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人生観が変わる究極のリゾート！

￥５，１５０円

￥８，１５０円

￥４６，６７０円

￥６６，６７０円
０５／０１～０９／３０

￥５７，７１０円

￥７７，７１０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）

ナメカタ エイジ

＜編集後記＞
若葉が目にしみる好季節の到来です！頬をなでる風も一段と心地よく感じられる今日このごろ、一年
中温暖なセブ島は、既に真夏の季節に入りました。南国の色彩豊かな花や木々の緑と共に、透き通
る美しい海を一度にお楽しみ頂けます。現地滞在期間中は当社スタッフが皆様のお世話を致します
ので安心・安全！ワールドビッグフォー究極のリゾートで、更なる旅行の楽しさと贅沢なプライベート
のひと時をお過ごし下さい。当社旅行提携会社による５月以降の航空料金が発表となりましたが、
日付により料金は変動致します。搭乗予約・料金等の詳細につきましては、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　齊藤充彦

①上記料金は平成27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

ごあいさつ
日本から僅か４時間、セブ島は心と身体のオアシス。

楽しみながら健康になれる、元気の秘訣は大自然と戯れ大いに笑うこと！

安らぎに満たされるセブ島の環境は、心を解き放し老若男女を問わず楽しめます。

皆様にとって素晴らしいご旅行となります様、現地スタッフによる最良なるご提案とご案内

また滞在中のプランもお客様のニーズに合わせた対応で、魅力溢れるセブ島をご満喫頂けます。

これからの人生設計にも役に立つ、南国セブ島ワールドビッグフォー究極のリゾートへ！

満面の笑みを誘う幸福づくりの醍醐味を、思う存分に探求してみては如何でしょうか。

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

南国の優しい環境に包まれるワールドビッグフォー究極のリゾート

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～
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初めての海外旅行、私は今回初
めて飛行機に乗り、海外へ行き
ました。とてもドキドキでした。
２日目、船に乗って島めぐりを
しました。青い空と青い海が本
当にきれいでした。海に入りま
した。ヤドカリをお母さんと見
つけて遊びました。私はあまり
海に行ったことがなくて初めて
あんなきれいな海を見ました。
とても感動しました。３日目は
雨で、市内観光をしました。マンゴ

ーを買ったり、フィリピン料理を食べました。おいしかったです。４日目
はずっとしたかったシーウォーカーに挑戦しました。ヘルメットがとても
重くて大変でした。海の中に魚がたくさんいました。エサをふると魚がい
っぱい近寄ってきてかわいかったです。「もしまた行ったら、バナナボー
トがやりたいな」と思いました。シーウォーカーが終わってコーラルポイ
ントリゾートに帰ってきた後、お母さんとお姉ちゃんとプールに入って遊
びました。近くの海にも入りました。すごく楽しかったです。この４泊５日
の旅行は、私にとって初めてだらけでした。いろんな体験ができました。と
ても短く感じました。本当に楽しくて、良い思い出になりました。

初めての海外旅行にドキドキ！ 青い空と青い海が本当に
きれい！ ４泊５日の旅行は、私にとって初めてだらけでした

平均年齢が若く、今後期待の国ですね！ 笑顔の素敵なメイド
さん達、ガイドのシャローンさん、色々とありがとうございました

素 晴らしい 機 会 に 恵まれ たこ
とに感謝します。５日間の滞在
で、一番印象に残ったことは、
温暖な気候と日本とは違う、ゆ
っくりとした時間の流れです。美
しい海はもちろん、素晴らしい
施設で家族とゆっくり過ごす事
が出来、英気を養うことが 出 来
たと思 います。仕事勤めで、家
族でゆっくり過ごす事も難しい
為、普段は難しいコミュニケー
ションがとれたと思います。１
歳の娘とより仲良くなれました。
シーウォーカーにもチャレンジしました。快晴ではありませんでしたが、日
本では体験しえない海中の美しさに触れることが出来、いい思い出になり
ました。個人的には仕事やスポーツ以外では初めてのバカンスの海外であ
り、上記の様な体験や日本と全く違う風土や文化に肌で触れることが出
来、リラックスして日本に戻ることが出来ました。また機会に恵まれたらセ
ブ島に旅行に行きたいと思います。重ね重ねではありますが、このような
機会を与えて頂いたことに深く感謝します。ありがとうございました。併せ
て、現地で優しくしっかり対応してくれたドライバーさん、ガイドさん、メイ
ドさん、皆様に改めて感謝したいと思います。彼らのおかげで、ストレスな
く５日間を楽しむ事が出来たのは間違いありません。

感動ばかりのセブ旅行

ずっとやりたかったシーウォーカーは、魚がいっぱい近寄ってき
てかわいかったです！ ヘルメットがとても重くて大変でした（笑）

仕事勤めで、家族でゆっくり過ごす事も難しい為、
普段は難しいコミュニケーションがとれたと思います♪

リラックスできました 初めての海外旅行

初めてのセブ旅行
諸外国を旅して来ましたが、フィリ
ピンのセブ島には縁が無く、「今年
は友人とハワイへ行きたいな！」と
考えていた折、仲間からワールド
ビッグフォーの話を聞き、今回の
旅行となりました。セブへの直行
便も昨年１２月より名古屋から
発着するとの事で、成田出発より
断然楽である話を聞き、ホッとし
ました。真冬の日本から４時間
後、セブ島に到着。さすがに暑い
です。けれどなぜか心地よい気分
でした。翌日は、空港近くでゴル
フを楽しみ、コーラルポイントリ
ゾートでシャワーを浴び、昼食

後、バディアンゴルフリゾートへの長距離移動です。到着は暗闇で素晴らしい
夕焼けを見ることは残念ながら出来ませんでした。翌日はジンベエ鮫を見に
行く予定でしたが、後の予定が大変になると言う事で、その分ゆったりとした
ゴルフを楽しみました。四日目は島巡り、会社からのもてなしでバーベキュー
へ！暑い中ビールをグイ飲みし、海の幸を沢山頂いてお腹も満足。その後街
中へ出掛けて孫への買い物。「年寄りの姿が見当たらないネ」と皆が口を揃え
る。そして最後のお別れパーティーをバンド付きで開催して頂きました。ビー
ルを一杯頂いた勢いか、踊るは踊るは！！私の得意なタンバリンが無かったの
で、ドラムで調子をとり楽しいセブの夜を過ごす事が出来ました。日本のオリ
ンピック前の時でしょうか、平均年齢が若い国でしょうから今後の急成長が
望める期待の国になると思います。笑顔の素敵なメイドさん達、ガイドのシ
ャローンさん、色々とありがとうございました。再会の日を楽しみにしていま
す。

温暖な気候とゆっくりとした時間の流れ、日本と全く違う風土や
文化に肌で触れ、リラックスして日本に戻ることが出来ました！

娘、孫と共に初めてのセブに行
って き まし た 。寒 い 日 本 を 出
発（成田は行き帰り雨）セブに
は 夜中到着。飛行機が遅れても
ガイドさん、ドライバーさんが待
って居てくれました。セブに居る
間は天気でラッキー！２日目、島
めぐりに出発。バーベキューを
頂きながら眺めるエメラルドの
青い海はとてもきれいでした。
３日目は市内観光！ラプラプ像、
道教寺院、ショッピング、そして昼食と街並みを見て廻りました。ガイドの
シャローンさんが手を繋いでくれて（迷子にならない様にかな？）、とても
親切で助かりました。４日目、シーウォーカーを娘、孫と一緒に挑戦！７６
歳ですごい初体験でしたが、こわくもあり楽しかった♪夜は夜景を見な
がらの食事。行く途中でキリスト教のお祭りの行列に出会え、またラッキ
ー！すばらしかった。夜景と花火に感動！！メイドさんが作ってくれた新鮮
なジュースや果実たっぷりの朝食。とても美味しく頂きました。シャローン
さん、ドライバーさん（運転さばきすごーい）、メイドさん、ありがとうござ
いました。感謝です。

４日目、シーウォーカーを娘、孫と一緒に挑戦！ ７６歳
ですごい初体験でしたが、こわくもあり楽しかった♪

真冬の日本から４時間後、セブ島に到着！ 島巡りでは、暑い
中ビールをグイ飲みし、海の幸を沢山頂いて“お腹も満足♪”

セブに居る間は天気でラッキー！ 島めぐりや市内観光も堪能、
キリスト教のお祭りの行列にも出会え、またラッキー！すばらしかった！

出発日１月２２日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　倉林さん

出発日１月２２日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　倉林さん

出発日１月１４日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　安藤さん

出発日１月２７日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　三沢さん
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２月３日、まだまだ眠いのにお
父さんに起こされて、ご飯を食
べて着替えさせてもらったら大
好きな車でお出かけした。大き
な飛行機に乗っていつもよりも
暖かいところに着いた。初めて
食べるチュルチュルが美味しか
った。外が暗いのにたくさんの
女の人達（メイドさん）が僕を待
っていてくれて、ニコニコしてあ

いさつをしてくれた。この日は疲れちゃってすぐに寝ちゃった。目が覚める
と、とても暖かくて波の音が聞こえる所だった。黄色くて甘い、さっぱりとし
たマンゴジュースがとても美味しくて沢山飲めたんだ。初めて入る海は、最
初は冷たかったけど、直ぐになれたよ。日向ぼっこを池上のおばあちゃんと
おねえちゃんとしたんだ。気持ち良かったよ。沢山のお山や小さなサル（タ
ーシャ）がネンネしていたよ。身体を自分で動かす事ができないのに、ここ
では沢山の人達に助けてもらえて、とてもうれしかったよ。お出かけしてい
る時は凄く気持ちが良くって、あまり泣かなかったんだ。だから、また今度
もパパとママに連れて来てもらうんだ。またみんなに会いたいなぁ♡

沢山の人達に助けてもらえて、とてもうれしかったよ♪また今度も
パパとママに連れて来てもらうんだ。またみんなに会いたいなぁ♡

ワクワク感いっぱい！私は初めてのセブ、娘にとっては初めての
海外旅行！ ５泊６日の日程で、丸々４日間遊ぶ事ができました

心の中で天気であってほしいと願
い、龍ちゃん、桃ちゃん家族５人
でのセブ旅行です。信州からセン
トレア出発はとってもうれしい旅
でした。機内の中で龍ちゃんの様
子を一番心 配してい た お 父さ
ん、お母さん、でもとてもおりこ
うさんで、妹の桃ちゃんは美しい
夕日を見て「おばあちゃん！ホラ
見て！」と、私は自然と家族の一
員となっていました。龍ちゃんの
セブでの食事はお父さんがはさ
みでカットされ、おいしく、おい
しくいただいている様子を見て
安心しました。ショッピングの時
「桃ちゃんドレスプレゼントする
ネ」と言うと、３才の妹、桃ちゃ
んが「龍兄ちゃんにもネ」と、一つのおやつをちぎって口に入れてあげる桃
ちゃん。セブの海は最高のエメラルド色で私達を迎えて下さいました。お父
さんの夢の実現です。「セブの海で龍ちゃんとおもいっきりあそびたい！」４
人は海に入り、輪になって遊ぶ姿が、絵に描いた様な幸せそのものでした。
お母さんが、「龍ちゃんセブに来て体がとてもやわらかくなり、よく手足も動
かしてうれしい」と言っておりました。２月でも２６度あるセブは、龍ちゃん
に合っていたのですネ。心の中でターシャ、チョコレートヒルを感じ、静か
に流れる音楽ではニコニコして喜んでいる龍ちゃん。メイドさんに可愛がら
れ、部屋いっぱいに走り回るあの桃ちゃんの声が今も耳に残っています。こ
うして実現できましたのも、フィリピン航空会社の御配慮と関理事、ワール
ドビッグフォーの旅行担当者の細かい手続き等々、現地スタッフの皆さん、
ガイドのリカさんの心遣い等に感謝申し上げます。こうして、一人ひとりの
チームワークの中で、安全安心を第一に受け入れて下さり、すばらしい思い
出を頂きました。帰りの車の中で、お父さんが一言「龍一！又来ような」と話
かけていたお父さんでした。

一年間のねぎらい、海外旅行

目が覚めると、とても暖かくて波の音が聞こえる所だった。黄色くて甘い、
さっぱりとしたマンゴジュースがとても美味しくて沢山飲めたんだ

龍ちゃんは、いつもセブの料理を
“おいしく、おいしく”いただいていました

お父さんの夢の実現 はじめての海水泳

親子三代のセブ　
今回の旅行は母に誘ってもらい
実現しました。母は何度か行って
いましたが、私は初めてのセブ、
娘にとっては初めての海外旅行
でした。出発日が近づくに連れ
て娘 は「あと何日だろうね～」と
毎日カウントダウン…。その様子
を見て、こちらも「あれしようね、
これもしようね！」とワクワク感い
っぱいでした。５泊６日の日程
で、往復の時間を除くと丸々４
日間遊ぶ事ができました。翌朝
はさっそく海へ。“スキーチュー
ブ、パラセーリング ”セブの海を
大満喫！そして３日目はバンカ

ーボートで少し遠くの島まで行きバーベキュー。４日目、５日目はショッピ
ングに観光とあっという間でしたが、たのしいセブ旅行でした。何より一番嬉
しかったのは、母、娘、親子三代で海外旅行が出来たこと。そして、一つの大
きなベッドで“川の字”になって過ごせた事です。また、一緒に行った方達
がとても優しく、みんなで集まる事が出来る大きなリビングでおしゃべり
したり、次の日の計画を立てたり、娘の遊びにも付き合って下さり、トラン
プやゲームなどして楽しませてくれた事に感謝しています。この旅行中、
私の誕生日があったんですが、メイドさん達やガイドさんがサプライズ
のケーキを用意して歌を歌って頂き、とても感激しました！いつも笑顔で
心地よいサービスをしてくれたメイドさんや、「また会いたい」と思わせて
くれた今回のガイドのシャローンさんに、この旅を最高のものにしてもら
ったと思っています。いつか、また訪れたいです。

海は広いな～大きいな～♪龍ちゃん
と砂浜で日光浴しながら歌いました

この日をどんなに待ちわびたこ
とか…？幸い、中部国際空港か
らの直行便が開通したことで、
子供達を連れての海外旅行が
叶った。長男のハンディキャッ
プで 手 続きが 少し手 間 取った
が、トラブルも無く出入国できた
事は、ワールドビッグフォーのス
タッフさんのお陰でした。空港
を後にして宿泊施設までの道す
がら、付き添いで同行して下さ
った池上さんご用達のイタリア
ンレストランでは疲れた身体を
癒す美味しい食事を頂き、子供達も大満足。宿泊先のコーラルポイントリゾ
ートに着くと大勢のメイドさん達が出迎えてくれた。大勢すぎて名前を覚
えきれなかった。部屋に通されると、なんと広いことか？部屋数も多くて迷
ってしまった時もあった。翌朝の海水浴は子供達の機嫌も良くて大満足。子
供達の笑顔が見れて、親としてはとても嬉しかった。翌日のボホール島は、
先の地震の影響で教会がくずれていた。早く復興してほしい。最終日はシュ
ーマートでの買い物や地元スーパーでのお土産を購入。単価が安いので
楽しかった。短い四日間の家族旅行ではあったが、非常に充実した満足の
行く旅行であった。これもガイドのミキちゃん、ドライバーさん、メイドさ
ん達の見えない努力のお陰でした。セブ島、また来るよ！来年…かな？ｗ

子供達を連れての海外旅行が叶った！ 短い四日間の家族旅行
ではあったが、子供達の笑顔が見れて、親としてはとても嬉しかった

何より一番嬉しかったのは、母、娘、親子三代で海外旅行が
出来たこと！ あっという間でしたが、たのしいセブ旅行でした

ミキちゃん、ドライバーさん、メイドさん達の見えない努力のお陰で、
非常に充実した満足の行く旅行であった。セブ島、また来るよ！

出発日２月３日（４泊５日）
会員歴７年６ヵ月　矢澤さん

出発日２月３日（４泊５日）
会員歴７年６ヵ月　矢澤さん

出発日２月３日（４泊５日）
会員歴１５年５ヵ月　池上さん

出発日２月４日（５泊６日）
会員歴５年　六浦さん
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吹 雪 の 新 潟を後 に 朝 ４：３ ０

分、ジャンボタクシーに娘含め

６人で、他４人の待つ成田国際

空港に向かいました。初めての

親子旅行（娘からのプレゼント

旅行）に胸を弾ませセブに向か

いました。少し不安もありまし

たがセブに到着、迎えて頂いた

リサさんのやさしい笑顔と流暢

な日本語に「ホッ」としました。セブでの数日は、朝目を覚ませば、青い海、

青い空を見ながら、カフェのような朝食を頂き、シーウォーカー、ショッピ

ング、エステ、マッサージ…セレブ気分！！３６０度海を見渡せるパンダノ

ン島でのB B Qと景色に感激でした！娘との初めての旅行がこんなにも美

しい所で沢山の思い出を胸に刻む事が出来た事、本当にうれしく思いま

す。リサさんをはじめ、スタッフの温かい心遣いのお陰だと感謝しており

ます。そしてワールドビッグフォーの企業理念を確信し、このご縁を大切

に、また今度は家族全員とセブに行きたいと思います。

セブでの数日は、シーウォーカー、ショッピング、エステ、マッサージ…
セレブ気分！！ スタッフの温かい心遣いのお陰だと感謝しております

癒された日 ！々 まさにリゾート感溢れるリラックスタイム
満喫！ 毎朝煌く黄金の海が目に飛び込み“あ～幸せ！”

「もうすぐひこうきのれる」と前
日からワクワクしていました。ひ
こうきに乗って、とぶときあたま
が下におされておもしろかった
です。ひこうきの中では、はじめ
ての機内食を食べました。とても
おいしかったです。ほかにもお
母さんとトランプやお絵書きし
てあそびました。つくとき、した
にはやけいがひろがっていてき
れ い でした 。つ い た の はごご
６時ころだったので、ゆうごは
ん を お 店 で 食 べ て早く寝まし
た。コーラルポイントリゾートに
はメイドさんもいて、びっくりし
ました。メイドさんは、「アイリ
ーンさんとノバさん」が一番なかよくしてくれた人です。そしてガイドの
「シャローンさん」はとってもやさしくて、おもしろくて、ちょっとぽっちゃり
した人でした。つぎの日はシュノーケリングをしました。まずふねで一つ目
の島にいきました。そこではお昼を食べました。バーベキューでお肉をた
くさん食べました。つぎに、もう一つの島にふねでいきました。その島でも
シュノーケリングをしました。海には、足が全くつきませんでした。でも、え
さをあげなくても魚があつまっていて、とっても、きれいでした。これが一
番おもしろかったことです。そして、一番やさしくしてくれた人が「そやさ
ん、小林さん」です。ふみちゃんとってもゆかいな、おばちゃん姉妹です。ひ
こうきでまたかえるとき、メイドさんやシャローンさんとおわかれしたくな
かったけど、さいごまで見おくってくれてうれしかったです。日本に帰って
きて、また海外りょこうに行きたいなと思いました。

初めてのセブ旅行

初めての親子旅行（娘からのプレゼント）は感動がいっぱい！
沢山の思い出を胸に刻む事が出来た事、本当にうれしく思います

海には、足が全くつきませんでした。でも、えさをあげな
くても魚があつまっていて、とっても、きれいでした♡

はじめての海外 初めての親子旅行

癒された日々
２度目ともなると、緊張感も薄
れ、気持ちもほぐれ、まさにリゾ
ート感溢れるリラックスタイム
満喫でした。希望していたコー
ラルポイントリゾート、スペシャ
ルビラに滞在する事ができまし
たので、毎朝煌く黄金の海が目
に飛び込み “ あ～幸せ！”と、何
度呟いたことでしょう。前回見落
としたセブの観光地をガイドの
シャローンさんに各所廻ってい

ただき、その分かり易い説明から、セブの歴史を紐解くことが実現。セブ
で暮らしている人々に対して、尊敬の思いを抱くことができました。ドライ
バーのレオナルドさんの運転の素晴らしさには、再度驚かされましたが、
道路の車線はなし、街中の車は方向指示器は不使用、車間距離はわずか、
人の横断は車の間を縫って渡る…と、日本人から見ると交通事故多発地
ばかりと思うのですが、不思議なことに一度も危ない光景を見ることがな
かったですね。ただただ関心するばかりです。笑顔のシャローンさんにガ
イド以上のことをしていただき、大変感謝しています。

はじめての海外♪はじめての機内食とてもおいしかったです！
コーラルポイントリゾートにはメイドさんもいて、びっくりしました！

ワールドビッグフォーでお会い
した人達と一緒に、思い切って
セブ 旅 行 に 行 き、良 かった で
す。コーラルポイントリゾートの
A棟６階に泊まり、きれいな海
と空、庭には大きなプール、ブ
ーゲンビリアの花などを見下ろ
し、最高の気分になりました。朝
食はマンゴやマンゴジュース、
パイナップルジュースを毎日お
いしくいただきました。シーウォ
ーカーは、海の中に潜ると小さいきれいな魚がたくさん寄ってきて感激し
ました。ボホール島の観光では、ロボク川の船上バイキング。フィリピン料
理は口にも合い、おいしくいただきました。他に市内観光をしたり、ネイ
ル、オイルマッサージ、足のマッサージをしたり、買い物を楽しんだりと、ガ
イドのリサさんが常に一緒に居て通訳をして下さるので、何の不安もなく
安心して過ごせました。お別れパーティーではバンドの方、メイドさんや
運転手さんの踊りや歌など、大笑いしながら楽しみました。ワールドビッ
グフォーのスタッフの皆様方、本当にありがとうございました。

きれいな海と空、庭には大きなプール、ブーゲンビリアの花などを
見下ろし、最高の気分♪思い切ってセブ旅行に行き、良かったです！

前回見落としたセブの観光地にも各所廻っていただき、
セブの歴史を紐解くことが実現！ 大変感謝しています

初めてのセブ旅行！ ボホール島の観光では、ロボク川の船上
バイキング。フィリピン料理は口にも合い、おいしくいただきました

出発日２月９日（５泊６日）
会員歴１年　青木さん

出発日２月９日（５泊６日）
会員歴７ヵ月　鶴巻さん

出発日２月４日（５泊６日）
会員歴５年　六浦さん

出発日１１月１８日（８泊９日）
会員歴１年１０ヵ月　地頭所さん
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奥信濃は例年より早い雪の精が
降り立った日に、仲間１０名で出
発しました。出入国書類も人任せ
の旅。雪の中から気温３０℃の
セブに…。早速フィリピン料理
を頂きコーラルポイントリゾー
トへ。可愛いメイドさん達のお
出 迎えで A 棟 ６ 階 の 素 敵 な 部
屋 に 、キング サイズ の ベッド、
早々に目覚め、周りの景色、海の

美しさに感動。生やさい、マンゴジュース、初の食感！美味しい朝食をいただ
き非日常的なスケジュール、パラセーリングはこの年では考えられない体験
でした。島巡りでは真っ白な砂の島でしばしの海遊び、バーベキュー。ボ
ホール島のメガネザルとの初対面、舟で食事をしながら川下り、不思議な丘
のあるチョコレートヒルで記念撮影！パーティーでは生演奏に合わせメイド
さん達の指導でダンス。豚さん丸焼き、おいしいごちそうを頂き、楽しい
汗を流しました。たのしい初めての海外の旅をサポート頂いたスタッフ
の皆さま、ワールドビッグフォーに感謝致します。

ボホール島のメガネザルとの初対面、舟で食事をしながら川
下り、とっても不思議な景色のチョコレートヒルで記念撮影

１０年来の夢が叶い、憧れのセブ！ 二日目は市内観光。
どこへ行っても素敵な花が咲きみだれ、心から癒されました

今回幸せなことに、２度目のフ
ィリピン旅行が実現しました。
去年に続き、思いっきり羽を伸
ばすことができ、笑顔で帰国し
ました。子供達もメイドさん、ド
ライバーさんの名前を覚えてお
り、車がコーラルポイントリゾー
トに到着したときは感動の再会
に なりまし た 。今 回 は 市 内 観
光・ニュー ハ ーフショー・パン
ダノン島・ボホール島・バディア
ンゴ ルフリゾ ートへ 行 きまし
た。１日観光のボホール島は、
期待に応えるほどの価値十分で、チョコレートヒルズを丘から望んだとき
は「来て良かった！」と思いました。またロボク川クルーズでは、ギター生演
奏を聞きながらフィリピン料理。川の両側に茂るココナッツヤシ、マングロ
ーブの中を進み、まるでジャングルを探検しているかのような気分を味わ
いました。途中船から降りての原住民ショーは楽しく、青トカゲを抱いた７
歳の息子は、「手で触ったところがガサガサしていたよ」と、今でもはっき
り覚えています。最終日のバイバイディナーは、素晴らしいセブ島の締めく
くりとなりました。ガイドのシャローンさんはとても明るく、いつも気にして
くださったので、家族みんながリラックスして過ごすことができました。あ
りがとうございました。

目覚めは小鳥の鳴き声で．．．

パーティーでは生演奏に合わせメイドさん達の指導でダンス。
豚さん丸焼き、おいしいごちそうを頂き、楽しい汗を流しました！

感動の再会、２度目のフィリピン旅行！ 思いっきり羽を伸
ばし、家族みんながリラックスして過ごすことができました

是非行ってもらいたいボホール島 楽しかった初めての海外旅行

念願のセブ旅行、ついに実現！
１０年来の夢が叶い、憧れのセ
ブ！旅行が大好きな仲間たち９人
とついに実現したのです。ワール
ドビッグフォーが取り持ってくれ
たご縁で、感謝感謝です。マイナ
ス１０度という寒い信州から常
夏のセブへ。一日かけて到着した
「究極のリゾート」コーラルポイ
ントリゾートにて、まずはカンパ
ーイ！新鮮なマンゴジュースがな
んと美味しこと…。二日目は市内観
光。どこへ行っても素敵な花が咲
きみだれ、心から癒されました。さ
らに初体験の全身マッサージは、

６０年来の人生の疲れ？も忘れる至福のひと時でした。三日目は天気がイマイ
チでしたが、船で２時間、セブで２番目に大きな島、ボホール島へ。チョコレー
トヒル（丘）、メガネ猿とご対面。ロボク川クルーズを楽しみながら、食事のでき
る船上バイキングでは、生演奏で素敵な歌声を聞きながらの踊り見物など、盛
り沢山のメニューでした。夜は初めてオカマショーを見てすっかり興奮！四日目
は、なんとお腹を壊してしまい、一日寝込むハメに（汗）でも、今回セブ旅行に
行った皆をお世話してくれた宿岩さんに、手厚い看護をして頂き、なんとか回
復できました。一番の目玉であった「美しいナルスアン島での水着で海遊び」
や「夜のお別れパーティー」には参加できず、そればかりは残念でした。案内
人のミキさん、優しいスタッフの皆さん、ドライバーさんなど、私達のセブ旅
行を安全に尽力してくださりありがとうございました。美しい癒しの地・セブ
島への旅。この次は水着できれいな海へ入りたいナ…。

１日観光のボホール島は、期待に応えるほどの価値十分！ チョコ
レートヒルズを丘から望んだときは「来て良かった！」と思いました

セブの楽しいお話は以前から聞
いておりました。今回初めて参加
される清水さんにも励まされ、今
回のセブ旅行を決めました。セ
ブ島に着くとリサさんが新人２
人にも笑顔で迎えてくれました。
コーラルポイントリゾートに着く
と、メイドさん達の笑顔、私の緊
張もほぐれました。「朝は鳥の鳴
き声で目が覚めるよ」と先輩 !小
鳥の声で目覚めるなんてステキと
思い、マッサージを済ませ夢の中
へ。朝、なんとニワトリの声！とっ
ても賑やか♪思わずクスクス笑っ
てテラスに出てみると美しい日の
出の始まり。移動の車窓から見る
草をついばむニワトリ・ヤギ、なんと長閑なことか。朝食には新鮮なフルー
ツ、留守番の家族に食べさせてあげたい。ボホール島でのチョコレートヒル
や「エッ、どこに？」本当に小さく丸まっているメガネザルを発見。ロボク川で
生演奏を聞きながらの船上ランチは私達好みの味付け。パンダノン島では
バーベキューの準備の間、青く白く輝く海で貝がらを探し、小魚を追ったりと
…準備の出来たバーベキューは食べきれない程の海の幸でした。パラセー
リングでは仲間はやる気満 ！々気の小さな私はお誘いも断れず、勇気を出し
て挑戦することに、飛び出すまでは “心臓バクバク”でも最高。両手をあげ
て船上で待つ友に楽しさアピール。最終日はショッピング、夜は生バンドで
スタッフの方々と踊ったりとたのしいパーティーで過ごし、４泊のセブ旅行
はあっという間でした。スタッフの皆さん、やさしい仲間、大変なお世話にあ
りがとうございました。又、セブへ行こうね

パラセーリングでは仲間はやる気満 ！々 勇気を出して挑戦 
“心臓バクバク”でも最高。両手をあげて楽しさアピール♪

旅行が大好きな仲間たち９人！ ボホール島では、チョコレートヒル（丘）、
メガネ猿とご対面。船上バイキング等、盛り沢山のメニューでした

「朝は鳥の鳴き声で目が覚めるよ」と先輩！朝、なんとニワトリの声！
思わずクスクス笑ってテラスに出てみると美しい日の出の始まり

出発日１２月１１日（４泊５日）
会員歴４年５ヵ月　木原さん

出発日１２月１１日（４泊５日）
会員歴３年２ヵ月　清水さん

出発日１１月１８日（８泊９日）
会員歴１年１０ヵ月　アロースミスさん

出発日１月３日（４泊５日）
会員歴６年３ヵ月　柳澤さん
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成田から直行便４時間半でセブ・
マクタン島。そこから迎えの車に
乗り、屋外レストランのマリバゴ
グリルでフィリピン料理。亜熱帯
の夜風が心地よかった。今回の
旅行の目的は、海と夜のダンスク
ラブ。今回あいにくの曇り空が続
き、スカッと晴れた日はなかった
が、かえって日焼けせず良かっ
た。３日目には時折日差しも出
て、ビーチクラブへ。２７～２８
℃の気温で船の上は少し肌寒か
ったが、そこは亜熱帯、海の中は
温かくて、餌に群がる熱帯魚に
家内と大喜び。バナナボートは

バウンドして水飛沫を上げ、スリル満点。パラセーリングは遠くコーラルポ
イントリゾートを眺めて空中散歩の初体験！欲張り体験が出来ました。４日
目のボホール島は、珊瑚の隆起したチョコレートヒルが地震で被害を受け
たと聞き心配したが、上のコンクリートが少し崩れた程度でした。ターシャ
を見た後、駐車場で本場のココナッツ、白い果肉が美味。帰りに寄ったbee  
f a rm（蜜蜂農園）のアイスクリームは本物志向でこれも美味。５日目はコー
ラルポイントリゾートの前の浅瀬までバンカーボートがお出迎え、沖へ出て
のんびりシュノーケリング。夜は連日ナイトクラブへ行き、ラテン音楽に乗っ
てノリノリ腰振り。さよならパーティーでは、ドライバーさんのノリノリダン
スが出て皆大騒ぎして大爆笑。食事も美味しく、朝から晩まで楽しい旅行で
した。同行の朝田さんはじめ、スタッフの皆様に感謝します。

欲張り体験が出来ました♪ パラセーリングは遠く
コーラルポイントリゾートを眺めて空中散歩の初体験！

南国のリズムに乗って、バンドの生演奏で、皆でダンス♪
豚の丸焼きを食べて、最高の夜を過ごさせて頂きました

厳寒の信州より１日かけてセブ
へ到着し、４泊５日の旅が始まり
ました。２日目は市内観光に買
い物、いよいよ私にとっては目玉
の待ちに待ったマッサージです。
１時間の至福の時間。日頃の疲れ
を全て洗い流し、くせになってしま
いそうな究極の時を持つ事がで
きました。翌日のボホール島はロ
ボク川クルーズから始まる。ギタ
ー演奏にやさしい歌声に癒され
ながらの船上バイキングを楽し
み、可愛いターシャとの出会い！
「まあ、こんなに小さなお猿さん
が居たなんて」、しかし丁度寝ん
ねの時間帯だったとか。しっかりカメラに収める事が出来なかったのだけは
残念。１２００以上もあるという円錐形のチョコレートヒルを眺める頃には、
降っていた雨も止み、高い丘より見渡す事ができ、幸いであった。次の日はナ
ルスアン島へ、行きのバンカーボートに乗り込み、心地良い潮風に澄み渡っ
た空と透き通った海にうっとり、幸せな気分に浸る。久し振りの海水浴後にス
タッフの皆さんが用意して下さったバーベキューに舌鼓を打ち、最高に楽し
い海の思い出となりました。今回の感動を胸に、来年もまた同じ仲間で再訪で
きたらと思います。同行、案内して下さった宿岩さんには大変お世話になりま
した。頼りっぱなしの私共でしたが、次回はもう少し学習して行けたらと思っ
ています。お世話になりました現地のスタッフの皆様、どうもありがとうござ
いました。

夢のセブ島へ行って来ました

夜は連日ナイトクラブへ！ さよならパーティーでは、ドラ
イバーさんのノリノリダンスが出て皆大騒ぎして大爆笑

あこがれのセブへ！久し振りの海水浴後にスタッフの皆さんが用
意下さったバーベキュー♪最高に楽しい海の思い出となりました

あこがれのセブへ セブ島旅行

セブの旅
到着翌日、セブ市内観光からこ
の旅は始まり、ラプラプ像、マジ
ェラン記念碑からこの島の歴史
を知りました。ボホール島へ渡
り、チョコレートヒル、めがね猿、
船上バイキングでフィリピン料
理を堪能。なんと言っても、この
旅の最大の体験はシーウォーカ
ーでした。海に肩まで入ると、いき
なり重いキャップをかぶされ海
底へ、エサの缶を振ると、きれ
いな魚が集まって来て、手を伸
ばしてつかもうとしても空振り、
遠近感がつかめずフワフワして

いて、宇宙遊泳をしている様でした。次はシュノーケルで上から海底を覗
き、バナナボートで海上を疾走！その後のバーベキューが最高でした。片
道３時間車に乗り、歩きで３０分のカワサンの滝は、いかだに乗り、滝に
打たれたその衝撃は、疲れを吹き飛ばしてしまった。カモテス島は、船か
らエメラルドグリーンのカモテス海に浮かぶ島々を眺めながらリゾートハ
ウスに着き、その景色の中、スタッフの皆さんの準備してくださったバイ
キング料理を美味しくいただきました。フィナーレは朝田さんグループの
皆さんと一緒のパーティーでした。南国のリズムに乗って、バンドの生演
奏で、皆でダンスをして、豚の丸焼きを食べて、最高の夜を過ごさせて頂
きました。通訳兼ガイドのミキさん、ドライバーのフランシスさん、メイド
の皆さんお世話になりました。楽しい思い出をありがとうございました。

ボホール島はロボク川クルーズから始まる。ギター演奏にや
さしい歌声に癒されながらの船上バイキングを楽しみました！

昨年は私にとって生涯忘れる事
の出来ない一年だったと思いま
す。「人生には上り坂、下り坂、ま
さかの坂がある」と聞いたことが
あります。私には二度目のまさ
かの坂だったように思います。
友人からワールドビッグフォー
に入会して、セブ島に行こうと誘
われた時、一年間頑張った自分
へのご褒美にと考え、セブ島へ
行く事にしました。想像してい
た通り、青い青い海、街のいた
る所にブーゲンビリアやハイビ
スカスが、そして日本ではお店
に並んでいる様な観葉植物で彩られていました。人間って寒い所から暖か
い所に来ると、こんなにも開放感を感じるものだと納得出来ました。スケ
ジュールが一杯で忙しかったけど、マッサージやオカマショーなど初めて
の体験で心身共に癒され、ホボール島ではメガネ猿の愛らしさとチョコレ
ートヒルの自然の造形美には、本当に感動させられました。又、何十年ぶ
りでの海水浴にすっかり童心に返り、底まで見える綺麗な海で魚とたわむ
れ海を満喫しました。最後はお世話になったスタッフの皆様とのお別れパ
ーティー。あっと言う間の５日間でした。皆６０才以上の熟年旅行、ハプニ
ングあり笑いありの和気あいあいの楽しい旅でした。スタッフの皆さん、
幹事さん、本当にありがとうございました。最後に素敵な旅をプレゼントし
てくれたワールドビッグフォーに感謝です。これを良縁に、私の老後が上り
坂になってくれると信じています！ありがとうございました。

皆６０才以上の熟年旅行、ハプニングあり笑いありの和気あい
あいの楽しい旅でした。幹事さん、本当にありがとうございました！

この旅の最大の体験はシーウォーカー！ 海に肩まで入ると、いき
なり重いキャップをかぶされ海底へ！宇宙遊泳をしている様でした

自分へのご褒美に夢のセブ島へ！ 暖かい所に来ると、こんなにも開
放感を感じるものだと納得！初めての体験で心身共に癒されました！

出発日１月３日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　篠原さん

出発日１月８日（５泊６日）
会員歴８ヵ月　黒岩さん

出発日１月３日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　清水さん

出発日１月９日（７泊８日）
会員歴１１ヵ月　森泉さん


