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人生観が変わる究極のリゾート！

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～

①上記料金は平成26年2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￥２５,０００円、前日・当日は￥３０,０００円（無連絡の場合
　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い合せ下さい。
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：小田・根本

（注）帰国日が３月２３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。
￥６,１００円￥５８,１２０円０３／０１～０３／３１ ￥７１,１４０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）

会     報
平成26年3月号

ナメカタ エイジ

ごあいさつ
南国の素晴らしい環境に微笑むワールドビッグフォー究極のリゾート。

魅力溢れる７,１０７の島々で構成されるフィリピン共和国、そのほぼ中心にあるセブ島。
多彩に持て成すアイランドホッピングはバンカーボートで気軽に来島でき、ダイビングは勿論

マリンスポーツが同時に楽しめる事でも人気がございます。常夏の気候に優れた温泉効果を得られる
海水は温かく、健康管理・促進にも役立つ大自然の恩恵は、高齢者にも優しい世界有数の環境です。
是非皆様もワールドビッグフォー究極のリゾートで、笑顔が絶えないリゾートライフをご満喫下さい。

ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、豊富な自然環境で心までも豊かに！
日本では味わえない元気・笑顔に満たされるアットホームなひとときをご堪能下さい。

日頃より会員の皆様からセブ体験談の御寄稿、誠にありがとうございます。
皆様の益々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

大自然が誘うコーラルポイントリゾート・スペシャルビラからの景観

＜編集後記＞
心身共に癒し安らぐワールドビッグフォー究極のリゾート！毎日２便運航となりましたセブ直行便、
今現在、当社提携旅行会社による４月以降の航空料金が未発表となっております。間もなく発表
となりますが、搭乗予約受付は随時承っておりますので、詳細等お気軽に当社旅行担当までお問
い合わせ下さい。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　編集担当　関久雄
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会員の皆様へ、
ジャパンエアリゾートインターナショナル株式会社
ワールドビッグフォー本部事務局移転完了のお知らせ

ワールドビッグフォー本部事務局 【３階・４階】

いつも温かいご支援を頂き、誠にありがとうございます。
ジャパンエアリゾートインターナショナル株式会社、並びにワールドビッグ
フォー本部事務局は、業務拡張の為、先にご案内しましたとおり、順次進めて
まいりました事務局移転が完了し、平成２６年１月２０日より全面的に新事務局
での業務を開始しましたので、お知らせします。
移転期間中は、皆様にはご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。

移転先

電車をご利用の方

お客様専用サロン【４階】

電話番号
FAX

０３－５８１７－０７０１　　
０３－５８１７－０７０２

〒１１３-００３４
東京都文京区湯島３－１７－１　湯島大同ビル３階・４階

JR線
JR山手線・京浜東北線・長野新幹線「JR上野駅」広小路口より徒歩１５分
JR山手線・京浜東北線「御徒町駅」北口より徒歩１０分

旧事務所　渡辺ビルより徒歩５分

東京メトロ（地下鉄）
銀座線「上野広小路駅」・日比谷線「仲御徒町駅」・大江戸線「上野御徒町駅」
それぞれ地下道　A４出口より徒歩８分
千代田線「湯島駅」５番出口より徒歩１分

ワールドビッグフォー入会のご案内、ご説明等、お客様にお寛ぎいただける
専用サロンをご用意致しました。

事務局移転に際して、現在ご利用頂いているパンフレット等、資料の一部に旧住所が記
載されておりますが、内容には一切変更はございませんので、ご理解の上、ご覧下さい
ますよう宜しくお願い申し上げます。また、住所以外に変更はございません。
ご来社の際には、是非ご一報下さいますようお願い申し上げます。
その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

会員様へのお知らせ

最寄り駅よりのご案内
湯島大同ビル外観 清潔で明るいオフィス【３階】

１００平米の広々としたお客様専用サロン 南向きで日当たりも良好な室内
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１０月１６日、２年ぶりのセブ

でしたが、台風で電車が遅れ、

その日は空港で過ごすことにな

り、理事の村松さんが、食事を

買って駆けつけてくださいまし

た。とてもありがたく嬉しかった

です。翌日、セブ島についてか

らはお天気続き、特に心に残っ

ているのは前に来た時にできなかったパラセーリングが、とても気持ちよ

かった事です。滞在中はお料理も美味しく大満足で、お世話になったメイ

ドさん達もとても可愛らしく良くしてくれ、私は本当に楽しく、幸せな気持

ちでいっぱいになりました。カワサン滝では、今回初めて筏に乗り、滝に

打たれました！こんな経験は生まれて初めてで、とても気持ち良かったで

す。来年も是非遊びに行きたいです！ご一緒した皆様、お世話になった皆

様、ありがとうございました。

今回 初めて筏に乗り、 滝に打たれました！ こんな経験は生まれ
て初めてで、本当に楽しく、幸せな気持ちでいっぱいになりました

パンダノン島でのBBQ、さよならパーティーでの料理＆スタッフのダンス、とて
も良かった！ この素晴らしい時間を、今度は友人達と共有したいと思います

１０月中旬、夏の暑さが大変か
なぁと思いつつセブ・マクタン
空港に到着。ガイドさんに出迎
えられひとまず安心。翌日から
台風（日本で２６号の台風）の
影響で２日間風が強く、遠くに
行くのは避けました。但し過ぎ去
ってからはマリンスポーツにチ
ャレンジ、水上バイクでは、波し
ぶきを飛ばす様に上手になり、同
時にスリル感と満足感が味わえ最
高！仲間とパラセーリングやバナ
ナボート、日を改めてダイビング
にも挑戦、１時間の指導、息継
ぎ、水漏れ、解除危機のシグナル等教えてもらい潜りを実行！海の中は綺
麗、素晴らしい、但し鼓膜の水圧にはビックリ大変でした。今回の体験の中
で巨大地震に遭った事、震源地はボホール島付近、マグニチュード７ .１、
約２０秒間程揺れてコーラルポイントリゾートＡ棟４階にいたが一歩も動
けない。部屋の揺れと状況把握を目で確認、体の中は恐怖と逃げ場を見付
けていました。しかしコーラルポイントリゾートは丈夫に出来ているのかヒ
ビ割れ、崩落も無く一旦外に避難。メイドさん達はパニック状態、朝田統括
さんが何度も来る余震の説明に理解したのかパニック解除。翌日ショッピ
ングモールに行ったが閉鎖、外階段崩落。教会は（前日見学）崩落、もしか
して生き埋めに遭ったかもしれない？無事帰国でき喜びを感じました。楽
しい思い出、エキサイティングな観光、地震の恐怖を覚えた旅でした。毎日
遅くまで世話をしてくれたスタッフ全員に感謝、ありがとう！！

２度目のセブ旅行

来年も是非遊びに行きたいです！ 滞在中はお料理も美味
しく大満足で、パラセーリングが、とても気持ちよかったです

楽しい思い出、エキサイティングな観光、地震の恐怖を覚えた旅で
した！ 毎日遅くまで世話をしてくれたスタッフ全員に感謝、ありがとう！！

台風・地震と癒しのCebu 出発日１０月９日（７泊８日）
会員歴３年１１ヵ月　中村さん ２度目のセブ

初めてのセブ旅行！素晴らしい時間をありがとう
今回、初めてのセブ旅行！出発
前日のセブでの地震＆当日の台
風の影響で飛行機に乗り遅れ、
空港に一泊するというハプニン
グから一時中止も考えました。
し かし、ワールドビッグフォー
の方々が差し入れを持って来て
下さったり、色々と動いて下さっ
たお陰で次の日に出発でき、と
ても楽しい旅行になった事、本

当に感謝でいっぱいです。ご縁出来て本当に良かった。紹介者の西川さん
にも感謝しています。写真でしか見ていなかった宿泊施設コーラルポイン
トリゾートを目で見て、余りの凄さに感激！広さと綺麗さ＆各フロアにい
るメイドさんが、いつでも美味しいマンゴージュースを作ってくれ洗濯まで
してくれる。ガイドさんは色々な要望に答えてくれ、ドライバーさんも夜遅
くまで付き合ってくれるなど至れり尽くせりのサービスに大満足です。
パンダノン島での B B Q 、さよならパーティーでの料理＆スタッフのダン
ス、とても良かった。この素晴らしい時間を、今度は友人達と共有したい
と思います。

マリンスポーツにチャレンジ！水上バイクでは、スリル感と満足感が味わえ
最高！ 仲間とパラセーリングやバナナボート、ダイビングにも挑戦しました

セブに行く１週間ほど前、足の

スネを痛めてしまい動けなくな

り、楽しみにしていたセブ旅行

に行く事を諦めなくてはいけな

いのか・・・と思いました。どんな

事をしても楽しみにしていたセ

ブ旅行、実は結婚をして５０年

（金婚式）になるので、そのお祝いにどんな事をしてでも行きたかったの

です。又４月には大腸ガンの手術をして、やっとセブに行けるほど身体も

回復出来たのに・・・。ところが足も痛いなりにもどうにか動けるようにな

り、１７日お昼から出発しました。２度目のセブです。やはり足が痛いので

自由に動く事が出来ず、皆様に助けていただき、ただただ感謝です。本当に

一緒に行ったグループの皆様、又スタッフの皆様有難うございます。今度

又元気になってセブに帰ってきます。何度でも行きたいセブ。

今回で２度目のセブも楽しめました！ 何度でも行き
たいセブ、今度又元気になってセブに帰ってきます

初めてのセブ旅行、至れり尽くせりのサービスに大満足！
とても楽しい旅行になった事、本当に感謝でいっぱいです

結婚をして５０年（金婚式）お祝い旅行の実現に感謝！ 一緒
に行ったグループの皆様、又スタッフの皆様有難うございます

出発日１０月１７日（５泊６日）
会員歴５年１０ヵ月　西川さん

出発日１０月１７日（５泊６日）
会員歴３年　三上さん

出発日１０月１７日（５泊６日）
会員歴３年８ヵ月　田中さん
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台風２７号、２８号は本土接近
中、ボホール島ではマグニチュ
ード７以上の地震が来て余震が
有るとの暗いニュースが伝わる
中、不安を抱えて一行６名にて
信州を出発。成田国際空港より
フライト、機長のアナウンスで
台風を避けて飛行をしますとの
案内。一時間遅れでセブ・マク
タン国際空港に到着、気温２５
℃蒸し暑い南国特有の風が吹
いておりました。お迎えの車に
てコーラルポイントリゾートへ、
メイドさんの歓迎を受けてホッ
としました。翌朝は目の前のエ
メラルドの綺麗な海にひかれて

散策、海水に足を入れてビックリ♨のようです。朝食後は海岸で海水浴、
シュノーケルをつけての海中散策、小さい魚がいっぱい、ウニ、ヒトデが
いっぱいいてビックリ！２日目、過去の戦争の激戦地レイテ島一泊の旅、
戦争の傷跡が残る島と思っていたところ、暗いイメージはなくホッとしまし
た。レイテ島は土地が良いので農作物が数多くとれる素晴らしい島でし
た。広大なヤシとバナナのジャングル、パイナップルの広大な作付けを
見て驚きました。マッカーサー元帥の上陸記念公園にて、私は先輩諸氏
の苦難の上に、今現在幸せな自分がいることを思い黙祷をして参りまし
た。毎日Ｔシャツ、短パンという姿でセブの町散策、デパートでの買物、
島巡り、海中散策、マッサージ、ニューハーフショー、パラセーリング、射
撃等、毎日がビックリでした。朝田さん本当にありがとう。お世話になりま
した。セブにて村松理事さん、妹さんにお逢い出来御挨拶をいただいたこ
と夢のようでした。今後共よろしくお願いします。同行の皆様ありがとう。

日本人の崎山さんオーナーのカオハガン島にて！ 感謝と感動の
セブ島の旅、綺麗な海は♨のようでした。同行の皆様ありがとう

素晴らしい景観！エメラルド色とサンゴで彩られた海での戯れ、マンゴ、マン
ゴスチンの美味な味わい等、南国の自然の美しさ、豊かさを堪能しました

セブ島で初めてのお友達二人と
御一緒に４年振りのセブ島旅行
でした。他のお部屋の全室宿泊
が決まっているとの事で、コー
ラルポイントリゾート・スペシャ
ルビラに初めて泊まりました。
すぐ目の前に海と一体に感じら
れるプールがあり、穏やかな海
を眺めていると幸せな気分を味
わうことが出来ました。ボホー
ル島は地震の後でしたので残
念ながら行くことが出来ません
でしたが、今回初めてカモテス
島へ。バンカーボートに乗り、波
しぶき浴びながらも心地良い風
に吹かれながらの船旅で、何と気持ちの良い時間だったことでしょう！カモ
テス島の島の人々のゆったりと静かな生活も見させていただき、シンプル
な生活が一番幸せと実感しました。帰りは夕陽がそれはそれは素晴らしく
感動しました。パンダノン島でのバーベキューも美味しく、綺麗な海を眺
めながらのゆったりとした時の流れ、これも又至福の一時でした。前回の
時にハマったオイルマッサージも気持ちが良くてこれも又至福の一時でし
た。３歳の孫が記憶に残る年齢に達したら、是非この環境を味あわせてあ
げたく、セブ島に連れて行けることを目標に頑張って元気でいなければと
思いました。今度はコーラルポイントリゾートで、ゆっくりのんびりゆった
りと時間を過ごす、本当のセレブ気分を味わってみたいと思います。お世
話になりましたドライバーさん、ガイドさん、可愛いメイドさん本当に有難
う御座いました。この様な素晴らしい体験をさせてくださる行方会長に感
謝です。

常夏の島 セブ

１６歳の船長と島へ！ 毎日Ｔシャツ、短パンという姿でセブの町散策、
デパートでの買物、島巡り、海中散策、射撃等、毎日がビックリでした

感謝！ 今度はコーラルポイントリゾートで、ゆっくりのんびりゆったり
と時間を過ごす、本当のセレブ気分を味わってみたいと思います

４年振りのセブ島 出発日１０月１８日（６泊７日）
会員歴７年　川本さん 感謝と感動のセブ島の旅

セブ旅行 雑感
ワールドビッグフォーとのご縁
で、セブ島訪問の機会を得て、感
謝しております。紅白のブーゲン
ビリア、真白のプルメリア、多様
なヤシ類の素晴らしい景観、エ
メラルド色とサンゴで彩られた
海での戯れ、マンゴ、マンゴス
チン の 美 味 な 味 わ い 等 、南 国
の自然 の 美しさ、豊かさを堪能
し、日常生活から解 放されまし
た。ファミリーの楽しい思い出を
積み上げることができて感謝し
ております。フィリピンは７ , １
０７の島が点在していることを

知り、驚くとともに、この国の国土管理・統治の困難さを想像しました。コ
ーラルポイントリゾートの北東方向のすぐ近くに、第二次世界大戦の激戦
地の一つレイテ島があることを知り、思わず島に向かって手を合わせまし
た。まさかその数日後に、歴史に残るスーパー台風ヨランダが通過すると
は思いもよらないことでした。情報が少なく台風の規模や被害の大きさ
を知ったのは帰国してからです。無事に帰国できたことに安堵したもの
です。今回の旅で垣間見ると、フィリピンは住宅・道路・上下水道・医療・教
育など、社会資本の整備のための長期計画と安定財源の必要性を強く感
じました。このような中で、フィリピンの地域振興に貢献する行方会長様、
また自分達も行く事によってフィリピンの発展や国民生活の向上に少しで
もお役にたてればいいなと感じたところです。最後に今回の台風の被害者
の皆様のご冥福と一刻も早い再建をお祈り申し上げます。

４年振りのセブ島、初めてカモテス島へ！ 島の人々のゆったりと静かな
生活も見させていただき、シンプルな生活が一番幸せと実感しました

平成 2 5 年 1月定年退職となり、
セブ島に旅行に行く話があり、
妻は４度目、私は初めて誘いに応
じ、お仲間と一緒に参加をさせ
て頂きました。台風でセブ・マク
タン空港到着が１時間の遅れ、
着くと温暖で思わず服装を夏の
姿に変身。翌 日 は コ ー ラ ル ポ
イントリゾート敷地内のプール
や海で泳ぎ、食事に出掛けました。３日目は、朝早く１泊２日の予定でレ
イテ島に渡り、太平洋戦争中は日本の基地となり、アメリカの激しい爆撃
にさらされた激戦地で、マッカーサー上陸の碑、マルコスとイメルダ婦人
の記念館など歴史に思いを馳せました。５日目からは、６年間フィリピン
の首都であったセブ島の市内観光、マリンスポーツ、エステ、ショッピン
グ、ランチ、ニューハーフショー、射撃場でピストル、島巡りは日本人の崎
山さんオーナーのカオハガン島で、キルトを買いなどなど。毎月の会報で
皆様からの体験談の通り、自然環境が誘うセブ島でした。

メイドさんに囲まれて幸せなひととき！ 毎月の会報で
皆様からの体験談の通り、自然環境が誘うセブ島でした

セブ旅行で日常生活から解放！ ファミリーの楽しい
思い出を積み上げることができて、感謝しております

太平洋戦争中の激戦地レイテ島、マッカーサー上陸の碑の前で！
市内観光やマリンスポーツ、ショッピング等、常夏の島セブを楽しみました

出発日１０月２４日（８泊９日）
会員歴３年１０ヵ月　小松さん

出発日１０月２４日（８泊９日）
会員歴２年１０ヵ月　加藤さん

出発日１１月２日（８泊９日）
会員歴８ヵ月　地頭所さん
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初めてCEBUへ旅行に行きました。

夏休みの５日間を使って３泊４日

で、とてもリフレッシュで きま

した 。ガイドさんのシャローン

さんをはじめ、運転手さん、メ

イドさん達も、とても親切にし

ていただきとても気持ち良く楽しめました！！教会やお寺、C E B Uの歴史

についてガイドさんがいろいろ説明してくれて知る事もできました。美し

い海に感動、現地の食事も、とても新鮮で満喫できました。フルーツも日

本で食べるバナナやマンゴより、凄く美味しかったです！！また時間がと

れたら今度はゆっくり旅行に行きたいと思います。

凄く良い癒しの旅になりました♡

凄く良い癒しの旅になりました♡ また時間がと
れたら今度はゆっくり旅行に行きたいと思います

買ったワンピースを着てBirthday dinner！ 充実した
６日間に大満足、心からの「おもてなし」をして頂きました

今回セブ旅行１回目です。両親
に誘われて、アメリカからの妹
夫婦と家族合同の旅になりまし
た。１１月初めから９日間の旅
行でした。日本で の 忙しさを忘
れ 、完 全 にリフレッシュをして
帰国することができました。母
として妻としてメイドさん達に、
こんなに良くしていただいたこ
とに 戸 惑 いと感 謝で いっぱ い
です。６歳と４歳の子供達も解
放感にはしゃぐ毎日でした。フ
ィリピン料理の店にドライバーさ
ん、ガイドさんに何度か連れて行ってもらいましたが、日本人の口に合うお
いしい料理で心もお腹も満足でした。コーラルポイントリゾートにある海水
プールや海にも入り泳ぎました。セブ市内のマッサージに２度行きました
が、信じられない価格で最高のリラックスを味わえました。滞在中、ツイスタ
ー・台風と自然災害の危険にさらされ、荒れた町を目の前にしました。でもガ
イドさんからの心遣いで落ち着いて旅を楽しみ続けることができました。日
帰りの船旅でＢＢＱ（メイドさん手作り）をいただき、素晴らしい海と戯れ
ることができましたが、カモテス島に行けなかったことは残念でした。次回
の楽しみにします。朝一番の生マンゴジュース、天国でした。皆さんに守ら
れて、心ゆくまで快適に笑顔で過ごせたこと本当に感謝でいっぱいです。ガ
イドさん、メイドさん、ドライバーさんありがとうございました。

楽しかったカワサン滝

初めてのCEBU旅行でリフレッシュ♡ 市内観光も楽しみ、
美しい海に感動、現地の食事も、とても新鮮で満喫できました

６歳と４歳の子供達も解放感にはしゃぐ毎日！ 日帰りの船旅
でＢＢＱをいただき、素晴らしい海と戯れることができました

セブ島での家族集合！！ 出発日１１月２日（８泊９日）
会員歴８ヵ月　アロースミスさん CEBU旅行♡

２０年の月日を経て・・・
２ 年 前 の １ ０月に初 めてセブ
島を訪 れ 今 回で ４ 度目のセブ
の旅。今までは夫婦２人の癒し
旅でしたが、今回は姉家族と一
緒に５人での賑やかで楽しい旅
となりました。夫がハワイ駐在
の頃に５人で楽しい時間を過ご
したことを思い出します。そ の
頃 姪 は ま だ 小 学 校 の ２年生。
あんなに小さかった姪が今では
２６歳になり、今回の旅の途中
で２７歳のB i r t h d a yを迎えまし
た。日本から計画を立て、２日目
はナルスアン島とスパへ。３日
目はボホール島とアクティブに

回り、南国リゾートを満喫しました。４日目はセブ市内でショッピング。女
性陣は貝や珊瑚のアクセサリーを自分用とお土産用に沢山購入し、お洋
服フロアーへ移動。試着室ではファッションショーのような勢いで早着替え。
それぞれが何着か購入し、私と姪は買ったワンピースを着てB i r t h d a y  
d i n n e rシャングリラホテルへ。私も９月が誕生日ということでちゃっかり
便乗。ラッキー！！５日目は姉家族を空港まで見送り、私達はプールサイド
でのんびり過ごし、午後からはお気に入りのプラナスパを再訪。たっぷり
２時間３０分ストーンマッサージのコースを受けて、最後の夜はホテル
でd i n n e rをご馳走になりました。６日間があまりに充実していたせいか、
成田に到着した時に２週間くらいの旅をしてきたようなそんな満足感が
ありました。今回もリサさん、ベルナルドさん、アイリーンさん、メイドさん
達S t a ffの皆さんに、心からの「おもてなし」をして頂きまして本当にありがと
うございました。またお目にかかる日まで・・・

セブ島での家族集合、完全にリフレッシュ！！ 心ゆくまで
快適に笑顔で過ごせたこと本当に感謝でいっぱいです

今回、最も楽しかったのはカワ
サン滝 で す。筏 に 乗り滝 に 打
た れました 。滝 の 水 圧 は 物 凄
くて、真下では立っている事は無
理です。伏せて身を守ります。息
もできない位です。「膝を曲げ
て！足をあげて！」？？？夫は「足
裏マッサージ気持ち良かったぁ
～」私、何にも感じなかった。写
真を見て納得。「私、裸足じゃな
かったんだ！トホホ・・・」筏の船
頭さんが「ワタシ、オカムラさん
ね」顔ばかりではなく背格好、歩
く姿まで 正 に 岡 村 隆 史 そ のも
の、おまけにユーモアもあって、倍楽しむ事ができました。お昼は、滝を見
ながらフィリピン風ピクニックです。市場に寄って買い求めてきた地鶏の丸
焼きを手でむしって食べ、マンゴも手で皮をむき丸かじり「おいし～い！」気
取らずワイルドで、今までで初めての食べ方「う～ん！病み付きになりそう」
至福のひとときでした。実は、出発を目前に控えて地震、台風と相次ぐ災害
がありました。こんな時のんびりと遊びに行くなんて不謹慎ではないだろ
うか、また、災害に遭遇しても言葉も解らない中で果たして身を守る事がで
きるだろうか・・・様々な思いがありました。でも「こんな時だからこそでき
る事があるのでは、ささやかでも支援物資を直接渡す事もできるので
は」とアドバイスしていただき迷いは吹き飛びました。お世話になった
ガイドさん、ドライバーさん、メイドさん達、ありがとうございました。楽し
かったです。

バディアンゴルフリゾートからの帰りに市場で買った果物で
ミニミニパーティー！ありがとうございました。楽しかったです

姉家族と一緒に５人での賑やかで楽しいセブの旅！ 島巡りや
スパ、ショッピングとアクティブに回り、南国リゾートを満喫しました

楽しかったカワサン滝、岡村隆史そっくりの船頭さんと一緒に写真撮影！
お昼は、滝を見ながらフィリピン風ピクニック、ワイルドに頂きました

出発日１１月２２日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　白川さん

出発日９月１０日（３泊４日）
会員歴１年５ヵ月　金子さん

出発日９月２７日（５泊６日）
会員歴２年６ヵ月　中村さん
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それは南国の楽園カオハガン
島。今回２回目の訪問です。前回
は時間もなく急いで船に乗り帰っ
たため、ずっと後ろ髪引かれる
思いでいました。でも、どうして
も行きた いという強 い 思 い か
ら、実現となりました。日本人ス
タッフ、小倉香織さんを見つけた
時はホッとし、どこからともなく
やってくるスマートな犬達の歓
迎を受け、穏やかな環境にすぐ
溶け込めました。孫の不使用の
新生児用の下着を持参、たまた
ま昨夜誕生した赤ちゃんへ（兄弟
７年目）プレゼントとなり、お互
い喜び合いました。成長が楽し
みです。以前は３歳迄に３人に
１人は亡くなったそうです。本日

誕生日を迎えた５５歳のお母さんの家へ案内され、地酒、ココナッツで炊
いたもち米を御馳走になり、カラオケを聞かせて頂いたり、別れの時は固
い握手で再会を約束、言葉は通じなくても分かり合えるのです。「お母さ
ん、又会いに行きますね！」今回１番の目的“青空床屋さん”叶いました。カ
ットをお願いしました処、すごく喜んで下さいました。男の方のカットもと
ても上手という事です。素朴な島民の皆さんとの温かい触れ合い、こんな
にも素晴らしい愛情溢れる島を作り上げたオーナーの崎山さん（７８歳）
スローライフのはずが、自分を省みず、貧しい島民、子供達を救う為、土地
所有権をもち、島民と共同生活し自立できるシステムを作りあげ、今では島
の中に宿泊所、カオハガンキルトで島民は生計を立てています。以前はヤシ
の木だけの島が、新しい木に変わり（ケヤキの木に似ている）林となり、島
本来の自然の姿となり、その雰囲気が何とも言えません。ハンモックがとて
も似合います。島民は言います。崎山さんは、私達の第２の神様です。崎山
さんも土地は神様からの借り物、借りている間に良くしていつの日か神様
へお返しすると、素晴らしい理念です。その島に出会えた事にありがとう。
ワールドビッグフォー、池上さん、小林さん、本当に、本当にありがとう。

今回１番の目的“青空床屋さん”叶いました！ カオハガン島に出会えた事、
ワールドビッグフォー、池上さん、小林さん、本当に、本当にありがとう

４回目となるセブで初の場所CAOHAGAN！ 綺麗な珊瑚礁の海で
シュノーケリングを初体験、いつまで眺めていても飽きない体験でした

ぼくのフィリピンりょこうで楽し
かったことは、ジンベエザメを
見に行ったことです。夜通し車
で走って行きました。そして海
岸ぞいの ホテルで 一 泊しまし
た。そして次 の日、ジンベエザ
メを見に行けるところまで車で
行きました。そして日本で買っ
たシュノーケルグッズをつけて
海に行きました。そしてジンベ
エザメが見られるスポットまで
行きました。海をのぞくとジン
ベエザメが見られました。漁師
さんがジンベエザメのエサを船からあげていました。それをジンベエザ
メがすいこむように食べていました。そして海水だけをエラから出してい
ました。そして海にもぐると、ジンベエザメがすぐ近くにいました。そして
とっても大きかったです。そしてジンベエザメがエサを食べるところを見
るととっても大はく力でした。自分の３倍もある体を見ると、とってもビック
リしました。ジンベエザメはとっても大きかったです。とってもいい思い出
になりました。２つ目の楽しかった事は、フルーツスタンドがある市場に
行ったことです。そしてフルーツスタンドとはフルーツがならべられている
ところです。そしてバナナやマンゴやスイカなどがありました。そこでマ
ンゴスチンとマンゴを買いました。ほかにも市場なので、いろいろな物が
ありました。セブで食べたフルーツはどれも甘くてとってもおいしかったで
す。

夫婦初の海外旅行

ストレス存在しない島カオハガン島へ！ 素朴な島民の皆さんとの
温かい触れ合い、こんなにも素晴らしい愛情溢れる島に感動です

２つ目の楽しかった事は、フルーツスタンドがある市場に行ったことです！
セブで食べたフルーツはどれも甘くてとってもおいしかったです

ジンベエザメと泳いだ夏 出発日８月１８日（４泊５日）
会員歴６年９ヵ月　高野さん ストレス存在しない島へ

初の場所！！初の挑戦！！
４回目となるセブ行きは、妻が
池上さんに誘われたことから始
ま り 、キ ル テ ィ ン グ の 島
C A O H A G A Nという珊瑚礁の環
の上にできた島へ初めて行くとい
う楽しみがありました。日本の方
が島の土地を購入し、自分の土
地から島民を追い出すのではな
く、キルティングを教えて「カオ
ハガンキルト」を世界的に有名
にしたいと言うことに興味があ
りました。島に行ってみると、島
の周りの海はきれい。島民が明
るく、子供は大勢いて賑やか、犬
や猫はのんびり、鶏は良く鳴い

て、その中でご婦人がゆったりとキルトを縫っているのです。この環境なら
良い作品ができると直感で思いました。その綺麗な珊瑚礁の海でシュノー
ケリングを初体験、海の苦手な私にとって恐怖感のある体験でしたが、漁
師さんに教わってやってみると、珊瑚礁とその周りに集まる大小の魚がと
っても綺麗、いつまで眺めていても飽きない体験でした。このおかげで、
翌日ナルスアン島へ行っても、ゆっくりシュノーケリングを楽しむことが出
来ました。そして次の初体験はバディアンゴルフリゾートでのゴルフ後に
カワサン滝に行ったことです。樹林の道をテクテクと歩いて滝に向かい、
滝で竹のイカダに乗り滝に打たれたとき、身体中の筋肉がすべてバラバ
ラにほぐれてしまう感覚を得ました。どんなマッサージよりも強烈でした。
今回のセブはマクタン空港で待ち合わせした初対面の方ともご一緒に７
人で食べ飲んで、海やゴルフで遊び、パーティーで踊って、旧知の仲間の
ように過ごさせていただきました。ワールドビッグフォーのおかげです。
有難うございました。

ジンベエザメと泳いだ夏、とってもいい思い出になりました！
自分の３倍もある体を見ると、とってもビックリしました

今回は夫婦では初の海外旅行で
した。初日はセブ・マクタン空港
着が遅かったため、フィリピン料
理で食事のみ。２日目はサンペ
ドロ要塞・サントニーニョ教会・
マゼランクロス・射撃・トップス
展望台の夜景・ショッピングと
定番の観光コースを堪能し、夜
は中華料理を楽しみました。３
日目は高速艇でボホール島 の
タグビラランポートに渡り、駆
け足ではありましたが、血盟同
盟記念碑・旧富豪の邸宅・ロボ
クリバークルーズ（昼食バイキング）・チョコレートヒル・ターシャ・竹橋・
バクラヨン教会を満喫できました。実質的な最終日４日目は快晴の空の
下、小島のハウスでバーベキューを楽しみました。浜辺を散策し、美しい貝
殻などを拾い、ビデオや写真を撮影しながらゆったりとした時間を、のん
びりと過ごすことができました。ガイドさんを含め８人ものスタッフの皆さ
んによる、我々二人だけのためのサービスが何とも贅沢で優雅な体験に
なりました。全日お付き合い頂いたガイドさん・運転手さん・それに食
事・掃除・洗濯等大変お世話になったメイドさん達には心から感謝しま
す。現地で覚えたビサヤ語はわずかに１つ、メイドさんが教えてくれた「マ
アヨン ブンタク（おはようございます）」のみでした。次回はもっと言葉を
覚え、ダイビング・パラセーリングとアクティブに、時にはまったりと楽しみ
たいなどと、欲張りなプランがすでに頭をもたげているのです。

次回はもっとアクティブに、時にはまったりとセブを楽しみ
たい！ 欲張りなプランがすでに頭をもたげているのです。

４回目となるセブで初の挑戦カワサン滝での滝マッサージ！ ７人で食
べ飲んで、海やゴルフで遊び、パーティーで踊って、楽しく過ごしました

夫婦初の海外旅行、贅沢で優雅な体験になりました！ 市内
観光等、定番の観光コースを堪能、ボホール島も満喫しました

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　藤澤さん

出発日４月５日（５泊６日）
会員歴４年８ヵ月　酒井さん

出発日１０月２９日（７泊８日）
会員歴４年２ヵ月　木村さん


