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人生観が変わる究極のリゾート！
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＜編集後記＞
セブ島の素晴らしい環境で思い出に残る最高のご旅行を！滞在期間中は皆様のご希望が叶えられます
よう誠心誠意努めて参りますが、よりスムーズに対応させて頂く為にも、予約の際にご希望等お申し付
け頂ければ幸いに存じます。尚、ご旅行出発前に「ご旅行マニュアル」をご送付させて頂いております
が、ご不明な点がございましたら当社旅行担当までお気軽にお問い合わせ下さいますよう、宜しくお願
い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   編集担当　伊藤博之

ワールドビッグフォーリゾート
～こころ癒し  からだ安らぐ  究極のリゾート～

18ホールのシーサイドゴルフコースを所有するバディアンゴルフリゾート
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年齢出発日

航空代金のご案内（成田／セブ往復１名様分 成田空港税込み）

①上記料金は平成23年4月現在の当社提携旅行会社によるものです。
②航空会社の諸事情により料金を予期なく変動する場合がございますので、
　予めご了承下さい。また、航空代金はご出発日の年齢となります。
③出発日の約３週間前から搭乗チケットの発券手続きを開始致します。尚、発券以降の
　キャンセルは手数料として￥３０,０００円から当日は全額が発生します事をご了承下さい。
④関西空港、中部国際空港など他の空港をご利用の場合は別途お問合せ下さい。
⑤海外旅行が初めての方でも安心してご参加できます。
　ご質問等がございましたらお気軽にご連絡下さい。　    旅行担当：林・小田

（注）帰国日が５月４日・５日・８日、７月１８日の場合には、上記料金とは異なりますのでお問い合わせ下さい。

ごあいさつ

セブ本島南西にある秘境の楽園バディアンゴルフリゾート。

癒し安らぐ穏やかな敷地内は緑に溢れ、紺碧の大海原が広がる景観は私達を元気に

そして海を渡る爽やかな風に触れ合う事で、自然治癒力を高める効果もございます。

思いっきり楽しめる１８ホールのゴルフコースは、散策コースとしても堪能する事ができ

近隣には名勝カワサン滝、近海には世界でも有数のダイビングスポット等と抜群の環境。

ミネラル豊富で温かい遠浅の海には温泉効果もあり、健康促進としての海水浴も楽しめます。

ワールドビッグフォーでは大自然の共生をテーマに、掛け替えのない健康づくり

いつまでも笑顔が溢れるリゾートライフをお届け致します。

日頃より会員の皆様からたくさんのセブ体験談の御寄稿、誠にありがとうございます。

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

会長　行方　栄治
ナメカタ エイジ
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春は名のみのまだ寒い３月４日に信
州を出発して、常夏のセブ島に行っ
て来ました。４泊５日の旅でしたが天
候に恵まれ、事前に計画していた通
り、全て順調に実施することが出来
ました。到着の夜はガイドのリサさんと、
初めて世話になるドライバーに迎えら
れフィリピン料理の夕食を戴きコーラ
ルポイントリゾートへ、いつもの通りの
歓迎に満足。二日目は日帰りでカモ
テスへ出掛け、島内巡りで新しい発
見をさせて戴いたり、船旅を楽しみ
ました。三日目はボホール島へ渡り、

ロボク川でのランチクルージング、チョコレートヒル、ターシャ、吊り橋を見たり経験して
楽しみ、帰りは高速船で戻り、夜は歓迎パーティー、歌って、踊って、御馳走になって
楽しみました。四日目は市内観光、ゆっくりとデパートで買い物、そしてオカマショーへ、
夜はメイドさん達に料理を作ってもらい皆でお別れパーティー。何よりも仲間に恵まれ
たことと、ガイドをはじめ、スタッフ一同の心遣いを得て、本当に楽しい旅でした。８日に
帰国して間もない１１日午後２時過ぎに東日本大震災が発生しました。余りにも大きく
予想もつかない災害に唖然とするばかりです。加えて福島第一原発の大事故、先
行きが見えず不安が一杯です。常夏の気候と、地震も、津波も、台風もなく平穏なセ
ブとのコントラストを感じます。被災者の皆様方には、衷心よりお見舞い申し上げます。
今、自分の幸せを噛み締め、被災地の復興と日本の再生を信じて、微力ながら出来
ることから協力したいと思います。

スタッフ一同の心遣いを得て、本当に楽しい旅でした！歓迎
パーティーでは、歌って、踊って、御馳走になって楽しみました

あっという間の夢のような楽しい５日間！オカマ
ショーではダイナミックな踊りに感動しました

九州の新燃岳の噴火とミンダナオ
島付近の台風の影響で６時間近く
かかり、やっとマクタン空港に着きま
した。少し疲れ気味でしたが、可愛
らしいガイドのラチさんの笑顔のお
迎えで一気に疲れも吹き飛びました。
信号もほとんどなく、幼い子供達や
山羊、犬などが我が物顔で横切る
道路をドライバーのフランシスさんは
スイスイ・・・・思わずｖｅｒｙ　ｇｏｏｄ！！
宮殿のようなコーラルポイントリゾート
へ着き、美味しいマンゴジュースを
頂き、オイルマッサージでぐっすり
休みました。次の日はシーウォーカー、まったくのカナヅチの私はドキドキの挑戦で
したが、海の中に入ると美しい魚達と子供のように戯れて夢のような経験でした。
パンダノン島でのエメラルドグリーンの海、バーベキュー、市内観光、ショッピング、
エステ等 ・々・・、男性達はカジノも・・・。フィリピン料理もとても美味しくて毎日が楽
しく、あっという間にサヨナラパーティーの夜になってしまいました。バンドの演奏に
合わせ、私達もスタッフと一緒に汗びっしょりで歌い踊りました。最初はセブに行く
ことを少し渋っていた主人もノリノリでとても楽しかったようです。笑顔の可愛いガ
イドのラチさん、イケメンドライバーのフランシスさん、メイドのディナさん、ローズさん、
ダンスの上手なアイリーンさん、皆さんのエスコートのお陰で素晴らしいセブの思い
出が出来ました。本当にありがとうございました。またいつか皆さんの笑顔と美しい
セブの海に逢える日が来ることを楽しみにしております。

リフレッシュセブ島旅行

天候にも恵まれ新しい発見の数 ！々ボホール島では、ランチクル
ージング、チョコレートヒル、ターシャ、吊り橋観光等を楽しみました

素晴らしいセブの思い出が出来ました！島巡りや市内観光等
を満喫、また美しいセブの海に逢える日を楽しみにしております

Ｈａｐｐｙ  セブ！！ 会員歴１年２ヵ月　泰永さん 東日本大震災に思いを寄せて 会員歴６年２ヵ月　田中さん

ひさしぶりのセブ 会員歴３年１１ヵ月　伯耆原さん

朝長野県を出発する時は、マイナス
２℃。いつもより遅い時間だ。成田へ
は約１時間位遅い。しかし、手続きは
スムーズに済んだ。予定通りのセブ・
マクタン空港着、空港にはガイドのリ
サさんと、運転手のフランシスさんの
出迎え。同行者５名、夕食はいつも
の様に現地食を、その後、途中のコ
ンビニでいつものようにビールを仕
入れ、コーラルポイントリゾートへ・・・、
ゆっくり寝られるといいが。翌日はカ
モテス島へ、波は静かで楽しい船旅。

食事後、島内観光へ。初めての洞窟へ、中へ入ると鍾乳洞、真水の池、夢のよう、南
の珊瑚礁の島に、こんな所が有るのか、途中水溜りの中へ膝まで浸かる。入るには水
着か半ズボンが必要、靴ではダメ、サンダルか濡れても良い支度で。中には深い池、
水着で泳いでいる人もいる。暑いここでは冷たい水で泳げることは楽しいことだと思う。
翌日はボホール島へ、この前とコースを変えて、吊り橋など廻る。昼のランチクルーズ
は楽しかった。途中で子供達のダンス（学校が休み）など見た。帰りは早いジェットフ
ェリーで１時間。食事後オカマショーへ、１時間はあっという間に過ぎた。しかしどこい
らの女性より綺麗で華麗なダンスもダイナミックで良かった。最後の夜は、生バンド付
サヨナラパーティー、楽しく踊って皆でダンス・・・。日中（長野）では、６日、７日と雪との
話し、３０度からマイナスへ帰らなくては、楽しい５日間夢のような・・・。帰れば信州の
寒い毎日が続くのか。又セブの海へカムバック楽しみにしています・・・。

Ｈａｐｐｙ セブ！！シーウォーカーにドキドキの挑戦！
美しい魚達と子供のように戯れて夢のような経験でした

私にとっては、約３０年ぶりの海外
旅行。成田空港を飛び立ち４時間
後にはセブの空港へ。空港の外に
出るとガイドのカレンがウェルカム
ボードを手に出迎えてくれ、コーラ
ルポイントリゾートへ向かう途中で
食事をし、コーラルポイントリゾート
に着くと旅の疲れを癒すマッサー
ジを受け就寝。翌日はフェリーに乗
り約２時 間かけボホール島 へ 。
船上でのバイキング料理、チョコレ
ートヒル観光等、日本では味わえない様な、食事、景色を堪能しました。３日目は、
コーラルポイントリゾートから船でカモテス島に行き、ジョーさんの作ったＢＢＱで舌鼓、
バスに乗り島内観光。４日目は、娘達待望のマリンスポーツ、初めてのシーウォーカー、
最初、海に足を浸すと、思わず冷たい！！でも海中に入ると、それを忘れてしまう
ほどの美しい海中散歩でした。パラセーリングは大空のもと太陽の光を浴び、
セブの風を感じとても気持ちが良かった！！４泊５日の旅でしたが、まだ滞在したい
と思う様な心に残る旅になりました。それと言うのも、海に囲まれたセブ島の景色、
自然の美しさ、又、それ以上に、ガイド、ドライバー、メイドさん達の献身的サービス
が有ったからこそだったと思います。家族一同、ワールドビッグフォースタッフの
皆様方に感謝です。今回の旅、ありがとうございました。

まだ滞在したいと思う様な心に残る旅になりました！シーウォーカー
やパラセーリングに感激、セブ島の景色、自然の美しさに感動です

ひさしぶりのセブ旅行！カモテス島へ渡り島内観光で
は初めての洞窟へ、鍾乳洞、真水の池、夢のようでした

４泊５日のリフレッシュセブ島旅行！　ボホール島では
船上バイキングやチョコレートヒル観光等、堪能しました

 

会員歴１年１ヵ月　村山さん
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１月中旬、寒い日本から母親と２人

初めてのセブ島へ。２日目は市内

観光とショッピング。初めて食べる

フィリピン料理は、想像していたよ

り食べやすく美味しかったです。

３日目は、あいにくのどしゃぶり雨、

ボホール島行きの予定を急遽変更。

急な予定の変更にもガイドのシャ

ローンがすぐに対応して、スケジュ

ールを組み直してくれ一安心でした。エステで全身リラックス、癒された後は、

オカマショーへ連れて行ってくれました。本当に男の人！？と驚くほど綺麗で、

とても楽しいショーでした。夜には、この日が誕生日の私のために、誕生日の

パーティーを開いてくれました。豪華なコーラルポイントリゾートでのバイキングに、

大感激！楽しい時間を過ごしました。最終日の前日は、やっと晴天に恵まれ、

船に乗りビーチへ。透き通る綺麗な海で泳いだり、バーベキューをしたり、ゆっく

りと過ごしました。あっという間に時間は過ぎ帰国の日になりました。ワールドビッグ

フォーの皆様、楽しい思い出をたくさんありがとうございました。

楽しい思い出をたくさんありがとうございました！
私の誕生日にはパーティーを開いてくれ大感激でした

晴天に恵まれ島に行きバーベキュー！きれいな海を眺め気分は
最高、浅瀬では寝ころんだりして、のんびり過ごす事ができました

平成１５年以来、７年振り５回目と
なるセブ旅行。今回は５人で参加、
あっと言う間の４泊５日の旅でした。
１１月晩秋の日本を後にし、４時間
少しの空の旅。空港ではガイドさん
のジュリエットと久し振りの再会を
喜び、その後はフィリピン料理を美
味しく頂き、コーラルポイントリゾート
へ。何度来てもコーラルポイントリゾ
ートからの眺めは最高！！青い空と
海を見ながらのマンゴジュースの味
もやはり最高に美味！！幸せなひと
時です。７年振りのセブ市内は、交通量が増えていてビックリ！！派手なペイントした
乗り合いミニバスに、振り落とされる位の人が乗っていたり、セブ市内は本当に賑
やかで活気ありますね。４日目には本社オフィスにもお邪魔し（少しふっくらした）
リカさんとも久し振り再会！！スタッフの皆さんが長く働いていることも、ワールドビッグ
フォーが会員の私だけでなく、スタッフにも優しい会社なのであろうと思うところであ
ります。４日目夜のサヨナラパーティーでは、食べきれない程の美味しい料理と生
バンド、メイドさん達のダンスの本当に楽しい時間をありがとうございました。ドライバ
ーさんの女装ダンスには本当に大笑い！！次はボホール島にも行ってみたいし、砂風
呂、エステ、カジノ、買い物など、やりたい事が盛り沢山！！またセブに行きたいと思っ
ております。ドライバーさん、ジュリエットさん、マリアンさん、又スタッフの皆さんありが
とうございました。又お世話になります。

１０年振りのセブ島

あっという間の初めてのセブ旅行！オカマショーでは本当
に男の人！？と驚くほど綺麗で、とても楽しいショーでした

あっと言う間の４泊５日の旅！次はボホール島観光等や
りたい事盛り沢山！！またセブに行きたいと思っております

5回目のセブ旅行 会員歴１０年１０ヵ月　原さん セブ島の思い出 会員歴３年５ヵ月　川内さん

あこがれのセブ旅行 会員歴３年５ヵ月　中野さん

娘と二人であこがれのセブ島へ。

寒い日本から南国へ。コーラルポ

イントリゾートに到着すると、ウェル

カムドリンクのマンゴジュースが用

意されていて、とても美味しかっ

たです。２日目は小雨で、３日目は

どしゃ降りの大雨。天気に恵まれ

ず、残念でしたが、ガイドのシャロ

ーンが、予定を組み直してくれ、

ショッピングやエステ、オカマショ

ーを見たりしました。又娘の誕生

パーティーもして下さり、楽しい時間を過ごす事ができました。４日目にやっと

晴天に恵まれました！！うれしくて朝起きてすぐ散歩に出掛け、きれいな海を

眺め気分は最高でした。その日は島に行きバーベキュー。浅瀬では、寝ころん

だりして、のんびり過ごす事ができました。運転手のベルナルドは、毎日ごは

んを食べに１時間かけて、おいしいフィリピン料理を食べに連れて行ってくれ

ました。車から見るフィリピンの街は人々であふれていて、エネルギーを感じま

した。沢山のステキな楽しい思い出をありがとうございました。今度は晴天の

多い時期を考えて又行きたいと思います。最後になりましたがワールドビッグ

フォーの皆様ありがとうございました。

７年振り５回目のセブ旅行！サヨナラパーティーでは美味しい料理、
生バンドにダンスと本当に楽しい時間をありがとうございました

平成１２年６月の初めてのセブ島旅

行から１０年半振り、２回目のセブ

島に行って来ました。当時のカモ

テス島は本当に何の施設もなく現

地の方が手作業で整地をしていた

り、お手洗いも地元の民家で借りる

ような状況でした。そんな中、屋外

でのバーベキューで頂いた白身魚

が大変美味しかったことを覚えて

います。今回、そのカモテス島がど

んな風に変わっているか楽しみにしていました。施設写真集で見た通り、緑と海

に囲まれた、本当にステキなリゾートへと変わっていてビックリでした！バーベキュー

の美味しさは変わっていませんでしたね！他のリゾート施設の見学はできませんでし

たが、きっとステキなリゾートでしょうね。セブの青い空ときれいな海は変わらずにス

テキなリゾート施設を増やして欲しいなと思います。今回はのんびり旅行でしたので、

次回はエステやネイル、大好きな買い物も、もっと楽しみたいと思っております。

今回案内して下さったスタッフの皆さん、楽しい４泊５日ありがとうございました。

次回は１０年後と言わず、１年に１度位行けたらいいなと思っております。その時

はまたよろしくお願いいたします。

１年に１度位行けたらいいな！セブの青い空ときれいな海は変
わらずにステキなリゾート施設を増やして欲しいなと思います

娘と二人であこがれのセブ島へ！沢山のステキな思
い出をありがとうございました。又行きたいと思います

１０年振りのセブ、カモテス島ではバーベキューに舌鼓！緑と海に
囲まれた、本当にステキなリゾートへと変わっていてビックリでした

 

会員歴１０年１０ヵ月　奥田さん
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姉夫婦とその子供達、私と母と友
達で今回思い切ってセブ島へ行
きました。久し振りの海外と言う事
で、少し心配はありましたが、皆と
一緒と言う事でとても楽しみでした。
向こうに着くと天気は雨でした。
２日目は、海へと行きました。初め
てのシーウォーカー！！ＴＶで見た事
は何回かありましたが、なんだかと
ても不思議でした。魚が沢山私の
方へ寄って来て、とても楽しい時
間を過ごしました。その後、ジェット

スキーにも乗り、久し振りに若い頃に戻った様な気がしました。お昼になり焼肉
を食べコーラルポイントリゾートに戻りました。私の母も歩くのが大変なのですが、
ガイドさん達に支えてもらい、不自由なく移動する事が出来ました。次の日も
天気は雨と言う事で海は諦め、買い物をしたり、実弾の射撃場へ行きました。
昔から一度やってみたいと思っていた事が、又一つ出来てとても楽しかったです。
実弾の迫力はとても凄かったです。その後ビリヤードをやったり卓球をしたり皆
で楽しく遊びました。いつもは母や姉とは離れて暮らしているので何をやっても
食べてもとても楽しく本当に夢の様でした。今回本当に思いきってセブ島へ来
て良かったと思います。又是非遊びに行きたいと思います。色々とありがとうご
ざいました。

何をやっても食べてもとても楽しく夢の様でした！今回本当に思い
きってセブ島へ来て良かったと思います。又是非遊びに行きます

４泊５日の素晴らしいセブ島！メイドさんやドライバーさん
に優しくしてもらいとても楽しく過ごすことができました

お正月の休日、母と二人、初めての

セブに行って来ました。マニラ経由

での入国でしたがフィリピンの方は、

皆ニコニコと親切で、これからの旅

に期待も高まります。夕闇海岸沿い、

それは美しいセブの灯りの輝きに

感動しながら空港に到着したのは、

予定より３時間程も遅れてしまいま

したが、ずっと待っていて下さった

スタッフの皆さんのお迎えに心もふんわか癒されます。私達はゆっくり過ごし、特に

母は今まで遊ぶことなどほとんどなかったので、初めてのエステやマッサージなど、

とても喜んで、そんな笑顔が見られたのが本当に嬉しかったです。私はコーラル

ポイントリゾートのお部屋のバルコニーの風がとても心地良く「いつまでもふかれ

ていたい」って感じました。今回は雨期のためお天気には恵まれなかったですが

「今度は蒼い海や空もいっぱい見ようね！」そう言って次への楽しみも出来ました。

いつも笑顔で可愛らしくいて下さるメイドさんたちにも本当に感謝です。こんな素敵

なバカンスをいただけて夢のようです。ありがとうございます。

２度目のセブ旅行

セブ島で初めてのシーウォーカー！！魚が沢山私の方へ寄って
来て、とても楽しく久し振りに若い頃に戻った様な気がしました

風が優しいセブの休日に感動！コーラルポイントリゾートのバルコ
ニーの風が心地良く「いつまでもふかれていたい」って感じました

風が優しいセブの休日 会員歴３年　西川さん 楽しかったセブ島 会員歴７ヵ月　花里さん

素晴らしいセブ島 会員歴６年７ヵ月　柴崎さん

自分は、幼い頃にハワイに行って

来ました。まだ、その頃の記憶はなく、

セブ島に行くと決まったときは、とて

も嬉しい気持ちでいっぱいでした。

セブ島に行く前夜もワクワクしてい

てあまり寝れませんでした。そして、

セブ島に着きました。まず最初に感

じたのは「暑い～！」の一言でした。

車の中では寝てしまい気付けばコ

ーラルポイントリゾートでした。２日目

は、待ちに待ったシーウォーカー！！

とジェットスキーでした。シーウォーカーでは周りに魚がいて凄い体験でした。お昼

には焼肉を食べ夜にはコーラルポイントリゾートに戻りました。次の日は雨でした。

雨だったので外では何もできませんでした。そこで射撃場に行くことになりました。

実弾で凄く反動がありビックリ！ここでも貴重な体験ができました。次の日もまた雨、

最終日も雨でした。なので最終日前日まで買い物をしたり、あたりを周りました。最

終日では朝４時半に起きました。パイナップルジュースを飲み空港に行きました。

空港では優しくしてくれたメイドさんに別れを告げて帰国しました。セブに行って

から４泊５日間メイドさんやドライバーさんに優しくしてもらいとても楽しく過ごすこ

とができました。ありがとうございました。

こんな素敵なバカンスをいただけて夢のようです！「今度は蒼い
海や空もいっぱい見ようね！」そう言って次の楽しみも出来ました

今回のセブ島は、お陰様で２度目と
なります。前回とは違い私の娘と孫、
そして私の妹と母を連れていく事
が出来ました。私も母も足が思う様
に動かず、とても心配でしたが、そ
んな心配は無用でした。空港に着
くと、すぐにガイドの方が車イスを用
意して出迎えてくれました。とても
美味しいマンゴのジュースも頂き、
いよいよセブ旅行の始まりです。そ
の日はもう夜だったので、その後、
ゆっくりと休みました。２日目の朝、天気は雨・・・それでも海へと向かいました。
そして私は出来ませんでしたが、娘や孫達はシーウォーカーを楽しんだり、とてもや
りたがっていたジェットスキー等を楽しみました。今日本は冬の真っ只中、なんだか
とても不思議な感じでした。私も母も足が悪いのを忘れて色々と楽しみました。
メイドさんもガイドさんもとても優しくて、何不自由なく過ごす事が出来ました。
その後も天気には残念ながら恵まれなく、予定を変更してショッピングをしたり皆で
ボーリング、卓球等をして遊びました。日本にいたらこうやって皆で遊ぶと言う事は
無いと思います。そう考えただけでもとても貴重な時間を過ごせたと思います。
改めて感謝しております。母も大変楽しんでおり、やはり連れて来て良かったと思
いました。本当にありがとうございました。

何不自由なく過ごす事が出来ました！日本にいたら皆で遊ぶと言う
事は無いと思います。とても貴重な時間を過ごせたと思います。

待ちに待ったシーウォーカー！！とジェットスキー！！シーウォ
ーカーでは周りに魚がいて凄く貴重な体験ができました

２度目のセブ旅行は家族旅行！娘や孫達はシーウォーカーや
ジェットスキーを楽しみ、母もセブ旅行を大変楽しんでおりました

 

会員歴６年７ヵ月　小林さん
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私は海 外 旅 行が初めてなので

楽しさ半分、不安半分でしたが、

責任者の方が一緒に同行下さい

まして、困る事、わからない事全部

手に取って教えて頂きまして、心

配をしなくてとても良かったです。

空港へ無事に着きましてホッとし

ました。２８日前までは毎日雨だっ

たそうです。天気が心配だったけ

ど２９日から晴天の日が続きまして

良かったです。島へ船で行き現地にてバーベキューをしたり、海へ入って遊ん

だりしました。海の水がきれいでした。次の日からセブ市内見学でした。日本に

は無い様な大きなショッピングセンターで買い物をして来ました。サントニーニョ

教会堂。目がさめる様なお寺。すばらしかったです。ワールドビッグフォーリゾート

貴社所有の土地の広さやホテルの大きさ、すばらしさ、目をみはるばかりです。

又毎日の食事が好みの食であったのでとても良かったです。ワールドビッグフォ

ーセブ旅行に参加して心に残る体験が出来ました。本当に有難う御座いました。

一度は海外旅行をしてみるものですね。

一度は海外旅行をしてみるものですね！ワールドビッグ
フォーセブ旅行に参加して心に残る体験が出来ました

たくさんの想い出をありがとう！パーティーでは楽しく踊り、
涙が出るほど笑いました。もう一度行きたいと思います

一度は行ってみたいと思っていた

セブ島。今回思いがけなく、行くこ

とが出来ました。セブ島までの行き

来は旅行ベテランの高田さんはじめ、

同行８人の皆さんに助けられ無事

帰国出来たこと、感謝しています。

◎あたたかい気候の中で観光出来

たこと。◎ゆったりとした広大な別

荘で過ごせたこと。◎マンゴジュース等食事がおいしかったことと。◎ガイドさん、

ドライバーさん、メイドさんが親切だったこと。◎セブの自然にどっぷりつかれたこと。

◎身の回り中全部海でその青さのきれいだったこと。◎最後の夜のパーティーでは、

バンドの音楽良し、メイドさんの踊り良し、特にドライバー、ベルナルドさんの踊りはお

もしろく楽しく最高だったこと。皆さんの体験記を読ませていただいていると、今回

初めての私には、まだ体験出来なかったこと、たくさんあります。また、チャンスを作

ってぜひ行きたいと思っています。

妻と二人でフルムーン

毎日の食事が好みの食であったのでとても良かったです！天候
にも恵まれ、すばらしい旅行が出来本当にありがとうございました

人生の１ページを飾ってくれたセブ島！また
チャンスを作ってぜひ行きたいと思っています

人生の１ページを飾ってくれたセブ島 会員歴３年３ヵ月　柳沢さん ワールドビッグフォーリゾートで心に残る海外初体験 会員歴３年２ヵ月　工藤さん

初めての海外旅行 会員歴５年６ヵ月　大友さん

数日前に「海外に行っていたん

だ」なんて夢 の 様 です 。マクタ

ン空 港に着いた時、声をあげて

「とうとう来てしまいました」と、

言 ったことは 覚 え て います 。

スタッフの 方が 迎えに来 てくれ

ていました。初めてお逢いする

人 達なのに、やさしく話しかけ

てくれましたし、車の乗り降りに

もドライバーさんは 気を つ かっ

てくれまして、頭を車に打たな

いようにと、自分の手を車に添えてくれていました。ほんとうに「心のや

さしい人 達なんだ」と感 心しました。それに、名ドライバーさんにも驚きま

した。朝 食 の時 のマンゴジュースが美 味しかったですね 。メイドさんも、

い つもニコニコして、出 掛ける時もお迎えもしてくれました。島に渡って

バーベキュー、中 国 のお寺 参り、教 会 、デ パート、市 場 、ワールドビッグ

フォーの本 社オフィス、宿 泊 施 設と、短い日数の中に、たくさん想い出を

作ってくださいまして、ほんとうにありがとうございました。最 後 の 夜 、

パーティーをして下さいまして、ドライバーさんが女装で踊ってくれました。

涙が出るほど笑いました。元気でいたら、もう一度行きたいと思います 。

同行８人の人に助けられ初めてのセブ島を満喫！あたたかい
気候においしい食事、パーティーはおもしろく楽しく最高でした

妻からセブに一緒に行こうと誘われ、
ワールドビッグフォーの会報誌を見
ていた事もあり、すぐに行こうと決
めました。１月の寒い長野を出発し、
夕方にはマクタン国際空港に到着、
コーラルポイントリゾートに向かいま
した。海好きな私の印象はバンカ
ーボートで行ったパンダノン島、青く
輝く海の色、白い波、潮風の心地
良さ、心身共に癒されました。島で
はバーベキューも美味しく頂きまし
たが、今は退職して農業をしている
せいでしょうか、お米だけは自分で
作ったお米が一番だと思っています。次は車と橋です。道路の事情と性能の良さ
で選ばれたのでしょうか。トヨタ車がたくさん走っていました。セブとマクタン島をつ
なぐ橋は日本の建設会社で作ったと聞き、日本とフィリピンの友情の掛橋になって
いると感じました。又ワールドビッグフォー本社オフィスに行った時には、２５年も前
からセブでの立ち上げに貢献された、現地スタッフの佐藤さんにお逢いしました。
これからもより一層発展する事を希望しています。最後の夜にはお別れパーティ
ーを開いて頂きました。生バンドの歌とスタッフの踊りに、手を引かれて踊っている
輪の中に入りました。始めは抵抗もありましたが、いつの間にか楽しんでいたので
した。別れの朝はメイドさん達に軽い食事を用意してもらい、ガイドさんは空港まで
送ってくれました。早朝６時の出発だったのにありがとう。行方会長、ワールドビッグ
フォーに感謝申し上げます。

海好きの私の印象はパンダノン島！青く輝く海の色、
白い波、潮騒の心地良さ、心身共に癒されました

「とうとう来てしまいました」初めての海外旅行！島巡りや
市内観光等を満喫、やさしいスタッフ達には感心しました

これからも一層発展する事を希望しています！お別れパーティーでは
生バンドの歌とスタッフの踊りにいつの間にか楽しんでいたのでした

 

会員歴４年９ヵ月　清水さん
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平成２３年３月２８日　月曜日

天候不良

平成２３年4月16日　土曜日

天候良好！夏の日差し

平成２３年４月１８日　月曜日

セブ島はずっと曇りや雨のすっきりしないお天気が続いてます。
Aさんの毎日は、専ら屋内でのリハビリをスケジュールしています。

４月になり、ここセブ島も夏休みシーズンに入りました。
天候も良好、太陽も夏の日差しに戻り、日焼けが心配になって
きました。
Aさんは特に海に入るのが好きなので、焼けすぎに注意です。
今日も昼食をとられて大好きな海へ。

散髪！
先日、フィリピンの暑い夏にむけてＡさん、散髪に行ってきました。
ホテルの近くにあるバーバーショップへ…
短く刈ってください。

足の運動にチャレンジ
日頃、マッサージで足をほぐしてもらっておりますが、足の関節ま
ではなかなか難しいので、今日は関節運動にチャレンジしました。

足をゆっくり上げて、曲げて、伸ばして、下ろす。
マニリンがやり方を教えながらゆっくりゆっくりと…

このへんまで上がれば関節運動に十分です。
あまり無理をせず時間をかけてやっていきます。
今回はＡさんのリクエストを中心にリハビリを行っています。
そろそろ、新しいリハビリ方法を取り入れていきたいと思っております。
Ａさん、頑張って下さい。

あれぇ、Ａさん日焼けで足の色が変わってますね。

さっそくバリカンを用意してもらい、Ａさんのご希望スタイルに…
もう少し横の方を短くお願いします。

きれいさっぱり１５分位で終わりました。
フィリピン人は手先が器用なので、けっこう上手に刈ってくれます。
バーバーショップのお兄さんと、どうですか？

入居後、痴呆症などになってしまった場合、
毎月の支払い等はどうすればいいのですか？

入居前に、当然の事ですが、入居契約書を交わします。
その際に保証人二人が必要になります。

何かその様な症状が見えた時は、保証人の方も一緒に相
談させて頂きます。
尚、痴呆症の状態によっては介護士をつけることが可能です。
例えば、１日８時間介護士が必要であれば３万円が追加費
用として掛かります。
また、諸事情があるならば、体験入居の時にご相談下さい。

日本で散髪するよりぜんぜん安い値段で出来て良かったです。
Ａさん、さっぱりしましたね。また、散髪する時は彼にお願いしまし
ょうね。

女性の方には、日本人経営の美容室がありますのでご心配なく。

以上、何点かの質問を挙げさせて頂きましたが、まだ沢山の質
問を頂いて居ります。
これからも、載せていきます。
とにかく、一度、体験入居においで下さい、 お待ちしてます。

夏の水分補給はちゃんとしないといけないので…
コップだと飲みにくそうだったので、いくつかコップをこちらで用意
して飲み比べていただきました。

その結果持ちやすく、飲み口の広い、のどに流し込める、
コーヒーカップに決まりました。今まで以上に飲みやすいらしく、
もう一杯お飲みになりました。前々からAさんに聞いておりました
が、いつも大丈夫、大丈夫とそのままになっておりました。

これから来られる方もそうですが、どんな些細なことでも気軽にお
声をかけてください。
Aさん、これから暑い夏本番に備えて頑張っております。
（水が飲みやすくなってよかったですね）

ビサヤ語の勉強をし、ゲームなどを通してリハビリされていますが
お天気が悪いにもかかわらず明るくゲームを楽しまれています。

写真にありますのは、フィリピンの「ダマ」というゲームです。
チェスを子供向けにアレンジしたような簡単なゲームですが、
これが奥が深い！
何度やってもフィリピン人にはかないません。

毎日のマッサージも楽しみの一つです。
麻痺されている患部のマッサージと全身をほぐすマッサージを
毎日行っています。

レストランでお食事をされている時「今日も海には入れませんね」
とお話しするのが続いています。

Aさんは本当に海でリハビリされるのを楽しみにされていますの
で早くお天気が回復してほしいですね。

また、毎日テレビのニュースをご覧になって日本のことをご心配さ
れています。震災地の早期復興を切に願います。

平成２３年４月20日　水曜日

平成２３年４月４日　月曜日

最近入っている質問について、
Q（質問） ＆ A（回答）

今日は、現場から離れて、最近入っている質問について幾つか。

質問
1

答え
1

夫婦でお世話に成ろうとおもうんですが・・・・・

では、此方から問診票を送りますので、ご記入の上
送り返して下さい。

数日後、問診票が送られて来ました。見ると、それぞれ腰
痛とか、ペースメーカーをお使いであることが解りました。　
海外で住む場合、一番心配なのは健康問題です。
日本の主治医と相談して現在の治療状況、使用している
お薬などの資料をお持ち頂き、ホテルの担当医に確認し、
問題が無ければ入居可能者となります。一度、体験入居
して頂き、問題無いと確認することが大事だと思いますが。

質問
2

答え
2

予算の関係で、月1 0万円ぐらいで何とかなり
ませんか？
申し訳ありません、当方は、あくまでもリゾートホテルです。
リゾートホテルにリハビリや、介護の機能がついてい

ると思って下さい。
当方としては、赤字覚悟の料金設定しております。
今後、料金は、上がることは有っても、下がることは無いと
思います。
その後、諦められない様なので、リタイヤメントの受け入れ
をしている会社を紹介しました。

質問
3

答え
3

海外旅行も行ったことも無いし、言葉も解りま
せん（英語）大丈夫でしょうか？

心配ありません。
当方のホテル内には、日本人が8人居りますし、

従業員のフィリピン人スタッフも片言の日本語が解ります。
それに、今入居されている方に聞くと、英語やビサヤ語を
教えてもらい日本語を教えてあげる、楽しい時間であるとの
事です。

質問
4

答え
4

爽やかな大自然の恩恵は元気の源、心までも豊かに！

ＪＷＢホテル バディアンゴルフリゾートURL http//www.jwbhotel.jp　TEL 03(5817)0705

皆様のプラン、ご要望に合わせていつでもご案内
致します。資料請求、詳細につきましては各担当の
営業スタッフ、又は当社までお気軽にお問い合わ
せ下さい。

JWBホテル 検索検索

笑顔溢れるシルバーライフはJWBホテル・バディアンゴルフリゾートで！
老後はリゾートホテル三昧で楽しもう。体験入居は随時募集中です！

 

「セブ島リハビリ（介護）日記JWBホテル」へようこそ！

「セブ島リハビリ(介護)日記ＪＷＢホテル」が平成２２年１月１２日よりスタート！

ＪＷＢホテルウェブサイト（ht t p : / /www . jwbho t e l . j p）にて

インターネットをご利用の方はＪＷＢホテルホームページへアクセス

「セブ島リハビリ（介護）日記」をクリックしますとご閲覧頂けます。


