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築け未来を行動力と先見の眼で

BUILDTHEFUTUREWITHACTIONAND

1996～97年度RI会長

VISION

ルイス・ビセンテ・ジ7．イ

タリアンは新世代の鑑」＊*新世代プログラム強調月間一 ｢ロ－‐

カンパしてきました。

田中昭二君 9月ゴルフ会で初優勝出来ま

した。パートナーのお陰です。ありがとうご

ざいました。

津牧孝臣君10月のゴルフ会は東名古屋CC10

/24(木)開雌します。ふるってご参加下さい。

人間50年まであと2年となりました。誕生日

祝い。

吉田節美君本日のスピーカー虞建新氏を

お迎えして。

河村政孝君、菊池昭元君、小林 明君、

小杉啓彰君、三輪 康君、宮尾紘司君、

水野 宏君、水野賀績君、中山信夫君、

西川豊長君、西尾正巳君、大谷和雄君、

鷺谷龍男君、佐久間良治君、佐野 寛君、

鈴木正男君、田部井良和君、竹内眞三君、

谷口 優君、舎人経昭君、和田正敏君、

渡辺辰夫君、吉田敬岳君、吉田 玄君

めっきり秋らしくなりました。

大口弘和君誕生日祝い。

黒野貞夫君、笹野義春君、山本眞輔君

夫人誕生日祝い。

蕊濃識擬鱒
米山月間に因み

李宙祐氏自己紹介

木全米山奨学委員長報告

◇“それでこそロータリー'’

◇お誕生日祝福

大口君(9/26)、津牧君(9/28）

◇出席報告

会員 70(69)名 出朧 54名

出席率 78.26％

前々回 9月10日（修正出席率) 97. 10%

◇ビジター紹介 2名

◇ニコボックス

秋山茂則君暑さ寒さも彼岸まで麻雀会

熱くならずに済みました。お陰で優勝

浅井誠寿君御岳山へ行って来ました。

紅葉美しと下山の人に励まさる

小坂井盛雄君E1々好日です。

松居敬二君長女の結婚披露宴をヴェニス

で、結婚30周年記念でイタリアへ9/28～10/16

の間行ってきます。

三好 親君 9月ゴルフ会永井、中山両氏

に完敗でした。

永井正義君ゴルフ会津牧君、麻雀会山本

君ご苦労様でした。

中根三郎君当会館の駐車場工耶の為、御

迷惑をおかけします。

成田良治君中国は三l峡下りに行って来ま

した。女の子(18歳)が流され行方不明、皆で

一

（9月17日分）

名古屋和合RC石田秀翠君芸術の秋で忙

しいので度々メーキャップよろしく。

加藤大豊君広島国体夏季大会に愛知県選

手団の団長で行って来ました。男・女共総合

で愛知県は3位でした。

菊池昭元君早退します。

小林 明君一年ぶりのゴルフ楽しみにし

て居ます。幹耶津牧さんごぐろうさんです。

小坂井盛雄君涼しい日が参りました。

水野宏君バースデイ指を数えて女房の年

夫人誕生日祝い。

水野民也君スピーカー正村さんをお迎え
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家年度会長テーマ 若い弱を菅てよぅ｡楽しく和をもって活動患 本綱舞"識を使用しております。



の満ち欠けの周期は平均29.5日ですから中間

の十五夜はほぼ満月になります。

このように、月の形を見れば日にちが分か

るのでカレンダーが一般の家庭になかった！}寺

代には、大変重宝だったのであります。

月をみますと、本当に身も心も清らかにな

るような気がします。私の家のお寺は矢場111I

にあり、法丈さんは今年96歳で亡くなりまし

たが、いつもゆくと、手ずからお抹茶を立て

て下さって、ある時こんな話をして下さいま

した。皆さんもご承知のように、矢場町周辺

は坂の上にあって、その辺の坂を「ねずみ坂」

｢いたち坂」といったそうです。別に鼠（ネズ

ミ）や鼬（イタチ）がいたわけではありませ

ん。名月のとき坂からお月様を見ると、余り

月がきれいなので、寝ずに見とれてしまう、「寝

ずに」に見るというので「ねずみ坂」という。

また、月に見とれて思わず立ち止まり、その

まま立ちつくしてしまう「居立ち」してしま

うので「いたち坂」といったというのであり

ます。週間天気予報によると、今週の金曜日

は晴天のようなですから、「中秋の名月」の満

月を見て清らかな心になりたいと思います。

して

私の描いた鈴虫が鳴いている丸山神社､秋の風

永井正義君名古屋第二分区青少年活動委

員会親睦ゴルフコンペで優勝しました。ダブ

ルペリヤです。

津牧孝臣君あさってのゴルフ会、天気も

よろしい様で．･･･頑張りましょう。

秋山茂則君、伊豫田博明君、釜谷健一君、

河村政孝君、小杉啓彰君、小山雅弘君、

松居敬二君、三好 親君、水野賀續君、

中井常雄君、中根三郎君、中山信夫君、

西川豊長君、大口弘和君、太田 茂君、

大谷和雄君、佐久間良治君、杉山貞男君、

鈴木正男君、鈴木理之君、田部井良和君、

舎人経昭君、和田正敏君、渡辺辰夫君、

山本眞輔君、吉田敬岳君、吉田 玄君

実りの秋を期して。

吉田節美君誕生日祝い。

へ

◇中山幹事報告

1．本日例会終了後、理事役員会を開催致し

ますので理事役員の方は2F橘の間にお集ま

り下さい。

2．愛知厚生年金9月25日より駐車場工恥の

為、来年3月位まで駐車は出来ません。 ◇講演

“中小企業の中国進出の対策”

名古屋大学法学部博士課程

虞建新氏 （紹介吉田(節)君）

◇西川会長挨拶

台風17号は、大きな爪跡を残して北東の方

へ去り、台風一過して秋空が戻ってきました。

当地方では、大きな被害はありませんでした

が、このシーズンになると、伊勢湾台風のこ

とが思い出されます。損害の大きかったこと、

来簡有の異常気象でありました。

さて、今週の金曜日の9月27日は「『|~'秋の

名月」であります。新聞（9月22日中日朝刊）

を見ていましたら、今年は「中秋の名月」が

ちょうど「満月」であるが、毎年必ず「中秋

の名月」と「満月」は一致しないのだという

記事が載っていました（名古屋市科学館鈴木

雅夫学芸員)。その記事によると、これは「中

秋の名月」は旧暦の8月15日の月と決められ

ていますが、「満月」は月が地球を挟んで太陽

の反対側に来た瞬間をいうからであります。

今年の「満月」の瞬間の1I＃刻は9月27日11

時51分ですが、来年の「中秋の名月」は9月

16日で、「満月」の時刻は9月17B3時51分。

再来年(1998年)の「中秋の名月」は10月5日

で、「満月」の時刻は10月6日5時12分という

ように、日付が翌日になってしまい、2000年に

なると、 2日後が「満月の日」になるといい

のであります。

旧暦は月の満ち欠けの周期を1カ月とする

もので、月が新月になると暦は新月1日、そ

の二日後は夕方西の空に三日月が見えます、月

撫 へ

1 ~ 中国の「改革開放」

1979年から開始された改革開放は、文字ど

おり「改革」と「開放」という円本の柱によ

って支えられてきた。「改革」は主に社会主義

計画経済体制から現在の社会主義市場経済を

目指して、「分権化」と「市場化」を内容に展

開されてきた。一方、「開放」は、政治、経済、

文化などあらゆる面において世界諸国と交流

を広げ、経済的には計画時代の閉鎖的な国内

経済に終止符を打ち、外国資本および技術を

導入し、貿易を促進して経済発展を促進する

ことを愈味している。外国の直接投資は中国

の外澄導入の重要な側面の一つである。
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会社の形態をとっている。

合弁会社の場合：設立及び営業後の手続き

上の便利がある。「官本位」の現体制のもとに、

そして、人脈、コネといわれる中国では、合

弁形態をとると、やりやすい面が多い。場合

によっては、中国の国内で市場を開拓するう

えで、中国のパートナーの既存の販売ルート

を生かせるというメリットも大きい。一方、デ

メリットと言えば、相手があるために、会社

の経営について独自で決められないことであ

る。それによるトラブルが増えている。要す

るに、合弁会社事業の成功は、当事者が信頼

関係に基づいて協力し合えるかどうかに頼る

ところが大きい。

独資会社の場合：最大のメリットは、会社

の経営、日常管理等について独自で決められ

ることである。ここ数年来、合弁会社におけ

る経営権をめぐるトラブルが増えるに伴って、

独資会社が増える傾向が強い。一方、会社の

設立、又は営業開始後の手続きの面で苦労が

多いようである。

ほかに委託加工、補側貿易から合弁会社の

設立へ変更するケースが多く見られる。メリ

ットとして、合弁会社へ変更されるまで、製

品の品質、生産管理等の面で日本の基準に合

うように教育・指導の実施が可能になる。

3）合弁形態の場合、パートナーの選択

合弁相手を選択するときに、現在、中国の

企業制度を知っておく必要がある。

中国の現行法では、特別の事例を除き、中

国の合弁相手は企業、経済組織に限られてい

る。現在の企業形態のものでは個人または個

人企業が合弁相手から外されている。

4）進出地区の選択

中国は外国の直接投資を促進するために、79

年から特定の地域を設け、税務上の優遇政策

を実施してきた。特定地域の優遇は、経済特

区、経済技術開発区、経済開放区として、順

次その範囲を拡大してきた。したがって、現

時点、中国の開放函点、中国市場の潜在性、イ

ンフレ整備、労働力の素質及び人件費、土地

価格等を考えれば、大都市の郊外及び大都市

の周辺の中小都市、または農村地域へ進出し

たほうがよいであろう。

最後に「ポスト小平時代」の中国の情勢

に対してどういうふうに判断するかが、企業

の経営者の経営決断につながる。また、中国

へ進出するに当たって、土地価格、原材料価

格、優遇政策、人件費、運賃といった情報の

ほか、ここ十数年来、大きく変わってきた中

国の経済体制、特に投資、取引に深く係わっ

ている企業、金融、税金、労働といった諸制

度を知っておく必要がある。

2． 日本企業の中国投資の現状および特徴

79年から外国からの直接投資が増えてきた。

90年代に入り、世界経済が停滞局面を迎えて

いるなかで、中国経済が急速な発展を見せて

いる。外国からの直接投資の分野でも、中国

は一つ「熱点」となっている。とりわけ、92年

に入って、経済市場化が加速されるにつれて、

外国直接投資がピークを迎えた。日本企業の

中国投資については、90年以来、とりわけ92年

末以来の大幅な円高、内外価格差の拡大、中

小企業における従業員の高齢化などを背景に、

巨大な市場をねらい、豊富な労働力を活用し、

少しでも低コストで生産し、円高をしのごう

とする中小企業と大手の投資が急増してきた。

ここ数年来、日本の対中直接投資は次のよう

な特徴を見せている。

1）製造業では業種の多様化がみられる。進

出企業の業種別を見れば、繊維、食品などの

労働集約型が引き続き多いが、電気、電子、精

密機械なども増えた。さらに、ハイテク産業

まで広げられた。特に中国沿海大都市の内需

の高まりに目を付けたサービスの進出が目覚

ましく、スーパー、百貨店など多種多様である。

2）投資規模は中小規模の投資が引き続き大

半を占めるが、家電、流通業、不動産などの

業種で大規模の投資プロジェクトが現れた。

3）設立前の事前調査がよく行われ、設立後

の経営管理が厳格であるため、企業の成功率

が高い。

4）企業形態の面において、合弁企業の形態

が圧倒的に多いが、ここ数年来、独資企業が

引き続き増加している。また、最初は委託加

工、補悩貿易の形で開始され、後は合弁企業

へ切り換えられるケースも多いようである。

進出企業が急増している一方、ここ数年来、

合弁企業におけるトラブル等が表面化されて

きた。主に物価上昇にともなう問題や合弁企

業における経営権をめぐるトラブルなどの問

題がある。

3．中小企業の中国進出の対策について

1）事前調査

事前の徹底した調査が企業の成功につなが

る。調査項目と言えば、マーケット情報、交

通、運賃、人件費、地域各地の外資導入項目

の審査認可権限及び優遇政策、中国現時点の

外資導入政策等々。そのうち、進出地域、各

地の外資導入項目の審査認可権限及び優遇政

策と外資導入政策の調査に特に留意する必要

がある。

2）企業形態の選択

「外国投資企業」は、三つの形態を含めてい

ることから、「三資企業」とも呼ばれている。

企業の組織から考えれば、いずれも有限責任

へ

へ
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★9/19に和合RCを親クラブとし、新しいクラ

ブが創立しました。

クラブ名名古屋東山ロータリークラブ

例会場ルブラ王山

例会日木曜日 12:30～13:30

★名古屋名東RC､駐車場(国際ホテル)が10/1

より有料となります。 2時間以内は1時間

につき100円、但し30分以内は無料、2時間

以上は30分300円

i～－－~~帯一デー 地区大会開催間近一子～一.~

（ホストクラブ稲沢RC)

I幹 事 中山信夫

嘩鴬職
，国際奉仕委員長 鷺谷龍男
l ロータリー情報副委員長 水野賀細

｜ ◎その他の出席予定者

｜ 秋山茂則、堀江宏輝、釜谷健一、

‘小林 明、久野峯一、日下部康生、

｜ 水野宏君、中根三郎、佐久間良治、
II 鈴木理之、竹内興三、渡辺辰夫

''111'．多いご"'11''･へ公一第119回ゴルフ会成績へ～‘'''111．"v噌〆‘''''1’

（多治見CC9/19(木))

RANK NAME Out ln GHcpNet

優勝田中昭二 42 40 82 17 65

2位永井正義 43 40 83 13 70

3位小林 明 45 45 90 19 71

B B鈴木正男 56 56 112 24 88

（参加者16名）

次回ハンディ 田中君 9

永井君 10

小林君 18

10月ゴルフ会は24日(木)東名古屋にて開催

へ～'''11,.へ～･‘''1',’－－麻雀会へ分"‘''11,,へ～''''1,,･へ'､〃

第2回麻雀会はメンバー12名の参加により

下記の通り盛大に開催致しました。結果は次

の通りです。皆様ありがとうございました。

（於：松楓閣9/20(金)）

RANK NAME MARK

優勝 秋山茂則 +63,500

2位 久野峯- +38,400

3位 松居敬二 +38, 100

B B 田中昭二 -37,900

へ

◇例会変更のお知らせ

名古屋名南RC 10/8(火)秋の家族同伴例会及

びローターアクト交流例会の為

名古屋港RC lO/11(金)家族旅行会の為、

10/6(B)北陸方面へ

あまRC 10/14(月)地区大会全員出席

の為、10/13(日)稲沢市民会

館にて10時より

名古屋東RC 10/14(月)職場例会の為、サ

ッポロビール名古屋工場に

て16時より

名古屋昭和RC 10/14(月)職場例会の為、10

／16(水)産業技術記念館にて

12時半より

名古屋錦RC lO/15(火)地区大会全員登録

の為、10/13(日)稲沢市民会

館にて10時より

一

◇9月度理事会議題

1． 「新世代の為のロータリー会議」の件

2．新入会員候補者承認の件

3．新入会員候補者の件

4．地区大会(ゴルフ)参加の件

5． アジア地域大会(10/25～27バンコク)参加

の件

6．米山記念館建設資金募金の件

7．上半期会費未納者の件

8．諮問会の件

◇次回例会(10月8日）

職場例会（東陶機器㈱にて,2時半より）
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