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第 2907 例会（35号）　2014 年３月 20 日（木）雨

江　尻　義　久 会員

　本日はミャンマー、中国、消費
税について話します。
　米山記念奨学会の交換留学生の
ソータイ君は昨年９月に大学を卒
業しました。経理が得意で、人柄
も真面目です。ミャンマーでは頑
張って仕事をしています。お世話
になり、感謝を申し上げます。
　ミャンマーの会社は従業員が

1,082 人で、テレビ会議や電話でつないで、報告を受
けています。最初の１年から１年半にかけては、縫
製のスピードが遅く、不良品が出ていましたが、毎週、
問題点を出し、解決策を指示しました。昨年９月ご
ろから不良品が出なくなり、生産性も上がってきま
した。直近では、中国の一流の工場と肩を並べるか、
それに負けないくらいになりました。ミャンマーの
方は真面目で、手先も器用で努力しています。年間
200 万着のパンツ（ズボン）を作る計画でしたが、当
初は６割でした。昨年末に達成し、直近は250万着ペー
スです。300 万着にしようかということも考えていま
す。ミャンマーの方は残業しても給料が欲しいとい
うことですので、従業員の意向を聞いて、不満を改
善し、周辺の工場よりは、いい給料を出したいとも
考えています。今のところ、所定の時間で生産性も
上がってきています。
　日本に輸入される時に、中国は 10％程度の関税が
ありますが、アセアンはありませんので、メリット
が大きいということがあります。ただ、今は円安で
すので、なかなかメリットは出ませんが、日本から
は今、バイヤーや商社がアセアン詣でを続けていま
す。日本はデフレ経済に慣れてしまい、少し前まで
は「いかに安く」という経済になっていましたので、
タイムリーだったのかとも思います。ミャンマーに
会社をつくって良かったと感じています。第二工場
は３月 10 日に着工し「2,000 人の工場を一致団結し
て頑張ってほしい」とソータイ君らに伝えました。
将来は 4,000 人から 5,000 人ぐらいにしたいと思いま
す。今後もミャンマーには長く貢献し、そして私た
ちもメリットを取っていきたいと考えています。
　中国は人件費が上がっています。以前は、新規出

「ミャンマー、中国、消費税」

店しても収益が上がっていましたが、最近は売上が
下がっています。中国はバブルで、消費者がアパレ
ルを買っていましたが、経済の減速によって、在庫
が貯まって来て、これをはけるには、値下げするし
かないということなりました。半値以下や７割引と
いうことなり、消費者は最初の値段で買わなくなり、
値下げしないと買わなくなるという悪循環に入って
いる気がします。今年１年ぐらいはこのような状況
ではないかと思います。2004 年にニューヨークに出
掛けた時に「日本のバブルと同じ。アメリカ経済も
いずれ崩壊する」と感じましたが、その後、リーマ
ンショックになりました。中国にシャドーバンキン
グという言葉がありますが、何年先か分かりません
が、いずれ、同じような状況になるのではないかと
危惧しています。「価値より高い物は下がるしかない」
ということだと思います。中国の住宅の価格は所得
に見合わない高さです。下げた方がいいのですが、
下げられない状況になっています。新聞によく出て
きますが、シャドーバンキングのデフォルトは仕方
がない、とも言われているようです。日本のバブル
崩壊は 100 兆円でしたが、アメリカのサブプライム
ローンは 300 兆円ともいわれました。中国は 570 兆
円との指摘や、600 兆円を超えているという指摘もあ
ります。州政府は土地で儲ける、収入源は土地を貸
すことだともいわれます。ソフトランディングする
ことを祈るばかりです。世界レベルで見ますと、万
が一、中国が大変なことになると、大きな影響が出
ると心配しています。
　昨年 10 月に消費税の引き上げが決定し、われわ
れの業界は斜陽産業になるのではないかと感じてい
ます。輸入業者は外的要因で原価が２割５分から３
割ほど上がり、昨年秋から少し価格を上げましたが、
消費者からそっぽを向かれました。しかし、結局は
値下げしました。消費者の年収が下がり、特に地方
は仕事がなくて、給料が上がっていないのが現状で
す。われわれ生活密着型の企業としては、お客さま
に申し訳ないことをしたというこで、春からは値下
げし、消費税のアップ分ものみ込むことにしました。
売上も粗利も３％下がります。お客さまから見ると、
アパレルはいくらでも安くできるのでは、と思われ
ています。欧米のファストファッションも入ってき
ています。ミャンマーで仕事をして分かったのです
が、世界的な企業は万単位や十万単位での発注にな
れば、工場の生産性は上がります。少ないマージン
でもやっていけますが、日本のような小さい発注で
は中国もアセアンも受けない状況です。
　給料のベースアップが話題になっています。給料が
上がって、お金が回ればいいのですが、小売業は一番
最後です。持ちこたえられればいいのですが、かつて
の消費税のアップ後は大変な状況になりましたので、
そのような状況にならなければよいと願っています。

会員卓話SPEECH



会報・広報委員会 三瓶和秀　安田信二　八幡恭朗

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

★本日の例会案内　３月27日（木）PM12：30～
　　外部卓話　小野賢司様　カジノ協議会サポート室
　　　　　　　室長（いわき経済同友会　副代表幹事）
　　　　「カジノ構想について」
　　お食事メニュー＝真鱈のヴァプール　ポムピューレ添え

★次回の例会案内　４月３日（木）PM12：30～
　　外部卓話　永木伸一様

（小名浜まちづくり市民会議副会長）
　　　　「イオンモールについて」
　　お食事メニュー＝冷やしそばとミニ丼

〔点鐘・ロータリーソング（我らの生業）・
四つのテスト（新妻純男会員）〕

　天気の良くない中、出席に感謝し
ます。本日は江尻会員に１年ぶりの
卓話をお願いしています。昨年の卓
話では、ミャンマーで外資 100％の
会社の第１号をつくられたことを話
されました。私がミャンマーを訪れ

た時にも、地元の大勢の方が知っていました。
　私がいわき平ロータリークラブに入会したのは
15 年前ですが、黒須会員が会長で、幹事が江尻会
員でした。入会前に江尻会員に私が身勝手なお願い
をしまして、それを受けて頂きました。その時、私
は「今度、江尻さんから依頼があれば、ノーとは言
えない」と思い、それがクラブへの入会のお誘いで
した。以来、15 年間にわたり、クラブで活動して
います。本日はよろしくお願い申し上げます。

◆会長挨拶ならびに報告

◆司会：松村幹事 委 員 会 報 告
◆出席委員会（代理・松村耕三幹事）
例会日 基本会員数 出席者 メーキャップ数

３月 20 日 52 名 31 名 ―

◆ロータリー財団委員会（山野辺倉平委員長）
　松崎浩さん、阿部弘行さん、大久保健蔵さん、松
﨑倫久さん。以上４件

◆米山記念奨学会委員会（飯野光世委員長）
飯野光世さん、酒井睦雄さん、松崎浩さん、阿部弘
行さん、大久保健蔵さん、森雄治さん。以上６件

⃝いわき経済同友会より会報が届きました。
⃝米山記念奨学会より「舘報」春号が届きました。
⃝いわき桜ロータリークラブより会報が届きました。
⃝やまだの作文（第42集）が届きました。

※�会則により初参加者は、
３位以上の入賞なし
15Ｈ　ニアピン　阿部さん
７Ｈ　　　　　　片平さん
８Ｈ　　　　　　阿部さん
９Ｈ　　　　　　黒須さん

♥森雄治さん（江尻さん、一年ぶりの卓話よろしく
お願いします）♥小暮憲一さん（江尻会員卓話あり
がとうございます）♥薄井親一郎さん（先日のゴル
フコンペで集計まちがいました。訂正しおわび申し
上げます。すみませんでした）♥坂本佳友さん（江
尻さん会員卓話よろしくお願いいたします）♥関口
武司さん（江尻会員卓話よろしくお願いします）♥
鈴木東雄さん（江尻さんよろしく）♥松﨑勉さん（江
尻会員卓話よろしくお願いします）♥松﨑倫久さん
（江尻会員卓話よろしく）♥志賀弘昌さん（江尻会
員しばらくです）♥飯野光世さん（江尻さん卓話楽
しみにしてます）♥吉田仁平さん（江尻さん卓話よ
ろしく）♥山野辺倉平さん（江尻さん卓話ご苦労さ
まです。楽しみにしております）♥新妻純男さん（江
尻さんご苦労さまです）♥黒須幸雄さん（江尻さん
卓話楽しみにしております。ありがとうございます）
♥酒井睦雄さん（江尻さん暫く振りで卓話期待しま
す）♥佐々木芳弘さん（江尻さん卓話期待しており
ます）♥野沢達也さん（結婚祝ありがとうございま
した）♥江尻義久さん（ごぶさたしております。今
月は会員卓話がまいりました。どうかよろしくお願
いいたします。また結婚祝ありがとうございます）
以上、18 件

◆スマイルボックス委員会（新田俊彦副委員長）

新妻純男会員

３月６日（木）　　五浦庭園カントリークラブ

ゴルフ愛好会コンペ

順位 氏　名 アウト イン グロス ハンディ ネット 新ハンディ
優 勝 馬場　　学 55 57 112 36 76 25
２ 位 黒須　幸雄 44 44 88 10 78 8
３ 位 新妻　純男 55 50 105 21 84 18
４ 位 片平　正夫 49 51 100 24 76 24
５ 位 阿部　弘行 51 57 108 24 84
６ 位 薄井親一郎 57 47 104 20 84
７ 位 山野辺倉平 50 51 101 16 85
８ 位 伊藤　盛敏 48 50 98 11 87
９ 位 志賀　弘昌 65 60 125 22 103

森雄治会長から優勝トロフィーを
受ける馬場学会員（左）


