
TAKARAZUKA NAKA ROTARY CLUB
WEEKLY BULLETIN

●創　立　平成5年4月10日　
●例　会　毎週水曜日（19：00～20：00）　●例会場　宝塚ホテル
●事務所　〒665-0004 宝塚市梅野町1-46（宝塚ホテル405号室）
●電　話　0797-87-1151 直通83-1110 FAX83-1110
●会長　蓮尾春輝　●幹事　槙野　稔　●会報委員長　前田正明

PEACE THROUGH SERVICE
R.I.会長テーマ

“奉仕を通じて平和を”
会長 田中 作次

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

本日の例会　　3月5日（水） 次週予告　　3月12日（水）
● ソング

● プログラム

「君が代」「奉仕の理想」
　　　　　　山本章太郎　会員

社会奉仕委員会

● ソング

● プログラム

「四つのテスト」
　　　　　　槙野　　稔　会員
「卓　話」
　　　　　　田中　哲三　会員
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◆会員誕生日
　　１日　馬場　和代　会員
　２０日　阪上　栄樹　会員
　２６日　坂上　安夫　会員
　３１日　蓮尾　春輝　会員

◆奥様・ご主人様　誕生日
　１２日　谷口千鶴美　様
　１２日　田村　庸一　様
　１３日　古川　順子　様

◆結婚記念日
　　８日　蓮尾　春輝・統子　様
　１０日　草野　　旦・満里　様
　２７日　田村　庸一・久子　様
　２９日　田中　哲三・寛子　様

◯ガバナー補佐　後藤幹史様、随行者　今井
　保晴様が3月23日開催されたIM参加の御礼の
　御挨拶に来られました。三木・中村両PGの
　御指導いかがでしたか。
◯下山隆一郎様・東野幸一様が来る4月19日㈯
　に開催される三田南RC創立25周年記念式典
　への参加の御依頼に来られました。

会長　大西　利哉

　みなさん今晩は、本日のお客様は、先日の

IMでお世話になりました篠山RCのガバナー補
佐 後藤幹史様と今井保晴様、三田南RC25周年
実行委員長の下山隆一郎様と東野幸一様で
す。ごゆっくりお過ごしください。

 過去のロータリーの友に最も有名なロータリ
アンと題したものがあり、調べてみました。
皆様は既にご存知かもしれませが、ケンタッ
キーフライドチキンで有名なカーネルおじさ
んでした。
　私が初めて、ケンタッキーフライドチキン
に出会ったのは、大阪万博の時だったように
記憶しています。また、あの味にすごく感動
したことを覚えています。
　それ以来、街中に必ずと言っていいほどケ
ンタッキーフライドチキンの店があります。
店頭では、夏冬通じて白いモーニングを着
て、老眼鏡をかけ、でっぷり太った白髪のカ
ーネル・サンダースが客を迎えてくれます。
このカーネル人形の左の襟に、ロータリーの
エンブレムとフリーメーソンのバッチが着い
ていると書かれていましたので、さっそくケ
ンタッキーフライドチキンを食べに検証に行
きました。確かにカーネルおじさんの襟章
は、逆さになった、ロータリーバッジとフリ
ーメーソンの上位の人が付ける、「ミスティ
ック・シュライン 」のバッチでした。
　本名は、ハーランド・デーヴィッド・サン
ダース1890年9月9日インディアナ州ヘンリー
ビルに生まれました。小さい時から苦労をし
て、30歳になるまで40種類以上の職を転々と
してきました。30歳になってケンタッキー州
でガソリンスタンドを始め、他にないサービ

会長の時間

スで評判をとりました。このころ、ジェファ
ーソンビル・ロータリークラブのチャーター
メンバーとして入会しました。しかし、39歳
で大恐慌の影響で最初のG.Sを閉じました。
 翌年、同じケンタッキー州のコービンに移住
しもう一度G.Sを始めました。この時、コービ
ンロータリークラブに移籍しました。そし
て、G.Sに隣接した15畳ほどの物置にテーブル1
つ椅子6脚のカフェを始めました。順調に売り
上げを伸ばし、さらに拡張して24時間営業を
始め、G.Sを手放しました。この時のカーネル
のスローガンは、「最高のサービスをする者
こそが、最大の利益をえる」でした。この業
績に対して、1935年ケンタッキー州からカー
ネル（陸軍大佐）の称号を受けました。以降
75年間、この味は変わることなく今に受け継
がれています。その後、モーターホテルを建
設しましたが、2年後火災ですべて失いました。
　51歳のとき、大規模なレストラン経営にの
り出しましたが、一時は順調に行っていたの
ですが道路事情で、廃業に追い込まれまし
た。その間も社会福祉・慈善事業にも力を入
れていました。
　どん底に落ちた彼は、65歳のときフラン
チャイズの仕組（1ピースに対して4セントを
もらう仕組みと調合した秘伝スパイスを支持
どおり作る）を考えだし、車で寝泊まりしな
がら、フライドチキンのフランチャズの契約
をとりに全米を周り1009件断られ、1010件目
にやっと契約が取れました。これをきっかけ
に、業績が伸び74歳でレストラン数は600店と
なり、引退を決意しました。以後はチェーン
店の親善大使として世界中を巡りました。　

　カーネルは90才で生涯を閉じるまで現役を
通しました。この年、ＫＦＣ加盟店は全世界
48ヵ国、6000店舗に広がっていました。
　カーネがビジネスの基本にしたのは、次の4
つのルールだったと記載されています。
　１．そのビジネスに嘘偽りはないか
　２．そのビジネスは関係するすべての人に
　　　公正か 
　３．そのビジネスは良好な人間関係を作っ
　　　ていくものか 
　４．そのビジネスは関係するすべての人に
　　　とって有益なものか
　　　すなわちカーネルは、ロータリーの四
　　　つのテストに照らしながら事業を営ん
　　　でいたわけです。
　　　カーネルおじさんに出会ったときには
　　　襟章を見てください。
   

ごあいさつ

第993回例会報告 2月26日（水）
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
R.I.会長テーマ

“ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を”
会長 ロン・Ｄ・バートン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブロータリーを
実践し

みんなに
豊かな人生を

ロン D. バートン
2013-14年度RI会長

おめでとうございます
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スで評判をとりました。このころ、ジェファ
ーソンビル・ロータリークラブのチャーター
メンバーとして入会しました。しかし、39歳
で大恐慌の影響で最初のG.Sを閉じました。
 翌年、同じケンタッキー州のコービンに移住
しもう一度G.Sを始めました。この時、コービ
ンロータリークラブに移籍しました。そし
て、G.Sに隣接した15畳ほどの物置にテーブル1
つ椅子6脚のカフェを始めました。順調に売り
上げを伸ばし、さらに拡張して24時間営業を
始め、G.Sを手放しました。この時のカーネル
のスローガンは、「最高のサービスをする者
こそが、最大の利益をえる」でした。この業
績に対して、1935年ケンタッキー州からカー
ネル（陸軍大佐）の称号を受けました。以降
75年間、この味は変わることなく今に受け継
がれています。その後、モーターホテルを建
設しましたが、2年後火災ですべて失いました。
　51歳のとき、大規模なレストラン経営にの
り出しましたが、一時は順調に行っていたの
ですが道路事情で、廃業に追い込まれまし
た。その間も社会福祉・慈善事業にも力を入
れていました。
　どん底に落ちた彼は、65歳のときフラン
チャイズの仕組（1ピースに対して4セントを
もらう仕組みと調合した秘伝スパイスを支持
どおり作る）を考えだし、車で寝泊まりしな
がら、フライドチキンのフランチャズの契約
をとりに全米を周り1009件断られ、1010件目
にやっと契約が取れました。これをきっかけ
に、業績が伸び74歳でレストラン数は600店と
なり、引退を決意しました。以後はチェーン
店の親善大使として世界中を巡りました。　
　カーネルは90才で生涯を閉じるまで現役を
通しました。この年、ＫＦＣ加盟店は全世界
48ヵ国、6000店舗に広がっていました。
　カーネがビジネスの基本にしたのは、次の4
つのルールだったと記載されています。
　１．そのビジネスに嘘偽りはないか
　２．そのビジネスは関係するすべての人に
　　　公正か 
　３．そのビジネスは良好な人間関係を作っ
　　　ていくものか 
　４．そのビジネスは関係するすべての人に
　　　とって有益なものか
　　　すなわちカーネルは、ロータリーの四
　　　つのテストに照らしながら事業を営ん
　　　でいたわけです。
　カーネルおじさんに出会ったときには襟章
を見てください。

◆移動例会
　会長より、ケンタッキーフライドチキンの
カーネルサンダース氏のお話しを頂きました。
　例会場は小円卓を並べる方式ではなく、四
角に囲む形式で、又何時もとは異なった雰囲
気を楽しみました。

○下山　隆一郎様（三田南RC）
　東野　幸一　様（三田南RC）
　御世話になります。
　よろしくお願いします。

　　本日合計　　　　　　　　5,000円
本日までの累計　　　　610,000円

　　　　　　　　　　（田村　久子　記）

◆本日のソング
「Be　A　Rotarian」

野木　久子　会員

◆出席報告

ニコニコ箱

週間報告

プログラム

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
2月19日

本　日 28

28

2

2

26

26

20

19 6

76.92

96.15
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◆クラブゲスト
阪神第3地区ガバナー補佐　　　

後藤　幹史　様（篠山RC）
阪神第3地区ガバナー補佐付幹事

今井　保晴　様（篠山RC）
下山　隆一郎様（三田南RC）
東野　幸一　様（三田南RC）

◆幹事報告
・今週末　3月1日㈯～2日㈰は地区大会です。
　皆様ご出席よろしくお願いします。

◆スポット
◯竹原会員より2月12日福島の鏡石第一小学校
　で開催された贈呈式の様子と、当地の皆様
　から大いに感謝されたお話しを伺いました。

◆地区大会の報告
◯中村、阪上両会員朝早くから受付応援有難
　うございました。
◯竹中先生、流石です。満席の聴衆を2時間退
　屈させずに引きつけました。
　二つのkey word：グロバリゼーションとデ
　ジタル
　成長戦略には、目先の貿易赤字に惑わされ
　ずに規制緩和を！

　・誰だっけ、Table for two キザな言葉だけ
　　ど言ってみたいね。
　・宝塚宙組レビュー、大会を盛り上げまし
　　た。

ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

ひとくち

NTT東日本と西日本は2月28日、事業
者が電話で有料情報番組を提供する
「ダイヤルQ2」サービスを終了しま
した。1989年にスタートし、最盛期の
91年には約8500もの番組が提供されて
いました。だが高額請求が社会問題と
なる一方、インターネットの普及で利
用者が激減。番組数は26まで減り、約
25年の歴史に幕を引くことになったそ
うです。まだ残っていたのが不思議で
すね。


