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Ά̧̦ͥȂ࿂ฒ̞ͺͼΞθ̫̱̹͘͜ͅȃث۷͈߃̞Ȃྶฺ̞༷͈͈ͥپ৪̹̈́ͤͅ
̞̳̞͂̀̽͘ܐȃ͕ͭ͂ड͈ࣞॽম̢ٛ̀ͅࢨ̵̳́ȃρΛ΅ȜȊ

΅ȜΑΠȜϋຐාΏςอ࣐ࡓ
ڼٛ২΅ȜΑΠȜϋˢˬϋσΗϋΜ
ɧ642.1183ȁఱिঌཤߊཅॄ4.:.8!̴̞͙Ϋσ6ˢ
อ࣐ୣහ৪ȁȁܧ

̹͛̽ͅࡉ̧̭͈̞ͥ͂́̈́ܲਹ̈́
ד௨͈̈́́Ȃজ͈యͩͤͅမୈͅഴ
ા̞̹̺̩̭̱̱̹͂͘ͅȃ

ɧ171.1112
ཤ٬ൽढ़ིঌಎ؇ߊཤ֚ૄୌ3.22.2
34५ނΫσ˓ˢ
ڼٛ২ˤˤˣཤ٬ൽ
UFMȇ122.317.9412!
GBYȇ122.317.9442

̜̹̈́အ̥͈̤ͣ࿚̵̞ࣣ̮ͩ͞փࡉȆ̮ۜே̤ఞ̻̱̤̳̀ͤ͘ȃ
༐ဥ໑ൟȂ
F.nbjmȂ
GBY ̮ͬ၌ဥ̩̺̯̞ȃ

TEL
0120-140-439 FAX
0120-707-139
E-mail info@kanameishi.com URL http://www.kanameishi.com

 ڼ ٛ ২ↄ‡←↞‡⇅℅ℏ↊⇅↾↖⇅↚
←↖⁋↫֚൳

ऒ̦ຊ৪

ಱͬဵ্͍̀ͅᛚ̩̯͛̈́မୈͬࡉ̹̭͂ȃ̷͉ͦ୲ܓ
ᏼਅ͈ρΥͼΠΠϋδ̞̠͂Ḁ̴̑ͩ36ης͈͖̳͂ͭ́ȃ
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面積は日本の約５倍、人口は2 億 4 千万人（世界第 4 位）。国際通貨基金（IMF）から
「（リーマンショック時の）不況から

ȶρͼέίρϋȷȼȶρͼέΉͺȷ!૧̱̞ˢˬ௨͈ࢹಃཱིͅಎȊ

るバリ島で開発・不動産事業を手がけ、大成功を収めている若き日本人がいます。彼とキーストーンアライアンスの出
死 亡 保 障リスク

生 存 保 障リスク

会いから、今回のレポートは生まれました。
＜個人のテーマ：本物のリゾートを体験したのは生まれて初めて、かもしれない…＞

入 院・手 術 保 障

ラ イフ ケ ア

ȁND ̦֓ၷࠏ࣭زڒȪ֓¦ভ֓شȆۭࢌআ̈́̓ȫ

免れた国」
と評され、高い経済成長率を誇るインドネシア共和国。この国を構成する約 20,000もの島々の中の1つであ

ライフケア実践のイメージ
ラ イフ プラン
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́Ȃ
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予防
・健 康 維 持・増 進
のサポート

発症

収入保障

闘病・入院・手術・介護

・患者さんの気持ち・状況理解
・病気の知識
・治療の知識
・情報提供
・精神的な支援
・家族の支援………

旅人＆レポーター

介護保障

ターミナル
・看取りの知識
・看取りの支援
・葬儀の支援
・家族の支援

キーストーンアライアンスメンバー（横浜） 大内

生活再建

死亡

・家族の精神面
・経済面の支援
・生活再建支援

ͬஜ̱̯͈͂̀ͦͥͅచ̱̀Ȃ̮ࣽٝત̱ٚ̀
̞ͥ BMDQ ͉Ȃ̷ͦոު͈ٸਅͅࠈͩͥ૽̫࢜̀ͅ
ঔ̯̤ͦ̀ͤȂ΅ȜΑΠȜϋͺρͼͺϋΑιϋΨȜ͜
ུ৾ͬڒං̱̞̳̀͘ȃ
ȸۛ৪͂ز͈ȶͤܙഞ̞
૽ȷ͈̹͈͛ڒȹ̜́ͥ BMDQ ࡛ͬह͈ڰ൲͈̓͢ͅ
̠̥̞̱̥ͥ̀ͅڰȂˏྴ͈ιϋΨȜͅࢊ̞̽̀ͣ͜
̱̹͘ȃ
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PT.ETERNA TERRA BELLEZZA BALI : CEO 櫻本彰吾氏との出会い
キーストーンアライアンスの研修

2008年ホテル建設前の土地にて

会で櫻本氏の講演を聴き、彼の話す

のです。着いた先は「The Edge Hotel」。
櫻本氏が 3 年前に購入したインド洋に面

そこに土地という資産を持つことの

した断崖絶壁の土地に建設し、最近完成

意 義を確 認しようと、早々に 飛ん だ

したばかり。息を飲むようなインド洋 が

のが 3 年前。最も印象的だったのが、

180 度眼下に広がり、南の島風を全身で

櫻本氏が建設した海岸沿いのビラで

感じる場所でした。ホテル全体を貸し切

した。きれいに手入れされたエントランスでは数人のメイドさ

るというコンセプトの作りなので、リビン

んが出迎えてくれ、荷ほどきした後は２つあるプールでゆった

グ やプ ー ルもすべてプライベ ート感 覚

りと泳ぎ、プールサイドでのマッサージを受け、夕食には美味

で、どこに座ってもバトラーが 飲 み 物を

しい料理。そして完璧なベッドメイキングが施された部屋。バ

持ってきてくれます。そして夜のテラスで

リ島にビラを所有するということは、利用するときもしない時

のパーティーではダンサーがバリの民族

も常にメイドさんがいてビラの手入れをしていて、いつでも利

舞踊からヒップホップダンスまで披露し

用できる空間を持つということです。まさに真の「リゾート」。

てくれ、そ のままダンス パ ー ティー へ。

̦͂ြ̧̠̹͈͉̞̥ͥ̈́̽̀́̈́͂͢ͅএ̞̳͘ȃ

ॲဥ͈̮Ȇఅ༗͈ίρϋΣϋΈȆ

ȁࣽࢃ͉ȶρͼέΉͺȪ૽ͬͤ͢ၻ̧̩̹͈ͥ͛Ή

2011 年 8 月、再びバリ島を訪れると、いつもの櫻本氏の出
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迎えと少し様子が違い、何故か警察が一緒でした。バイクで大

শ͈εȜΠުྩ̈́̓Ȃ̺̞͐ॽম͈໙

ͤ͢ͅȂףș̜̠ࣞͥ́ͧ͘ంςΑ·ͅచ؊̱Ȃٯအ

̦ࢩ̧̦̱̹̽̀͘ȃ̷̠̞̹̽փྙ́

͈ȸฺ৪ȹȂ
ȸͤܙഞ̞૽ȹ̱͂̀ͺΡΨͼΑ̦ြͦ͊Ȃ

͉Ȃ̯͘ͅٯȶρͼέίρϋȷ̱ͬ̀

͂এ̤̳̽̀ͤ͘ȃ

̞̩ˢˬ̱̭̳̹͂̀ض̷̤̤ͬ͢ڬ

ȁ૽࢛ࢹ଼̦͞ޏ۪ڰșఱ̧̩་̱اȂအș̈́૬࣫

Ⴒࠈ͈ޘള̱̳̭ͬͥ͂́Ȃ·ρͼͺϋΠ̦ু̱̩ͣ

̈́মఠ̦อ̱̞̀ͥौࣽȂ૽ș͈ȶু̧̱̞༷ͣȷ

̧̹ͥ͛ͅুၛ̧́

̢̞̩̹ͬ̀͛Ȃ
ȶρͼέίρϋȪ૽୭ࠗȫȷ̷̱̀ȶρ

̠ͥ͢ࡉ̫̭ͤͥ

ͼέΉͺȪ૽̧̩̹͈ͬͤͥ͛͢͢Ήͺȫȷͬக́

͂ ́ ̳ȃ̷ ͈ ષ ́ ֓ ၷ

̧ͥ΅ΑΩȜΠ͈ంहȂ̷̷̱͈̀ڰ̦̩ޑఞ̻བ

࡛ા͈ఠͬ՜̱̈́

̞͈̦࡛ͦ̀ͥ͘ે̳́ȃ̷͈ಎ́˝˨˟ˬȪͤܙഞ̞

̦ ͣȂ༓  ޑٛ ͅ ४ ̱ ح

૽ȫ̦̳̹ض͉͂ڬȂ૽͈အș̈́ρͼέΉͺ͈ા࿂ͅ

̀șুࡨࡄᲣͅ႗ͭ

̤̞̀Ȃ̤ݖအͤͅܙഞ̞Ȃຈါ̈́ૂ༭ރȂεȜΠȂ

̞̳́͘ȃ

ခࡠٛ২ρͼήͺΛί!యນ৾!ࠄനઽȁဉ )ؗථ*

ȁྵ༗ࡏͅࠈͩͥ৪̱͂̀ຈ̴ೄ࿂̳

ͺȆίρ·ΞͻΏοȜȫူ଼࣒ज࣒̱ͬȂພ͈ܨอછ

͈̦ͥȂ߄ັݯȆ༗ࡏ߄͈̞̳́ȃজ

̥ͣड૧͈হၷ༹Ȃ̯͉ͣͅୈ૰͈ۛඅಭ͞डਞഎ̈́

̭ͦ́͘͜ͅȂ̦̫̹̤ͭ࣬ͬݖအ

ۭ৾ͤͅঢͥ́͘Ȃຽ୪̳̭͈̞ͥ͂̈́ڎ́ࡀր

͈̫ͬͥΉȜΑ̜̱̹ͤ͘͜ȃ̹

͈̜ͥ୶༷̥ͣೄ୪̧̹̱̦̭́͂͐͘ڠȃࠐफഎ̈́

̺Ȃে͜ૂ༭͜ཋ̱̩̈́చ؊̦́

ΨȜͬ༗ࡏ࣐̞́Ȃୈ૰എ̈́εȜΠ̧̦̠́ͥ͢Ȃ

̧̢̞̹̥̞̀͂͊Ȃ̷̠͉̥̹́̈́̽

ࣽࢃ͈̤ݖအచ؊ͅၛ̹̞̀͂ࣉ̢̞̳̀͘ȃ

我々が滞在した後はインドネシア政府関
係者が宿泊するとのことでした。
3年後の風景「The Edge Hotel」

時が止まっている島
櫻本氏の提案でまた違った意味でのリゾートも体験するこ
とが出来ました。
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渋滞の街中を、警察が先導をしてくれた

インドネシア・バリ島の経済発展と
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ク。人前で平気で抱き合いながらキスす
る外 国 人（私 達も外 国 人で す が）に 照 れ

バリ島からはスピードボートで 2 時間、島の直径が 500ｍほ

な がらも自 然 の 優 美 さに 圧 倒 され まし

どのトラワンガンという島に行きました。この島の特徴はなんと

た。ディナーには港のそばの繁華街まで

いっても自動車なるものが一台もないことです。港に着くと我々

行きますが、女 性 は 馬 車、男性 は自転 車

を迎えてくれたのはなんと馬車でした。揺

です。ビンタンビール、そしてワインを飲

られること5 分程で到着したホテルは、平

みながら新鮮な魚やカニのシーフードをふんだんに頂きまし

屋のビラが並んでいるイメージですが、そ

た。その後のバーではアコースティックな生バンドが入ってい

れぞれにプライベートのプールもあり、窓

て、私がリクエストしたビリージョエル、ピアノマンも歌ってく

も壁もないオープンなリビングで南の島

れ、思い出の一曲となりました。こんなラスティックなリゾート

の風を感じながらゆっくり出来ます。

で過ごすことが出来たのも櫻本氏ならではのことと思います。

困ったことと言えば、シャワーが海水だったことですが、ホ
テル内では無線 LAN が使えるという一面もありました。レスト

今後もバリ島の魅力を櫻本氏とともに

ランは砂浜にあり、これ以上きれいな海があるのだろうかと思

お伝えしていきたいと思います。日本国

う程 のオーシャンブル ー の 向こうに バリ島 のアグン山（標 高

内でも櫻本氏のセミナーを開催し、イン

3,142ｍ）が見えます。波の音しか聞こえないこのレストランで

ドネシア・バリ島視察ツアーを企画する

トロピカルドリンクを飲んでいると、なんとも心が洗われます。

予定です。どうぞご期待ください。
2011年櫻本氏（左）
と筆者

この島では日本人を見ることはほとんどなく、オーストラリア
とヨーロッパの方が多いようです。リゾー
トといえばやはりサンセット。絶好のポイ
ントまで の 移 動 は自転 車で す。舗 装をさ
れていない道は砂混じりで走りにくいこと
この 上ありませんが、汗をかきな がら到
着し見たサンセットは、まさにロマンチッ
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