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＜編集後記＞
大自然の宝庫セブで、美味しい食事も堪能しよう！会員の皆様にも人気の高いフィリピン料理
は、豊富な食材で味付けも意外とシンプル、初めての方でも安心してご賞味頂けます。他にもイ
タリアンや中華、日本食レストラン等の食事も楽しめ、日本では味わう事の出来ない南国完
熟フルーツは感動です！是非お試し下さい。またお土産にはドライマンゴがとても喜ばれてお
りお勧めです。
日頃より会員の皆様からたくさんのセブ体験談を頂きありがとうございます。順次掲載しており
ますが、紙面の関係上掲載まで暫くお待ち頂きます事をご了承下さい。   編集担当　伊藤博之

元気溢れる満ち足りた至福のひとときを満喫！ワールドビッグフォー究極のリゾート

￥１５,１００円

￥１４,４００円

￥６７,１２０円

￥６０,１２０円

０９／０１～０９／２４

０９／２５～０９／３０

￥８１,１４０円

￥７２,１４０円

大人
12歳以上

子供
2歳以上12歳未満

幼児
2歳未満

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8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予約完了後、搭乗チケットの発券手続きを順次開始致します。尚、発券以降のキャンセル
　は手数料として出発日前々日までが￥１７,０００円、前日・当日は￥２２,０００円が発生しま
　す事をご了承下さい。（平成２３年６月より）
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

ごあいさつ
世界でも有数の観光名勝地として人気の高いセブ島。

現在、本格的な英語を格安で就学できる場所としても人気があります。
日常会話でも英語を使用するフィリピン、日本から約４時間という近距離にあり
ビジネスを目的とした方は勿論、老後の海外移住先に自然環境が豊富なセブ島を
希望する熟年層が、現地視察を兼ね渡航する事例も多くなってきているようです。
またフィリピン政府では、海外移住者招致に積極的で、居住退職ビザも容易に
取得できるようになり、他国の条件よりも遥かに優遇されております。

ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、掛け替えのない健康づくり
心温まるアットホームな癒し安らぐリゾートライフをお届け致します。
いつも会員の皆様よりセブ体験談の御寄稿、誠にありがとうございます。

皆様の更なる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

人生観が変わる究極のリゾート！
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機内の窓から宝石を散りばめた
ようなセブの夜景を眺めながら
空港に着きました。シャローンさ
んとベルナルドさんが出迎えて
くれ、食事をしてからコーラルポ
イントリゾートへ。可愛いメイド
さん達の笑顔に迎えられ、会報
誌で見ていた「ゴージャス」な部
屋に通され感動！大好きな「マン
ゴジュース」を堪能！翌朝テラス
からのまばゆいばかりの大海原
を見ながらの朝食！とっても美味
しく、主人と思わず「いいねぇ～」
と・・・２月１８日市内観光、ＪＷ
Ｂホテル、ワールドビッグフォー

本社オフィス、カジノ見学、ショッピング。２月１９日カモテスへ向け出航、
途中波が高すぎて引き返す、残念。山へドライブ、ヤシ、バナナ、マンゴと南
国の景色。２月２０日ナルスアン島、白砂のビーチ、シュノーケリングを楽し
む、魚が沢山いて綺麗。２月２３日パンダノン島、コバルトブルーの海に囲
まれた小さな島。少し泳いで、白砂のビーチでのんびり。２月２４日ボホー
ル島、ターシャ、小さくて愛らしい！！チョコレートヒルの不思議な光景、おと
ぎの国のようでした。２月２６日日本では考えられない受刑者のダンスを見
学、約千人の人達がマイケルジャクソンの音楽に合わせてダンスを披露。受
刑者である事を忘れてしまう程、皆さん素晴しかったです。２月２７日バデ
ィアンゴルフリゾートへ、南国のゴルフ場、ビーチと綺麗でした。カワサン滝
は前日の雨の為、増水して水は濁り茶色でした。移動中の車窓からセブの
人々の暮らし振りを少し垣間見る事が出来良かったです。スタッフの皆さん
のお陰で楽しくセブを満喫できました。ありがとうございました。感謝、感
謝！！

ナルスアン島、パンダノン島、ボホール島と島巡りも満喫！白砂のビーチ
に感動、ターシャは可愛らしく、チョコレートヒルは不思議な光景でした

ウッピャー！なんて幸せなことでしょう。太陽、大きな海、そして
大きな愛に包まれて！スタッフの皆々様に感謝です。ありがとう

趣味はヨガにダンス、そして世界
のパワースポット巡りを３０年以
上・・・今回の旅で驚いた事は、セ
ブのいたる所がなんとなんとパ
ワースポットなのです。場所その
１、バディアンの滝巡りのあと最
後に立ち寄った「聖なる滝」そこ
は精霊のエネルギーがいっぱい。
細かいしぶきが広がり、自然に呼
吸が深くなり健康と幸福をもたら
す強い分子で満たされます。浄化
作用が高く、その香とすがすがし
さは、バリ島に匹敵。その２、コー
ラルポイントリゾートＢ１、芝生
の上でやるヨガは極上の時間。夜は満点の星。日の出の頃は静けさと平安に
包まれます。午前１０時～１１時もおすすめです。甘い香のプルメリアやブ
ーゲンビリアのピンクや白い花が芝生の上を舞い、強い陽射しさえヤシの木と
重なり、まるでクリスタルの様にすべての葉が輝いて神秘的の一言！日焼けから
守られながら、フワフワあったかい大地に寝転ぶ心地良さはなんともいえませ
ん。その３、美しい青の世界カモテスリゾートも格別。子供も大人も笑顔にあ
ふれ、そこにはのどけさと愛でつながる森羅万象と人の和があります。自然と
一体化した人々は、明るくシンプルライフ（究極の断捨離）をエンジョイしてい
ます。この地上の楽園に、日本人村を作りたいというワールドビッグフォーの
夢は偉大です！！本当の豊かさ、ぜいたくとは何か考えさせてくれるセブ。来年
も来たい！モチロンメンバーは、超エネルギッシュなすばらしい、最高の仲間
達と♡合掌。

初めてのセブ旅行

エンジョイ・セブ！スタッフ皆さんのお陰で楽しくセブを満喫し
ました「ゴージャス」なコーラルポイントリゾートには感動です

セブのいたる所がなんとなんとパワースポット！最後に立ち
寄った「聖なる滝」そこは精霊のエネルギーがいっぱいでした

知られざるパワースポットセブ！！ 会員歴６年６ヵ月　山嵜さん エンジョイ・セブ 会員歴１１ヵ月　藤原さん

セブでヒュ～ 会員歴１年４ヵ月　小松さん
初セブで～す！７泊８日の旅へと、
うれしいなぁ～。「ねぇ～、海はどう
して青いの」と少年が聞きました。
「太陽の光だよ～」太陽の光は、七
色が混ざり合ってるのよ。青だけ
が海中の物質に反射するので青く
見えるのよ。ほかの色は？海に、吸
収されて消えちゃうんだってさ。
「ふ～ん、すごいね」そうそう、雨上
がりの虹、七色で綺麗だね。七色
が混ざり合っているんだ。シーウォ
ーカー４ｍ海底に入っても光が上
から入って綺麗だったワ。黄色、オ

レンジ、ブルーの魚が、チュウ、チュウするね。そしてパラセーリング、上空へ上ってヒ
ュ～、翼をありがとう。上空からのみはらしも、すご～くいいなぁ～、鳥になった
気分だよ～。ほんとうに、最高な気分だワ～。ありがとうみんな、ありがとうセブ。
いっぱい遊んで大きなベッドへ帰って、朝になるとモーニングコーヒー。朝食、若
いメイドさんに作ってもらって、いただきま～す。エステそして展望サウナ、海に
映る夜景がとってもきれい。食事は美味しい。海はきれい。花もあざやか心もすっ
きり海みたい。あのとびっきり美しい黄色とブルーで仕上がったヒトデさん、頭の
中にインプット。ゲイの人達も美しく、より女の子らしく、びっくりだわ！月に一度
の刑務所のカーニバル、マイケルジャクソンの踊りやらで、楽しませて下さった。
書ききれないから、あとは行ってみて。スタッフの皆々様に感謝です。海、太陽、花そ
して愛に包まれてのセブ、ありがとう。

美しい青の世界カモテスリゾートも格別！日本人村を
作りたいというワールドビッグフォーの夢は偉大です！！

妻と２人１２日間のセブの旅を楽
しんで来ました。セブ・マクタン空
港でガイドのシャローンさん、ベル
ナルドさんの出迎えを頂き、コーラ
ルポイントリゾートの施設ではメ
イドさんの歓待を受けホッと一息
でした。海辺のリッチなリゾートハ
ウス、山間の地で生活する私達に
は別天地であります。海を見て潮
騒の下で瞑想し、読書し、昼寝し、時の経つのを忘れるのも良しと想ったのです
が、好奇心旺盛な妻は、沢山のプランをガイドさんと練り毎日各地を訪ね廻りまし
た。離島の美しい砂浜、市街地の雑踏、人、豚、山羊、鶏、犬、猫、皆一緒の山間地
の住民、人間の原生活に接することが出来ました。刑務所のイベントを見物出来
たのも驚きでした。料理好きな私達は、夜はアットホームにと日本から少しの食材
を持って行き不足なものはマーケットで買物をし、ガイドさん、ドライバーさん、メ
イドさん達に日本の味を楽しんでもらい大好評でした。笑顔で接してくれたスタッ
フの皆様ありがとう。別れは辛かったです。

妻と２人１２日間のセブの旅！海辺のリッチなコーラルポイント
リゾートは山間の地で生活する私達には別天地でした

私達オカマで～す！セブでデビューが内定し更に磨きをか
けて？頑張りま～す。よろしくネ！とにかく皆さんも楽しんでネ

笑顔で接してくれたスタッフの皆様ありがとう！
沢山のプランを練り毎日各地を訪ね廻り楽しみました

会員歴１１ヵ月　藤原さん
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コーラルポイントリゾートのベラ
ンダに座り込み、レイテ島からの
朝陽がカモテス海の穏やかな海
面をオレンジ色の帯状に輝かせて
ゆっくり夜が明けてゆく、また、カ
モテス島へ向かう海の匂い、風の
匂い、ビールの味、さらに、カモテ
ス島でのプールサイドでも同様の
気分に浸り、さわやかな風、風の
匂いが２度ともセブへの心をひか
れた。セブ上空の機内でマクタン
空港の気温は２９度とアナウンス
され「つきましたか・・・」前回空港
出口でワールドビッグフォーのＴ
シャツを探して約３０分、今回も
私服でしたらどうしようと不安を
感じながら玄関口へ出ると、最初

にお世話になったリサさんでしたので、安心と懐かしさが同時でした。「お元気
でしたか？子供は大きくなりましたか？・・・」食事を終えコーラルポイントリゾー
トの部屋に着くまで語りが続いた。メイドさんの紹介を受けて憧れのマンゴジュ
ースを頂き、次第に落ち着いて、少し海が白波だったので聞いてみた、「明日は
カモテスへはいかがでしょうか？」「あすは無理かも、別の所を考えておきます」
朝、Alogu insan（アロギンサン）を目指して出発、村の中を曲がりくねって村人
に聞き、役場にたどり着き村人に案内をして頂き出発から約７０ｋｍ、着いた
所はマングローブの覆い茂る入り江でしたが、カヌー初体験！河口付近で折り返
しシャッター音を響かせ、マングローブの茂みの中の水路を観光しました。「今
日は、刑務所の中で囚人達がダンスを定期的に市民に見学をさせているので、
良い機会ですので見学をしますか？」マイケルジャクソンに振付をした方が直
接教えたようです。おかまショーやビーチでのバーベキューも楽しませて頂き満
足です。最後に、ワールドビッグフォーのスタッフの皆さん大変お世話になり、
メイドさんも大変明るく接して頂きました。次回また、コーラルポイントリゾート
に来て、海の匂い、風の匂いを肌で感じよう！カモテスに行こう！！

３回目のセブ旅行も大満足！次回また、コーラルポイントリゾート
に来て、海の匂い、風の匂いを肌で感じよう！カモテスに行こう！！

今度来るときはファミリーもイイナ！ゴルフ三昧も
イイナ！アッという間の８日間、ありがとうございました

「セブ島」行く！行く！１２月２０
日入会、２月２５日から７泊８日
の旅。海外旅行あちこち行ったけ
ど、さすが世界の大富豪の別荘、
調度品一つ一つが見事で、その
部屋を独り占め、女王様になりま
した。マクタン島の海は何処まで
行っても珊瑚礁の白い砂浜、子供
に返って水遊び、海って、水の中
って癒しです。私は母の体内に居
た頃を想い出し感謝しました。も
う何年も前に星空の彼方に行っ
ている母に・・・。あのターシャに
も会いに行ってきました。「あの
大きな目で、私が動けばちゃんと目で追ってくれたんですよ～！」初めてバンカ
ーボートに乗りパンダノン島へ、シュノーケルで海を探索、初めて珍しいヒト
デ発見！茶色のヒトデの中心に黒い丸い輪、その黒い丸い輪の中に鮮やかな
黄色の玉、世界のセレブが落したペンダント？今も目に焼き付いて離れませ
ん。その島の小さな部落を訪問、物に溢れている日本と、昔ながらの生活をし
ている人々、その世界を知らなければ、どちらが幸せなんて言えないかも知れ
ないけど・・・。今の幸せに感謝を忘れないでと胸に誓いました。フィリピンの
刑務所、マイケルの振付師が指導した１０００人以上の受刑者が音楽に合わ
せて踊るダンスは圧巻！ダンスセラピーとの事、素晴しかった。天使の微笑み、
優しさをスタッフの皆さんに沢山頂き感謝です。「神の子」「童女」気遣いおじ
ょうさんに、何とも不思議なまあちゃんと私、楽しい旅をいっしょに、ありがと
う！

楽しかった二度目のセブの旅

A logu in s an（アロギンサン）でカヌー初体験！
マングローブの覆い茂る入り江、水路を観光しました

「大盛り上がり」のパーティーでは男性は女装、女性はカツラ
を被り変身！楽しいひととき、最高の思い出をありがとう

最高！セブ島 会員歴９ヵ月　吉池さん セブ３回お世話になって 会員歴７年８ヵ月　東辻さん

再び セブ島へ 会員歴４年２ヵ月　中島さん
今回は８日間という永い期間です。
前回のときも、もう少し永く居たい
と思っていましたので、今回永く設
定しました。終ってみると、またま
たもう少し永く居たいと感じてま
す。どうしてかな？それは素晴らし
い環境と毎日の食事、スタッフのみ
なさんの優しい心遣いが夢心地に
してくれるのだと感じました。セブ

は遊ぶところが無いと思っていました。いやいや決してそんなことは無い、ありま
す島巡りは沢山あります。たった一つ行っただけでしたが行くチャンスがあると
諦めません。何十年も海中散歩なんてやったことがない？人生で初めてかな、経
験しました。雲丹（ウニ）食べることは知っていますが、あの棘に思わず触りそう
になるなど、小魚と戯れて時間が経つのも忘れてしまいます。今度来るときはフ
ァミリーもイイナ、いやいや靴も持ってきたけどゴルフを一度もやっていない。仲
間と来てゴルフ三昧もイイナ、あれこれ考えているうちに８日間がアッという間
に過ぎてしまいました。朝田さんありがとうございました。スタッフの皆さんあり
がとうございます。

初めてバンカーボートに乗りパンダノン島へ！シュノーケルで海を
探索し最高の気分、今の幸せに感謝を忘れないでと胸に誓いました

３ヵ月前に行って来たのに「又同じ
所に行くの？」と友達に笑われて行
って来ましたが、メンバーが変わる
と又ぜんぜん雰囲気も景色も違う
所に行きますので、何回行っても良
い所ですね！妹のお店の人と長野
から３人と７人で行って来ました。
８０歳過ぎの人が一緒でしたがビ
ックリです。１０歳以上の年の差
がありますのに元気でパワーをも
らって帰りました。空気の良いセブ
でマイナスイオンを沢山吸って帰
ると、神経痛の事がしばらく忘れら
れて、又行きたくなります。前回で見られなかった美しいエメラルドグリーンの海
を見る事が出来まして妹と「ニュージーランドを思い出すね！」と素晴らしい景色
に見惚れてしまいました。ヤシの実が前回よりどこへ行っても沢山なっており、バ
ナナの花を初めて見てビックリしました。色と大きさに。大自然の中を走って走っ
て２メートル以上の新潟の雪などすっかり忘れて夢のような５日間でした。帰り
のパーティーでは運転手さんのダンスに又又皆さん涙を流して笑って楽しんで帰
って来ました。ところが帰ってまもなくあの巨大地震です。ビックリです。震度６の
揺れで家の中はメチャメチャにやられてしまいセブでの楽しい思い出の後に大
変でした。大勢の人が亡くなり被災地のテレビを毎日見ていて私達に何か出来る
事はないかと思っております。又元気を出してセブに行ける日を楽しみに頑張り
ましょう。優しいスタッフの皆さん大変お世話になりました。

夢のような５日間お世話になりました！又元気を
出してセブに行ける日を楽しみに頑張りましょう

素晴らしい環境と毎日の食事に感動！スタッフのみなさん
の優しい心遣いが夢心地にしてくれるのだと感じました

楽しかった二度目のセブの旅！空気の良いセブでマイナスイオンを沢山
吸って帰ると、神経痛の事がしばらく忘れられて、又行きたくなります

会員歴１年５ヵ月　高橋さん
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成 田 空 港 を 出 発 し ５ 名 で セ
ブ・マクタン空港へ到着。夕食
をすませコーラルポイントリゾ
ートに着、メイドさんのお出迎
え、大 富 豪 の 別 荘 へ 案 内 され
リッチ気分！マンゴジュースを
い た だきお 話しをしな がら眠
りに入る。カモテスリゾートは
南国溢れるリゾート、それはす
ばらしい 雄 大 な 海 に 囲 ま れ 、
昼 御 飯をい た だきコラーゲン
たっぷりのヤシの実ジュース！

こんな１日が長く続いたら幸福。舟で空高く舞い上がるパラセーリン
グ、そしてシーウォーカーはスリル満点！パラセーリングでは１５分位
空を散 歩、下を見るときれいな海、胸高鳴る瞬間（初めてなので）。今
日は５人でガイドさんとお買物、あれこれ見て回りおめあての物ゲッ
ト！夜になりさよならパーティー、御馳走が沢山、生バンド日本語版で
歌っていただきリラックス、ビールをいただき、ほろ酔い気分、メイドさ
んとダンスを心行くまで楽しみました。本当にすばらしいひとときを有
難うございました。今回の旅行はゆったりした時間がとれ、皆さんと長
い時間お話しも出来ました。こんな楽しい時間がもてたのも旅行で携
わって下さった皆様のお陰と感謝しております。

本当に素晴らしいひとときを有難う！パーティーでは沢山の
御馳走に生バンド、メイドさんとダンスを心行くまで楽しみました

パラセーリングに挑戦！すばらしい景色が広がり、まるで鳥に
なったような気分、まさか私も経験出来るなんて夢のようでした

初めてセブに行く会員さんに同行し
てあげれば、成田、セブ飛行機の手
続き、現地での観光プラン等、色々わ
ずらわしい事を考えなく、楽しんで貰
えれば、そんな思いから、とうとう１
８回も来てしまいました。其の都度、
同行は大変じゃないかい、と言ってく
れる方が居りますが行くたび結構楽
しんできています。行くたびに新しい
処を発見し、現地のスタッフの人達
又新しい人達に会えるのも楽しみの
一つです。施設も益々増え、リニュー
アルもどんどんされて行く処を見て
くるのも、楽しみなのです。私が初め
てセブを訪れた１２年前、コーラル
ポイントリゾートは、A棟４階のワン
フロアーだけ、コーラルポイントリゾ
ート近くに６０坪程のパームハウ
ス、カモテス島は１棟出来て居ただ
け、スタッフは日本より責任者の佐藤さん、上田さんにガイド２人（リカさん、ジュリエ
ットさん）ドライバーは、デゴイさん１人、メイドさんは、コーラルポイントリゾート
に、エドウィンさんを含め３人、パームハウスにエドウィンさんの御母さん１人。それ
が１２年後、皆さんも現地を見ての通り、コーラルポイントリゾートの部屋数は増え、
バディアンゴルフリゾートのゴルフ場、JWBホテル、カモテス島の宿泊棟も増え、それ
ぞれの施設にはその施設に見合った社員さん達も配備され、オフィスにはリカさんは
じめ事務を取っている人が増え、ガイドさんも６人、ドライバーさん６人、メイドさん
２５人と全体を合わせると目を見張るような巨大な会社と成って来ています。そんな
風に変わっていく姿を見るのが楽しみの一つ、又食事に行く地元出身のレストランの
マスターに「池上さん又来ましたね」と声を掛けて頂き色々近況を御話するのも楽し
みなのです。中華料理のレストランの支配人も、顔を見ると挨拶にも来てくれる様に
成りました。皆さんと、こうして身近さを感じ、益々セブが好きに成って来て居ます。
益々充実されて行くワールドビッグフォー、其れを楽しみに、１９回、２０回と訪れた
いと思います。会長さん始め私どものフォロー担当してくださる関理事さん、社員の
皆様の御蔭で、夢、希望、幸せ、楽しみを頂いて、素晴らしい毎日です。有難うござい
ました。

孫の春休みに感謝のセブ旅行

空高く舞い上がるパラセーリングはスリル満点！こんな楽しい時間が
もてたのも旅行で携わって下さった皆様のお陰と感謝しております

夢、希望、幸せ、楽しみを頂いて、素晴らしい毎日です！
ランドマークにて歴史の英雄セブ出身オスメニア大統領

１８回目のセブ 会員歴１２年５ヵ月　池上さん 夢あるセブ 会員歴２年２ヵ月　木村さん

楽しかったセブの旅 会員歴４年５ヵ月　竹鼻さん
６月１２日から１６日まで、今回

は５階に泊まり朝日が水平線から

昇るのが見たくて毎日早起きをし

ました。そのかいあって心に残る朝

日を見ることが出来ました。２日目

はカモテス島へ前回行った時より

も家が増えていました。風がちょっ

と強かったのですが楽しく行って

来ました。３日目はパラセーリングに挑戦をしました。いつも会報の中で空を飛

んでいる写真を見ていましたが、まさか私も経験出来るなんて夢のようでした。

飛び始めは目をつむっていましたが覚悟を決めて目を開けると、それはすばらし

い景色が広がっているではありませんか、まるで鳥になったような気分でした。

４日目はデパートへ買物に、その夜パーティーを開いて頂き、生バンドで歌って

踊ってメイドさんとドライバーさんと私達とでおいしい食事をいただきながら、

とても楽しい旅でした。幸せをありがとうございました。

１８回目のセブ、巨大な会社と変わっていく姿を見るの
が楽しみの一つ！益々セブが好きに成って来て居ます

東日本大震災のために中止にしよ
うかなぁ～と迷っていましたが、孫
の春休みに楽しみにしていた子供
達を連れて行ってやろうかなぁ・・・
と思い実行しました。セブ空港はリ
サさんミキちゃん達が私達を待っ
ていてくれて、来て良かったな
ぁ・・・と思いました。２日目は無
人島の島へ海水浴！天気はとても
良く真青の海と白い砂浜、カレン
ダーにしてもいい景色でした。孫
達も思いっきり泳ぎ、貝を拾ったり、魚を見たりして、とてもうれしそう。３日目、ボ
ホール島。お猿さんをみてとても喜んでいました。手のひらにのる位の小さなお
猿さん、とてもかわいくて一番の目的を見ることができ満足そうでした。４日目、
市へ買い物。子供達はミキちゃん達が見ていてくれたので、プール遊び、上の舞
衣は熱が出たので、ベットで寝ていました。お昼もソーメンを作っていただき、と
ても助かりました。お別れパーティー駒ヶ根から行った田中さんといっしょにな
り、上田の人達と合同１０人で楽しい時間を過ごすことができました。これもワー
ルドビッグフォーのみなさんのおかげと感謝しております。今回は私達５人で行
き心細かったですが、無事帰ることができたのもみなさんのおかげです。本当に
ありがとうございました。感謝！感謝です。

本当にありがとうございました！天候にも恵まれ、孫達も思いっ
きり泳いだり、小さなお猿さんをみてとても喜んでいました

楽しかったセブの旅、幸せをありがとう！毎朝の心に残る朝日に
感動、カモテス島観光やマリンスポーツ等楽しく過ごしました

孫の春休みに感謝のセブ旅行、来て良かった！無人島やボホー
ル島観光、市内観光に買い物等、充実した日々を堪能しました

会員歴２年４ヵ月　竹松さん
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３月中旬、初めてセブ島に行き
まし た 。セ ブ 島 に 着くまで に
色々トラブルもあり、コーラル
ポ イントリゾ ートに 着 い た の
は、なんと夜の１１時頃。７歳
と５歳の娘たちも疲れてるもの
の少しドキドキワクワク！Ａ棟
６階に泊まりました。メイドさ
ん の お 迎えと９ ７ 畳 のリビン
グ、そして５６畳の主寝室を見
て、あまりにも広くてきれいな
のにビックリ！夜中に着いたの
で景色が見れず残念でした。次
の日も１日中雨で幸先不安に
なりましたが、この日はエステ
に行ったり、買い物を楽しみま
した。エステの間もメイドさん

が付き添ってくれ、子供達の面倒を見てくれとても安心できました。次の
日は前日と違いいい天気。６階からの景色も３日目にしてようやく目にす
る事ができました。バルコニーから見る一面の海、すごくきれいでした。
船に乗りボホール島へ、チョコレートヒルは感動しましたが上まで登るに
はとても大変でした。その後ターシャを見に行き、フィリピン料理のラン
チクルーズを満喫しました。４日目、船でパンダノン島へ、泳ぐ事をとても
楽しみにしていた２人の娘たちは大喜び！澄み切った海と白い砂浜、私は
３人目を妊娠中で泳ぐことはできませんでしたが、子ども達の大満足の
姿を見ているだけでとても楽しかったです。その後スタッフが用意してく
れたＢＢＱをおいしく頂きました。夕食は生バンド付でパーティーをして
頂き、楽しい音楽や踊りなどで盛り上がりました。最終日前日はグラスボ
ートに乗ってサンゴ礁などを見て満喫しました。とても楽しく充実した６
日間でした。今回は妊婦だったのでできなかったですが、次回来る時はシ
ーウォークをして、海で泳ぎたいと思います。通訳のリサさん、運転手
のナルドさん、メイドさん達にも本当によくして頂きありがとうござい
ました。

次回はシーウォークをして、海で泳ぎたいと思います！ボホール島では
チョコレートヒルに感動、ターシャに感激、ランチクルーズも満喫です

またセブとうにいきたいとおもいました！パーティー
でも、いっぱいおどりました。いろいろありがとう

セブ島へ行って来ました。２夫婦
で４泊５日。見る物すべて驚くこ
とばかり、交通量の多い道路で小
さな子供、小動物のニワトリ、ヤ
ギ、牛、犬が自由気ままに道路に
動きまわっている様子を見て心
が和む気持ちでした。また信号も
ない、交通量の多いドライバーさ
んの運転の優秀さに尊敬しまし
た。また自転車に３名、バイクに
７名、小さな自家用車に２７名を
乗せての運搬、日本では考えられ
ない光景に驚くことばかり！日常
生活環境、自分が置かれている環
境と比べて同じ人間でありながらと胸が痛むこと、自分が恵まれた生活環境に
感謝することひとしおです。ワールドビッグフォーに出逢えた事により素晴らし
い体験をする事が出来、幸せな気持ちで一杯です。青い空、美しい海、可愛い
魚と戯れ、還暦を過ぎてのパラセーリングに挑戦！何年ぶりかの緊張感とスリ
ルを体験出来、一生の思い出になりました。小さな小舟で人に運ばれて大きな
舟に移動し、小波から大波へと行くうちに四方八方美しい風景を眺め・・・。島
でのバーベキュー体験、料理も大変美味しかったです。ワールドビッグフォー
の本社オフィスとバディアンゴルフリゾートを見学させて頂き、楽しいあっと言
う間の４泊５日の旅でした。素敵な人との出逢い、ワールドビッグフォーの会
長さん始め社員の皆様、感謝申し上げます。また近日中にお友達を誘ってトラ
イするつもりでおります。その節はよろしく！ありがとうございました。

夢の島セブの旅

ドキドキワクワク充実したセブ旅行！パンダノン島では２人の娘たちも
大喜び、子ども達の大満足の姿を見ているだけでとても楽しかったです

ワールドビッグフォーに出逢えた事により幸せな気持ちで一杯
です！また近日中にお友達を誘ってトライするつもりでおります

素敵な出逢い 会員歴１年　鎌田さん 充実したセブ旅行 会員歴２年６ヵ月　　池田さん

はじめてのセブ 会員歴２年６ヵ月　　　いけ田さん
ふねにのってボホールとうにい

きました。はしをわたったり、タ

ーシャを見たりしました。つぎの

日にふねにのってうみにおよぎ

にいきました。フィリピンでしか

とれない貝とか、かわった貝も見つけました。もってかえって、えをかきまし

た。プールに入ってきもちよかったです。つかれました。でも、いっぱいおよ

いだのでたのしかったです。パーティーでも、いっぱいおどりました。だか

らからだがあつかったです。リサさん、ナルドさん、ミッシェル、いろいろあり

がとう。またセブとうにいきたいとおもいました。

還暦を過ぎてのパラセーリングに挑戦！何年ぶりかの
緊張感とスリルを体験出来、一生の思い出になりました

初めての海外旅行に仲の良い友
達ご夫妻４人で、４泊５日のセブ
島へ。セブ・マクタン空港に夜７時
３０分頃着き、ガイドさんと運転
手さんが待って居てくれて一安心
しました。次の日の朝、コーラルポ
イントリゾートの周りを散歩して初
めての海、思わず綺麗と感動！シー
ウォークを体験して魚と戯れ忘れ
られない海の中でした。パラセー
リングにも挑戦して高い所から広
い海を眺め爽快でした。３日目は
別の島パンダノン島へ、船に揺ら
れてバーベキューを食べ、コバルトブルーの海で貝殻を拾い写真も撮り楽しかっ
たです。市内観光とショッピングも楽しい一時でした。車と人の多さにビックリで
す！ウォーターフロントホテルの本社オフィスに立ち寄り、スタッフの方にも会い、
とても大きいホテルでビックリしました。最後の日は車で３時間以上乗りバディア
ンゴルフリゾートへ、ヤシの実のジュース、中身をいただいて海を眺め最高でし
た。カワサン滝へ歩いて行き、コバルトブルーの水の色に感動し、高くそびえるヤ
シの木を眺め途中珍しい花にも出合いました。最後の夜はカラオケボックスで歌
い、若い人に囲まれて楽しいひとときでした。ガイドのマリアンさん、運転手のア
ーネルさん、スタッフの方々本当にお世話様になり有り難う御座いました。初めて
主人と旅行したこのセブ島、一生の思い出が出来た事にたいへん感謝しておりま
す。ありがとう！！皆様もお体に気をつけて頑張って下さい。

初めて主人と旅行したこのセブ島、ありがとう！！一生
の思い出が出来た事にたいへん感謝しております。

いっぱいおよいだのでたのしかったです！ボホールと
うでは、はしをわたったり、ターシャを見たりしました

船に揺られてパンダノン島へ！バーベキューを食べ、コバ
ルトブルーの海で貝殻を拾い写真も撮り楽しかったです

会員歴１年　武田さん
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私 にとって３ 回目の セブ 旅 行
は、いつもと違い多勢の仲間と
の旅でした。セブ・マクタン空港
に着くと、村松理事さん達が迎え
て下さり、楽しい夕食の時を過
ごしました。２日目は、海が荒れ
ているという事で、お買物をした
り、マッサージを受けたりと楽し
い時を過ごしている矢先、日本で

は大変なことが起きてしまいました。テレビが映し出す光景は息が詰まる映
像ばかり、全員が無口になり、気持ちが落ち込んでいくのがわかりました。そ
れでもワールドビッグフォーのスタッフの皆さんの心温まるお心遣いに触
れ、美しい景色になぐさめられ、予定した日を楽しく過ごし、さよならパーテ
ィーでは、時を忘れて最後の夜を満喫しました。帰国し数日経ちました。私の
住む所は、災害からは免れました。しかし、日本全体が、これから復興に向か
って歩いていくことになる訳です。今回のセブ旅行が、これからの私に大き
な力を貸してくれると思います。

スタッフの皆さんの心温まるお心遣い、美しい景色に
感謝！これからの私に大きな力を貸してくれると思います

コーラルポイントリゾートの豪華な部屋、景色も最高でした！多数の
メイドさんにも歓迎され、本当に楽しい旅行を有難うございました

は じ め て う み で あ そ び ま し

た 。か いもとりました 。うみ は

しょっぱかったけどきもちよか

ったです。タ ー シ ャ は め が お

お き くて 、はながまるくてかわいかった。だから、ぬいぐるみをかいま

した。よるご はんはダ ン ス を お どりた の し か っ た け ど 、つ か れ まし

た 。リサ さん 、ナルドさん 、ミッシェル にまた あ い た い な 。

至福の時を過ごしに・・・

３回目のセブ旅行は、いつもと違い多勢の仲間との旅！
さよならパーティーでは、時を忘れて最後の夜を満喫しました

リサさん、ナルドさん、ミッシェルにまたあいたいな！よる
ごはんはダンスをおどりたのしかったけど、つかれました

せぶとう 会員歴２年６ヵ月　いけださん ３回目のセブ旅行 会員歴４年９ヵ月　井出さん

セブ島体験記 会員歴１０ヵ月　渡邉さん
６０歳定年を迎え記念にこの旅
行をお願いしてあったものの、東
北関東大震災が旅行直前に発生
し、前日の２２日まで旅行が決定
できませんでした。キャンセルす
る人もいる中で、同じ柏住人のＩ
さん夫妻とご一緒に楽しく旅行さ
せていただきました。セブ・マクタ
ン空港を降り、ガイドのリサさん、

ドライバーのベルナルドさんに迎えられ、夕食後にリゾートの中心地マクタ
ン島、コーラルポイントリゾートに着き、多数のメイドさんに歓迎されまし
た。海に面した広く豪華な部屋に宿泊し、美しい海を見ながらの朝食、景色
も最高でした。観光ではボホール島に行き、不思議な形をした丘が連なる
「チョコレート・ヒル」メガネザル「ターシャ」船上ランチ等一日満喫してきま
した。セブ市観光では、ワールドビッグフォーの本社オフィス訪問、ＪＷＢホ
テル内の見学、下町の市場等現実を見る事ができ、そして島めぐりも楽しみ
ました。また行ってみたくなりました。お別れパーティーを盛り上げてくれた
ベルナルドさん、リサさん本当に楽しい旅行を有難うございました。

はじめてうみであそびました！かいもとりました。
うみはしょっぱかったけどきもちよかったです

この度、私共は佐藤統括にお世話
を頂きセブ島旅行に行って来まし
た。成田国際空港から僅かに５時
間の空の旅にて、常夏の島セブ・マ
クタン空港に到着しました。機中は
食事をいただき、ビールを飲んで
いると到着のアナウンスがあり窓
の外を観ると眼下にセブシティー
の綺麗な夜景を眺めることができ
ました。空港では村松理事さんの
お迎えを受け、又美味しい夕食も
いただき就寝しました。翌日はセ
ブ島内を巡り、デパート等で買物をしました。特に女性陣はネックレスやスカーフ
を大量に買い込んでいました。その後は日程通りこなし、島でのバーベキューで
は地元の漁師が獲った貝や魚も美味しく、楽しく過ごしました。最終日前夜にはお
別れパーティーを開いていただき、最大に盛り上がった１日でした。今回の目的
は、日頃慌ただしい日々を過ごしているなか、常夏の島で美味しいものを食べ、ゆ
ったりとした至福の時を過ごす事でしたので、その意味ではイタリア・中国・韓
国・地元料理を美味しく戴き、朝も９時半出発で、部屋も広くベッドも大きく、ゆっ
たり過ごせ満足致しました。期間中お世話いただきました村松理事さん始め関係
者の皆さんには本当に有難うございました。旅行中我が国には未曾有の大災害
を受け大変な事態に成っています。私共も微力ながら復興に向け全力で協力致
したいと思っています。

料理も美味しく、コーラルポイントリゾートにも大満足！最終日前夜には
お別れパーティーを開いていただき、最大に盛り上がった１日でした

また行ってみたくなりました！ボホール島観光ではチョコレート・
ヒルやターシャ見学、船上ランチ等一日満喫してきました

至福の時を過ごしに・・・！島でのバーベキューでは地元
の漁師が獲った貝や魚も美味しく、楽しく過ごしました

会員歴４年９ヵ月　井出さん
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一年前に行こうとして叶わなかっ
たセブ島。今回も東日本大震災に
みまわれ、予想もしなかった大津
波による被害で、大混乱の日本。
二週間後の出発は半ば諦めてい
ました。成田までの高速バス、セブ
島行きの飛行機も飛んでいるとの
事で、出発することに決定。五人中
四人は初めてのセブ、ガイドさん
に会えた時は、ホッと一安心！夕食
後コーラルポイントリゾートへ、メ

イドさん達のお出迎えと、しぼりたてのマンゴジュース、そしてオイルマッサージ
にうっとり。翌朝ビックリ！大海原が広がる最高の景観の中にいる私。爽やかな
潮風は心地良く、ゆるやかな時間を満喫させてくれる。市内観光とショッピング、
ＪＷＢホテル、本社オフィス、カジノの見学。夜のウェルカムパーティーでは、生
バンドに合わせて、スタッフの皆さんに交じり大爆笑汗びっしょり、フラフラにな
るまで大盛り上がりでした。翌日はボホール島で一日遊び、四日目のシーウォー
カーも最高の感動でした。毎日生マンゴにかぶりつき、マンゴジュースをいただ
けた幸せ。あっという間の四泊五日の旅、初めてだったのに安心して楽しく過ご
せたのも、ガイドさん、運転手さん、メイドさん、皆さんのお陰です。本当にあり
がとうございました。

ボホール島で一日遊び、シーウォーカーも最高の感動！ウェル
カムパーティーでは、フラフラになるまで大盛り上がりでした

心に残るセブの旅、幸せな出会いを与えていただきました！
セブには心の豊かさと、おおらかさ、優しさが満ちていました

大震災12日後の3月23日が出発予定
日。電車のダイヤも不安定、ガソリン
も長蛇の列。こんな御時世「海外旅
行の優雅な旅をしていいのか」出発
まで気をもむ日々でした。しかし「前
から予約していた事だから」と決
行。Ｉさんご夫婦と私達二人の旅の
始まりです。会報でおなじみのガイ
ドのリサさんとドライバーのベルナ
ルドさん「写真よりも若い」今回の
旅の大きな目的の一つは、きれいな海の見えるベランダのテーブルで、ゆっくり朝
食を取ることでした。その他、施設見学、熱帯フルーツを食べること、ボホール島見
学、フィリピン料理、その他の料理を食べること、セブ市内観光、島めぐり、そしてちょ
っぴりおみやげの買い物をすることでした。お天気が心配でしたが、自分達のペース
で盛りだくさんの日程をこなすことができ、充実した旅行だったと思います。パンフレ
ットだけではなく、実際に現地を訪れてみて「しっかりしている会社だなぁ」というの
が感想です。ただ、海外旅行ということで、食べ過ぎ、持ち物の管理、体調には気を
つけましょう。End.

初めての海外旅行セブ

爽やかな潮風は心地良く、ゆるやかな時間を満喫！市内
観光やショッピング等あっという間の四泊五日の旅でした

初セブ島体験！自分達のペースで盛りだくさんの日程
をこなすことができ、充実した旅行だったと思います

初セブ島体験 会員歴１０ヵ月　渡邉さん やっと叶ったセブの旅 会員歴３年２ヵ月　新さん

心に残るセブの旅 会員歴５ヵ月　笠原さん
私は旅行＝観光旅行と思ってい
ました。セブ旅行の前日までもパ
ンフレットは見ませんでした。御
縁があっての仕事以外の旅です
ので、安心感と初めてお会いする
方の出会いを楽しみに。世の中
には、人を幸せにする出会いと不
幸にする出会い（自分自身）があ
るといつも考えていました。待ち
合わせのインター、車が止まり迎
えてくださった方の顔を見て、不
安が消え、何か風のささやく言葉
のように、私から学びなさいと顔
が見えたのが不思議でした。成田
までの車の中でも、やさしい言葉
が飛び交っていたので、良い出会

いをしたなと思い、仕事を代わってもらった友に感謝していた。セブ島では毎日
が楽しく、夢のような事ばかり。日本国内では考えられない旅行でした。自分達
のために楽しい事だけをする旅。幸せな日々でしたが、それと共に島の人、家、
犬、ねこ、など貧困・・・そんな姿をみていて気がついたのです。日本ではない心
の豊かさと、おおらかさ、優しさが満ちていたのです。道に横たわる牛も、犬も
自動車がよけて、クラクションを鳴らすなんて、もっての他です。又、島の人が
メガネを掛けていない事とカラスがいないのには、又、ビックリでした。そん
な人々が優しさと思いやりでのんびりと生活を支えあって生きている、そんな
事に気が付かせてくれたのは、とても・・・。朝早くから、遅くまで、私達を守り
気遣ってくださり、えがおで接してくださったドライバー、ガイドさん、そして
音楽と踊りが大好きなメイドさんにも大変感激しました。人として大切な何か
を引き出してくださいました。そんな気持ちの良いセブ旅行が出き、連れて行
って下さった、朝田さんにありがとう。幸せな出会いを与えていただきました。
仕事のときにも出会いと笑顔でがんばろうと思います。皆様ありがとう。

今回の旅の大きな目的の一つが実現！きれいな海の見え
るベランダのテーブルで、ゆっくり朝食を取ることでした

女性4人に同行して、初めての海
外旅行に参加しました。夕食を済
ませコーラルポイントリゾートに
着いたのは夜９時頃でした。メイ
ドさん達に迎えられ、目に入る全
てのものの豪華さに驚きました。
翌朝めざめた時の驚き、周囲がな
んと海。地平線がどこまでも続く静
かな蒼い大海原と空の境をくっき
りと描いている。テラスでゆったり
と心地良い風と眺めに酔いしれる
一時。市内は人も車も多く、小型乗
り合いバスは、次から次と沢山の人が乗っている。信号機は殆ど無いのに事故が
起きないのが不思議だ。現地の人の運転技術ってすごいと思う。ウェルカムパー
ティーでは、生バンドに合わせて踊るピチピチのメイドさん達の中におどり出
て、運転手のナルドさんと張り合う程、大喝采を浴び、大爆笑の連続でした。色鮮
やかな綺麗な魚達とたわむれたシーウォーカーも楽しい体験でした。女性達が
優雅にエステを楽しんでいる間、運転手さんにカジノに連れて行ってもらい、ボ
カボカ花火をあげてしまい、超テンション高くなって帰って来ました。実は、ワー
ルドビッグフォーの会社やセブ島について何の知識もなく、余り期待していなか
ったのですが、セブは本当にスバラシイ所ですね！心に残る退職祝の旅となりま
した。皆さん、大変お世話になり、ありがとうございました。

心に残る退職祝の旅となりました！テラスでゆったりと心地良い
風と静かな蒼い大海原の眺めに酔いしれる一時は最高でした

セブ島では毎日が楽しく、夢のような幸せな日 ！々自分達のため
に楽しい事だけをする日本国内では考えられない旅行でした

セブは本当にスバラシイ所ですね！色鮮やかな綺麗な
魚達とたわむれたシーウォーカーも楽しい体験でした

会員歴３年２ヵ月　新さん
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平成23年6月25日　土曜日
海辺のプール

平成23年6月27日　月曜日

今日のセブは、ちょっと雲が多いですが、晴れて良い天気です。
海に入って、タラソテラピー（海洋療法）をしたかったのですが、
ちょうど引き潮で、海に入ることができなくて、プールでリハビ
リをしました。ヘルパーのパロマーが、Ａさんをおぶって、ゆっく
りとプールに入ります。
プールサイドのステップバーにつかまりながら、足の上げ下げ
運動や、曲げたり伸ばしたりと、歩行のためのリハビリをします。

セブなら、今日のように急に予定が変わっても明るい海辺のプ
ールでいつでも気持ちよくリハビリができますよ。

いつも楽しく

それは、Aさんの希望で、ハード
なリハビリよりも、のんびりリラ
ックスしたいとの要望があった
からです。
だから、お天気が悪いときや、ち
ょっと体調がよくない時は、部屋
の中でゲームやマッサージをし
てすごすことにしました。

いろいろなゲームで楽しみましたが、Aさんが一番好きなのが、
おもちゃの花を使ったジェスチャーゲームです。花を注射に見
立てたり、電話にしたり、いろいろ考えてジェスチャーで答えま
す。しばらく考えても、何も思い浮かばないと負けです。何回か
ゲームをして、スコアーをつけます。想像力を使って考えること
が楽しくて、Aさんもゲームに夢中になり一時間も遊び続ける
ことがあるんです。
セブに来れば「いつも楽しく」すごせますよ。

こんにちは、マニリンです。
Aさんの介護担当者として、今回はできるだけ、リラックスして
楽しくリハビリができるように、こころがけました。

去年はあまりできなかった、左足
での曲げたり伸ばしたりが、今
は、自分の力だけで動かせるよ
うになりました。
黙々とリハビリを続けるＡさん
が、あとで日焼けで肌が痛くなら
ないように肩や背中に水をかけ
ながら、サポートします。

ありがとうの言葉

通じる こんにちは、マニリンです。
私は5ヶ月間ずっとAさんのお世話
をさせていただいて、改めて学ん
だことがあります。それは、「通じ
る」ことの大切さです。最初は、日本
語の勉強で「通じる」の意味を、た
だ、日本語が通じる＝日本語がわ
かる、出来ることだと思っていまし
た。でも、「通じる」には、もっと深い

意味がありました。

こんにちは、マニリンです。
セブで長い間リハビリを続けてきたAさんがもうすぐ一時帰国
です。今日は、ホテルの中のスーベニアショップで、お土産品
のお買い物です。何がいいか、いろいろある中から選びます。
私もジョナミ－も、自分が選ぶ気持ちになって、良いなと思うお
土産を、Ａさんに勧めます。

私にも、Ａさんはよく「ありがとう」と
言います。最初は、スーベニアショッ
プの人と同じように、何で？と思いま
したがだんだん、Ａさんのどんなこと
にも感謝する、優しい気持ちが「あり
がとう」の言葉なんだとわかってきま
した。
Aさんが、私にくれたお土産は、感
謝するやさしい気持ちとありがとう
の言葉です。

お別れ会　その①

看護婦の学校でも、バイタルサインの測定時に、表情を注意
深く見ることで、相手の状態を把握することを学びましたが、日
本の「通じる」はもっと深くて、言葉だけでなく、「心」や、「気持
ち」も通じることが出来るんだって、わかりました。そして、それ
は私からだけでなく、Aさんも私の表情で、私の気持ちがきっ
とわかっていたんだと思いました。言葉は無くても、お互いが
思いやりの心を持っていれば、相手の気持ちを理解することが
出来るんです。それが本当の通じることだと思います。
ここで学んだ「通じる」ことの大切さは、私の一生の宝物です。

今朝、Aさんは日本に向けて出発しました。
昨日の夜の雨もすっかり上がり、良い天気になりそうです。
ホテルのフロントで、弟さんとチェックアウトした後、いよいよ出
発です。

お別れ会　その② プールサイドでの記念撮影のあ
と、スタッフを代表して、ジョナミ
ーと私から、Aさんに、みんなの
手紙とマグカップをプレゼントし
ました。
スタッフはみんな、Aさんの優し
いところが大好きで、感謝の気持
ちがたくさん書かれた手紙を、ジ
ョナミーが読みます。マグカップ

には、リハビリやゲームのときにAさんと撮った写真が、印刷さ
れています。最後に、Aさんから私たちスタッフに、感謝の言葉
をいただきました。

介護日記にご協力いただき、5ヶ月の長期
間にわたり、ご滞在いただきましたAさん
に、長期間滞在された、ご感想をお伺いし
ました。
Aさんより
「今回は、のんびりするのが目的で来たか
ら、去年よりリラックスできました。担当の
子が親切で、楽しく過ごせました」「長期間
でも、楽しかったので、時間が短く感じまし

た。ぜひ近いうちに、また来たいです。」との、ご感想を戴きまし
た。お別れの会を見ても、介護スタッフとの心の交流が感じら
れ、私たちスタッフ一同も、Aさんの今回の目的である、ゆっくり
とリラックスされることができたのでは、と思っています。ありが
とうございました。今回ご満足いただけたことに、おごらず、こ
れからもサービスの質を高めていき、よりいっそうの、ご満足を
お届けできるように、努めてまいります。また、当ブログをご覧
の皆様、長い間ご愛読いただき、まことにありがとうございま
す。本日で、看護婦マニリンの介護日記は、一旦休止いたしま
す。次回からは、少し趣旨を変えまして、セブの介護事情や、生
活に直接関係する日本との物価の比較など、セブで、長期滞在
するときに知っておきたい情報をいろいろと、お届けしてまいり
ます。  お楽しみに。

「ジョバンニ、パロマーいつもリ
ハビリを助けてくれて、ありがと
う」
「マニリン、ジョナミー、親切にし
てくれて、ありがとう」
「みなさん、ありがとう」
Aさんの、シンプルでも心のこも
った、お礼の言葉を聞いて楽し
かった5ヶ月間を思い出し、私は、

泣いてしまいました。Aさん、日本に帰っても、リハビリがんばっ
てくださいね。私たちのことを、忘れないでくださいね、そして、
また必ずセブに帰ってきてくださいね。
私たちスタッフは、優しいあなたのことが、大好きですから。

5ヶ月間、毎日リハビリを続けたAさんは、しっかり日に焼けて、
たくましく見えます。早朝ですが、ホテルのスタッフがみんなで、
お見送りをします。今日が休日のスタッフや、午後から勤務の
スタッフも、Aさんのお見送りに集まりました。
たくさんのスタッフに人気があったのがわかりますね。

出発に先立って、前日の午後は、ホテルのレストランで、お別
れ会が開かれました。Aさんの弟さんも参加しました。
ホテルマネージャーの挨拶のあと、みんなで乾杯です。

テーブルに並んだご馳走を、み
んなおいしそうにいただきます。
私はAさんに、食べやすいもの

を取り分けます。そして、特大ピザの登場です。ジョナミーと二
人でテーブルまで運ぶと、Aさんもびっくりしてました。食事の
あいまに、私や、ジョナミーと同じように、海やプールのリハビ
リで毎日Aさんをサポートした、パロマーとジョバンニが、     　
　　　　　　　　　　　　それぞれ、お別れの挨拶をします。

食事が一段落すると、Aさんの
弟さんも一緒に、介護、エステ、
レストランのスタッフみんなで
記念撮影をしました。
みんな、おいしいご馳走を食べ
てうれしそうですね。     ・・・つづ
く・・・

たくさんの品物のなかから、Ａさんが選んだのは、スーベニア
ショップの人が勧めたセブで定番のお土産品、ドライマンゴ
でした。確かに、すごくおいしいんですよね。私も大好きです。
お店を出るときにＡさんがショップの人に、「ありがとう」とい
いました。ショップの人はちょっと驚いて、私に、「なぜ、買って
くれた人がありがとうって言うの」って聞いてきました。本当
は買ってくれた人が、「ありがとうございます」といわれるのに。
と思ったんですね。

車いすで移動中の何気ない表情を見て、Aさんの気持ちがわか
ったり、ストレッチのときに言葉は無くても、顔を見てがんばっ
てる心が理解できることに気が付きました。

平成23年6月30日　木曜日

平成23年7月1日　金曜日

ありがとうございました。
平成23年7月4日　月曜日

平成23年6月28日　火曜日

平成23年6月29日　水曜日

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（h t t p : / / www . j w b h o 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。


