
出席奨励月間

６月７日（金） ６月１４日（金） ６月２１日（金） ６月２８日（金）

理事役員会 11：30 祝福 IDM １８時～ 休会定款６－１

卓話 志水ひろみ君 卓話 小島 啓冶君 ホテルプラザ勝川

例

会
予

定 卓話 杉山 孝明君

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

会 長：名畑 豊

副 会 長：社本 太郎
幹 事：志水ひろみ

会報委員長：加藤久仁明

Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498

Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265

例 会 日：金曜日 12:30～13:30

例 会 場：ホテルプラザ勝川
事 務 局：春日井市鳥居松 5-45

E－ Mail ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「日も風も星も」

・今月の歌 「夏の思い出」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・夜間例会

・祝 福

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

夏の思い出

夏がくれば思い出す はるかな尾瀬 遠い空

霧の中にうかびくる やさしいかげ野のこみち

みずばしょうの花が さいてる

夢見てさいてる 水のほとり

しゃくなげ色に たそがれる

はるかな尾瀬 遠い空

今月の祝福

会員誕生日

4日 成瀬 浩康君 21日 太田 弘道君

夫人誕生日

4日 屋嘉比良夫君・しげ子さん

13日 林 憲正君・ミツさん

22日 小島 啓冶君・富子さん

結婚記念日

13 日 杉山 孝明君 26 日 加藤 宗生君

２０１３年５月３１日（金）第２１４０回（５月第４例会）

29 日 高橋 理江君

アテンダンス表彰

44 ヶ年 磯野 俊雄君

3 ヶ年 菅原 幹夫君

2 ヶ年 成瀬 浩康君

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

昨日（２０１３年５月２３日）、株価は、１３年ぶ

りの大暴落になりました。暴落金額は、日経平均

で１１４３円でした。この暴落の原因はあまりは

っきりしていません。新聞、インターネットで調

べて見ましたが、本当の原因は掴めていないよう

です。

主な原因としては３項目にまとまりそうです。

１、中国の製造業が悪化したと中国政府の発表。

２、最近の株価が異常の値上がりのための、その

反動

３、アベノミックスは本当にできるのかという

危惧

１番目の中国の製造業の悪化ですが、これはか

なり深刻だと思います。中国政府の経済成長の発

表より、現実の経済は悪化しているように私には

思えます。弊社には中国に二つの製造拠点があり

ます。ひとつは大連に、もうひとつは上海近郊の

昆山にあります。大連のほうも日系企業から受注

が多くありましたが、最近の大連の日系企業の受

注の伸びがありません。なんとなく元気が無いの

が現状です。中国での日本製品のボイコットも大

きく影響していると思います。



昆山の弊社のほうは特需が入り、かなりの生産を

しなくてはならない状況になりました。しかし、

それも今月までの特需で、６月からは減産になり

ます。特需ですから、人を正規採用するわけには

いきません。そのために、臨時工を採用していま

す。（中国でも臨時工の制度があります。中国では

臨時工の法律では基本的には、臨時工を認めてい

ない。）半年前に臨時工を募集することは極めて困

難でした。しかし、今年の３月ごろから、募集を

すれば臨時工がすぐに集まる状態になりました。

上海近郊での人手不足は、中国の南の地区のシン

セン、トンガンと同じ状態でした。それが今では、

臨時工は極めて簡単に集まります。

弊社の昆山工場の前には、風力発電を製造して

いる大きな企業があります。半年前には、風力発

電の羽根が、普通の道路に並べてありました。（中

国は、普通の道路でも簡単に資材置き場になりま

す。ちなみに、風力発電の羽根の長さは３０メー

トルくらいあり、巨大なものです。それが一般道

路に並べてあったのですから見事な眺めでした。）

今年からその羽根がすべて工場の中におかれまし

た。風力発電への投資が減ったためと思われます。

太陽光発電と同じように、風力発電も中国の砂漠

地帯に多く設置されています。中国の沿海部まで

電力を輸送するために、輸送途中で電力はかなり

消滅します。つまり発電効率が悪いことになりま

す。中国の電力は、経済の発展とともに増加して

います。電気エネルギーの７０％近くは石炭によ

って発電されています。石炭による火力発電が空

気の汚染に繋がります。原子力発電は３０基近く

が計画されています。しかし、電力の需要に追い

つくにはまだかなりの時間がかかります。風力発

電では、とても中国の電力需要をまかなうことは

できないと判断されて、羽根の生産の減少になっ

たのではないかと思います。中国の経済は元高、

欧州の経済の悪化によって、輸出が減少して、か

なり悪くなっていると私は思います。

中国の人件費の上昇は続いています。この１ヶ

月前に中国の製造業における賃金がタイの賃金を

越えたという記事がありました。まだ、労働者に

支払われる賃金はタイのほうが高いのですが、中

国での保健金額を含めれば、タイと同じかタイよ

り大きくなるという内容です。弊社での現実のこ

とですが、賃金のほかに、企業は賃金の３８％を

保険料として支払っています。ちなみに、作業者

の本人負担は８％です。簡単に説明しますと、１

０万円の給料の人に対して、企業は３８０００円

余分に保険料として支払うことになります。この

保険料の上昇も含めた人件費の増加、元高などが

中国での競争力を無くしています。

２番目ですが、今年になって５ヶ月で、５０％

近く日経平均が上がっています。世界でも１番の

上昇ではないかと思います。円安により、輸出産

業は利益が増大しました。しかし本当に株価の上

昇が続くのかという疑問を投資家が持ったのでは

ないかというのが暴落に繋がったという見解です。

３番目は、アベノミックスは本当かの疑問です。

インフレの目標が２％はできるのでしょうか。私

の考えでは難しいと思います。円安により、輸入

物価は上昇するのでしょうが、この２０年間の日

本の経済はデフレの経済でした。デフレ構造がす

ぐに変更することはむつかしいと私は考えていま

す。インフレは長期金利を上げることになります。

金利はインフレより高いのが普通です。３％に近

い金利になれば、中小企業の金利負担は大きくな

ります。これが経済の上昇を抑えます。また、当

然、国債の金利が上昇して、国家予算の国債費が

増加します。国家予算は９０兆円を超えています。

収入は４０兆円であり、残りの５０兆円は国債の

発行に頼っているのが日本の現状です。国債の利

子の増加はもっと、国債費の増加に繋がります。

消費税をかなり上げても、国債の返済には適わな

いでしょう。

安部政権は、７月に行なわれる参議院選挙に

全力投球をしています。参議院での与党の議席の

３分の２以上を獲得して、憲法９６条（憲法を変

更するためには、衆議院、参議院の３分の２の賛

成が必要という条文）の変更を狙っています。先

回の衆議院選挙のような大勝状態をなんとか、参

議院にもと狙っています。もちろんこの条文を変

更できれば、（半分以上の賛成があれば憲法を変

更できるようにする。）憲法９条の変更も可能にな

ります。自民党が結党以来、望んでいた、憲法９

条を変更できるわけです。今が、憲法を変更でき

る最後のチャンスと私も思います。参議院の大勝

利をするためには、選挙票が必用です。強い日本、

強い経済を安部政権はめざさなければなりません。

まず。経済を活性化することが必要になります。

これを国民にアピールしなければなりません。し

かし、経済はどこかが良ければどこかが悪くなり

ます。急激な経済政策の変更はどこかで歪を生じ

させます。この株価の暴落は、私はアベノミック

スへの不信なのかも知れません。株価は経済の状

況を表現しています。この株価暴落はどう日本経

済を反映しているのでしょうか。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

1：国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局 事務所が移転されます。

移転先は〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28(三田

国際ﾋﾞﾙ 24F)

2013年 5 月 27 日(月)より

2：春日井市青年会議所

創立 45周年記念式典の出席

出席者 名畑 豊会長



日時 平成２５年６月２９日（土）ＰＭ５:４

場所 ホテルプラザ勝川

３：２０１３年６月のロータリーレートは、

１ドル １００円です。

◎例会変更のお知らせ

愛知長久手 ６月１８日 (火)６月１８日 (火) １９：００

ＲＣ 夜間例会の為 未定

犬 山 ６月１１日 (火)６月１１日 (火)

ＲＣ 例会場都合の為 国際観光センター

名古屋守山 ６月１９日 (水)６月１９日 (水)

ＲＣ 夜間例会の為 未定

名古屋名北 ６月１９日 (水)６月１９日 (水)

ＲＣ 夜間例会の為 未定

名古屋名駅 ６月１９日 (水)６月１９日 (水)

ＲＣ 夜間例会の為名鉄ニューグランドホテル

名古屋清須 ６月１８日 (火)６月１８日 (火) １９：００

ＲＣ 外部例会の為

◎例会休会のお知らせ

○名古屋千種ＲＣ ６月１８日（火）は休会

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５３名 欠席 22 名 出席率70.5%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率96.2%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○次年度の委員長のご活躍をお祈りします。

名畑 豊君

○次年度の委員長さん御苦労さまです。

貴田 永克君

○次期 理事役員の皆さんお世話さまです。

近藤 太門君

○家内の誕生祝を受けて。 小島 啓冶君

○バラ展には沢山の方にご覧頂きありがとうござ

います。２日間で１５００名を超える来場者に

来て頂きました。 北 健司君

○理事役員の皆さんのご活躍を祈願して。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 磯野 俊雄君

大橋 完一君 太田 弘道君 岡田 義邦君

加藤 茂君 風岡 保広君 河村 哲也君

加藤 宗生君 志水ひろみ君 清水 勲君

成瀬 浩康君 林 鑛三君 林 憲正君

蓮野 美廣君 場々大刀雄君 古屋 義夫君

屋嘉比良夫君 山田 治君 和田 了司君

大畑 一久君

会長挨拶 名畑 豊君

次期親睦委員長 蓮野 美廣君

次期ロータリー財団委員長 清水 勲君



次期ニコボックス委員長 成瀬 浩康君

次期クラブ会報及広報・IT委員長 近藤 太門君

次期雑誌・資料委員長 磯野 俊雄君

次期会員選考委員長 小島 啓冶君

次期ロータリー情報委員長 加藤 茂君


