
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累        計 2,506,000円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 100.24％ 

 

 

・5/24  例会 

・5/25  IM３組 燦々会 帝国ホテル 18:00～ 

・5/28  2022-23のための地区会員増強セミナー 

・5/29  インターアクト新入生歓迎会 

     9:30-15:30 (パークゴルフ万博公園) 

         インターアクト合同会議 

     16:00-17:00 

・5/31  例会 

・6/7  例会 クラブ戦略委員会（例会終了後） 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12時 30分～1時 30分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

◆4つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 

DAITO 
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OSAKA JAPAN 
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令和 4 年 5 月 24 日発行   No.2573 2022.5.17（No.2572）の例会記録 

 

 

  大東ロータリー会長テーマ 

    「 当意即妙 」 

◆ 出席報告（5月 17日分） 

会員数 37名 出席数 29名 欠席者 0名 

特定免除 2名 その他免除 6名 

出席率 100％ 

 

前々回 5月 10日分 

会員数 37名 出席数 26名 欠席者 0名 

特定免除 6名 その他免除 5名 

出席率 100％ 

後面に記載 

        

    「ふりかえって」 

          上田 陽造 会員  

 
２０２１年～２０２２年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  シェカール・メータ 

今週の予定   （5月 24日） 
お知らせ 

創立 1967年 12月 26日 
■会長 中  恒夫 
■幹事 空門 満也 
■広報委員長 生駒 智人 
（会報） 

次週の予定   （5月 31日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 

奉仕しよう みんなの 

人生を豊かにするために 

 

  

「相続法などの改正について」 

           間 紀夫 会員 

      

      

 クリスマスの始まりについて」 

         森脇 克弥 会員     

 

      

 



 

 

             

 

皆さんこんにちは、今日はロータリアンでありましたカ 

ーネルサンダ－ス氏についてお話します。 

 

カーネル・サンダース 

全世界の主要な都市に必ずと言っていいほどあるケン 

タッキー・フライド・チキンの店頭では、夏冬通じて白 

いモーニングを着て、眼鏡をかけた、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 

眼鏡は本物の度入りの老眼鏡なので、眼鏡を忘れた人には便利らしく、無断で拝 

借する人が後を絶たないそうです。 1985 年の阪神優勝にまつわるカーネル・サ 

ンダースの呪いの話は有名です。優勝に熱狂した余り、阪神フアンがバースに良 

く似たカーネル人形を胴上げして、道頓堀川に落としてしまいました。いつもの 

ごとき熱狂阪神ファンの暴挙ですが、川へ投げ捨てられたカーネル人形の呪いが、 

阪神にふりかかって、それ以来最下位の常連となり、実に二十年近くの間、優勝 

から遠ざかることになったという話です。彼にフリーメーソンの烙印を押す人も 

多く、その証拠に、このカーネル人形の左の襟に、フリーメーソンのバッチが着 

いていると言うのですが、目を凝らして良く見ると、それはフリーメーソンのバ 

ッチではなく、紛れもないロータリーのエンブレムなのです。そうです。彼はれ 

っきとしたロータリアンなのです。ハーランド・サンダース Harland Sanders は 

1890 年 9 月 9 日にインディアナ州南部のヘンリービルで生まれました。 

小学校に通いながら、10 歳から近所の農場で働き始め、中学を中退した後、16 歳 

の時に年齢を偽って軍隊に入りましたが、これが露見したため 2 ケ月で除隊にな 

ります。その後サザン・パシフィック鉄道に入社して、修理工、ボイラー係、機 

関助手、保線係を務めましたが、19 歳の時に解雇され、ノーフォーク&ウエスタ 

ン鉄道、ペンシルバニア鉄道と渡り歩いた後に、保険会社の外交員になります。 

1912 年 22 歳の時に、インディアナ州ジェファーソンビルに転居し、フェリーボ 

ートの経営に携わり、その後、アセチレンガスのランプ販売、タイヤのセールス 

を経て、1919 年、29 歳でケンタッキー州ニコラスビルでガソリン・スタンドを 

経営します。このガソリン・スタンドは徹底したサービスによって大いに繁盛し 

て、やっと安定した生活を送ることができるようになりました。なお、1920 年、 

29 歳の時に、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 

て入会します。1930 年にケンタッキー州コービンにガソリン・スタンドを移転し 

たサンダースは、コービン・ロータリークラブに移籍しました。「自動車には良質 

のガソリンが必要なのと同じように、ドライバーにも良質な食事が必要である」 

と考えたサンダースは、ガソリン・スタンドに併設して 6 席の「サンダース・カ 

会長の時間 
会長 中 恒夫 

 

 

 

 



 

 

フェ」を開店し、手製のフライド・チキンを出しますが、これが美味しいと大評 

判になって、長蛇の列ができるほど繁盛しました。そこでサンダースは、レスト 

ラン事業に専念するために、ガソリン・スタンドを売却して、道の反対側に 142 

席の本格的なレストランを建設して、「ケンタッキー・フライド・チキン」の商標 

で、大々的なレストラン経営にのりだします。1935 年、ケンタッキー州知事から、 

おいしいフライド・チキンを提供した功績をたたえてカーネル Colonel 陸軍大佐 

の名誉称号を受けました。これが、カーネルというニックネームがついた由来で 

す。カーネルがビジネスの基本にしたのは、次の四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。カーネルがロータリーに入会したのは、この四つのテストに魅せら 

れたからだという記述がありますが、彼がロータリーに入会した 1920 年には、 

まだ四つのテストはできていませんので、この記述は明らかな間違いです。  

フランチャイズ事業の契約内容は、①清潔なレストランであること。②圧力釜の 

性能の差で味が変わるのを防ぐため、圧力釜とタイマーをセットしたものを 35 ド 

ルで購入すること。③フライド・チキン一ピース当たり 4 セントのロイアリティ 

を支払うこと。④スパイスの中身は秘密にして調合済みのものをロイアリティに 

含めて渡すことでした。このフランチャイズ事業が評判になってテレビに出演依 

頼がきました。冬だというのに白いモーニングを着て出演したのが大うけして、 

これがその後、カーネル人形として、ケンタッキー・フライド・チキンのトレー 

ド・マークとなりました。1960 年に、本拠地を交通の便のよいルイビスに移転し、 

同時にシェルビービル・ロータリークラブに移籍しました。1964 年、74 歳の時 

に、200 万ドルでジョン・ブラウンに権利を売ってリタイアしましたが、その後 

ナビスコを経てペプシコーラに売却されたときの価格は 8 億 4000 万ドルと言わ 

れています。 コーネルがフランチャイズの仕事で飛び回った距離は 40 万キロ、 

地球を 10 週する距離でした。四つのテストを実行して、二度のビジネスを成功さ 

せた偉大なロータリアン、カーネル・サンダースは 1980 年、90 歳で白血病のた 

め逝去しました。さて、先日は森田委員長による例会、情報集会とお世話になり 

有難うございました。近年の若者の考え方について、意見を頂きお疲れ様でした。 

明日、5 月 18 日に大東市民憲章推進協議会の総会が、5 月 19 日には、四条畷警 

察署管内推進本部総会があり、5 月 21 日には、大阪城北ロータリ－クラブの周年 

記念式典があります。以上報告させていただき会長の時間といたします。 



 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                  委員長 岸沢 重和 

 

・結婚記念日 自祝                    池田  實 君 

・結婚記念日 自祝                    西條 義昭 君 

・結婚記念日 自祝                    藤本 和俊 君 

・結婚記念日 自祝                    杉原 巨峰 君 

・結婚記念日 自祝                    柿木  篤 君 

・結婚記念日 自祝                    生駒 智人 君 

・情報集会ありがとうございました      中  恒夫 君 

・森田委員長、情報集会ご苦労様でした。中会長、ごちそうさまでした。 

                             空門 満也 君 

・例会欠席お詫び                     木村 克己 君 

・毎日楽しく過ごしております               中野 秀一 君 

・娘の学校の PTA 会 会長職、無事終える事がきました。感謝！ 東村 正剛 君 

・本日、５５周年実行委員会を開催いたします。よろしくお願い致します。 

                             中嶋 啓文 君 

・森田委員長、情報集会お疲れ様でした。谷中さんありがとうございました 

                             間  紀夫 君 

・本日も宜しく御願い致します               中野 隆二 君 

・岸沢さん、今日の小ネタ楽しみにしております       柿木  篤 君 

・一年生の息子がわんぱく相撲の優勝を狙いましたが、まさかの一回戦負けでし 

 た                           森田 武雄 君 

・東村さん、PTA 会長２年間お疲れ様でした。色々と勉強になりました 

                             中崎  諭 君 

・中会長、先日はありがとうございました。情報集会楽しかったです 

                             中野  剛 君 

・本日ニコニコ目標金額達成しました。感謝！        岸沢 重和 君 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 



 

 

 

 

米山奨学生の蔡淳安（ｻｲｼﾞｭﾝｱﾝ）さんが 

例会に来られ奨学金が手渡されました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          「今年の阪神タイガースについて」 

                            ゲストスピーカー 

                   元阪神タイガース監督 藤田 平 氏  

                         担当 西條 義昭 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元阪神タイガース監督の藤田平氏にお越しいただき、「今年の阪神タイガースにつ 

いて」卓話をしていただきました。 

 

 

 

 

先週の卓話   


