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第 778 回
2007年7月10日（火）雨
出

席

第2回

会員 74 名（出席率算入人数 64 名）
出席 49 名 出席率 76.56％
前々回補填率 95.52％（6 月 26 日分）

会長あいさつ
会長
大隅 紀郎さん
昨今、この中にも中国へ進出され
ている企業の方がお見えになると
思いますが、中国における最低賃金
に関しての留意点がございますの
で、それについてお話しします。
2006 年の上海の最低賃金が 750
元となっています。深セン（土へん
に川）では 810 元です。これは一
見深センのほうが高いように思われますが、中国は地方
によって税制が違いますので、まずそこを解説します。
この中に含まれるものは、
一つが延長された労働時間。
つまり残業です。そして二つ目が特殊労働協約。日本で
は鉱山関係は社会保険が違ったと思いますが、こういう
特殊な作業に対する賃金。それから三つ目が福利施設、
法律、法規、および国の定める労働者の福利・待遇とな
ります。社会保険とか住宅手当などがこれに含まれます。
先ほどの上海 750 元、深セン 810 元という数字は、
実はここにミソがありまして、深センの場合、これらの
福利厚生・その他の手当を含めて 810 元ということに
なっています。上海の場合は、これらを含めてはならな
い、と規定されています。
そこで、上海の最低賃金にこれらを含めて計算し直
しますと、だいたい 900 元くらいになってしまいます。
一見安そうに見えても、最終的には高い賃金を払わなく
てはいけなくなってしまいます。
こういう関係のある方は、現地の法律事務所等にご相
談されてから対処されるとよいのではないでしょうか。
当初何を話そうか悩んでいましたが、少しずつこう
いった経済的な面で一年間話していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
幹 事 報 告
幹事
杉山 隆秀さん
1. 次週 17 日は「ロータリーを深く考える日」というこ
とで休会です。
2. 西村己恵子さんが緊急で入院されたため、1 ヶ月ほ
ど休会されます。
3.7 月 19 日（木）、新旧理事役員交歓会が開催されま
すので、出席される方はよろしくお願いします。

■07-08年度 RI会長
ウィルフリッドJ.ウィルキンソン

名 古 屋 名 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ
■承 認／1991年3月8日 ■例会日／火曜日・PM6:30
■例会場／名古屋マリオットアソシアホテル
■事務局／〒450-6002 名古屋市中村区名駅1丁目1番4号
名古屋マリオットアソシアホテル2202号
TEL.052-586-2043 FAX.052-586-2054
■会長／大隅 紀郎 ■幹事／杉山 隆秀 ■会報委員長／西村 己恵子

4. ＩＭの記録誌に訂正があります。P2（プログラム）、
P16（次期ガバナー補佐あいさつ）で、杉本仁至さ
んの「至」が「志」となっています。正しくは「仁至」
ですので修正をお願いします。
5.7 月 20 日（金）は事務局がお休みとなりますので、
緊急のご用がある方は私までご連絡下さい。
6.7 月 24 日、31 日の例会は、会場が「コスモス」と
なりますので、お間違えのないようお願いします。
7. 事務局の杉本さんが本日をもって退職されます。
杉本 理恵さん
大変短い間でしたが、お世話になりました。本業のほ
うがちょっと忙しくなってしまいまして、こちらに来ら
れなくなりました。本当に申し訳ありません。また、ど
こかでお会いしましたらよろしくお願いします。

ニコボックス
＊柴田照子さんのイニシエーションスピーチお祝い致し
ます。
林
隆二さん
久米 伸治さん
鈴木 厚司さん
三浦 和人さん
朝比美和子さん
田中 省三さん
三浦
隆さん
犬飼りさ枝さん
武藤 正行さん
細井 俊男さん
田中 一雄さん
伊藤 博昭さん
菊岡深智子さん
山本 誠一さん
森
昭勝さん
長尾 浅吉さん
佐々木元彦さん
宮嵜 良一さん
浜田 忠盛さん
江村 雅夫さん
児島 徳和さん
本多 利郎さん
平沼 里子さん
中村
勝さん
小野 雅之さん
金原 匡彦さん
水野 俊男さん
杉本
勇さん
大橋さなえさん
鈴井 一博さん
＊柴田さん、本日イニシエーションスピーチご苦労様で
す。
川辺 清次さん
＊今回会社の紹介のスピーチをさせていただきます。
柴田 照子さん
＊浅井さん、退院おめでとう。
松岡
昭さん
＊浅井さん、復帰おめでとうございます。
黒田 康正さん
＊しばらくの休会ご迷惑をおかけしました。すっかり元
気になりましたので今後共よろしくお願い致します。
浅井
浩さん
＊先週新車が入庫しました。
坂本
晃さん
本日合計 61,000 円
累計 154,000 円

第780回例会（7月31日）のご案内

新年度クラブ総会
会長 大隅 紀郎さん

委員会報告

●雑誌・広報委員会
副委員長
加藤 宜之さん
皆さん、こんばんは。1 年間よろしくお願いいたしま
す。毎月、
『ロータリーの友』
の中から 2、
3 点記事を選び、
皆さんにご紹介していきます。
一つ目は、「ロータリーは分かちあいの心」というこ
とで、ＲＩ会長の方針が載っております。これをぜひ読
んでいただきたいと思います。
二つ目が「ソングリーダーの独白」
。毎回、例会の初
めにロータリーソングを歌いますが、そのソングリー
ダーの責任と自覚や、心情が書かれています。
そして最後に「ご投稿をお待ちしております」のペー
ジです。今まで『ロータリーの友』にはあまりこういう
ことは載っていませんでしたが、皆さんの投稿をお願い
したいということです。皆さんの趣味に関することや、
川柳、俳句など、いろいろなものを募集しておられます。
皆さんの委員会活動を『ロータリーの友』に載せていき
たいと思っておりますので、ぜひご協力お願いします。
●新世代委員会
委員長
白藤 憲雄さん
8 月 10 日（金）に、有鄰学院の子供たち約 10 名、
先生 2 名をご招待して、
高浜のマリーナで、
バーベキュー
と、佐久島一周クルージングを開催したいと思います。
金曜日ということで、参加しづらい日程かとは思いま
すが、お手伝いしていただける方がみえましたらご協力
をお願いします。
●ゴルフ部会
幹事
児島 徳和さん
年度初めということで、名南ゴルフ部会のメンバー
表、およびルール等を同封させていただきました。一部
の方はハンディキャップの改正をさせていただいており
ます。
次に、9 月に予定しております遠征ゴルフのアクセス
に関するアンケートでございますが、恐れ入りますが、
今月末までにご返事をお願いします。
最後になりますが、今年度の年会費のお振込みをよろ
しくお願いいたします。

退任記念バッジの贈呈

前年度会長、幹事へ、退任記念バッジを贈呈しました。

イニシエーションスピーチ

●柴田 照子さん
どうも皆様、こんばんは。柴田照子です。よろしくお
願いします。

私の会社は今年で 50 周年になり
ます。25 年前に主人が亡くなりま
して、専業主婦だった私が継ぎまし
た。本当に難しい業界ですが、何と
か 25 年やってきました。男性ばか
りの社会の中、女性であり、しかも
実務に関しては全くの素人でした
が、私なりに、お客様のところを回
り、お得意様のところを回り、一生懸命、必死にやって
きました。その間には鉄鋼組合の理事をやらせていただ
いたこともあり、この素晴らしい名南ＲＣの会員として
も迎えていただくことができ、幸せいっぱいです。
私どもの業種は鉄骨業ですけど、正直言って私は難し
いことは何も分かりません。会社の番頭連中からは、
「何
でもいいから、社長はいろんな交流の場所へ出て行き、
一人でも多くの方とお会いして情報をキャッチするよう
に」ということを言われ続けてここまできました。だか
ら、私は鉄骨の仕事がどんな仕事かということも、鋼材
の名前も知りません。でも、主人が残してくれたお得意
様のところを回りまして、何とか大きな仕事もいただい
てまいりました。最近では公共事業もいただきました。
ここでちょっと原稿を読ませていただきますが、以前
「鉄鋼ジャーナル」という業界誌に連載をしておりまし
た。その中からバブル時代のお話しをご紹介します。
『私どもの業界でいちばんよい時期がありました。そ
れはバブル時代です。その思い出を少しつづらせていた
だきます。
平成 3 年 10 月、愛知県鉄鋼組合の有志のかたたちで
欧州視察旅行に出かけました。ハイデルベルク、ミュン
ヘン、ローマ、アテネ、カイロ、パリと 6 都市を回っ
てまいりました。ご存じのように、ヨーロッパは古きよ
き町並みと近代的な建物の調和が素晴らしく、わたしど
も業界人が日ごろ鉄骨製作のことのみに忙殺されて、と
かく失われがちな感性を取り戻す絶好のチャンスになり
ました。
参加者は約 30 名でしたが、バブルの時期であり、今
と異なって、皆さん、豪華に楽しみました。パリに着い
たときは、私たちの年代では有名な、シャンソン歌手の
イヴ・モンタンがちょうど亡くなった日で、多くのパリ
ジャンが目を真っ赤にして、とても悲しんでおり、行く
ところどころで故人のシャンソンが流れてました。印象
的なことというと、同行の皆さんはブランド物を、奥様
やお嬢様方へのおみやげと、ここぞとばかりたくさん買
い物をされるほど、本当に幸せな、よき時代でした。
ところが、楽しい旅行を終えて帰国するとき、パリか
らドイツまで移動する飛行機のスト突入で、急ぎバスで
国境線を越えることとなりました。アウトバーンに差し
かかったとき、ベンツやＢＭＷなどの車が時速 200 キ
ロ以上のスピードで走り抜けていく光景にはびっくりさ
せられました。いろいろな異文化に触れ、帰りの機内で
は旅行の楽しい話に花が咲きましたが、日本に着いたと
きは、やはりわが日本がいちばんよい国だとつくづく、
強く感じました。
』
私がこの鉄鋼業界で幸せだなと思うときがあります。
アスナル金山のバスのたまり場のところや、万博の東
ゲートの歩道橋などは私どもの会社の鉄骨が使われてお
りますが、そういうのを見るとうれしくなります。
私はもう 70 歳を超えましたから、皆様お手柔らかに、
これから長い間お付き合いをしていただきたいと思いま
す。いつまでこの健康が続くか分かりませんが、皆様、
仲良く、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

