoschina.com/


◇帰国会員 

▽日軽商菱铝业（昆山）有限公司  坂 由一郎氏 

私事ではございますが、先月 12月を持ちまして帰任となりましたので、  

以下の通り登録代表者の変更をお願い申し上げます。  

【新任】  

 氏名   ： 安藤 貴（あんどう たかし）  

 メール ： takashi-ando@nmca.jp  

在任中は大変お世話になりました。 後任共々、今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 

▽女性の集い  徐 奈緒子 様 

この度、わたくし 2月 18日をもって 13年いた昆山を離れ、本帰国することとなりました。 

ですので、昆山日本人会の婦人会の代表連絡先を変更していただきたくご連絡いたします。 

 

徐 奈緒子 → 綿木 優子さん が引き継いでくださいましたので 

登録の変更をお願いします。（黒田さんの方に変更はありません） 

 

日本人会の方には近年あまり参加することもなくなりましたが、大変お世話になりました。有難う

ございました。昆山日本人会のご健康とますますのご発展をお祈りします。 

 

▽牧野机床（中国）有限公司  川村様 

いつも大変お世話になっております。 

牧野机床（中国）有限公司で日本人駐在員の代表を務めております川村です。 

 

この度、私の帰任に伴い、弊社の日本人駐在員代表が藤澤 乾一に交代することとなりました。 

お手数ですが、1月 28日を以って、配信いただいているお知らせや定例会議事録の宛先を 

藤澤へ変更を宜しくお願い致します。 

 

 

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 

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） 

◆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 50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 ：小橋 知洋（星光樹脂製品(昆山)有限公司）   152-5016-7890  

kobashi@starlite.cn 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

mailto:k-umeda@pub.ks.js.cn
mailto:kobashi@starlite.cn
mailto:kinugawa@nfnf.cn


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   伊丹 慎二氏  itamikunshan@126.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  園田 範 氏 17365379673  We Chat ID：Sonoda-han 

 

 

▽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  綿木 優 mitsufast_winteryurin@yahoo.co.jp 

 

 

▽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  

 

 

▽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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９）次回定例会のお知らせ 

次回定例会（ ３月度） 

日時： ２０１８年  ３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 

■2019年司会進行役一覧表 

1 月司会進行役 大島会長 7 月司会進行役 小妻幹事役 

2 月司会進行役 伊丹幹事役 8 月司会進行役 梅田副会長 

3 月司会進行役 卞幹事役 9 月司会進行役 武田副会長 

4 月司会進行役 井田幹事役 10 月司会進行役 小林副会長 

5 月司会進行役 中川幹事役 11 月司会進行役 中岡幹事役 

6 月司会進行役 山本幹事役 12 月司会進行役 角田副会長 

     

■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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