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会員卓話SPEECH

㈱ハニーズ代表取締役　
江　尻　義　久 会員

　消費税が５％から８％に上がり、
そして再び引き上げるかどうかを 12
月に判断するということですが、小
売業から見ると、売り上げが低迷し
ています。食料品やアパレルなどの

輸入は円安によって、コストも高くなっています。わ
れわれは３％の消費税分をのみ込みました。日本はバ
ブル崩壊で国債を発行しましたが、アメリカはリーマ
ンショックが弾けた時にドル札の印刷を増やしました。
日本は金利を上げられず、国債の借金を返済するため
に消費税や所得税を上げざるを得ません。個人の給料
は約 80 万円下がって、健康保険や年金の社会保障の支
払いが 50 万円以上も増え、手取りは 130 万円減ってい
ることになります。60代以上の人は豊かで、20代、30代、
40 代の人は貧しいという状況です。子どもは１人生む
か、生まないかでないと生活は苦しいともいわれてい
るようです。少子化が進み、果たして日本の経済はど
うなるかという状況です。
　アパレル業は今まで、中国で安く生産できましたが、
中国も人件費やコストが上がり、製造原価がものすご
く高くなっています。日本では 30 代や 40 代の人には
商品が売れますが、10 代後半から 20 代が売れません。
家庭が子どもにお小遣いをあげられない状況に陥って
いるのかなとも思っています。
　今年の４－６月は消費税引き上げで消費は悪いだろ
うといわれました。７－９月が良くなれば、消費税を
さらに上げるといっていたようですが、７－９月はさ
らに悪くなっています。可処分所得が減っている中で、
再び消費税の引き上げを判断すれば、どうなるでしょ
うか。日本は今、恒常的な貿易赤字です。これまでは
貿易黒字だったので円が強い傾向にありました。円を
強くするには金利を上げればいいのですが、国債を大
量に発行しているので、金利は上げられません。円安
が一時的に 120 円、130 円、140 円に振れれば、日本の
経済はパンクするだろうという感じです。アベノミク

「小売業から見た日本経済・中国経済、ミャンマーの工場」

スが失敗したときに、次の手はあるのかと思うと、不
安を感じます。ＧＤＰの 60％を占める消費が縮んでい
るのは間違いのない状況の中で、新聞記事を見ても、
誰もいわないのです。杞憂に終われば、いいと思って
いますが…。
　中国経済については、以前の卓話で、住宅バブルが
崩壊するだろうとの見方を取り上げましたが、中国政
府は少しずつ下げて、国の隅々まで値下げを続けた結
果、バブルは崩壊しないで済むのかなと感じます。中
国はこれまで輸出で稼いできましたが、これもピーク
アウトし、世界は中国の内需に注目しています。中国
の消費はＧＤＰの 30 － 35％程度で、まだ伸びる余地
があるという見方です。最低賃金が上がり、経済成長
が７％前後あり、東アジアで一番です。内需関連に向
かえば、13 億人の人口があり、東アジアをリードする
力があると思います。欧米には日本と中国の仲があま
り良くないのであれば、中国と仲良くしようと思いは
じめている人が多くなっています。日本と中国はもっ
と仲良くする必要があります。中国には「日本は随分、
社会主義だね。中国は資本主義です」という人も言い
ます。政治とは関係なしに、お互いにしっかりビジネ
スをやりましょうということです。
　ミャンマーについては、ソータイ君は元気に頑張っ
ています。操業して２年半になり、パンツの生産は月
20 万着をクリアし、中国の一流の企業以上に、生産を
上げています。円安もあって給与ベースが上がってい
ます。ただ、関税の面で中国よりメリットがあります。
第２期工事は来年２月に出来上がります。鉄骨は中国
から運ぶなど、建築コストはかかりますが、日本の設
計で、日本の建設会社が造り、長い目で見て、いい物を、
手ごろな価格で提供することに取り組んでいます。

　鈴木会長が、いわき青年会議所の若松副理事長、蛭
田事業特別委員長に手渡しました。
　若松副理事長は「光のさくらまつりにご協賛をいた
だき、感謝申し上げ
ます。この事業は、
中心市街地の活性化
と、双葉郡との共生
をテーマに開催して
います。協賛金を大
事に使います」と述
べました。

いわき青年会議所の「いわき光のさくらまつり」
に賛助金（10万円）を贈呈

いわき青年会議所に賛助金を贈呈



会報・広報委員会 安田信二　関口武司　八幡恭朗

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

会報・広報委員会 安田信二　関口武司　八幡恭朗

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆司会：坂本幹事

〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）・
四つのテスト（鈴木弘康会員）〕

鈴木弘康会員

　例会の楽しみは卓話と同時に、食事もあ
ります。仏教では、肉についての記述はあ
まりありませんが、お釈迦様の言葉に「肉
を受け取ることから離れなさい」という一
行があります。お釈迦様が食事に呼ばれて、
目の前で家畜を殺して、食べたといわれて
います。そこで、戒律や殺生に厳しいジャ

イナ教の信者から「何事か」と怒られたということです。
　お釈迦様が、それでは戒律を作ろうということなり、「何か
を殺す現場を見た肉を食べてはいけない」「自分のために殺し
たとみられる肉は食べてはいけない」などで、少なくとも市場
に出ている肉は食べてもいい、ということが書かれています。
　お釈迦様が 80 歳のときに、食事に招かれて、腹痛を起こ
して、命をなくしたといわれています。キノコか、豚肉を食
べたとの記述があります。欧米の学者が原因を研究したそう
ですが、いまだに結論は出ていないようです。どうも、肉を
食べて腹痛を起こしたといわれているようです。我々は、肉
を食べてはいけないという戒律がない中で生きていますの
で、我々の職業の人が肉を食べても奇異な目で見ないでいた
だきたいと思います。次の機会には、お酒との関わりを話し
たいと思います。
　本日は、江尻会員に卓話をお願い申し上げます。

◆会長挨拶ならびに報告

◆幹 事 報 告
⃝ �10月 19日に猪苗代湖水草清掃事業で、阿部会員、志賀会員、
早川会員、薄井会員に大変、お世話になりました。ありがと
うございます。

⃝�骨髄バンクより、11月 14日（金曜）に開催されるチャリテ
ィーコンサートのチケットが届きました。昼の部５枚、夜の
部５枚です。

⃝ �11月 30日にいわき分区のＩＭが開かれます。出席をお願い
申し上げます。

委 員 会 報 告
◆出席委員会（代理・松﨑倫久会員）

例会日 基本会員数 出席者 メーキャップ数
10 月 23 日 51 名 27 名 ―

◆米山記念奨学会委員会（山野辺倉平委員長）
　山崎洋次さん、江尻義久さん。� 以上、２件

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
新入会員　東邦銀行いわき営業部　営業部長　石井隆幸様
いわき青年会議所　副理事長　若松真寿様
いわき青年会議所　2014 事業特別委員会　委員長　蛭田光一氏
⃝新入会員紹介（片平正夫会員）
　石井隆幸様は昭和 35 年９月 30 日生まれで、54 歳です。
東邦銀行いわき営業部の営業部長を務められています。前任
は白河支店勤務です。出身は二本松市で、ご家族は奥様と、
お子さまが長女、長男です。趣味は読書とスポーツ観戦です。
「平へ９年半ぶりに戻ってまいりました。よろしくお願いい
たします」とのメッセージをいただきました。
⃝石井隆幸様あいさつ
　小暮に代わり、お世話になります。出席
率を高めるように努めます。
・鈴木会長から石井会員に会員章などを手
渡しました。 ◆スマイルボックス委員会

【10月16日分】（薄井親一郎会員）♥鈴木東雄さん（山野辺委
員長卓話よろしく）♥小暮憲一さん（たいへんお世話になりま
した。今後もよろしくお願いいたします）♥有賀行秀さん（早
退します。すみません）♥薄井親一郎さん（山野辺さん卓話よ
ろしくお願いします。スミマセン早退します）♥関口武司さん
（山野辺さん、卓話宜しくお願いします）♥坂本佳友さん（山
野辺さん卓話よろしくお願いします）♥勝田博志さん（山野辺
さん、卓話よろしく）♥松﨑倫久さん（山野辺会員卓話ご苦労
様です）♥山野辺倉平さん（今月は米山月間です。ご協力宜し
くお願いします）♥三瓶和秀さん（山野辺さん卓話よろしくお
願いします。先週は親睦委員会ご苦労様です）♥山﨑慶一さん
（ロータリーゴルフコンペ優勝。観月例会楽しかったです）♥
伊藤盛敏さん（観月例会ご出席ありがとうございました。江尻
さんおいしいワインの提供ありがとうございました）♥郡二三
子さん（新しい観月例会でした。親睦委員の方ご苦労様でした）
� 以上、13 件
【10月 23日分】（片平正夫副委員長）♥鈴木東雄さん（江尻さ
ん卓話よろしく。石井さんの入会を歓迎します）♥江尻義久さ
ん（卓話で出席しました。よろしくお願いいたします）♥佐藤
淳さん（秋の美食会よろしくお願いします）♥松崎浩さん（結
婚祝ありがとうございます）♥山崎洋次さん（江尻さん、卓話
よろしくお願いいたします）♥片平正夫さん（江尻会員卓話宜
しくお願い致します。石井さんの入会を歓迎して）♥関口武司
さん（江尻さん卓話宜しくお願いします）♥勝田博志さん（江
尻さん、卓話楽しみにしています）♥山野辺倉平さん（江尻さ
ん卓話お願いします）♥黒須幸雄さん（江尻さんの卓話よろし
く）♥鈴木浩さん（江尻様卓話よろしくお願いいたします）♥
鈴木弘康さん（江尻会員卓話よろしくおねがいします）♥坂本
佳友さん（江尻さんいつもおいしいワインありがとうございま
す。卓話よろしくお願いします）♥三瓶和秀さん（江尻さん卓
話よろしくお願いします）♥志賀弘昌さん（江尻さん卓話よろ
しく）♥松﨑倫久さん（江尻会員卓話よろしく。石井さんの入
会を歓迎します）♥松﨑勉さん（江尻会員卓話宜しくお願いし
ます）♥伊藤盛敏さん（江尻さん卓話ご苦労様です）�以上、18 件

★本日の例会案内　10月30日（木）PM12：30～
　　会員卓話　越智　正典会員
　　お食事メニュー＝�ちらし寿司
★次回の例会案内　11月6日（木）PM12：30～
　　ロータリー財団委員会担当卓話
　　お食事メニュー＝�牛フィレステーキ

★ 結婚祝

★ 誕生祝

安田信二さん
（10月28日）

松崎浩さん
（10月29日）

ハッピーバースデーソング斉唱

江尻義久さん
（９月２日）


