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本日の出席率８４.０９％：会員数４７名・出席３１名・欠席７名・出席規定免除会員（９）７名・ビジター１名

前々回の修正出席率９３.０２％：出席３４名・メークアップ１名・出席規定免除会員出席５名

　日中ぽかぽか暖かくなり、 もう３

月になりました。 本年度も残すとこ

ろ４か月となります。 各委員会も年

度計画事業を素晴らしい結果で

遂行して頂いています。 心より感

謝しております。 次年度も年次総

会の後、 ３回の被選理事会が開

催され、 順調に進んでいらっしゃ

ます。 もうすぐ委員会メンバー配属が決まり来年の事業計画を

立てる事になります。

　今年の事業は今年の事として踏襲しながらも、 新しい発想で

佐世保中央 RC が今年よりも１歳年を重ねたスタンスで事業計

画 ・ 活動をして頂きたいと思います。

　本日は、 国際奉仕委員会の担当で卓話をお願いしております

が、 今年まだ最終の事業も計画されているようですので、 併せ

て本日の卓話を楽しみにしております。
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佐世保ロータリークラブ　　

　　　　　木下　貴夫様

　　

１．例会変更・休会　
　　＊佐世保南ロータリークラブ

　　　休会　日時　３月２日 （金）　

　　　変更　日時　４月６日 （金） 18：30 ～　ＪＡさせぼホール

　　　　　　　　　　　　※観桜例会のため　

　　＊佐世保西ロータリークラブ

　　　変更　日時　３月６日 （火） 18：30 ～雑魚屋  ※夜例会の為

佐世保ロータリークラブ　木下 貴夫様
佐世保ロータリークラブの木下です。 本日も今後もよろしくお

願いします。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
本日は、 佐世保ロータリークラブ　木下 貴夫様

ご来訪誠にありがとうございます。

本日の卓話は国際奉仕委員会の担当です。 卓話をしてい

ただきます、 南クラブの元米山奨学生で king coco の代表

シャナハンケネディさん、 委員会の皆様よろしくお願い致しま

す。

また３月８日は、 東 ・ 北 ・中央の３ＲＣ合同例会でホテルオー

クラです。 ３月１５日は、 １０時半から海上保安部巡視艇体験

２．来　　信
　　■国際ロータリー日本事務局
　　　　 ・３月のロータリーレートのお知らせ　　１ドル＝1０８円

　　■佐世保地方総監部
　　　　 ・ 観桜会のご案内

　　　　　　日時　３月３０日 （金）　17：00 ～ 18： 45

　　　　　　場所　海上自衛隊　平瀬体育館　

３．依頼・伝達
　　　　 ・ 本日は、 国際奉仕委員会の担当です。

　　　　　卓話をしていただきます、 南クラブの元米山奨学生で　

　　　　　 king coco の代表シャナハンケネディさん、 委員会の皆

　　　　　 様よろしくお願い致します。

　　　　 ・ 本日例会後は、 理事会です。

　　　　・3 月8日は、 東 RC・北 RC・中央 RC の合同例会です。

　　　　　場所は、 ホテルオークラ JR ハウステンボスです。 バス　

　　　　　ご利用の方は、①大野バス停前　②セントラルホテル前

　　　　　③グリーンホテル前　④大塔牛衛門前　⑤田子の浦バ　

　　　　　ス停に停車します。 乗車時間は、 おってご連絡をさせ

　　　　　ていただきます。 直接お見えの方は、 会場へ 18 時 10

　　　　　分までに到着し受付をしてください。 参加費の個人負　

　　　　　担金 4000 円を忘れない様にお願い致します。
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　まず日本に留学生として２年間のコースで日本語学校に入学し

ましたが１年で卒業しました。 卒業旅行は長崎市でした。

　その後長崎国際大学の国際観光学科で国際観光を４年間学

びました。 一番に興味を持っていた日本の文化です。 それで

平戸の松浦家に伝わる武家の茶道の鎮信流を学び茶道の免許

King CoCo 代表　
　　　シャナハン ケネディ様
　

長崎で学び長崎で働き長崎で暮らし

ＳＡＡ：崎山信幸君

次回例会／３月８日１８：３０～

本日の合計　　　　   　9,000 円

本年度の累計　　　 807,018 円

牛島 義亮君
３月１０日、 「坂道のアポロン」 がスタートします。 佐世保の映

画です。 皆でぜひ見に来て下さいね。

西村 浩輝君
淡々とロータリーライフもスポーツ吹矢も楽しんでいます。 ２

段の認定に合格しましたのでニコニコします。 ありがとうござ

いました。

前田 眞澄君
今日、 偶然ですが、 お昼前のテレビのニュースで、 昨日行

われた 「坂道のアポロン」 の試写会の様子が映し出されてい

ました。 牛島さんは新垣 結衣主演の 「口びるに歌を」 にも

出てたと言っていましたが、全然わかりませんでした。今日は、

朝長市長と横断幕を持ってる姿が映っていたのがハッキリと

わかりましたのでニコニコします。 今日は映っていてよかった

ですね。

馬場 貴博君
本日の卓話者ケネディ君の話を楽しみにしています。 私も４

年半駐在していましたので他人とは思えません。

　　アユボワーン

八重野 一洋君
本日の卓話者は、 私が弟のように可愛がっているキングココ

代表のシャナハン ケネディ君です。 皆様どうぞごひいきに！

を二つ取得しました。 茶道は日本人のホスピタリティの精神であ

ることを学ぶことができました。

　また、 長崎で日本語教育員として研修できて学ぶ機会が増え

ました。 大学の卒業と同時に中国浙江省の浙江大学で日本語

教育員の研修を終え日本語教育員免許を取得しました。

　卒業の３ケ月前、 リーマンショックで世界経済が悪化し、 内定

していた会社から内定取消しの手紙が届きびっくりしました。 卒

業ギリギリで新たに、 就職活動を一からスタートしハウステンボス

株式会社に入社しました。 私が就職したころはハウステンボスは

経営が悪化していましたが、 その一年後経営が変わり世界一、

世界初、 東洋一などのイベントをするようになりどんどんハウステ

ンボスの経営が良くなりました。 入社して３年間ホテル本部であ

るホテルヨーロッパでベル業務やフロント業務を経験させて頂き

ました。

　その後、 ハウステンボスの親会社である株式会社ＨＩＳが訪日

外国人の増加目的で長崎上海航路を復活することになり、 ハウ

ステンボスから長崎上海航路に出向することになりました。 ホテ

ルのフロント業務やベル業務経験を得てた為、 国際航路の荷物

運搬や宿泊課の立ち上げ担当になりました。 その航路の荷物運

搬や宿泊課の責任者に任命され大変でしたがいい経験をさせて

頂きました。 その時、 部下は１５人以上、 ほとんど中国人スタッ

フで日本人スタッフは２人だけで言語の壁が一番大変でしたが日

本茶道から学んだホスピタリティの精神などでコミュニケーション

し皆と仕事をうまく成し遂げることができました。

　その後、 尖閣諸島の問題より反日デモなどが中国でおきて長

崎上海航路のお客様も減少となり長崎上海航路が中止となりまし

た。 再びハウステンボス株式会社に出向から戻りハウステンボス

のパーク内の業務に変わり２０１３年ハウステンボス内のプール立

ち上げを任命されました。 そのころ自分の家族が来日しており、

家族のために作ったカレーに会社の人が感動してくれました。 こ

れが評判となり、 ハウステンボス内スリランカカレーをイベントで

出すことにしました。

　現在は長崎で暮らして 1４年目です。 長崎はとても外国人を受

けれやすいとてもきれいな町だと感じています。

　レストラン開業にあたって商工会議所やロータリークラブや長崎

国際大学やハウステンボスなどの皆様の応援を頂きました。 長

崎は他の県と比べると自然災害も少ないく風営法も厳しく安心安

全な暮らしやすい町だと思っております。 それだけではなく自然

も美しく歴史が深く漁業が盛んで島国のスリランカ人としてもとて

も暮らしやすいところだと感じております。

　　去年、 佐世保くんちにも参加しました。 ３年前日本永住権を

頂いたときも他の県に住もうとは考えませんでした。

　現在は海外からの豪華客船受け入れの佐世保ウェルカムガイ

ドサポーターとしてボランティア活動をいます。

　こちらを少しでも参考にし皆ももっといい活動を日本だけではな

く世界でできるようになったらいいと思っております。

プロフィール

2001 年にスリランカ情報技術大学入学

2005 年長崎国際大学、 人間社会福祉学部国際観光学科に入学

2009 年ハウステンボス株式会社に入社

2014 年日本永住権取得

2016 年 King CoCo 佐世保店オープン
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