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●点  鐘  川野健人 会長 

会長報告 

 

                川野健人 会長 

 皆さん、こんにちは。毎週会長報告をするのは、以

外と大変ですね。そのおかげで、ロータリーの事を勉

強するようになりました。そこで、一つ発見がありま

した。 

 ポール・ハリスを除いて、世界で最も有名なロータ

リアンは誰かと言われれば、以外と思われるかもしれ

ませんが、１８９０年生まれの有名な方もロータリー

アンでした。 

 どなたか知ってますか？ 

 答えは「カーネル・サンダース」です。 

あのケンタッキーフライドチキンの創業者です。世界

のフランチャイズ店舗数世界５位の店です。しかし、

ここでも驚きだったのが、 

1位：セブンイレブン 

（アメリカ発祥、1991年にセブンイレブンジャパンが

本家を子会社化して日本企業に） 

2位：サブウェイ 



3位：マクドナルド 

4位：公文 

5位：KFC 

だと言う事です。さてどこの店に行っても白いヤギひ

げを生やして、お店の前でお客様を迎えてしています。 

このカーネルおじさん人形の襟に、ロータリーバッジ

が輝いているのを皆さんご存じだったでしょうか。カ

ーネルさんは、ロータリークラブの広告塔とも言われ

ています。 

カーネル・サンダースは１８９０年、インディアナ

州南部の町、ヘンリービルに生まれました。本名はハ

ーランド・サンダースといいます。 

カーネルというのは、１９３５年にケンタッキー州知

事から功績があったとして、「陸軍大佐」（カーネル）

の名誉称号を受けたので、以後こう呼ばれるようにな

ったのです。 

 彼は５歳で父を亡くし、工場で働く母の代わりに料

理を作りました。６才の時、ライ麦パンを一人で焼き

上げ、これがあまりにも見事な出来映えなので、大人

達は彼の腕前を絶賛しました。 

このことで少年は“もてなしすること”（Ｉ ＳＥＲ

ＶＥ）の喜びを深く心に刻みつけたのです。そして１

０歳の頃、農場に働きはじめてから、さまざまな職業

（市電の車掌、兵隊、鍛冶やの手伝い、機関車の釜焚

き、渡し船の船長等々）を転々としたカーネルは、１

９３０年、ケンタッキー州のコービンという田舎町で、

ガソリンスタンドを始めました。 

そこで彼は、車にガソリンが必要なように、人間に

もおいしい食事が必要と、ガソリンスタンドの脇にテ

ーブル１卓、いす６席のレストラン、「サンダース・カ

フェ」をオープンしました。するとカーネルが丹念に

作るフライドチキンが大評判になり、毎日長い行列が

出来るほど繁盛し、ついに今日の世界的チェーンに発

展するまでになりました。 

彼は早くからロータリー活動と熱心に取り組み、１

９１９年、２９歳でインディアナ州の地元ジェファー

ソンビルＲＣのチャーターメンバーになりました。そ

の後ケンタッキー州のコービンＲＣを経て、同州のシ

ェルビービルＲＣのメンバーとして活躍、１９８０年、

９０歳で亡くなりました。 

 まだまだ、他にロータリーアンで、有名な方がいま

したら、ご報告したいと思います。 

 

【参照記事】 

長崎東ロータリークラブ 雑誌委員会 

最も有名なロータリアン（友１９９８－９号 京都南 沼田 廣） 

 

新入会員入会式 

 
新入会員  林 洋一会員 
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諮問委員委嘱状授与 

 

細井保雄会員 

 



幹事報告 

 

               春日雅樹 幹事 

本日入会の林洋一会員入会おめでとうございます。 

ロータリーライフを楽しみましょう。 

毎回言わせていただいている例会出欠、食事の件で

すがパーセントが少し増えました。ありがとうござい

ます。 

しかし、名前が書いていなかったことや、○×が書

いていなかった事がありました。せっかくですのでし

っかり書いていただけるとありがたいです。 

100％に向けて皆さん頑張りましょう。 

 

出席状況報告 

  松本猛 委員長 

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

５１名 ４８名 ３１名 １名 ６７% 

 

ニコニコ報告 

               飯塚秀司 委員長 

川野会長 新入会員の林さん、ご入会おめでとうござ

います。宜しくお願いします。 

     久しぶりに、妻と子供が週末に、家に戻っ

てきました。一人暮らしも意外と大変で、 

     妻がいると実は助かります。 

     でも、些細なことで、すぐに喧嘩になりま

す。そこで一句 

     「ありがとう 外では沢山 言っている」 

春日幹事 林 洋一様 入会おめでとうございます。

本日もクラブ協議会です。 

     委員長の方、宜しくお願いします。 

細井パストガバナー 林 洋一様入会おめでとうござ

います。大歓迎いたします。 

長谷川会員 林社長 入会おめでとうございます。   

横川会員 各委員長さん、一年間宜しく‼ 

松本健一会員 新入会員林 洋一様の入会大変おめで

とうございます。長く続けてください。 

新井会員 25日（木）は 行田ＲＣ 公式訪問。 

     26日（金）は 熊谷ＲＣ 補佐訪問に行っ

て参ります。 

     林 洋一様 入会ありがとうございます。 

橋本恭一会員 1時 15分に早退します。 

     「ふるさと愛」コミセンに参加してきます。 

島﨑会員 東京国立博物館の「三國志展」に行ってき

ました。入館してすぐにすごい迫力の関羽

像が目に入ります。誰かに似ている。 

     しまった来るんじゃなかった。 

     「髭をとったら 矢澤さんだ。」 

     しばらく恐ろしい顔が出てきて、うなされ

そうです。 

田島会員 「新聞記者」という映画を見てきました。 

     シム・ウンギョンと松坂桃李ダブル主演の

社会派サスペンスです。皆さんにおすすめ

ですよ。 

     皆さんは、1100円の割安で見られます。 

阿部会員 各委員会の委員長様、川野年度の年間方針

宜しくお願いします。 

五十幡会員 本日は新入会員 林 洋一様の入会おめ

でとうございます。私が会長を務めた 3年

前から候補に挙がり、お待ちしておりまし

た。ご活躍をお祈り致します。 

大谷会員 先週 中国に出張してきました。今まで関

心がなかったので気が付かなかったのです

が、よく見たら、公園・街路樹など ほぼ

全部の木に白いペンキのようなものが塗ら

れていました。たぶん害虫対策だと言って

ました。 

時田会員 新入会員 林洋一会員 入会おめでとうご

ざいます。ロータリー生活をガンバって下

さい。友人や知人をどんどん入会させてく

ださいね。 

丑久保会員 林 社長 入会ありがとう。 

     仲良く楽しく遊びましょう。 

林洋一会員 今回 入会しました。 

     丑久保社長のご紹介です。 

今日はクラブ協議会です。同文として、田邉会員、 

田中清自会員、矢澤会員、神田会員、 



渡辺会員、田中利幸会員、阿部会員、 

田村会員、高橋会員、橋本祐一会員、 

早﨑会員、宮本会員、松本猛会員、 

江口会員、飯塚会員、松岡会員 
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