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す。上海の不動産市場にとっては「万博終了後の
メリットの方が大きい」と、交通網整備などによ
る効果に大きな期待を示している。

話

2．中国情勢

「中国情勢と上海万博の開催について」
田原晨暁 会員
1．上海万博の概要：
開催期間：2010年5月1日〜
10月31日
場
所：上海市黄浦江両
岸
総 面 積：4.0平方Km（愛
知万博のほぼ２
倍）
参加組織：240（192カ国、
48国際機関）
入場見込み：7000万人
関 連 施 設：ホ テ ル を 2 0 0 1 年 5 0 , 0 0 0 室 →
2010年80,000室（ホテルの稼働率
90％と予想）
上海市のデータ：人口1300万人、半年居住許可
持つ人を入れると1600万人、
常住人口1900万人；2010年海
外からの観光客1000万人（見
込み）国内から6000万人（見
込み）；
万博は経済の五輪といわれています。
上海万博はもたらす経済効果がいろいろな説があ
りますがひとつをご紹介いたします。
◆直接経済効果：3兆円（1元＝15円換算）
【内訳】
博覧会への投資、運営：470億元
（会場建設費〈土地代、
建設費、
その他〉245億元、
運営費〈人件費、広報、運営経費など〉225億元）
関連投資 800億元
個人消費（入場券代含む）840億元
◆間接的波及効果：15兆円
上海万博への投資は主に3つの部分から構成さ
れている。万博会場の施設建設および運営への投
資、万博出展者および万博入場者関連の投資、万
博のためのインフラ整備や環境対策などへの投
資。
これらの投資によって万博前までに総延長
420kmの軌道交通ネットワークが完成し、周辺住
民の外出手段や住居候補地の選択に大きな影響を
与える（上海の地下鉄の本数は14本となってい
る）。また、高速道路ネットワークが整備され、
長江デルタに点在する主要各都市を基本的に3時
間以内で結ぶ経済圏が実現し、各都市相互の発展
に大きな効果をもたらす。
開催前は建設・建築業界に、会期中は商業、飲
食、サービス業界にそれぞれ大きな利益をもたら

◎経済：
昨年リーマンショックで世界経済が100年一回
の不況に落ちたとき中国政府がいち早く50兆円超
えた景気政策を打ち出しました。結果的に実質
GDPが8.9％の伸び率を保ちました。また家電下
郷、汽車下郷などの政策で昨年上半期消費が実質
17％伸びました。13億人のマーケットが物を言っ
たと想います。
人手不足の話。
工業化の流れの中→ある時点で農業部門の余剰
労働力が底を突き、工業部門で完全雇用が達成さ
れます。これは「ルイス転換点」です。これを通
過した以降は雇用の需給が逼迫し、貸金の水準の
上昇が始まり、コスト高に見舞われた産業は空洞
化が始まります。既に靴、衣料品などの製造や、
電子部品の組み立てといった労働集約型の産業を
いち早く育った広東省ではルイス転換点を越え、
産業構造を転換していく方針を打ち出しています
（騰籠換鳥）、企業が内陸部、ベトナム、インドネ
シアなどに進出する動きも出ています。
中国では農村部に1億5000万人の余剰労働力を
抱えているといわれています。空洞化が始まった
地域は労働投入量の拡大で成長するローテック産
業に代わって生産性の高いハイテック産業を育っ
て行くだろう。産業構造の変化や一人子政策に伴
う高齢化の進展も考えると中国政府は余剰労働力
の吸収を目的とした成長呪縛から解き放たれ、一
部とはいえこうしたハイテック化、脱工業化に動
き始まるでしょう。
◆経済技術開発区と工業団地：
工業団地は中国近代化発展のけん引役であり窓
口である、全国1500箇所政府が承認している工業
団地（開発区）があります。データで見ますと全
国国家級開発区が54あり、GDPの5.15％、税収の
4.1％、輸出入の15.2％、外国投資の23.2％（2007
年）。
・進出企業の変化：
安くものつくりで世界の工場を狙う→13億人の
マーケットを狙う。
・進出企業従業員の構造変化：
労働者中心から大卒比率が高くなり、−般作業
員も工業高校か熟練工か、高級技能者の給料は
一般の10倍以上。
・従業員の理念の変化：
残業や金を稼いで仕送り→楽しく暮らしたい；
田舎に帰るより学校に通い、町に残りたい
・中国企業の成長：
実力で外資系の仕事を取る、工場移転による工
場稼動停止がわずか1日、トヨタ出身のベテラ
ン工場長の採用

− ２ −

・政府対応の変化：
客待ちから積極誘致、企業が分る政府高官の登
用、企業が困っていることを解決
・工業団地の内陸の広がり：
沿海部の発展をモデルに内陸部、西部地域も積
極的に開発区に乗り出し、沿海部の産業移転を
狙う。
・企業を長く発展させるための体制と機能整備：
国際展示会参加補助金、中小企業技術開発補助
金、技術支援（共同実験室）
、内販促進支援など
・交通インフラの整備：
高速鉄道、高速道路、空港など

気に吸収していく今の共産党は決して侮れませ
ん。
世の中には経済的にも人間の運も、40年一回転、
といわれます。70年代は中国がドン底といえば今
年の上海万博最高期なるかもしれません、とすれ
ば衰退するのは40年かかります。と信じたいもの
です。
◎外交：
G2よりG20に合理あり、お互いに不満募らせる
米中は経済関係が強まるがG2では世界を牛耳れ
ません；アジア経済圏にかけます。

◎内政：
中国政府が海外からあらゆることを熱心に学
び、長期的視点に立って国の発展戦略を描いてい
る。一党支配こその利点があるかも。
近い将来、経済規模で世界一になることを見越
し、いわば「国の帝王学」の研究が始まっている。
たとえば中央政府直轄の研究機関で「大国の興亡」
国家興亡史を研究
今中国から、毎週の視察団が欧米、日本など先
進国に行っています（明治、70年代の日本）
社会全体のため、国発展のため、北京から広州
までの新幹線建設決行（開港30年以上の成田空港）
環境問題、公害問題の深刻さも指摘されていま
すが、北京オリンピック、上海万博をきっかけに
この問題を真剣にとりかかるでしょう
1966年に始まり77年に終結宣言を出された文化
大革命時の共産党と80年代以降の共産党ではまる
で別物です。全世界から様様な成功例を学び、一

例 会 報 告

第2622回例会

会 長 挨 拶
中山政明 会長

皆さん、こんにちは。去る3月7日に地区チーム
研修セミナーに出席してまいりました。
次年度ガバナー織田吉郎ガバナーエレクトが次
年度の方針に付きお話がありました。大変為にな
るお話でしたが内容につきましては、これからク
ラブ会長エレクト研修会が今月中に予定され、伊
原会長エレクトが出席の予定ですので、内容につ
きましては伊原エレクトよりお話があると思いま
すので今日はお話しませんが、いよいよ次年度が
動き始めたことを実感してまいりました。
本年度RI会長の下、職業奉仕無くしてロータリ
ーなし、他の多くの奉仕団体との何ら変わりが無
くなるという理念のもとに、今まで第五例会にし

2010年3月10日

か歌われなかった「四つのテスト」の歌を毎月歌え
るよう、
島村職業奉仕委員長にお願いいたしました。
これは声を出し歌うことにより、文字を見て読
むだけより、心に響く抑揚の曲に作られているよ
うな気がします。ところで、例会で歌を歌い始め
たのは、シカゴロータリークラブで起こったもめ
ごとがきっかけ。険悪な空気の中、それを和らげ
るためにハリー・ラルグスが楽しく歌い始めたの
がその起源といわれております。
日本でよく歌われている「奉仕の理想」「われ
らの生業」は1935年（昭和10年）に京都で開催さ
れた地区大会の折に発表されたもので、それが今
日まで歌い継がれております。
国際協議会でも、本会議が始まる前に、ロータ
リーソングの時間が設けられているそうです。こ
こで毎年披露される日本のロータリーソングが
「手に手つないで」。日本のガバナーエレクトたち
が壇に上がり、手をつないで歌います。
さて今日の卓話は、田原晨暁会員によります
「中国情勢と上海万博の開催について」です。日
本の歴史にも造詣の深い田原会員の中国最新情報
をお聞きください。

− ３ −

【欠席者】

幹 事 報 告

草野
進君
島村 善行君
太田原慎一君

織田信幸 幹事

伊原
大川
湯本

清良君
吉美君
高之君

常盤
川並
奥村

映彦君
芳純君
祐二君

本日出席率
80.85％
先々週出席率修正 84.44％→84.78％
１．クラブ内、会議・連絡事項等の案内
① 本日例会終了後クラブ協議会がございます。
該当する役員の皆様はご出席よろしくお願いし
ます。
② 先週開催された第９回理事会の報告が本日の
会報に掲載されております。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
① 国際ロータリー第2790地区、地区協議会開催
の案内がガバナーエレクト事務所より届いてお
ります。
４月29日（木・祝）幕張におきまして次年度ク
ラブ役員を対象とした地区協議会が開催されま
す。該当者及び詳細については後程伊原会長エ
レクトの方から指名があると思います。
３．他クラブ会報・その他
本日は特にございません。
４ 例会変更の連絡
◇松戸北RC
３月11日 は定款第６条第１節により休会
３月30日 は移動例会（お花見例会）に変更
点鐘 18：30
場所 東漸寺 談話室
５．その他報告
① 来週の例会 ホテル・ザ・マンハッタンでの
家族移動例会となっております。

例

会

報

BOX
【ニコニコBOX】当日￥ 40,000 累計￥1,010,430
【財

団BOX】当日￥

2,790 累計￥

98,491

小倉純夫君／結婚記念日のお祝い、併せて家内の
誕生日のお祝い有難うございます。今年は銀婚式
に該ります。何とか無事今日を迎えることができ
ました。金婚式を目指して頑張りたいと思います。
田中忠行君／入会18年そして61才の誕生日のお祝
ありがとうございました。入会当時は43才でクラ
ブで最年少でしたが、今では上から数えた方が早
くなってしまいました。お陰さまで増々充実した
時を過しております。これからもよろしく御指導
の程お願い申し上げます。
柳澤正敏君／家内の誕生祝いを頂きまして、有難
うございました。今後共宜しくお願い致します。
松葉則明君／所用の為、早退させていただきます。
竹内 博君／誕生日のお祝い頂きましてありがと
うございました。今後共よろしくお願い致します。
松本幸夫君／お誕生日のお祝いをいただきまし
て、ありがとうございました。
文責／平松

『友』インターネット速報

告

2010年3月9日

No.419

【例会写真】

入会記念祝
田中会員

誕生祝
松本会員

誕生祝
竹内会員

結婚祝
小倉会員

島村
（俊）
会員

山田
（達）
会員

【出席報告】
会員51名
出席38名
仮欠13名

義務会員41名
義務会員32名
義務会員 9名

免除会員10名
免除会員 6名
免除会員 4名
− ４ −

チリの各地区が地震被災者援助に総力
去る2月27日に同国の太平洋沿岸部を襲った強い地震
と津波により壊滅的な打撃を受け、住居を失った何万
人もの人々の救援に、チリのロータリー各地区が総力
を上げています。死者数が800人近くに上る中、チリ
政府は国際援助組織と協力し、危機的な状況にある生
存者に食糧と水を提供しました。沿岸部の多数の町が、
マグニチュード8.8の地震と、その後に押し寄せた津波
によって壊滅状態にあります。第4320地区ガバナーの
ルイース・べリーズ・セヴェリノ氏は、救済活動に当
初の資金として9,500ドルを充てました。最も被害の大
きかったビオビオとマウレ地域の4クラブは、衣服、
靴、毛布の寄贈活動を開始しました。シェルターボッ
クスの救援チームは、最初の448箱のシェルターボッ
クスを届けるため、すでに首都サンティアゴへ向かっ
ています。サンティアゴロ−タリークラブは3月3日の
緊急会議で、シェルターボックスをどの地域に配給す
べきかを救援チームとともに話し合いました。被災地
にいたロータリー国際親善奨学生6人については、無
事との報告が入っています。ジョン・ケニー国際ロー
タリー（RI）会長はチリの第4320地区、第4340地区、
第4350地区、および第4360地区のガバナーにEメール
で追悼の意を伝えました。詳細は、RIのウェブサイト
でご覧になられます。
http://www.rotary.org/ja/MediaAndNews/News/Pages/100302̲news̲chile.aspx

