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「第５３定期総会」を開催

－来賓・会員等約90 名が参加、各議案を満場一致で承認－

本会議所では「第53 期定期総会」を6 月 6 日、エスタシオ

ンデ神戸で開催しました。

定期総会の来賓には、朱哲完駐神戸総領事、朴先哲同副総

領事、李在雨同領事、柳孝淑同領事、山本敏信日韓親善兵庫

県議連会長（自由民主党）、吉田謙治日韓友好神戸市議連会長

（公明党）、李圭燮民団兵庫本部団長、李静子同議長、新井康

夫日本ケミカルシューズ工業組合理事長、塩見英明日韓親善

協会事務局長、朴鐘三近畿産業信組常勤監事、農本貴充 SB J

銀行神戸支店長が参席、また在日韓商・地方韓商からも金光

一在日韓商会長、朴義淳同代表理事、崔鐘太同常任顧問（本

会常任顧問）、趙成允神奈川韓商会長、金廷守京都韓商副会長

が参加するなど役員・会員企業など約90 名が参加しました。

定期総会は、李剛士副会長の開会辞の後、辛輝浩会長が主

催挨拶を行い、国内外経済情勢の現況と課題等に続き、宋玉

植前執行部から執行部を継承した今期（第53 期）の主要活動

として、納税業務はじめとした経営支援活動、第 7 期「東ア

ジア経営塾(SEA@BIZ)」活動など若手企業家等への支援活動、

釜山商議所との交流事業等の活動報告と引き続き経営サポー

ト活動に尽力する旨の挨拶を述べました。続いて上部機関か

らの激励辞を金光一、来賓祝辞を朱哲完総領事、李圭燮民団

団長より頂戴しました。

議案審議では、第1号議案【2016 年度（第53 期）事業報告

書承認の件】、第2 号議案【2016 年度（第53 期）収支決算書

承認の件】、第3 号議案【2017 年度（第54 期）事業計画案承

認の件】、第4号議案【2017 年度（第54 期）予算案承認の件】

を採択・審議した結果、いずれも満場一致で承認しました。

総会後の懇親会では、山本敏信兵庫県議連会長、吉田謙治

神戸市議連会長の祝辞、そして宋玉植名誉会長の乾杯の音頭

により歓談に入り、和気あいあいとした雰囲気の中、参加者

各々が親睦と交流を深めました。また懇親会の最後に総会実

行委員メンバーの紹介と共に金省行副会長（実行副委員長）

の閉会辞で総会を終えました。

－韓国最新のビジネス環境を知る－

韓国進出・投資環境説明会 i n 神戸
○開催日：７／２０(木)１０：００～１２：３０ 説明会

　　　　　　　　　　　１２：３０～１３：３０ 交流会

○会　場：ANA クラウンプラザホテル神戸

　　　　　 TEL)０７８－２９１－１１２１　　＊新神戸駅直結

○主　催：駐神戸韓国総領事館、仁川経済自由区域庁、大邱・

　　　　　慶北経済自由区域庁、KOTRA 大阪、他

○主内容：①韓国経済・景気・金融市場説明

　　　　　②大邱・仁川地域のインフラ・進出環境説明

　　　　　③韓国人材採用サービス事業説明

　　　　　④交流会（昼食含）、名刺交換会、他

○参加費：無料　＊定員なり次第締切

【お問合せ･お申込み】　KOTRA（大韓貿易投資振興公社）大阪

　TEL：０６－６２６２－３８３１　E-mail：lemoyg@kotra.or.jp

　　　　　

－韓国・アジアの経済協力強化に向けて－

2017 韓国･アジア地方政府経済協力会議
　慶尚南道では韓国・アジア地域の経済・通商協力の強化と

交流活性化に向けて「2017 韓国･アジア地方政府経済協力カン

ファレンス」を下記の通り開催します。

○日　程：９／２７（水）～２９（金）　＊2 泊 3 日

○会　場：慶尚南道昌原コンベンションセンター

○主　催：慶尚南道、㈱慶南貿易

○主内容：輸出商談会、経済講演会、企業視察、投資環境セ

　　　　　ミナー、参加自治体交流会議、晩餐会、他

○参加国：韓国、日本、中国、ベトナム、インド、インドネ

　　　　　シア、フィリピンなど7 カ国 16 地域 300 余名

○対　象：自治体、企業（バイヤー）、大学、関係機関等

○締　切：６／２９

○備　考：参加企業（1 社 1 名）滞在費、航空費片道補助

【お問合せ･お申込み】 兵庫県産業労働部国際経済課（三谷）

　TEL：０７８－３６２－４１５８

　E-mail：kazuhiro_mitani@pref.hyogo.lg.jp

－神戸市・(公財)新産業創造機構主催－

神戸市ものづくり I o T セミナー

○開催日：７／２０(木)１４：００～１６：００

○会　場：神戸市産業振興センター９ F 会議室

　　　　　　TEL)０７８－３０６－６８０５　＊ハーバーランド内

○主内容：①様々な繋がりによる付加価値創出と産業社会推

　　　　　　進に向けた製造業の課題と取り組み

　　　　　　　・講師：経済産業省

　　　　　②ものづくり企業のIoT（モノのインターネット）

　　　　　　活用による課題解決例

　　　　　　　・講師：富士通総研

　　　　　③IoT によるデモンストレーションあり。

○参加費：無料　※定員50 名

【お問合せ･お申込み】新産業創造機構技術部門

　TEL：０７８－３０６－６８０５　E-mail：eventa@niro.or.jp

－当会議所 専門家委員会主管－

法律・税務・融資・労務等『無料相談窓口』

○開催日・場所

　・７月）７／５（水）16:00　於）民団西播支部

　・８月）８／２（水）16:00　於）兵庫韓商

○専門家：弁護士、税理士、司法書士、行政書士、一級建築

　　　　　士、社会保険労務士、中小企業診断士など

○内　容：法律問題、税務・経営問題、労務管理問題、入管

　　　　　関連問題、各種許認可問題、年金問題、他

○相談料：無料　　※国籍不問、事前申込必要。

【ご予約・お問合せ】　兵庫韓商 TEL）０７８－６４６－９６１１　

　　　　　　　　　　民団西播 TEL）０７９－２８１－０５８５
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高龍弘社会保険労務士の中小企業経営者のための労働経済学(5)

～増える預貯金、アベノミクスの成果･･･～

●公的助成金・給付金の支給申請

●各種書類の作成・代理代行

●人事労務の管理・改善・アドバイス

●年金問題などのご相談、他

社労士事務所 アジール

 〒 657-0052 神戸市灘区神前町 2-5-18

　TEL)０７８－８６２－３３４７　FAX)０７８－８６２－３３４９

　E-mail）asylky@yahoo.co.jp

《業務内容》

【お気軽にご相談下さい】

コ ヨン ホン

社会保険労務士　高 龍 弘

　企業業務を全面的にバックアップします！

【兵庫韓商 専門家委員会 委員長】

【兵庫県社労士会 神戸東支部 副支部長】

コ･ヨンホン

●「死に金」

　ある商人と客がビジネスを終え、雑談をしていました。商

人は「才能を持っていても、使わなければ無いのと同じ。善

行をしても、評判にならないならしなかったのと同じだよ」

と、いつもの持論を講釈しました。すると客は「それじゃ、い

くらお金を持っていても、使わなければ無いのと同じですね」

と何気なく言いました。商人は「まあ、そういうことですね」

と答えましたが、思わず急所を突かれてドキリとしていたの

です。彼には有り余るお金がありました。客が帰った後、い

つも通り土蔵の金塊を確認しますが、今日は違って見えます。

金塊が「使ってくれ」と語っているのです。

　使うのは良いが、どう使えばよいのか･･･。彼は、「商売の

醍醐味は、安く手に入れた掘出し物が高く売れることだ」と

改めて考えたのです。そして一人の風体の上がらない王子を

見つけました。彼は自ら補佐役とパトロンを買って出て、自

分の愛人をあてがい、自宅を与え政財界の大物を招いてパー

ティを連日のように開催し、王室に莫大な賄賂を贈った結果、

ついに王子は兄らを追い落として国王となり、商人の呂不韋

(りょふい)も丞相＝首相になったのです。その後、国王は急

逝しますが、その子（実は呂不韋とあてがった愛人の子）が

後を継ぎ、やがて中国全土を統一する秦の始皇帝となりまし

た。一介の商人が掘出し物～使えないコイン（奇貨）～に値

打ちをつけて出世したという、「奇(き)貨(か)居(お)く可(べ)

し」の故事です（陳舜臣著「ものがたり史記」）。

　こんな故事を思い出したのは、今年 3 月末の銀行・信用金

庫の預金残高が過去最高の1053 兆円に達したというニュース

に接したからです。アベノミクスは、「お金をどんどん印刷し

て設備投資に回して輸出を推進すると、売上げが伸びて賃金

も上がり、消費もUP してGDP も上がる」という結構ずくめの

政策の「はず」でした。しかし実際は、景気の低迷で設備投

資など出来ず、使えない金が「死に金」になって銀行に溜まっ

ているのです。「俺んトコは莫大な経費を業者に払っている

ぞ」と言う社長もいると思われますが、その振込先もまた銀

行のため、結局お金は金融機関を行き来しているだけなので

す。

　今年の春闘は労働者にとって厳しく、6 月からはビール、ハ

ガキなど身近な商品が値上がりしました。そのためますます

財布のヒモが固くなり、みんな口座から現金を下ろそうとし

ません。まさしく金は「使わなければ無いのと同じ」で、「使っ

てくれ」という悲鳴が聞こえてくるようです。

●株価2万円台はアベノミクスの成果？

　問題は、大量の紙幣を預かる民間銀行です。貸出先は少な

い。その分、本来なら投資に回しますが、重要な投資先であ

る国債は日銀がすべて買い取るので買えません。残るは株式

投資ですが、基本的に株はリスクが大きく、「健全で手堅い」

銀行向きではないのです。株価は6 月 1 日、日経平均2 万 139

円の値を付けました。同時期に発表された「4 月の有効求人倍

率1.48 倍」と合わせ、「アベノミクスの成果だ」とする評者

もいますが、これを信じる人は少ない。株高は世界中で進行

しており、ニューヨークやインドなど軒並み 2 ケタ台の上昇

なのに「世界3 大証券取引所」の東京市場は6％止まりです。

世界的に見ても日本経済が低迷している証です。そんな株に

「死に金」と言えど投資は出来ないのです。

●故事は今も～ソフトバンクの投資ファンド

　6月9日、安倍内閣は経済財政運営の指針である「骨太方針」

と「未来投資戦略」を閣議決定しました。「健康医療データの

一元化」「AI を用いた医療」「ドローンの宅配」等々が並んで

いますが、いずれも未来の話。日経は「即効策なき成長未来

図」と報じています。しかし方針は、「社会人が IT スキルを

学ぶなど、人材の育成が強化されなければならない」と重要

な指摘をしています。AI に限らずとも、未来に向けて呂不韋

のように「人材」に投資することが、今こそ求められている

のかもしれません。

　ソフトバンクは既に行動しています。IT ベンチャー限定の

10 兆円規模の投資ファンド「ソフトバンク・ビジョン・ファ

ンド」をサウジアラビアと共同で設立します。すべての産業

が IT でつながり、「ゴールドラッシュが始まる」と孫氏は語

りました。彼は投資先となる IT ベンチャー同士を連携させ、

自ら第 2 のシリコンバレーを創るという壮大な夢を持ってい

るのです。

　呂不韋が手元に置いた「奇貨」が始皇帝に大化けしたのは

今から約2300 年も昔ですが、その精神は今も健在であり、事

業規模を問わず全ての経営者に大切なことだと言えます。


