
カーネルがフランチャイズに
よるフライドチキン・ビジネスへ
と本格的に邁進するのは６５
歳で無一文になってからのこと
だ。それから９０歳でこの世を
去るまで、カーネルはケンタッ
キー・フライドチキンの顔として
活躍する。つまり我々が知っているつもりでいるカー
ネルおじさんとは、６５歳で無一文になった後のカー
ネルおじさんなのである。
カーネル・サンダースは１８９０年（明治２３年）９

月９日インディアナ州の小さな町ヘンリービルで生ま
れた。父ウィルバートと母マーガレット夫婦の長男と
して生まれ、２歳下に弟クラレンス、５歳下の妹キャ
サリンの５人家族であった。父は農業や肉の販売を
生業にしていたが、カーネルが５歳の時にこの世を
去っている。母親思いだったカーネルは、家計を助
けるために１０歳から働くようになる。

初の仕事は農家に住み込んでの下働きだった。
以降、ペンキ職人の見習い、路面電車の車掌、キュー
バへの兵隊志願、鉄道の機関士など職業を転々と
する。職歴の第一ステージは農夫、機関士、保険
やタイヤのセールス。第二ステージはサービス・ス
テーションの経営者として独立する。第三ステージ、
６５歳で無一文になってから、ケンタッキー・フライド

チキンのフランチャイズ・ビジネスを成功させる。
それから８年会社を売却し、ケンタッキー・フライド

チキンを売り込む。生涯現役の中、１９８０年１２月１
６日９０歳でこの世を去る。
そカーネルが作るフライドチキンには圧力鍋とは

異なるもう一つの秘密があった。それがイレブン・ス
パイスと呼ばれる調味料のブレンドです。シークレット・
レシピであるこのイレブン・スパイスは調合方法が文
書として残っている。それは現在ではケンタッキー州
ルイビルにあるＫＦＣ本部の金庫で厳重に管理され
ている。
カーネルのビジネス哲学、ただ二つのルールを守っ

て来ただけ。『できることはすべてやれ。』、『やるな
ら 善を尽くせ。』これが何かを達成するための唯
一の流儀だ。
カーネルは保険の営業マンとして頭角を現すにつ

れてこの時期にロータリー・クラブの会員になってい
る。ロータリー・クラブのメンバーとして迎えられたとき
のこと。スローガンに心をうたれた。
『 も奉仕する者が 大の利益を得る。』、『我が

身の前に他人に奉仕せよ。』 物事を行う際これら
二つのモットーに従うように努めてきた。
そもそも何かに対して人が進んでお金を払うのは、

それが本当に自分のためになったからである。自分
のためにならないものに進んで金など支払う人などい
るだろうか。いるはずがない。
『つまり他人に奉仕するとは、他人がああしたい、

こうしたいと思うこと、要するに的確にとらえて、それ
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【 本日のプログラム 】 8月3日 卓話 「クラブ創立40周年について」 40周年実行委員会
【 次回予告 】 8月10日 クラブフォーラム 「会員増強月間にあたり」 会員増強委員会

【 第1864例会 】 平成29年7月20日（木） 【 司会SAA 】 髙橋 清 君
【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 梅田 秀雄 君

【ゲスト】 大谷新一郎様（相模原南RC）、加藤伸一様（海老名欅RC） 【ビジター】 磯部芳彦様（座間RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 7名(敬称略)

41名 28名 77.78% 88.89% 10名 橋本（吉）、引田、石田、板垣、川名、新村、苗加

会長の時間 小栁 智裕 会長

1870号



にふさわしい何らかの価値を提供することだ。』
『そして提供する価値の質が高くて、しかもその人

だけにしか提供できないものならば、人は競ってその
価値にお金を支払うだろう。結果、 も奉仕する人
が 大の利益を得ることになろう。』
さらにカーネルは、このロータリー・クラブで「四つ

のテスト」の重要な考えに出会っている。これは人が
何か事業を行おうとする際のチェックリストである。
１．嘘偽りはないか？
２．関与するすべての人に公平か？
３．信用と信頼を築けるか？
４．関与するすべての人に利益があるか？
カーネル・サンダースの経験談
①ベッドに入ったらあれこれ悩まないこと。とてもつら
かったコービン時代以来、ずっとそうしてきた。

②お金がすべてではない。ずっと言ってきたように、
良いことや、人を助けることにより興味をもってい
た。36年以上も前に参加したロータリー・クラブの
スローガンが「我が身の前に他人に奉仕せよ」と
言うように。

③人は60や65になると人生これで終わりと思うもの
だ。しかしその人の年齢は、自分が感じた年、思
い込んだ年で決まる。年がいくつであろうと、やれ
る仕事はたくさんある。

④「なぜ引退しないのですか」と尋ねられたら、こう
答えるんじゃ。「錆びつくよりか、すり切れる方がま
し」じっとしていて錆びつくよりも身を粉にしている
方がすきなんだ。

⑤安易な道は効率的だし時間もかからない。困難な
道は骨が折れるし時間もかかる。しかし時計の針
が進むに従って、容易だった道が困難になり、困
難だった道が容易になるものだ。

⑥指針にしていた教訓がある。人は「できる」とか「し
たい」と思う分だけ実現できるものだ。

①7月13日（木）会長幹事会が開催されました。青
少年交換留学生受け入れクラブへとして、31,85
6円を頂きました。

・地区大会への参加依頼がありました。
・新会員の集い第6グループ主催は11月、地区主
催は3月頃開催予定です。

・ロータリーカードへの加入依頼と、マイロータリーへ
の登録依頼が改めてありました。

・クラブでのエンドポリオ募金開催の依頼が来ており
ます。

・トロントで開催されます国際大会への参加依頼が
ありました。

・九州豪雨災害への義援金協力の依頼が改めてあ
りました。

②本日直前会長、幹事ご苦労さん会が北京飯店で
開催されます。

③次週7月27日（木）は9日移動例会の振替休会と
なります。

【お祝いの方々】
親睦活動委員会 梅田 秀雄 委員長

会員誕生日 郡司 守 君 7月24日
配偶者誕生日 北砂 仁美 夫人 7月29日
創業記念日 石川 達男 君 7月20日

川名 惠美子 君 8月1日
入会記念日 髙橋 清 君 7月23日

「大谷新一郎ガバナーをお迎えしてて」
国際ロータリー第2780地区ガバナー

大谷 新一郎 様
第6グループ ガバナー補佐 加藤 伸一 様
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幹事報告 北砂 明彦
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詳細は下記よりダウンロードください。

https://1drv.ms/u/s!AoasHCt7SKasg

TPi4PUR3IsdaxbW
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大谷 新一郎 様（相模原南RC）
本日は公式訪問でおじゃまいたします。よろしくお

願いたします。
加藤 伸一 様（海老名欅RC）
本日はガバナー公式訪問でまいりました。よろしく

お願いいたします。
磯部 芳彦 様（座間RC）
本日お世話になります。

小栁智裕会長、北砂明彦幹事、髙橋政勝副会長
2780地区大谷新一郎ガバナー、お暑い中ようこ

そ大和中クラブへお越し頂きました。本日はよろしく
お願いいたします。
入江 公敏 君、阿萬 正巳 君
大谷新一郎ガバナー、本日はよろしくお願いしま

す。磯部AG、ようこそおいで下さいました。
後藤 定毅 君
大谷ガバナー、ご苦労様です。本日は所用で欠

席ですが、一年間ご指導お願いいたします。
上田 利久 君、伊藤 英夫 君
大谷新一郎ガバナー殿、暑い中、本日の公式訪

問よろしくお願いいたします。振り返って 40年、一
時期、中だるみもありましたが、後藤バストガバナー
年度を境に、我がクラブにも活気が戻ってきました。
老いも若きも合い集い楽しい奉仕活動をしています。
本日はよろしくご指導下さい。
古郡 清 君
大谷ガバナー、加藤ガバナー補佐、暑い中での

公式訪問ありがとうございます。一年間よろしくお願
いいたします。

藤塚 勝明 君
大谷ガバナー、早い段階でのご訪問、ありがとう

ございます。一年間のご指導よろしくお願いいたしま
す。
髙橋 清 君
①大谷新一郎ガバナー、加藤伸一ガバナー補佐、
お忙しいところ大和中ロータリークラブにおいで下
さいまして、ありがとうございます。よろしくご指導
下さいますようお願いいたします。

②入会記念日のお祝い頂き、ありがとうございます。
梅田 秀雄 君
大谷新一郎ガバナー、ようこそおいで下さいまし

た。本日はご指導よろしくお願いいたします。
横澤 創 君
大谷新一郎ガバナー、本日はご指導をよろしくお

願いたします。
石川 健次 君
大谷ガバナー、暑い中公式訪問ありがとうござい

ます。一年間ご指導お願いします。。
鈴木 洋子 君、橋本 日吉 君
大谷ガバナー、本日はお忙しい中ありがとうござ

います。一年間ご指導よろしくお願いいたします。
北砂 明彦 君
本日は妻のお祝いありがとうございます。身体も

態度も子供と一緒に年々大きくなっていく気がしま
す。
石川 達男 君
創業記念日をお祝い頂き、ありがとうございます。

創業56年になります。

スマイルボックス 橋本 日吉 副委員長 本日 \２５，０００ 累計 \１２０，２５９

直前会長、幹事ご苦労さん会（会場 北京飯店 18時30分～）

入江公敏直前会長、

阿萬正巳直前幹事、

一年間ご指導ありが

とうございました。


