＜姉妹クラブ＞カーメル・バイ・ザ・シーRC
＜友好クラブ＞あづみ野 RC

第 1392 回例会 2015 年 10 月 27 日（火）12:30 開会点鐘 於 番伊 ロータリーソング｢それでこそロータリー｣
会員卓話

パスト会長

姥 浦 昭 二

会員

テーマ『 七尾みなと RC 創立時と草創期 』
第 1391 回例会(10/20) 報告
進行：徳永 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
皆さん、こんにちは。今週 18 日(日)に山の寺遊歩道
の草刈り清掃に参加していただいた会員の方々に感謝
いたします。大変きれいになり、来る 24 日(土)に開催
される「山の寺の日」に立派に観光客を迎えることが
できます。山の寺 16 ヶ寺が所蔵しているお宝が公開さ
れます。私も昨年 12 ヶ寺程まわり、非常に興味深い所
もありました。皆さんも都合のつく方はぜひ山の寺寺
院群へ行って頂きたいと思います。
そして 24 日･25 日と白山ロータリークラブのホスト
で第 2610 地区柳生ガバナー年度の地区大会が白山市
で行われます。出席されるメンバーにはどうぞよろし
くお願いいたします。ロータリー財団セミナー、指導
者育成セミナーを始め色々なカリキュラムがあります。
しっかりと勉強をしてまいりたいと思います。
今日は、米山奨学生王佩瑾(ｵｳ ﾊｲｷﾝ)さんより「国際
ビジネスから見た中国人と日本人」の卓話をおこなっ
て頂きます。楽しいロータリーになるよう、よろしく
お願い致します。
◎幹事報告 中出幹事
・七尾金泉友好協会定期総会(10/20 午前 10 時～市役
所にて)に、姥浦昭二会員が出席しました。
・10/25(日)地区大会の交通について
送迎バス、9 時 30 分に七尾商工会議所前集合
◎委員会報告
・七尾特別支援学校｢すみれ祭り｣出店に際しての参加
お願い
(戸田 地域社会奉仕委員より)
11 月 14 日(土)11:00 集合･準備 ～13:30 頃まで

◎出席報告 奥井 出席副委員長
会員総数 44 名(内､出席規定適用の免除者 3 名) 出席者 29 名
メイク
10/17 原流セミナー：佐味
10/18 山の寺遊歩道の草刈り奉仕作業
：木下敬夫、伊藤、山田、今井、佐味、所司、徳永、
間蔵、中野、三井、中出、松井、田中、長
◎ニコニコ箱紹介 神前 ニコニコ箱管理副委員長
野々市 RC 元尾弘司様 本日お世話になります。
よろしくお願いします。
木下敬夫 山の寺の草刈り参加者の皆さんごくろう様。
王さん、元尾さんようこそみなとロータリーへ
木下徳泰 王さん、本日は卓話楽しみにしております。
ぜひ、日中のかけ橋となって下さい。
長 10 月は野外活動が多い月ですね。10／17 は北陸
電力グループの「森に恩返し活動」で石動山にて下
草刈り、植樹活動を行いました。
近藤 朝夕、本当に寒くなりました。皆さん風邪に気
をつけてください。元尾さん、王さん、今日はよろ
しくお願いします。
戸田 王さん、元尾カウンセラー、本日はようこそ。
中国と日本のかけ橋として期待しています。
勝木 王さん、本日は日中友好のためにちょっぴり協
力したいと思います。
姥浦昭二 山田、伊藤、中越、井田、間蔵、岡崎、
久保、西野、松野、神前
米山奨学生王さん、カウンセラー元尾さん、今日は
ようこそ七尾みなとへ卓話ありがとうございます!!
10/20 日計 25,000 円
累計 498,200 円
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◎神前会員にご子息様結婚祝いの贈呈

ゲスト ㈱表組七尾営業所長 三谷康彦 氏

週報担当

創立1986年6月15日
RI認証1986年6月26日
【国内第1721】

浅野
―

会

長

木下
木下
松井
中出
岡崎

敬夫
徳泰
聡
信行
敬規

◎米山奨学生 王佩瑾さんのプロフィール紹介
野々市 RC 米山カウンセラー 元尾弘司 氏
◎ゲスト卓話『国際ビジネスから見た中国人と日本人』
2610 地区米山奨学生 王 佩瑾 さん
みなさん、こんにちは。野々市ロータリークラブの
米山奨学生、王佩瑾(ｵｳ ﾊｲｷﾝ)と申します。
今日はお世話になって、改めてお礼を申し上げます。
今日は国際ビジネスから見た中国人と日本人につい
て発表させていただきます。今回の内容は主に四つの
部分に分けられます：商業文化の違い、交流の仕方の
違い、マナーの違いとビジネス交渉の違い。
まず、商業文化の違いについてですが、一番目は皆
さんがご存じのように、日本では年功序列みたいな等
級制度が根付きましたね。社内では、先輩と後輩とい
う概念は強調されています。給料も地位に関わってい
ます。それに対して、中国では実力主義なので、仲間
の関係は比較的に平等で、給料は主に成果によって違
います。その結果として、中国では、社内の競争は激
しくて、転職という現象も少なくないです。
二番目は、日本人は何の事でも、社会の規範に従い
ます。しかし、中国人は、前の皇帝時代の影響を受け
て、特権や優先権を求めることが好きです。
三番目は、時間意識についてですが、日本人は時間
厳守という習慣が世界でも有名です。それに対して、
中国人の時間意識が弱くて、その一つの根拠として、
中国ではバスの時刻表がありません。だから、私は小
学校の時、毎日バスに乗って学校に通っていました。
ときどき、バスが来ないため遅刻したこともあります。
四番目は、日本人が仕事する時、効率を重視してい
ます。社内の社員は毎日忙しそうです。中国は比較的
に効率不足です。でも、面白いのは日本人は効率が高
いのに、どうして残業がそんなに多いですか。これも
日本の文化の特徴の一つですね。
五番目は、日本では、イベントの前に、天気とか交
通とかなどの要素をちゃんと考慮してから、計画を立
てます。しかし、中国人は思いがけないことに対して、
臨機応変のスタイルは普通です。
六番目は、日本人は群集心理や団体重視と言われて
いることに対して、中国人は個人重視と言われます。
中国では、社員の人々の個性や特徴が強調されていま
す。そのため、人々の個性を生かすことができるよう
になります。
次は交流の仕方の違いについてですが、日本は世界
中でもハイコンテクストの国です。つまり、日本人は
話したいことははっきり言わないで、曖昧で、文脈に
よって理解されます。たとえば、
「いいです」、
「けっこ
うです」
、そういうような言葉は肯定と否定の両方の意
味が持っています。そして、日本人にとって、沈黙は
金なり。でも中国人にとって、沈黙は禁なり。中国人
から見ると、沈黙が多すぎると、ちょっと気まずい気
がします。後、中国人は日本人と比べて、話している

次週予告
１１月 ３日（火）法定休会(文化の日)
１１月１０日（火）１２:３０開会点鐘 番伊
モントレー・カーメル訪問 報告会

ときは、ボディーランゲージと表情
が豊かです。
マナーについてですが、まずはプ
レゼントをするときの違いを話し
たいと思います。
中国人は価格が高いものを送る
のが好きです。なぜなら、中国では
プレゼントの値段が自分の気持ち
を表すと思われます。そして、実用性より中国人はプ
レゼントの意味づけに気を付けます。だから、名家の
書道作品のような装飾品がよくプレゼントとなります。
中国人はプレゼントの包装にもこだわります。でも最
近は地球環境保護のため、華やかな包装は少なくなり
ました。
応接の仕方にも違いがあります。日本では小さい会
社でも応接室や会議室がお客さのため用意されていま
す。でも、中国では、自分が働いている現場の事務室
やオフィスにお客さんを連れていくことが多いです。
最後に、ビジネス交渉の時の違いについて話したい
と思います。
まず、日本人はビジネスの意思決定がかかる時間は
相対的に長いです。なぜなら、日本では、意思決定は
グループで討論した後に行われます。でも、中国では、
もちろんグループで討論することがあるが、トップの
人が直接に決めることが多いです。
後は質疑応答の時、日本人は確認するために同じ質
問は様々な角度から繰り返して聴きます。これは中国
人から見ると、要らないことだと思うので、相互の信
頼感が不足という誤解が出るかもしれません。
そして、ビジネス交渉の雰囲気についてですが、日
本人は交流の仕方のため、交渉する時沈黙が少なくな
いです。でも、中国人は一般的に飲みながら相談する
楽な雰囲気なので、沈黙が多すぎると、緊張感が出ま
す。
では、こんなに多くの違いはどうしたらいいですか。
まず、異文化理解はもちろん不可欠です。相互の信
頼感を立てることも大事だと思います。そして、交渉
人のコミュニケーション能力が求められています。契
約書については、内容を十分確認したうえで、何か問
題があったら、タイムリーな処置が必要です。
では、私の卓話はこれで終わらせていただきます。
ご清聴ありがとうございました！
◎閉会点鐘

〔週報担当:勝木〕

地区大会(10/25)

今週の例会担当者： 山田、奥井、
今井、須曽
(10/27)
次週の例会担当者： 茶谷、西野、
(11/10)
魚岸、多田、木村

